
月日(曜)
時 　 間 単位数 コード
会 　 場
 4月15日(金)  釧路市医師会  東京女子医科大学  市立釧路総合病院

18:45～20:00 1 69  協和発酵キリン㈱ 　躁うつ病の真実と現実
釧路プリンスホテル 70  神経精神科  精神・神経科

 教授　　坂元　薫  部長　　中條　拓

 5月20日(金)  釧路市医師会 　胃癌化学療法の考え方  栃木県立がんセンター  市立釧路総合病院

18:45～20:00 1 1  中外製薬㈱ 　　～どの薬を、そのタイミングで、
釧路プリンスホテル 9 　　　　　　　　どのような根拠で使うのか～  腫瘍内科  消化器内科

 副部長　　浜本康夫  副院長　　米澤和彦

 5月24日(火) 13  釧路市医師会  東邦大学医療センター  釧路赤十字病院

19:00～20:45 1.5 76  ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ・ﾌｧｰﾏ㈱ 　糖尿病治療のパラダイムシフト  大橋病院

釧路プリンスホテル 82  糖尿病内科

 　　　　　柴　輝男  内科部長　古川　真

 5月28日(土) 1  釧路市医師会  札幌医科大学  釧路赤十字病院

16:45～19:00 2 10  小野薬品㈱ 　進化するガイドライン2010  救急集中治療医学

釧路赤十字病院 16 　　　～どこが変わり、どこは同じっ？～
44  准教授　　今泉　均  副院長　　山口辰美

 6月24日(金)  釧路市医師会  亀田総合病院  孝仁会

18:50～20:00 1 1  ｻﾉﾌｨ・ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ㈱ 　アテローム血栓症と脳血管内治療
釧路プリンスホテル 78 　　～再発予防の重要性とEvidence～  脳神経外科

 部長　　田中美千裕  理事長　　齋藤孝次

 6月25日(土)  釧路市医師会  札幌複十字  市立釧路総合病院

13:45～16:00 1 2  ファイザー㈱ 　新しい結核医療の基準（平成21年1月改正） 　　総合健診センター

釧路プリンスホテル 13  根室市外三郡医師会 　　　　　　　　　　に基づく結核の診断と治療  呼吸器内科

 保健所×3  診療部　　西村伸雄  部長　　　伊藤英司

 7月 1日(金)  釧路市医師会  北海道大学  市立釧路総合病院

19:00～20:00 1 73  ＭＳＤ㈱ 　最新のエビデンスに基づく高血圧・心不全治療  循環病態内科学  心臓血管内科

釧路全日空ホテル 74  統括診療部長

 教授　　筒井裕之  　　　　　坂井英世

 7月 8日(金)  釧路市医師会  国立精神・神経医療  市立釧路総合病院

19:00～20:15 1 6  アステラス製薬㈱ 　自傷行為の理解と援助 　研究センター  精神神経科

釧路プリンスホテル 11  副センター長  統括診療部長

　　　　　松本俊彦 　　　　　 中條　拓

 7月14日(木) 9  釧路市医師会  東京女子医科大学  芦野クリニック

18:30～20:00 1.5 76  小野薬品工業㈱ 　糖尿病診療の新時代
釧路全日空ホテル 82 　　- インクレチン製剤への期待 -  常務理事・名誉教授

（他1題） 　　　　　岩本安彦  院長　　　髙橋忠良

主　　催 演　　　　　　　題 講師所属.職.氏名 座　　　長

〔 敬称略 〕※ オープン開催のみ掲載
平成23年度 日本医師会生涯教育講座 実施内容
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 7月22日(金)  釧路市医師会  静岡県立がんセンター  市立釧路総合病院

19:00～20:15 1 21  釧路外科集談会 　進行胃癌に対する新しい治療戦略
釧路プリンスホテル 51  中外製薬㈱  胃外科  外科統括診療部長

 部長　　 寺島雅典 　　　　  長谷川直人

 9月 9日(金)  釧路市医師会  町田市民病院  市立釧路総合病院

18:50～20:30 1 13  釧路根室ﾘｳﾏﾁ研究会 　自験例を踏まえたリウマチ治療の最近の考え方
釧路プリンスホテル 61  武田薬品工業㈱ 　　　　～生物学的製剤をどう使うか？～  リウマチ科  消化器内科・ﾘｳﾏﾁ科

 ファイザー㈱  部長　　　緋田めぐみ  副院長　　阿部　敬

10月 6日(木) 39  釧路市医師会  鹿児島大学大学院  市立釧路総合病院

18:30～21:00 1.5 46  杏林製薬㈱ 　日常診療における副鼻腔炎と咳嗽の診方  医歯学総合研究科

73  耳鼻咽喉科・頭頸部外科学  耳鼻咽喉科

 教授　　　黒野祐一  副院長　　飯塚桂司

10月 7日(金) 1  釧路市医師会  虎ノ門病院  釧路労災病院

18:30～20:30 2 50  釧路胃と腸を診る会 　内視鏡イメージングの最前線
釧路プリンスホテル 53  エーザイ㈱  消化器内科

54  部長　　　貝瀬　満  副院長　　宮城島拓人

10月14日(金) 2  釧路市医師会  聖路加国際病院  釧路協立病院

18:30～21:00 2 61  釧路薬剤師会 　日常診療における膠原病・関節炎の鑑別診断  アレルギー膠原病科

釧路全日空ホテル 73  田辺三菱製薬㈱ 　（成人・小児）

79 （他1題） 　　　　　岸本暢将  院長　　　吉岡　猛

10月22日(土)  釧路市医師会  広島大学  市立釧路総合病院

18:30～20:00 1 5  釧路皮膚科医会 　痒みを生じる皮膚の病気と対処法
釧路キャッスルホテル 26  マルホ㈱  皮膚科学  皮膚科

 教授　　　秀　道広  部長　　　中村裕之

11月 2日(水) 8  釧路市医師会  広南病院  市立釧路総合病院

18:50～20:30 1.5 13  ｻﾉﾌｨ・ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ㈱ 　急性期血行再建術の現状と展望
釧路全日空ホテル 78  血管内脳神経外科  脳神経外科

（他2題）  部長　　　松本康史  統括診療部長　今泉俊雄

11月 4日(金)  釧路市医師会  東京女子医科大学病院  市立釧路総合病院

19:00～20:15 1 2  大塚製薬㈱ 　ＩＰＭＮ（膵管内乳頭粘液性腫瘍）に対する   

釧路キャッスルホテル 73  第一三共㈱ 　　　　外科治療戦略  消化器外科  消化器内科

 准教授　　羽鳥　隆  副院長　　米澤和彦

11月11日(金) 13  釧路市医師会  厚生連高岡病院  市立釧路総合病院

18:30～21:00 1.5 59  釧路市整形外科医会 　運動器の視点から切り込む血管性疾患
釧路全日空ホテル 62  道薬剤師会釧路支部 　　　　～間欠跛行、大動脈解離・瘤破裂～  整形外科  整形外科

 田辺三菱製薬㈱ （他1題）  診療部長　鳥畠康充  統括診療部長　羽場等
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11月11日(金)  釧路市医師会  市立根室病院  市立釧路総合病院

18:45～20:00 1 73  帝人ファーマ㈱ 　メタボリックシンドロームと高尿酸血症
釧路プリンスホテル 82   消化器内科

 院長　　　東浦勝浩  副院長　　阿部　敬

11月18日(金)  釧路市医師会  ｶﾚｽｻｯﾎﾟﾛ北光  釧路赤十字病院

19:15～20:15 1 73  JART研究会 　積極的脂質低下療法の最新の知見 　記念クリニック

釧路キャッスルホテル 75  ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 　　　～日本人の最新エビデンスより～  内科

 塩野義製薬㈱  院長　　　佐久間一郎  部長　　　古川　真

12月 6日(火)  釧路市医師会  KKR札幌医療センター  杉元内科医院

19:00～20:00 1 52  第一三共㈱ 　PPI時代の酸関連疾患を見直す
釧路プリンスホテル 82  ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱

 副院長　　鈴木潤一  院長　　　杉元重治

12月13日(火)  釧路市医師会  北海道大学  釧路労災病院

18:00～19:00 1 1  釧路労災病院 　日常の医学よもやま話 　病理学講座分子細胞

釧路労災病院 84 　　　　　たかが病理・されど病理  病理学分野  中央検査科

 教授　　　田中伸哉  部長　　　高橋達郎

 2月 9日(木)  釧路市医師会  大阪市立大学  市立釧路総合病院

18:45～20:00 1 9  小野薬品工業㈱ 　アルツハイマー病研究最前線 　大学院医学研究科

釧路全日空ホテル 29  釧路病院薬剤師会  老年医科学大講座・脳神経科学  精神神経科

 釧路薬剤師会 （他1題）  教授　　　森　　啓  統括診療部長　中条　拓

 2月21日(火) 7  釧路市医師会  Nakano Medical Office  

18:30～20:00 1.5 9  ㈱モロオ 　２０１２年　診療報酬改定のポイント
釧路プリンスホテル 84

 代表　　　仲野　豊

 2月24日(金)  釧路市医師会  北海道大学大学院  釧路赤十字病院

18:45～20:00 1 73  ＭＳＤ㈱ 　病態を考慮した2型糖尿病治療の実践 　医学研究科

釧路プリンスホテル 76  内科学講座・第二内科  内科

 助教　　　近藤琢磨  部長　　　古川　真

 3月 2日(金)  釧路市医師会  大阪大学大学院  市立釧路総合病院

18:45～20:00 1 73  ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 　強力な降圧＋αによる心血管病の予防 　医学系研究科

釧路全日空ホテル 74  日本ﾍﾞｲﾘﾝｶﾞｰ  循環器内科学  心臓血管内科

　　　ｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱  教授　　　小室一成  統括診療部長　坂井英世

 3月 7日(水)  釧路市医師会  釧路赤十字病院  釧路赤十字病院

18:45～20:00 1 51  釧路外科集談会 　当科における単孔式腹腔鏡下虫垂切除術の
生涯学習センター 84  中外製薬㈱ 　　　　導入と検討  外科  第一外科

（ 他3題 ）  　　　　　米森敦也  部長　　　近江　亮

№3 



月日(曜)
時 　 間 単位数 コード
会 　 場

主　　催 演　　　　　　　題 講師所属.職.氏名 座　　　長

〔 敬称略 〕※ オープン開催のみ掲載
平成23年度 日本医師会生涯教育講座 実施内容

 3月16日(金)  釧路市医師会  市立函館病院  市立釧路総合病院

19:00～21:00 1.5 13  武田薬品工業㈱ 　地域医療連携ネットワーク「Medlka」の発展と展望
釧路キャッスルホテル 14  根室市外三郡医師会 　　　  外科

（ 他1題 ）  副院長　　下山則彦  診療部長　長谷川直人

 3月24日(土)  釧路市医師会  北大前クリニック  柴田内科胃腸科医院

15:30～17:00 1.5 83  ㈱ツムラ 　困ったときの漢方薬
釧路キャッスルホテル

 　　　　　伊林由美子  院長　　　柴田香織

以　上
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