
月日(曜)

時 　 間 単位数 コード

会 　 場

4月23日(土) 釧路市医師会 釧根地区CKD地域連携講演会 ①釧路赤十字病院　内科 ①市立釧路総合病院

19:00～20:30 1.5 13 協和発酵キリン㈱ ①腎性貧血へのESA製剤使用のすすめ (腎臓内科･透析)　関　真秀 泌尿器科　　    森田　研

釧路ｾﾝﾁｭﾘｰ 73 　　　　－最新のガイドラインを読む－ ②近江八幡市立総合医療ｾﾝﾀ－ ②釧路赤十字病院　内科

ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 82 ②保存期腎不全検査教育入院から始まるCKD地域連携 腎臓ｾﾝﾀｰ顧問　八田　告 (腎臓内科･透析)　佐藤　亜樹子

5月13日(金) 釧路市医師会 北大保健センター 市立釧路総合病院

18:45～20:00 1 69 持田製薬㈱ 社交不安症の臨床　－うつ病のcomorbidityも含めて－ 北大医学研究科 精神神経科

釧路ｾﾝﾁｭﾘｰ 吉富薬品(株)   精神医学 部長

ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 田辺三菱製薬㈱ 准教授　　　　朝倉　聡 　　　　田中　輝明

5月20日(金) 釧路市医師会 漢方学術講演会 静内病院 釧路労災病院

19:00～20:30 1.5 83 ㈱ツムラ がんと漢方　－抗がん剤の副作用対策を中心に－ 副院長

釧路プリンスホテル 院長 外科部長

井齋　偉矢 　小笠原　和宏

5月27日(金) 釧路市医師会 釧路肝炎学術講演会 ①釧路労災病院 ①市立釧路総合病院

19;00～20:40 1.5 2 アッヴィ合同会社 ①釧路労災病院における肝炎治療の現状 部長　　　寺下　勝巳 副院長　　米澤　和彦

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 18 ②C型肝炎の最新治療　 ②東京医大　茨城医療ｾﾝﾀｰ ②釧路労災病院

24 －新薬で大きく変わるC型肝炎治療－ 教授　　　松﨑　靖司 副院長　宮城島　拓人

5月30日(月) 釧路市医師会 WEBカンファレンス 豊橋ハートセンター

①18:30～ 0.5 75 MSD(株) コレステロール代謝と冠動脈動脈硬化病変との関連性 循環器内科

②19:10～ バイエル薬品(株) －最適なコレステロール低下療法への考察－ 部長

釧路市交流プラザさいわい ※①、②どちらも同じ内容の講演です。 那須　賢哉

6月3日(金) 釧路市医師会 三重大学 医学系研究科 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 35 釧路薬剤師会 わかりやすい脳微小循環の話 神経病態内科学 　統括診療部長

釧路プリンスホテル 78 大塚製薬㈱ 教授 　脳神経外科　科長

冨本　秀和 今泉　俊雄

6月7日(火) 釧路市医師会 釧路消化器カンファレンス 東北大病院 釧路労災病院

19:00～20:30 1 52 アストラゼネカ(株) 適切なＧＥＲＤ診療とは？　－有効性と安全性－ 消化器内視鏡センター

釧路プリンスホテル センター長 副院長

小池　智幸 宮城島　拓人

6月23日(木) 釧路市医師会 帝京大医学部 釧路皮膚科クリニック

18:45～20:00 1 26 (株)ポーラファルマ 根治を目指した爪白癬治療戦略 皮膚科

釧路プリンスホテル 教授 院長

渡辺　晋一 足立　功一

7月1日(金) 釧路市医師会 横浜市立大 市立釧路総合病院

19:30～20:45 1 75 釧路薬剤師会 血管内イメージングを臨床に活用する！ 心臓血管センター 心臓血管内科

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 興和創薬(株) 准教授 統括診療部長

釧路病院薬剤師会 日比　潔 坂井　英世

※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕

平成28年度　日本医師会生涯教育講座　実施内容

主　　催 演　　　　　題 講師所属.職.氏名 座　　長
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主　　催 演　　　　　題 講師所属.職.氏名 座　　長

7月6日(水) 釧路市医師会 釧路市医師会・釧路小児科医会・釧路内科小児科開業医会学術講演会 THE KING CLINIC 市立釧路総合病院

18:30～20:00 1 11 釧路小児科医会 渡航前に知っておきたい海外の感染症と 小児科

釧路市生涯学習ｾﾝﾀｰ 釧路内科小児科開業医会 　　　　　　　　　トラベラーズワクチン総論 院長 部長

サノフィ株式会社 近　利雄 山本　大

7月7日(木) 釧路市医師会 糖尿病治療を考える会 福岡大医学部 芦野クリニック

19:00～21:00 2 76 釧路ＣＤＥ研究会 ライフスタイルと未来を護る糖尿病診療 内分泌糖尿病内科

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 82 武田薬品工業(株) 准教授 院長

野見山　崇 髙橋　忠良

7月8日(金) 釧路市医師会 水利尿を考える会 聖マリアンナ医大 市立釧路総合病院

19:15～20:30 1 45 釧路薬剤師会 腎機能低下例における心不全の体液管理 腎臓・高血圧内科 心臓血管内科

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 73 大塚製薬(株) 教授 統括診療部長

柴垣　有吾 坂井　英世

7月23日(土) 釧路市医師会 道東医療従事者と先端医療の展開2016　in  釧路 ①旭川医科大学病院　副院長 ①市立釧路総合病院

13:00～15:00 2 4 北海道移植医療推進協議会 ①本邦・北海道の移植医療Up date 旭川医大　教授　古川 博之 統括診療部長　　森田 研

釧路プリンスホテル 5 釧路労災病院 ②ハイリスク症例における治療前の ②コロンビア大医療ｾﾝﾀｰ　内科 ②釧路労災病院

コミュニケーションについて　　 (Assistant Professor)　中川 俊一 副院長　　　小笠原 和宏

8月18日(木) 釧路市医師会 第12回　釧路感染対策談話会 国立国際 釧路労災病院

18:15～20:30 2 8 釧路感染対策談話会 　－ICD制度協議会の推薦する教育企画－ 　医療研究センター病院

釧路プリンスホテル 10 大正富山医薬品(株) ＡＭＲアクションプラン時代の感染対策 国際感染症センター長 副院長

釧路薬剤師会　　ほか 大曲　貴夫 宮城島　拓人

8月19日(金) 釧路市医師会 釧路地区の不整脈治療を考える－心房細動に出会ったら－ 国立病院機構 市立釧路総合病院

19:20～21:00 1.5 9 釧路薬剤師会 ＤＯＡＣ登場から5年、抗凝固療法はどう変わったか 京都医療センター 心臓血管内科

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 73 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ(株) 　－伏見ＡＦレジストリからの考察－ 循環器内科 統括診療部長

部長　　　　赤尾　昌治 坂井　英世

8月25日(木) 釧路市医師会 第3回認知症の気づきとケアを考える会 ①市立釧路総合病院　認知症 星が浦病院

19:00～20:45 1.5 14 釧路薬剤師会 ①認知症ケアにおけるチーム医療の重要性と看護師の役割 認知症認定看護師　岩浅 庄一

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 29 武田薬品工業(株) ②認知症の早期発見の重要性と薬物治療について ②香川大医学部　精神神経医学 院長

ヤンセンファーマ(株) 教授　中村　祐 高谷　了

8月26日(金) 釧路市医師会 道東地区産婦人科医会研修会 札幌医大医学部 足立産科婦人科医院

18:30～20:00 1 53 道東地区産婦人科医会 婦人科腫瘍治療のトピックス 産婦人科学

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 日本新薬(株) 教授 理事長

齋藤　豪 足立　謙蔵

9月2日(金) 釧路市医師会 総合医から診るリウマチ治療セミナー ①釧路赤十字病院 釧路赤十字病院

19:00～20:30 1.5 15 釧路薬剤師会 ①Do To １！Project!道東を一つに 内科部長　古川　真 内科

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 61 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ(株) 　　　　　地域医療連携推進法人制度とは ②名古屋第二赤十字病院 部長

小野薬品工業(株) ②総合内科医が診るＰＴＨ製剤の有用性 第二総合内科部長　横江 正道 　古川　真
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9月9日(金) 釧路市医師会　MSD(株) ①釧路赤十字病院　内科 芦野クリニック

18:50～20:30 1,5 2 北海道病院薬剤師会 ①Do To Project 目の前の一人のために!道東を一つに! 　部長　　　　古川　真

釧路プリンスホテル 10 釧路薬剤師会 ②薬剤選択の患者基準　－負担と効果と選好－ ②奈良県立医大　糖尿病学 院長

76 釧路病院薬剤師会　 　教授　　　　石井　均 髙橋　忠良

9月21日(水) 釧路市医師会 WEBカンファレンス 富山病院

19:00～20:00 1 73 バイエル薬品(株) 心房細動実臨床で抗凝固療法は

(株)ほくやく釧路支店 　　　　治験での約束を果たしているか？ 院長

井上　博

9月24日(土) 釧路市医師会 釧路根室リウマチ学術講演会 ①釧路赤十字病院 市立釧路総合病院

16；50～18：30 1，5 10 武田薬品工業(株) ①リウマチ性胸膜炎の病態と治療 内科　　　江口　みな 消化器内科・リウマチ科

釧路プリンスホテル 61 ファイザー(株) ②関節リウマチ治療の新治療戦略 ②名古屋大医学部附属病院 副院長

－ＪＡＫ阻害剤の可能性を探る－ 講師　　　髙橋　伸典 阿部　敬

10月14日(金) 釧路市医師会 かかりつけ医のための認知症(BPSD)研修会 清水桜が丘病院

19:00～20:45 1.5 23 北海道認知症BPSD研究会 日常診療におけるBPSDについて

釧路プリンスホテル 76 (株)ツムラ 院長

他1題 清水　輝彦

10月21日(金) 釧路市医師会 釧路小児科医会学術講演会 済生会横浜市東部病院 市立釧路総合病院

18:45～20:00 1 51 釧路小児科医会 『経口補水療法』 小児肝臓消化器科 小児科

釧路ｾﾝﾁｭﾘｰ (株)大塚製薬工場 診療の実際と小児急性胃腸炎診療ガイドライン作成の経緯 副部長 副院長

ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 十河　剛 足立　憲昭

10月28日(金) 釧路市医師会 第2回釧路メタボリックシンドロームを診る会 北里大医学部 市立釧路総合病院

18:50～20:30 1.5 73 バイエル薬品(株) 冠動脈疾患二次予防患者における脂質低下療法の重要性 循環器内科 心臓血管内科

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 75 ＭＳＤ(株) 教授 部長

釧路薬剤師会　　ほか 阿古　潤哉 高橋　将成

10月31日(月) 釧路市医師会 Diabetes Symposium in Kushiro 日大医学部 市立釧路総合病院

19:00～20:15 1 76 日本イーライリリー(株)  －透析導入抑制を目指した糖尿病治療戦略－ 腎臓高血圧内分泌内科

釧路プリンスホテル 日本ベーリンガー 合併症予防を考慮した糖尿病治療 主任教授 副院長

　インゲルハイム(株) 　～先発完投型の治療を目指して～ 阿部　雅紀 阿部　敬

11月2日(水) 釧路市医師会 漢方学術講演会 北里大東洋医学総合研究所 釧路皮膚科クリニック

18:15～19:30 1 83 (株)ツムラ 皮膚科領域の漢方薬治療　－臨床編－ 　臨床准教授

釧路ｾﾝﾁｭﾘｰ 漢方鍼灸治療ｾﾝﾀｰ 院長

ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 副ｾﾝﾀｰ長　　　伊藤　剛 足立　功一

11月5日(土) 釧路市医師会 いい皮膚の日釧路市民公開講座講演会 慶應義塾大学医学部 足立皮膚科美容外科

16:00～17:30 1.5 4 釧路皮膚科医会 かゆみとたたかうスキンケア　 皮膚科学             クリニック

釧路ロイヤルイン マルホ(株) －乾燥肌からアトピー性皮膚炎まで－ 准教授 院長

久保　亮治 足立　柳理
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平成28年度　日本医師会生涯教育講座　実施内容

主　　催 演　　　　　題 講師所属.職.氏名 座　　長

11月18日(金) 釧路市医師会 釧路脳神経機能画像講演会 東京医科歯科大 釧路孝仁会記念病院

19:00～20:00 1 78 日本メジフィジックス(株) 脳神経外科領域における 医歯学総合研究科

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 　　臨床脳循環代謝計測の基本から先端領域での応用まで 脳神経機能外科学 副院長

准教授　　　　成相　直 入江　伸介

11月25日(金) 釧路市医師会 認知症カンファレンス　in　釧路 ①大分大医学部附属病院 ①星が浦病院

18:50～20:30 1.5 29 第一三共(株) ①認知症の人と家族に今できること 講師   　 吉岩 あおい 　院長　　　高谷　了

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ ②釧路市の認知症地域支援体制について ②釧路市福祉部介護高齢課 ②清水桜が丘病院

高齢福祉担当　及川 恵子 　院長　　　清水　輝彦

12月3日(土) 釧路市医師会 糖尿病治療の潮流を考える会 萬田記念病院 芦野クリニック

16:00～18:00 2 76 釧路ＣＤＥ研究会 2016年の糖尿病治療を振返る

釧路市生涯学習センター 82 武田薬品工業(株) 副院長 院長

種田　紳二 高橋　忠良

12月8日(木) 釧路市医師会 釧根地区の吸入療法を考える　 医大前南4条内科 町立別海病院

19:15～20:50 1 79 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ(株) 　－似て非なる病気、COPDと喘息－ 内科

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 北海道病院薬剤師会 これで解決！プライマリケアにおけるCOPD・喘息治療 院長 医長

釧路薬剤師会　ほか 田中　裕士 鈴木　英雄

12月10日(土) 釧路市医師会 釧路糖尿病治療フォーラム ①練馬総合病院 芦野クリニック

15:00～16:30 1.5 73 釧路薬剤師会 ①SGLT2阻害薬を上手に使いこなすために 　副院長　　柳川　達生

釧路ｾﾝﾁｭﾘｰ 76 釧路病院薬剤師会 ②糖尿病性腎症治療のポイント ②埼玉医大病院 院長

ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 小野薬品工業(株) 　副院長　　中元　秀友 高橋　忠良

2月7日(火) 釧路市医師会 平成28年度北海道病院協会釧根支部講演会 石井公認会計士事務所

18:00～20:00 2 6 根室市外三郡医師会 医療・介護改革を考える

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 北海道病院協会釧根支部  －最大課題・医療計画と療養病床見直しを中心に－ 所長

 －そして、診療報酬改定の影響についても－　　　 石井　孝宜

2月23日(木) 釧路市医師会 道東地区産婦人科医会 東邦大医療ｾﾝﾀｰ大橋病院 釧路赤十字病院

19:00～20:15 1 7 釧路地区産婦人科医会 分子標的役を用いた婦人科がんの新たな治療戦略 婦人科 産婦人科

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 中外製薬(株) 准教授 部長

小宮山　慎一 東　正樹

2月24日(金) 釧路市医師会 ディスカバリーＣＯＰＤセミナー in 釧路 KKR札幌医療センター 杉元内科医院

19:15～20:45 1 46 日本ベーリンガー ＣＯＰＤ最新治療戦略 呼吸器内科

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 　インゲルハイム(株) 医長 院長

釧路薬剤師会　ほか 福家　聡 杉元　重治

3月8日(水) 釧路市医師会 Meet the Expert in Kushiro ①聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大　 柴田内科医院

19:00～20:30 1 52 武田薬品工業(株)  －酸関連疾患の最新話題を中心に－ 教授　　　　伊東　文生

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 大塚製薬(株) ①消化器疾患　UP TO DATE ②平和台ｸﾘﾆｯｸ 院長

②実地医家における逆流性食道炎治療の実際 院長　　　千葉井　基泰 柴田　香織
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月日(曜)

時 　 間 単位数 コード

会 　 場

※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕

平成28年度　日本医師会生涯教育講座　実施内容

主　　催 演　　　　　題 講師所属.職.氏名 座　　長

3月9日(木) 釧路市医師会 釧路地区糖尿病講演会 ①釧路赤十字病院 芦野クリニック

18:50～20:30 1.5 73 ノボノルディスクファーマ(株) ①当科における新規配合インスリン製剤の使用経験 内科副部長　宮　愛香

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 76 釧路薬剤師会 ②今再考する、2型糖尿病の注射療法 ②東邦大医学部　内科学講座 院長

釧路病院薬剤師会　他 　教授　　　弘世　貴久 髙橋　忠良

3月24日(金) 釧路市医師会 ＰＡＤセミナー　in　釧路 桑園中央病院 市立釧路総合病院

19:30～20:40 1 73 中外製薬(株) 町の透析医の救肢戦略 泌尿器科 泌尿器科

釧路市 院長 統括診療部長

生涯学習センター 松井　傑 森田　研

3月31日(金) 釧路市医師会 釧路感染対策オープンセミナー 東北大学加齢医学研究所 釧路赤十字病院

18:00～19:15 1 28 釧路赤十字病院 インフルエンザ診療の最新知識2017 抗感染症薬

釧路赤十字病院 MeijiSeikaファルマ㈱ 　－鳥インフルエンザを含めて－ 　開発寄附研究部門　 副院長

招聘教授　　　　 渡辺　彰 近江　亮
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