
回次 開催月日 演題 講師 

1 S56. 6.17 
公衆衛生における自動化健診のあり方 京都府立医科大学 

 教授  川井 啓市 

2 S56. 9. 9 

職場と心身症 大阪府公衆衛生研究所 

 主査  夏目 誠 

職場のメンタルヘルス （財）日本生産性本部  

 メンタルヘルス室長  久保田 浩也 

3 S56.11.25 

糖尿病と眼 大阪厚生年金病院 

 住江 憲勇 

わが社から糖尿病を増やさない為に ダイエー健康管理センター 

 保健婦  大川 紀代子 

4 S57. 4.21 
日本人の癌 京都府立医科大学 

 助教授  赤坂 祐三 

5 S57. 7.22 

産業医講習会に出席して 松永クリニック 

 院長  松永 榮 

心臓病治療の進歩 京都府立洛東病院 

 副院長  落合 正和 

6 S57.10.20 

健康強化月間に想う 松永クリニック 

 院長  松永 榮 

疫学の立場からみた今後の癌対策 大阪府立成人病センター 

 部長  大島 明 

健康体力づくりと体操 京都体育大学 

 名誉教授  山岡 誠一 

7 S58. 2.16 

高血圧の管理 京都府立与謝の海病院 

 副院長  松岡 謙二 

中高年の運動処方 京都教育大学 

 教授  蜂須賀 弘久 

8 S58. 9.21 

健康づくりと運動処方 松永クリニック 

 院長  松永 榮 

背骨の健康とダイナミック療法 大阪市立大学医学部 

 講師  市川 宣恭 

腰痛を二度と起こさないダイナミック療法 関西スポーツ科学研究所 

 土井 隆雄 

9 S59. 2.15 
インターフェロンの臨床 京都府立医科大学 

 名誉教授  岸田 網太郎 

10 S59. 6. 4 
ウィルス性肝炎 大阪市立大学医学部 

 教授  山本 裕夫 

11 S60. 3.11 

健康管理の戦略転換 聖路加看護大学 

 学長  日野原 重明 

栄養の現状を考える 徳島大学 

 名誉教授  井上 五郎 

 



回次 開催月日 演題 講師 

12 S60. 6.21 

健康管理とエネルギー所要量 徳島大学 

 名誉教授  井上 五郎 

ＶＤＴ作業における眼の健康管理 愛知医科大学 

 教授  鈴村 昭弘 

13 S60.10.25 

心筋梗塞の話 松岡循環器内科 

 院長  松岡 謙二 

がんの予防はどこまで可能か 京都府立医科大学 

 教授  川井 啓市 

14 S61. 2.24 
がんの診断と治療 京都府立医科大学 

 教授  高橋 俊雄 

15 S61. 4.25 
労働と生きがい －産業医の立場から－ 松下産業衛生科学センター 

 所長  藤木 幸雄 

16 S61. 7.29 
お年寄りの心と体 堀川病院 

 前院長  早川 一光 

17 S61.10.20 
職場のメンタルヘルス 北里大学医学部 

 教授  高田 勗 

18 S62. 2.10 
癌になる人ならぬ人 予防がん学研究所 

 所長  平山 雄 

19 S62. 5.26 

事業所におけるトータルヘルスケアの経験 東芝三重工場健康管理室 

 室長  橋本 哲明 

新しい癌治療法としてのハイパーサーミア 菅原研究所 

 所長  菅原 努 

20 S62. 9.29 

シンポジウム（癌の自然史をめぐって） 

１．老化と癌対策 国立がんセンター疫学部 

  部長  渡辺 昌 

２．胃癌の自然史から見たがん予防と治療 京都府立医科大学 

  教授  藤田 晢也 

３．予後から見た乳癌の自然史 群馬大学医学部 

  教授  泉雄 勝 

４．前立腺癌の自然史 京都府立医科大学 

  教授  渡辺 泱 

21 S63. 2.23 

職場のメンタルヘルスとその対策 関西大学文学部 

  教授  葉賀 弘 

ストレスと心身症 東邦大学医学部 

  教授  筒井 末春 

22 S63. 4.27 

職場における運動処方の実際 住友病院産業衛生研究室 

  室長  菰池 義彦 

健康づくりと運動 神戸女子大学 

  教授  外園 一人 

 

 



回次 開催月日 演題 講師 

23 S63. 7.20 

最近の薬界事情と上手な薬の使い方 薬事評論家 

  京極 三郎 

改正労基法・改正労安法をめぐって 天満労働基準監督署 

  署長  須藤 高明 

24 S63.10.19 

世界の臓器移植の現状 京都府立医科大学 

  相川 一郎 

心臓移植を中心にして 京都第一赤十字病院 

  院長  橋本 勇 

25 H 1. 2.23 

50 代の突然死とその対策 国立循環器病センター 

  医長  佐藤 盤男 

心肺蘇生法の実際 国立循環器病センター 

  医師  相原 直彦 

26 H 1. 6. 7 

ライフスタイルの見直しでガンを防ぐ 大阪がん予防検診センター 

  部長  大島 明 

生活習慣と健康（一次予防） （財）関西労働保健協会 

  理事長 松永  榮 

27 H 1.11.14 

高度医療におけるターミナルケア 京都第一赤十字病院 

  福間 誠之 

医療と仏教の接点を求めて 中央仏教学院 

  講師 桜井 瑞彦 

28 H 2. 3. 8 

今なぜＴＨＰか 大阪労基局 

  労働衛生課長 宮宅 英夫 

心とからだの健康づくり運動 中央労働災害防止協会 

  課長 木村 嘉勝 

健康測定の実務と指導の進め方 神奈川県予防医学協会 

  部長 岩滝 典生 

29 H 2. 6.22 

肩の痛みについて －いわゆる５０肩について－ 大阪厚生年金病院 

  医長 米田  稔 

スポーツ障害について 大阪大学医学部 

  助教授 越智 隆弘 

30 H 2. 9.25 

腎臓移植をめぐって －その理解のために－ 大阪大学医学部 

  教授 園田 孝夫 

機械が果たす夢の医療 －人間と技術－ 大阪労災病院 

  院長 阿部  裕 

31 H 2.11.28 

職場の運動指導計画のたて方 大阪体育大学 

  教授 市川 宣恭 

好ましい食生活づくりのチェックポイント 京都文教短期大学 

  助教授 池田 順子 

 

 

 

 



回次 開催月日 演題 講師 

32 H 3. 3.13 

有害業務の健康診断 関西労働衛生技術センター 

  所長 原田  章 

ＶＤＴ作業と労働衛生対策 産業医科大学 

  教授 神代 雅晴 

33 H 3. 6.20 

老人は若くなった 京都シルバーリング 

  代表 玉川 雄司 

長寿社会の生き方を考える 高雄病院 

  院長 中村 仁一 

34 H 3. 9.10 

これからの健診はどう変わるか 愛知県総合保健センター 

  所長 岩塚  徹 

高齢化社会のニュートレンド 国立大阪病院 

  院長 古川 俊之 

35 H 3.12.11 

成人病を予防するライフスタイル 京都府立医科大学 

  助教授 青池  晟 

美味しさと健康 土井勝料理学校 

  校長 土井  勝 

36 H 4. 3.17 

成人の心臓病 国立循環器病センター 

  副院長 下村 克朗 

高血圧と老人ぼけ 国立循環器病センター 

  総長 尾前 照雄 

37 H 4. 6.17 

脳の画像診断 大阪大学医学部 

  教授 西村 恒彦 

画像診断の進歩 －心臓・大血管－ 大阪大学医学部 

  教授 小塚 隆弘 

38 H 4. 9.25 

成人病としての心疾患の成因と予防 大阪大学医学部 

  教授 松澤 佑次 

がんの実態と予防 愛知県がんセンター研究所 

  所長 富永 佑民 

中高年者の脳疾患と対策 住友病院 

  院長 亀山 正邦 

39 H 4.12.16 

職場のメンタルヘルス 大阪府立公衆衛生研究所 

  主査 夏目  誠 

家庭のメンタルヘルス 関西大学社会学部 

  教授 松原 一郎 

人の道・心の健康 高雄山神護寺 

  住職 谷内 乾岳 

40 H 5. 4.12 

エイズから身を護るにはどうあるべきか 大阪大学微生物研究所 

  教授 粟村  敬 

エイズの臨床の実際 東京都立駒込病院 

  医師 味澤  篤 

 



回次 開催月日 演題 講師 

41 H 5. 7.23 

産業医制度と産業保健センターの現状と将来 産業医科大学 

  教授 大久保利晃 

職場における心の病者の早期は発見法とその対応策について 大阪府顧問産業医 

 藤井 久和 

42 H 5.11.12 

脳疾患の新しい診断と治療 東京女子医科大学 

  教授 高倉 公朊 

がんはここまで治る 大阪府立成人病センター 

  総長 佐藤 武男 

ここまできた心臓疾患の治療 国立循環器病センター 

  病院長 川島 康生 

43 H 6. 3.24 

労働者の栄養管理 京都大学大学院医学研究科 

  教授 糸川 嘉則 

心の健康づくりに向けて 京都大学教育学部 

  教授 山中 康裕 

レジスタンス運動で体力づくり 筑波大学体育科学系 

  教授 鈴木 正成 

44 H 6. 5.19 

骨からはじまる健康と長寿 骨粗鬆症財団 

  副理事長 藤田 拓男 

骨粗鬆症と骨折 神戸大学医学部 

  教授 水野 耕作 

45 H 6. 9.27 

ライフスタイルは長寿を決定するか 大阪大学医学部 

  教授 森本 兼曩 

人は不死にあらず 国立大阪病院 

  院長 古川 俊之 

46 H 7. 1.24 

内視鏡の進歩をふり返って －病気とは何か－ 京都府立医科大学 

  教授 川井 啓市 

消化器疾患の内視鏡的治療 京都第二赤十字病院 

  部長 中島 正継 

47 H 7. 6.28 

職場における災害時の備えと対応 大阪府立千里救命救急センター 

  所長 太田 宗夫 

災害及び危機感の心的ストレスの対応について 大阪市立総合医療センター 

  医師 広常 秀人 

48 H 7. 9.27 

肺がんの実態をめぐって 国立療養所刀根山病院 

  院長 小倉  剛 

肺がん診療の現状とトピックス 国立療養所刀根山病院 

  副院長 桑原  修 

49 H 8. 2.28 

アレルギー性鼻炎（花粉症）をめぐって 大阪市立大学医学部 

  助教授 大橋 淑宏 

アトピー性皮膚炎をめぐる諸問題 大阪府立羽曳野病院 

  副院長 青木 俊之 

 



回次 開催月日 演題 講師 

50 H 8. 6.12 

企業におけるエイズ対策 松下健康管理センター 

  所長 坂上 皖庸 

エイズとの闘い －アメリカの取材から－ 関西テレビ放送アナウンス部 

  部長 桑原 征平 

51 H 8.10. 9 

運動の理論と実際 神戸女子大学 

  教授 外園 一人 

腰痛 －そのメカニズムと治療－ 坂本整形外科 

  院長 坂本 徳成 

52 H 9. 2.21 

ストレスの基礎 船員保険会大阪船員保険病院 

  部長 伊藤 皇一 

頭痛とストレス 大阪大学医学部 

  講師 阿部 和夫 

特 H 9. 7.14 

「千里 LC健診センター設立 5周年記念特別企画」 

掛布雅之氏野球人生を大いに語る 野球解説者 掛布 雅之 

    

53 H 9. 9.17 
健康診断とその事後措置について 富士ゼロックス株式会社 

  本社産業医 河野 慶三 

54 H10. 2.17 
医療保険制度の今後の課題 大阪大学医学部 

  教授 多田羅浩三 

55 H10. 7.10 

シンポジウム 

職場における糖尿病対策 松下健康管理センター 

 所長 坂上 皖庸 

  管理栄養士 栗田 晴美 

  保健婦 山根美佐枝 

56 H10.11. 5 

肝臓病とその管理 松下健康管理センター 

  部長 佐野  敦 

ストレスとアルコール関連障害 杉本医院 

  院長 杉本 二郎 

57 H11. 2.19 

料理を美味しく食べるコツ 全日空ゲートタワーホテル大阪 

  総料理長 吉井 和人 

落語で学ぶ生活習慣病 ＮＴＴ東海健康管理センター 

  部長 丹村 敏則 

特 H11. 6.22 

「財団創立 15周年記念特別講演会」 

生きること、学ぶこと ㈱整理回収機構 

－私の弁護士活動をめぐって－ 社長・弁護士 中坊 公平 

59 H11.10.27 
結核とその対策 大阪大学医学部 

  講師 高鳥毛俊雄 

60 H12. 3.10 
間近に迫った介護保険 大阪府医師会 

  理事 古林 光一 

 

 



回次 開催月日 演題 講師 

61 H12. 6.23 
脳血管障害とその予防 医療法人同仁会京都九条病院 

  院長 山木 垂水 

62 H12.11. 1 
21 世紀の健康づくり 大阪大学大学院医学研究科 

  教授 多田羅浩三 

63 H13. 3. 1 
自分を犠牲にしない介護 前高槻市長 

   江村 利雄 

64 H13. 6.27 

働く女性の健康管理 松下電工株式会社健康管理室 

  室長 長井 聡里 

職場でできる脳・心疾患予防 松下電器産業株式会社高槻健康管理室 

  室長 伊藤 正人 

65 H13.11.20 
職場の健康管理に必要な睡眠の知識 大阪回生病院睡眠医療センター 

  部長 谷口 充孝 

66 H14. 2.26 
職場のストレスマネジメント 大阪府立看護大学 

－やわらか頭でストレスに強くなる－ 教授 山田冨美雄 

67 H14. 6.20 
Ｃ型肝炎の診断と治療 大阪大学大学院医学研究科 

  教授 林  紀夫 

68 H14.12. 3 

改正健康保険法の要点と今後の取組み 健康保険組合連合会 

  参与 椎名 正樹 

健康増進法の成立を受けて 大阪大学大学院医学研究科 

  教授 多田羅浩三 

69 H15. 3. 4 
健診の果たしてきた役割とこれからのあり方 日本赤十字社熊本健康管理センター 

  所長 小山 和作 

70 H15. 7.11 
歯の健康と全身疾患～歯周病の実態と最新診断

法 

大阪大学大学院歯学研究科 

教授 天野 敦夫 

71 H15.11.20 
産業医から見た安全衛生配慮義務・リスクマネジメント 松下産業衛生科学センター 

 所長 山田 誠二 

72 H16. 3.11 
肺がんの診断と治療の現状 大阪大学大学院医学研究科 

  講師 太田 三徳 

73 H16. 6.18 
乳がんの最新診断法と治療の現状 京都府立医科大学内分泌・乳腺外科 

  部長 沢井 清司 

74 H16.12.16 
更年期 職場の健康学 －生き甲斐のあるライフステージを－ 聖マリアンナ医科大学予防医学教室 

 教授 吉田 勝美 

75 H17. 3. 9 
健康心理学へのいざない －予防医学のための行動科学 大阪人間科学大学人間科学部 

 教授 山田冨美雄 

76 H17. 6. 9 
食を通じたこころとからだの健康づくり 徳島大学大学院ストレス制御医学分野 

  教授 六反 一仁 

77 H17.11.18 
長寿と食生活 ＷＨＯ循環器疾患専門委員 

－健康寿命をのばす栄養パワー－ 家森 幸男 

78 H18. 3.14 
メタボリックシンドローム （財）住友病院 

－肥満がなぜ病気を招くのか－ 院長 松澤 佑次 



回次 開催月日 演題 講師 

79 H18. 7. 7 
疲労克朋戦略 大阪市立大学大学院医学研究科 

－見えてきた疲労のメカニズムと疲労克朋－ 教授 渡辺 恭良 

80 H18.11. 8 
アンチエイジングドック 同社大学アンチエイジングリサーチセンター 

“百寿者”への道 老化度を知り、弱点克朋を！ 教授 米井 嘉一 

81 H19. 3.13 
特定健診・特定保健指導 厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室 

特定健診・特定保健指導の実施体制について 室長補佐 大村 良平 

82 H19. 7.20 
特定健診と運動指導 大阪ガス㈱人事部健康開発センター 

特定保健指導における運動習慣支援について 統括産業医 岡田 邦夫 

83 H19.11.16 
がん対策推進基本計画を受けて 大阪府立成人病センター調査部疫学課 

がん検診の利益を知ろう 課長 中山 富雄 

84 H20. 3. 7 
直前！特定健診・保健指導 大阪ガス㈱人事部健康開発センター 

改めて！行動変容のキーワードは『エンパワーメント』 統括産業医 岡田 邦夫 

85 H20. 7.18 
こころの健康管理－こころの働きを通して、 ＬＣＣＰ 心理臨床カウンセリング研究所 

こころの問題の予防と対策を考える 代表 井本 惠章 

86 H20.11.20 
禁煙ＮＯＷ 誰でもできる禁煙治療 京都府立医科大学医学研究科地域保健医療疫学 

５つのＡと５つのＲを禁煙支援に生かそう 講師 繁田 正子 

87 H21. 3.16 
特定健診１年！  順天堂大学医学部総合診療科 

特定健診・特定保健指導の現状と今後の課題 准教授 福田 洋 

88 H21. 7.22 
健康経営 ワールド健康保険組合 

健保組合マネジメントのあり方と健康経営 専務理事 安倍 孝治 

89 H22. 2.25 
仕分け！生活習慣 大阪大学大学院医学系研究科社会環境医学講座 

悪い生活習慣はいい習慣にトレード！ 教授 磯 博康 

90 H22. 7.28 
変わる！メンタルヘルス対策 パナソニック産業衛生科学センター 

こころとからだのトータルヘルスケアとしのメンタルヘルス対策について 所長 山田 誠二 

91 H22.12.17 
いま、なぜ人間ドックか 日本赤十字社熊本健康管理センター 

これからの人間ドックを考える－真の予防医学を目指して 名誉所長 小山 和作 

92 H23. 3.22 
職場のうつ病対策 大阪大学大学院医学系研究科 

うつ病にもならない社員はいらない！！  准教授 石蔵 文信 

93 H23. 7.29 
放射線を知る 大阪府立大学地域連携研究機構 

放射線と安全なくらしのはなし  放射線研究センター長 奥田 修一 

94 H23.11.29 
眼を、健やかに、大切に 大阪大学大学院医学系研究科視覚情報制御学寄附講座 

知っておきたい眼のトラブル－その診断法から治療法、予防まで  教授 前田 直之 

特 H24.3.27 
一般財団法人設立記念講演会  

元気な明日のために―子宮頚がんは予防できる 女優  仁科 亜季子 

95 H24.7.18 
ロコモ（運動器症候群） 京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再生外科学 

ロコモに気をつけて健康長寿を実現しよう！ 教授  久保 俊一 

96 H24.12.14 
季節と循環器病 大阪医科大学内科学講座内科Ⅲ 

循環器病の季節変動 ～その予防から対策まで 教授 石坂 信和 

 

 

 



回次 開催月日 演題 講師 

97 H25.3.21 
『目・鼻 断ちがいい』 大橋耳鼻咽喉科･アレルギー科医院 

役に立つ花粉症の話し  ―春を快適に― 院長 大橋 淑宏 

98 H25.7.5 
実践･こころとからだを健康に トータルフィット株式会社 

～すっきり気分爽快～ リセット！マインド＆ボディ 代表取締役 梅田 陽子 

99 H25.11.8 
「健

ケン

口
コウ

」を考える 大阪大学大学院歯学研究科 予防歯科学教室 

口からの健康：食べる･生きる･暮らす 教授 天野 敦雄 

 


