
月日(曜)

時 　 間 単位数 コード

会 　 場

 4月11日(金)  釧路市医師会  大阪府立  市立釧路総合病院

19:15～20:30 1 13  バイエル薬品(株) 　心房細動と新規抗凝固薬 　成人病センター

釧路プリンスホテル 78 　　－ 臨床試験を実臨床に活かす －  心臓血管内科

 名誉総長　堀　正二  統括診療部長　坂井英世

 4月18日(金)  釧路市医師会  北海道大学大学院  釧路赤十字病院

19:00～20:15 1 2  第一三共(株) 　リウマチ・膠原病診療　 　医学研究科

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 15 　　　　　　　　　　　～ 我々の経験から  免疫・代謝内科学分野  内科

ﾎﾃﾙ釧路  講師　　　保田晋助  部長　　　北川浩彦

 5月 9日(金)  釧路市医師会 　釧路 Anticoagulation Forum  大阪大学大学院  市立釧路総合病院

19:30～20:45 1 9  日本ベーリンガー 似ているようでよく見ると違っていた新規抗凝固薬 　医学系研究科循環器内科学

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 73 　インゲルハイム(株) 　　　　　　～抗凝固薬使い分け法の提案～  先進心血管治療学  心臓血管内科

ﾎﾃﾙ釧路 （社）釧路薬剤師会  准教授　　奥山裕司  統括診療部長　坂井英世

 5月14日(水) 11  釧路市医師会 　道東地区高血圧セミナー  札幌医科大学  社会医療法人孝仁会

18:45～21:00 2 13  根室市外三郡医師会 　　　JSH2014の概要と主な変更点

釧路プリンスホテル 74  釧路薬剤師会

82  塩野義製薬(株) （他パネルディスカッション数件）  学長　　　島本和明  理事長　　齋藤孝次

 5月23日(金)  釧路市医師会 　Liver Cirrhosis Conference in Kushiro  札幌厚生病院  釧路労災病院

19:00～20:15 1 24  大塚製薬(株) 　　　肝硬変のトータルマネージメント

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 73

ﾎﾃﾙ釧路  副院長　　狩野吉康  副院長　　宮城島拓人

 5月30日(金)  釧路市医師会 　釧路抗凝固薬フォーラム  岡山大学大学院  市立釧路総合病院

19:30～20:30 1 80  ファイザー(株) 　心房細動治療のパラダイムシフト 　医歯薬学総合研究科

釧路プリンスホテル 82  ブリストル・  循環器内科学  心臓血管内科

　マイヤーズ(株)　他  教授　　　伊藤　浩  統括診療部長　坂井英世

6月4日(水) 8  釧路市医師会 高齢者医療に関する　Total　Care　Support　講演会 東京大学医学部附属病院 市立釧路総合病院

19：00～20：30 1 19 第一三共(株) 　高齢者のための薬の使い方　ストップとスタート 老年病科

釧路プリンスホテル

助教　　　小島太郎 副院長　　　阿部　敬

6月7日(土) 1  釧路市医師会 がん・感染症センター都立駒込病院 釧路労災病院

16：30～17：30 1 2 釧路労災病院 今だからこそ知っておきたい 感染症科部長

釧路労災病院 ～HIV診療におけるピットフォール～ 感染対策室

室長　　　今村顕史 副院長　　　宮城島拓人

6月13日(金)  釧路市医師会 岡山大学大学院 釧路孝仁会記念病院

19:30～20:30 1 8 釧路薬剤師会 成人における先天性心疾患の治療 医歯薬学総合研究科

ANAクラウンプラザ 13 ファイザー(株) 心臓血管外科

教授　　佐野　俊二 院長　　原田　英之

※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕

平成26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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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26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

6月19日(木)  釧路市医師会 ピロリ感染と胃癌　　 富山大医学部第三内科 柴田内科医院

19:00～20:15 1 52 第一三共(株) ～適応拡大の意義と課題～

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 53 アストラゼネカ(株)

教授　　　杉山敏郎 院長　　　　柴田香織

7月4日(金)  釧路市医師会 福岡山王病院 市立釧路総合病院

19:00～20:45 1.5 73 釧路薬剤師会 PCI施行患者の予後改善のために 循環器科 心臓血管内科

ANAクラウンプラザ 75 興和創薬(株) (包括的血管管理の重要性) センター長　 統括診療部長

82 (他1件） 　　　　　　横井　宏佳 　　　　　坂井　英世

7月11日(金) 1  釧路市医師会 第25回「釧路胃と腸を診る会」定例会 帯広厚生病院 釧路赤十字病院

18:45～21:00 2 51 釧路胃と腸を診る会 　ＮＢＩ診断の基礎について 第三内科

釧路労災病院 52 エーザイ(株) 医長 内科部長

53 　　　　　　吉田　晃 　　　　　堀　祐治

7月18日(金) 10  釧路市医師会 　釧路リウマチフォーラム　2014 市立札幌病院 市立釧路総合病院

18：45～20：30 1.5 61 アステラス製薬 　関節リウマチ診療における 新治療戦略 　　　　

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 73 ユーシービージャパン

(他1件） 副院長　　　向井　正也 副院長　　阿部　敬

7月25日(金)  釧路市医師会 新さっぽろ脳神経外科病院 社会医療法人

18:50～20:00 1 1 サノフィ(株) 認知症予防と脳小血管病 孝仁会

釧路プリンスホテル 78 名誉院長 理事長

　　　　　　端　和夫 　　　　　齋藤　孝次

8月1日(金)  釧路市医師会 第5回釧路消化器癌治療セミナー 北海道大学大学院 市立釧路総合病院

19:00～20:15 1 54 中外製薬株式会社 大腸癌治療の一次治療を考える 医学研究科内科学講座

釧路プリンスホテル 63 　　　　　～ 新の知見を踏まえて～ 消化器内科学分野

　　　　結城　敏志 副院長　　米澤　和彦

8月7日(木)  釧路市医師会 漢方学術講演会 富山大医学薬学研究部 足立皮膚科美容外科

18:15～19:30 1 26 (株)ツムラ 皮膚疾患の漢方薬治療 皮膚科学 　　　　　　クリニック

釧路プリンスホテル 83

教授　　　清水　忠道 院長　　　足立　柳理

8月8日(金)  釧路市医師会 北海道大学大学院 市立釧路総合病院

18:45～20:00 1 73 釧路薬剤師会 心不全治療の 前線 医学研究科 心臓血管内科

釧路プリンスホテル 74 ＭＳＤ(株) 循環病態内科学 統括診療部長

教授　　　筒井　裕之 　　  　　坂井　英世

8月22日(金)  釧路市医師会 釧路　Hematology Seminar NTT東日本札幌病院 釧路労災病院

19:00～20:20 1 2 ヤンセンファーマ(株) 形質細胞性腫瘍と腎臓病変 副院長

釧路プリンスホテル 15 武田薬品工業(株) 　　　　　　～腎機能維持の重要性～ 血液・腫瘍内科部長 内科部長

　　　　　　西尾　充史 　　　　宮城島　拓人
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会 　 場

※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕

平成26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5日(金)  釧路市医師会 虎の門病院 釧路労災病院

19:15～20:30 1 13 ブリストル C型慢性肝炎の診断と治療 　　

釧路プリンスホテル 73 　マイヤーズ(株) 肝臓センター部長

　　　　　　鈴木　文孝 副院長　宮城島　拓人

9月6日(土)  釧路市医師会 釧路市予防接種講習会 VPDを知って シロアムこどもクリニック

13:30～15:00 1,5 7 田辺三菱製薬(株) 水痘ワクチン定期化について 子どもを守ろうの会会長

ANAクラウンプラザホテル 11 第一三共(株) 育児クリニック　

12 ジャパンワクチン(株) 小児科顧問　薗部　友良 院長　  　卯月　勝弥

9月19日(金)  釧路市医師会 釧路肺炎予防セミナー ＮＰＯ法人 医療法人社団サンライブ

19:00～20:15 1 11 ＭＳＤ(株) 高齢化社会における肺炎球菌ワクチンの役割 　ささえる医療研究所 杉元内科医院

釧路プリンスホテル 13 釧路薬剤師会 代表　 院長　

　　　　　　村上　智彦 　　　　杉元　重治

9月24日(水)  釧路市医師会 ～SGLT2阻害剤の適正使用を考える～ ①釧路赤十字病院 森田医院

18:45～20:30 1,5 23 アステラス製薬(株) ①糖尿病の 新の治療 　内科 副部長　曺　圭龍

ANAクラウンプラザホテル 76 釧路薬剤師会 ②SGLT2阻害薬の適正使用を考える ②芦野クリニック 院長

82 　院長　　　　髙橋　忠良 　　　　森田　三雄

10月3日(土)  釧路市医師会 平成26年度周産期医療講演会 ①釧路赤十字病院

18:30～20:10 1,5 3 釧路赤十字病院 ①釧根地区の周産期医療の現状   産婦人科　米原 利栄

釧路赤十字病院 13 ②島根における産婦人科医不足の現状と問題点 ②益田赤十字病院

71   産婦人科　宮﨑 康二

10月17日(金)  釧路市医師会 釧路骨粗鬆症学術講演会 鳥取大学医学部 市立釧路総合病院

18:50～20:00 1 8 釧路整形外科医会 リスクマネジメントに必要な転倒・骨折予防対策 保健学科 整形外科

釧路プリンスホテル 77 釧路薬剤師会 教授　　　 統括診療部長

中外製薬(株) 　　　　　萩野　浩 　　　　羽場　等

10月18日(土) 8  釧路市医師会 道東NSTネットワーク研究会　第12回学術講演会 大阪大学歯学部　 星が浦病院

13：30～16：00 2 10 道東NST 誤嚥性肺炎の予防戦略 　大学院歯学研究科 外科

釧路市道東経済センター 47 　ネットワーク研究会 顎口腔機能治療学教室

49 株式会社大塚製薬工場 ( 他4件) 助教　　　野原　幹司 　　　　野村　裕紀

10月22日(水)  釧路市医師会 御茶ノ水呼吸ケアクリニック しろやま内科クリニック

19:00～20:15 1 46 釧路薬剤師会 喘息についての 近の知見

ANAクラウンプラザホテル 79 アステラス製薬(株) 院長　 院長

アストラゼネカ(株) 　　　　　村田　朗 　　　　伊藤　英司

11月4日(火)  釧路市医師会 がん化学療法におけるチーム医療を考える会 ①国立がん研究センター東病院 ①釧路労災病院　

19:00～20:40 1,5 5 武田薬品工業(株) ①皮膚症状マネジメントの具体的取組み がん専門看護師　生田 麻美子 がん化学療法認定看護師　佐々木 裕美

釧路プリンスホテル 10 がん化学療法における ②抗EGFR抗体の皮膚障害と 新の予防と治療 ②国立がん研究センター中央病院 ②釧路労災病院　腫瘍内科

15 　チーム医療を考える会 　科長　　山﨑 直也 部長　　曽我部　進
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月日(曜)
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会 　 場

※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕

平成26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7日(金)  釧路市医師会 東大医学系研究科 市立釧路総合病院

19:15～20:30 1 19 第一三共(株) 心不全の新しい発症機序と治療 循環器内科学 心臓血管内科　

釧路プリンスホテル 73 教授 統括診療部長　

　　　　　小室　一成 　　　　坂井　英世

11月12日(水)  釧路市医師会 道東周術期輸液管理講演会 札幌医大医学部 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 16 (株)大塚製薬工場 周術期輸液管理の新戦略 麻酔科学

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 57 教授 副院長　

　　　　　山蔭　道明 　　　　其田　一

11月21日(金)  釧路市医師会 第12回　釧路胃と腸を診る会特別講演会 市立旭川病院 釧路労災病院

19:30～20:30 1 1 釧路胃と腸を診る会 　大腸病変の取り扱いについて

釧路プリンスホテル 54 エーザイ(株) 副院長　　 副院長　

　　　　　齋藤　裕 　　　　宮城島　拓人

1月23日(金)  釧路市医師会 札幌医大 孝仁会

19:00～20:30 1 73 釧路薬剤師会 心血管ならびに肺動脈バルーン拡張術と 医学部 星が浦病院

釧路キャッスルホテル 82 興和創薬(株) 　　　　　　　　　　　　　　薬物治療について 循環器・代謝・内分泌内科学

教授　　　國分　宣明 副院長　橋本　章

2月6日(金) 1  釧路市医師会 第26回「釧路胃と腸を診る会」定例会 帯広厚生病院 釧路赤十字病院

18:45～21:00 2 51 エーザイ(株) ＮＢＩ診断の基礎について 第３内科 内科

釧路労災病院 52 釧路胃と腸を診る会 医長 部長

53 　　　　　吉田　昇 　　　　　堀　祐治

3月11日(水)  釧路市医師会 第73回　釧路外科集談会 釧路労災病院 市立釧路総合病院

19:00～20:15 1 57 釧路外科集談会 S状結腸sm癌EMR後、追加切除腸管深部に残存腫瘍、

釧路市生涯学習センター 78 中外製薬(株) 　　　　所属リンパ節転移、腹膜転移を認めた１例 外科 副院長

(他3件) 　　　　　宮岡　陽一 　　　　長谷川　直人

3月20日(金) 釧路市医師会　釧路薬剤師会 ①釧路赤十字病院 医療法人社団エタニティ

19:00～20:30 1 76 釧路病院薬剤師会 ①DPP4阻害薬の切り替え検討 副センター長　曺 圭龍

釧路センチュリー 82 第一三共(株) ②SGLT2阻害薬による2型糖尿病の新たな治療戦略 ②獨協医大 理事長

　キャッスルホテル 田辺三菱製薬(株) 教授　　　麻生 好正 　　　　　高橋　忠良

3月27日(金) 釧路市医師会 釧路消化器内視鏡講演会 ①市立釧路総合病院 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 52 第一三共(株) ①当院における胃ESD施行例に関して 医長　　川上　裕次郎 消化器内科

釧路プリンスホテル 73 アストラゼネカ(株) ②膵胆道疾患に対する内視鏡診断と治療 ②仙台オープン病院 部長

部長　　　伊藤　哲 　　　　　鈴木　一也
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