
月日(曜)

時 　 間 単位数 コード

会 　 場

 4月 5日(金) 63  釧路市医師会  ホームケアクリニック札幌  杉元内科医院

18:45～20:30 1.5 80  ファイザー㈱ 　がんになっても最期まで家で過ごす為に

アクア・ベール 81  エーザイ㈱ 　　～在宅緩和ケアについて～

（他一題）  院長　　前野　宏  院長　　杉元重治

 5月24日(金) 23  釧路市医師会  (独)国立病院機構  釧路労災病院

19:00～20:30 1.5 73  日本ベーリンガー 　NAFLD/NASHの診療と最近の知見 　旭川医療センター

釧路全日空ホテル 82 　インゲルハイム㈱  総合内科

 アステラス製薬㈱ （他一題）  医長　　横浜吏郎  副院長　宮城島拓人

 5月31日(金)  釧路市医師会  東邦大学医療センター  市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 11  ＭＳＤ㈱ 　ＭＲＳＡ感染症の治療と管理 　大橋病院

釧路キャッスルホテル 57  外科  消化器内科

 教授　　草地信也  副院長　米澤和彦

 6月 1日(土)  釧路市医師会  新潟大学大学院医歯学総合研究科  釧路皮膚科クリニック

18:00～19:15 1 26  釧路皮膚科医会 　脱毛症について  分子細胞医学専攻

釧路プリンスホテル 73  サノフィ㈱ 　細胞機能講座皮膚科学分野

 教授　　伊藤雅章  院長　　足立功一

 6月 4日(火) 1  釧路市医師会  早稲田大学大学院  釧路労災病院

18:00～19:45 1.5 4  協和発酵キリン㈱ 　コンフリクト・マネッジメントについて 　法務研究所

釧路プリンスホテル 8  外科部長

（他数題）  教授　　和田仁孝  副院長　小笠原和宏

 6月28日(金) 45  釧路市医師会  筑波大学付属病院  市立釧路総合病院

19:00～20:35 1.5 46  日本ベーリンガー 　名医が知るCOPD治療のTORCH（松明）  ひたちなか社会連携

釧路全日空ホテル 82 　インゲルハイム㈱ 　　　　　－池江調教師親子物語－ 　教育研究センター  呼吸器内科

 ファイザー㈱  教授　　寺本信嗣  部長　　北村康夫

 6月29日(土) 1  釧路市医師会  広島文化学園大学  釧路労災病院

16:30～18:00 1.5 2  釧路労災病院 　ＨＩＶ感染症の歴史を振り返る

釧路労災病院 13 　　　～私たちはどこに行くのだろう～  看護学科

 教授　　高田　昇  副院長　宮城島拓人

 7月 3日(水)  釧路市医師会  平光ハートクリニック  杉元内科医院

18:45～20:15 1 73  釧路薬剤師会 　脂質異常症のテーラーメード治療

釧路全日空ホテル 75  バイエル薬品㈱ 　　～コレステロール吸収と合成の制御を考慮して～

 ＭＳＤ㈱  院長　　平光伸也  院長　　杉元重治

 7月 5日(金) 1  釧路市医師会  釧路がん検診センター

19:00～21:00 2 51  釧路胃と腸を診る会 　胃バリウム読影について

釧路労災病院 52  エーザイ㈱

53 （他数題）  所長　　松浦邦彦

※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕

平成25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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会 　 場

※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕

平成25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

 7月19日(金)  釧路市医師会  北海道大学  市立釧路総合病院

18:45～20:00 1 73  ＭＳＤ㈱ 　心血管病における糖尿病のインパクト

釧路プリンスホテル 74  循環病態内科学  心臓血管内科

 教授　　筒井裕之  統括診療部長　坂井英世

 7月26日(金)  釧路市医師会  名古屋大学医学部  釧路赤十字病院

19:00～20:15 1 63  釧路外科集談会 　大腸癌治療におけるBevacizumabの特性 　附属病院

釧路キャッスルホテル 74  中外製薬㈱ 　　　　　　　　　　　―CCOG臨床試験より―  消化器外科2  外科

 助教　　中山吾郎  部長　　近江　亮

 8月 2日(金)  釧路市医師会  東海大学医学部  市立釧路総合病院

19:00～21:00 2 24  大塚製薬㈱ 　肝硬変患者における

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 73 　　　　難治性高アンモニア血症とカルニチン  内科学系消化器内科  

ﾎﾃﾙ釧路 （他一題）  准教授　白石光一  副院長　米澤和彦

 8月 9日(金)  釧路市医師会  弘前大学大学院  市立釧路総合病院

18:45～20:00 1 80  ファイザー㈱ 　心房細動のリスク評価と抗凝固療法 　研究科

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 82  ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ㈱ 　　～CHA2DS2-VAScスコアと年齢の重要性～  循環呼吸器腎臓内科科学  心臓血管内科

ﾎﾃﾙ釧路  教授　　奥村　謙  統括診療部長　坂井英世

 8月24日(土) 18  釧路市医師会  宮崎大学医学部  釧路皮膚科クリニック

17:00～19:00 1.5 26  釧路市皮膚科医会 　宮崎における帯状疱疹疫学調査 　感覚運動医学講座

アクア・ベール 73  ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ㈱  皮膚科学分野

（他一題）  教授　　瀬戸山充  院長　　足立功一

 8月30日(金)  釧路市医師会  NPO法人　天かける  釧路労災病院

18:45～20:45 2 13  釧根地域医療連携 　「尾道方式」～包括ケアシステムとICT～

釧路プリンスホテル 29 　ﾈｯﾄﾜｰｸを考える会  地域連携担当

 武田薬品工業㈱ （他二題）  理事　　佐野弘子  院長　　草野満夫

 9月 6日(金) 73  釧路市医師会  NTT東日本札幌病院  芦野クリニック

18:45～20:45 1.5 76  釧路薬剤師会 　2型糖尿病の経口薬治療  

釧路キャッスルホテル 82  田辺三菱製薬㈱他 　　－DPP-4阻害薬をどのように使うべきか－  内科

 第一三共株他 （他一題）  診療部長　吉岡成人  院長　高橋　忠良

 9月14日(土) 10  釧路市医師会  札幌医科大学  市立釧路総合病院

18:20～20:20 1.5 61  釧路根室リウマチ研究会 　リウマチ膠原病診療のトピックス  消化器・免疫・

生涯学習センター 73  武田薬品工業㈱ 　リウマチ内科学講座

 ファイザー(株) （他三題）  准教授　高橋裕樹  副院長　阿部　敬

 9月19日(木) 73  釧路市医師会  東京医科大学  芦野クリニック

18:50～20:30 1.5 76  協和発酵キリン(株) 　心血管イベント抑制のための糖尿病管理

釧路プリンスホテル 82  内科学第三講座

（他一題）  主任教授　小田原雅人  院長　　高橋忠良
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会 　 場

※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕

平成25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

 9月27日(金)  釧路市医師会  東京大学  市立釧路総合病院

19:00～20:15 1 74  日本ベーリンガー 　高血圧の病態と治療

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 82 　インゲルハイム㈱ 　　　－食塩感受性高血圧を中心として－  心臓血管内科

ﾎﾃﾙ釧路  名誉教授　藤田敏郎  統括診療部長　坂井英世

10月 8日(火) 11  釧路市医師会  帝京大学医学部  釧路赤十字病院

18:30～20:30 2 73  日本動脈硬化学会 　脂質異常症治療ガイド2013年版の使い方

釧路赤十字病院 75  北海道看護協会  内科  

82  北海道栄養士会 （他数題）  教授　　木下　誠  院長　二瓶和喜

10月18日(金)  釧路市医師会  札幌厚生病院  釧路労災病院

19:15～20:30 1 1  釧路胃と腸を診る会 　上部消化管疾患の画像診断と

釧路プリンスホテル 54  エーザイ(株) 　　　　　　　　　　病理組織診断との対比  臨床病理科

 医長　　市原　真  副院長　宮城島拓人

10月25日(金)  釧路市医師会  東京慈恵会医科大学  芦野クリニック

19:30～21:00 1 76  興和創薬㈱ 　ＣＧＭ（持続血糖モニター）からみた

釧路キャッスルホテル 82 　　　　　　　　　　　糖尿病治療の最適化  糖尿病・代謝・内分泌内科

 准教授　西村理明  院長　　高橋忠良

10月26日(土) 18  釧路市医師会  上條甲状腺クリニック  市立釧路総合病院

18:00～20:10 2 22  釧根地区 　私の臨床甲状腺病学　　現在・過去・未来  院長

釧路東急イン 73 　内分泌セミナー  上條甲状腺研究所  耳鼻咽喉科

 あすか製薬(株) （他一題）  所長　　上條桂一  副院長　飯塚桂司

11月 7日(木)  釧路市医師会  東京女子医科大学病院  市立釧路総合病院

19:30～21:00 1 73  第一三共(株) 　腎デナベーションの有効性と今後の展望  

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 74  高血圧・内分泌内科  心臓血管内科

ﾎﾃﾙ釧路 （他一題）  講師　　森本　聡  統括診療部長　坂井英世

11月13日(水)  釧路市医師会  市立釧路総合病院  市立釧路総合病院

18:45～20:00 1 51  釧路外科集談会 　止血に難渋し、出血性ショックとなった

生涯学習センター 84  中外製薬(株) 　　十二指腸潰瘍の一例  外科

（他数題） 　　　　小野雅人  統括診療部長　長谷川直人

11月15日(金) 2  釧路市医師会  北海道がんセンター  釧路労災病院

19:00～20:30 1.5 15  第一三共(株) 　乳がん治療における Bone Management

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 19  アストラゼネカ(株)

ﾎﾃﾙ釧路 （他数題）  統括診療部長　高橋將人  副院長　小笠原和宏

11月21日(木) 2  釧路市医師会  東京大学大学院  釧路赤十字病院

18:30～20:00 1.5 5  釧路皮膚科医会 　知って役立つアトピー性皮膚炎の知識 　医学系研究科・医学部

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 26  マルホ(株)  皮膚科学  皮膚科

ﾎﾃﾙ釧路  教授　　佐藤伸一  部長　　飯田憲治
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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25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

 1月31日(金)  釧路市医師会  札幌医科大学医学部  市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 53  エーザイ(株) 　ＩＢＤに対する幹細胞治療  消化器・免疫・

釧路プリンスホテル 54  アッヴィ合同会社 　　－炎症・発癌に対するMSCの多彩な作用－ 　リウマチ内科学講座  消化器内科

 講師　　有村佳昭  　　　 阿部　敬

 2月 6日(木)  釧路市医師会  医大前南4条内科  町立別海病院

18:45～20:00 1 46  釧路薬剤師会 　喘息治療は新規薬剤の登場で変わるか

釧路プリンスホテル 79  釧路病院薬剤師会 　　～配合剤の使い方も含めて～（仮）  内科

 杏林製薬(株)  院長　　田中裕士  医長　　鈴木英雄

 2月 7日(金) 1  釧路市医師会  釧路がん検診センター

18:45～21:00 2 51  釧路胃と腸を診る会 　胃バリウム読影について

釧路労災病院 52  エーザイ(株)

53 （他数題）  所長　　松浦邦彦

 2月24日(月) 7  釧路市医師会  (株)仲野メディカル

18:30～20:00 1.5 9  (株)モロオ 　2014年度 診療報酬改定のポイント 　　　　　　オフィス

釧路プリンスホテル 84  

 代表　　仲野　豊

 2月28日(金)  釧路市医師会  北里大学北里研究所病院  釧路労災病院

19:00～20:15 1 2  大塚製薬(株) 　炎症性腸疾患の先進治療とその工夫  炎症性腸疾患

釧路プリンスホテル 15  第一三共(株) 　　先進治療センター

 ｾﾝﾀｰ長　日比紀文  副院長　宮城島拓人

 3月 1日(土) 2  釧路市医師会  公益財団法人  

14:00～16:30 2 13  根室市外三郡医師会 　最新の結核の診断・治療と結核対策について 　結核予防会結核研究所

釧路ロイヤルイン 14  釧路保健所  

46  根室保健所　他 （他一題）  副所長　加藤誠也

 3月 5日(水)  釧路市医師会  北海道大学大学院  釧路赤十字病院

19:00～20:30 1 61  ブリストル・マイヤーズ(株) 　関節リウマチ診療： 　　医学研究科

釧路プリンスホテル 73  小野薬品工業(株) 　　エビデンスを日常診療にどういかすか？  免疫・代謝内科学分野  内科

  教授　　渥美達也  部長　　古川　真

 3月 6日(木) 1  釧路市医師会  釧路労災病院  杉元内科医院

18:30～20:30 2 2  釧路労災病院 　外科医がみた肝臓がん

釧路労災病院 22 　　　　～そのミラクルな病態～

27 （他一題）  院長　　草野満夫  理事長　杉元紘一

 3月 7日(金)  釧路市医師会  日本医科大学  市立釧路総合病院

19:20～20:30 1 19  第一三共(株) 　急性心不全における血管拡張薬・利尿薬の役割 　武蔵小杉病院

釧路プリンスホテル 73 　　　　～うっ血管理の重要性～  内科・循環器内科  心臓血管内科

 教授　　佐藤直樹  統括診療部長　坂井英世
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