
月日(曜)

時 　 間 単位数 コード

会 　 場

4月17日(金) 釧路市医師会 北大医学研究科 釧路赤十字病院

19:00～20:15 1 1 第一三共(株) 腎臓疾患に関する最新の話題 免疫・代謝内科・第二内科 内科

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 73 助教 副部長

　　　　　西尾　妙織 　　　　　佐藤　亜樹子

5月9日(土) 釧路市医師会 生活習慣病を考える　in  釧路 ①国際医療福祉大 ①釧路赤十字病院

16:00～18:00 1,5 73 大正富山医薬品(株) ①ACC／AHAコレステロール治療ガイドラインをどう理解するか 　　　　　佐々木　淳 糖尿病ｾﾝﾀｰ長　西尾　太郎

釧路センチュリー 76 ②動脈硬化の温故知新 ②神戸市立病院医療センター ②釧路赤十字病院

　キャッスルホテル 82 （他1題） 中央市民病院　　北 徹 院長　　　　二瓶　和喜

5月15日(金) 釧路市医師会 第2回高齢者医療に関するTotal Care Support講演会 大阪市立大 釧路労災病院

19:00～20:30 1 8 第一三共(株) 高齢者医療に関する話題について

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 13 名誉教授 副院長

　　　　　三木　隆己 　　　　　宮城島　拓人

5月27日(水) 13 釧路市医師会 ①北美原ｸﾘﾆｯｸ ①杉元内科医院

18:55～21:00 2 74 釧路薬剤師会 ①在宅医療の実際と医療連携 理事長　　岡田　晋吾 院長　　　　杉元　重治

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 75 ファイザー(株) ②生活習慣病治療における合剤使用の有用性は？ ②慶應義塾大学医学部 ②芦野クリニック

80 特任講師　中谷　英章 院長　　　　髙橋　忠良

5月29日(金) 釧路市医師会 釧路脳神経外科機能画像・治療講演会 ①東京医科歯科大学 ①釧路孝仁会記念病院

19:00～20:30 1,5 32 第一三共(株) ①脳血管障害における核医学検査　-もやもや病を中心に- 講師　　　稲次　基希 脳外　ｾﾝﾀｰ長　稲垣　徹

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 35 日本メジフィジックス(株) ②てんかん診療の最近の話題　 ②東京医科歯科大学 ②釧路孝仁会記念病院

78 -運転免許および外科治療について- 教授　　　前原　健寿 副院長　　　入江　伸介

6月2日(火) 釧路市医師会 釧路肺炎球菌予防セミナー 国立病院機構 医療法人社団サンライブ

19:00～20:15 1 11 釧路薬剤師会 肺炎球菌ワクチンの最近の話題 長崎川棚医療センター 杉元内科医院

ANAクラウンプラザ 13 ＭＳＤ(株) 統括診療部長 院長

　　　　　川上　健司 　　　　　　杉元　重治

6月3日(水) 釧路市医師会 学術講演会　-Kushiro Intervention Conrence- ①市立釧路総合病院 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 42 第一三共(株) ①ｴｷｼﾏﾚｰｻﾞｰを用いた急性心筋梗塞のカテーテル治療 統括診療部長　坂井　英世 心臓血管内科　

プリンスホテル 73 ②経皮的冠動脈形成術(PCI)における ②東邦大医療センター大橋病院 統括診療部長

　　　　　　　　　　　抗血小板薬のトピックス 循環器内科　准教授　原英彦 　　　　　　坂井　英世

6月19日(金) 釧路市医師会 肝と脂質代謝フォーラム ①釧路日赤病院　糖尿病ｾﾝﾀｰ 釧路労災病院

18:55～20:15 1 73 釧路薬剤師会 ①糖尿病と脂質代謝 副センター長　曺　圭龍 内科

プリンスホテル 75 ＭＳＤ(株) ②大きく変貌した脂肪肝をめぐる最新の話題 ②三重大医学部研究科 副院長

バイエル薬品(株) 教授　　　竹井　謙之 　　　　　宮城島　拓人

6月26日(金) 釧路市医師会 釧路B型肝炎学術講演会 信州大医学部 市立釧路総合病院

18:45～20:00 1 15 釧路薬剤師会 B型肝炎・消えないウイルスとの戦い 第二内科 消化器内科

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 73 中外製薬(株) 教授　　　 副院長　

　　　　　田中　榮司 　　　　　米澤　和彦

※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕

平成27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27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3日(金) 釧路市医師会 札幌医大医学部 釧路優心病院

19:00～20:40 1.5 68 持田製薬(株) ①緩和ケアにおける抗うつ薬使用について 神経精神医学

釧路センチュリー 69 田辺三菱製薬(株) ②医療における自殺対策のいま ①助教　　石井　貴男 院長

キャッスルホテル 70 吉富製薬(株) 　-うつ病などへのﾊｲﾘｽｸ・ｱﾌﾟﾛｰﾁとﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝ・ｱﾌﾟﾛｰﾁ- ②教授　　河西　千秋 　　　　　長谷川　勝

7月17日(金) 釧路市医師会 日本大医学部 市立釧路総合病院

18:45～20:00 1 75 釧路薬剤師会 PCI後の２次予防を目指した薬物療法について 循環器内科学 心臓血管内科　

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 82 興和創薬(株) 准教授 統括診療部長

　　　　　高山　史輝 　　　　　　坂井　英世

7月23日(木) 釧路市医師会 順天堂大　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 アトピー治療の最前線 附属順天堂医院　皮膚科

プリンスホテル 84 教授　　 院長

　　　　　池田　志李 　　　　　　足立　功一

7月24日(金) 釧路市医師会 心腎連関と貧血を診る会 東北大医学系研究科 市立釧路総合病院

18:45～20:15 1 11 釧路薬剤師会 心腎連関 腎・高血圧・内分泌内科学 心臓血管内科　

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 73 中外製薬(株) 教授 統括診療部長

　　　　　伊藤　貞嘉 　　　　　　坂井　英世

8月6日(木) 釧路市医師会 第2回アドヒランスセミナー 医大前南4条内科 町立別海病院

18:45～20:00 1 45 杏林製薬(株) 新しい製剤を使用したCOPD治療 内科

プリンスホテル 46 院長 医長

　　　　　田中　裕士 　　　　　　鈴木　英雄

8月7日(金)

18:45～20:00

プリンスホテル

8月19日(水) 釧路市医師会 釧路循環器疾患ミーティング2015 熊本大生命科学研究部 森田医院

19:00～20:10 1 73 田辺三菱製薬(株) 心不全の近年の治療 循環器内科学 教授

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 82 国立循環器病研究センター 院長

副院長　　小川　久雄 　　　　　　森田　三雄

8月21日(金) 釧路市医師会 釧路 Anticoagulation Forum 久留米大病院 市立釧路総合病院

19:30～20:45 1 9 釧路薬剤師会 　　　-抗凝固薬の適正な普及のために- 循環器病センター 心臓血管内科　

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 73 日本ベーリンガー インターベンション医がNOACを考えると 教授　 統括診療部長

　インゲルハイム(株) 　　　　　上野　高史 　　　　　　坂井　英世

9月4日(金) 釧路市医師会 釧路血栓止血セミナー 釧路赤十字病院

19:00～21:00 1.5 11 ファイザー(株) 凝固線溶について知っておきたい10(X)の事柄 内科

釧路赤十字病院 15 ブリストルマイヤーズ(株) 部長　

（他2題） 　　　　　古川　真

中止になりました。
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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27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

10月16日(金) 釧路市医師会　釧路薬剤師会 釧路市医師会学術講演会 ①森田医院　 森田医院

19:00～20:30 1 2 釧路病院薬剤師会 ①SGLT2阻害薬の使用経験 　　院長　　森田　三雄

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 76 北海道病院薬剤師会 ②糖尿病 経口剤の治療方法 ②青木内科ｸﾘﾆｯｸ　 院長

ｱｽﾃﾗｽ製薬(株)　MSD(株) ～特にSGLT2阻害剤の使用方法について（一部問題形式として）～ 　　院長　　青木　伸 　　　　　　森田　三雄

10月17日(土) 釧路市医師会 第11回釧路根室リウマチ研究会学術講演会 国立成育医療研究センター 市立釧路総合病院

16:50～18:30 1.5 10 釧路根室リウマチ研究会 リウマチ疾患と妊娠 周産期・母性診療センター 消化器内科・リウマチ科

　釧路ｾﾝﾁｭﾘｰ 61 ファイザー(株) 主任副センター 副院長

ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 73 （他1題） 　　　　　　村島　温子 　　　　　　阿部　敬

10月22日(木) 釧路市医師会 いい皮膚の日釧路市民公開講座講演会 東邦大医療センター 市立釧路総合病院

18:30～20:00 1.5 2 釧路皮膚科医会 皮膚がんを自分で見つけるコツ 大森病院　皮膚科 皮膚科

　釧路ｾﾝﾁｭﾘｰ 5 マルホ(株) 教授 部長

　ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 26 　　　　　　石河　晃 　　　　　　中村　裕之

10月30日(金) 釧路市医師会 第47回釧路消化器病研究会 聖マリアンナ医大 釧路労災病院

19:15～20:30 1 8 第一三共(株) 急性腹症の画像診断 救急医学

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 53 大塚製薬(株)     :これだけは見落としたくない重要病態 Top 10 講師 副院長

　　　　　　松本　純一 　　　　　宮城島　拓人

11月2日(月） 釧路市医師会 ﾘｵｸﾞﾗﾝﾃﾞﾄﾞｽｰﾙ連邦大 市立釧路総合病院

19:00～20:00 1 21 第一三共(株) GERD　～これまでの30年、これからの30年～ 消化器センター 消化器内科

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 52 国際研究部(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ) 部長

主任教授　　春間　賢 　　　　　　鈴木　一也

11月13日(金) 釧路市医師会 釧路糖尿病治療フォーラム ①練磨総合病院 ①杉元内科医院　

18:50～20:40 1.5 2 釧路薬剤師会 ①SGLT2阻害剤を上手に使いこなすために 副院長　　　柳川　達生 院長　　　　杉元　重治

釧路プリンスホテル 73 釧路病院薬剤師会 -患者さんの訴えから学んだこと- ②埼玉医大病院 ②芦野クリニック

76 小野薬品協業(株)　（ほか） ②糖尿病性腎症治療のポイント 副院長　　　中元　秀友 院長　　　　髙橋　忠良

11月20日(金) 釧路市医師会 北大医学研究科 市立釧路総合病院

18:45～20:00 1 73 釧路薬剤師会 心不全に合併した心房細動の治療戦略 循環病態内科学 心臓血管内科　

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 74 ＭＳＤ(株) 教授 統括診療部長

　　　　　　筒井　裕之 　　　　　　坂井　英世

11月27日(金） 釧路市医師会 釧路消化器内視鏡講演会 仙台オープン病院 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 10 アストラゼネカ(株) ①胆膵内視鏡検査治療時の看護 ①看護部長　熊澤さえ子 消化器内科

釧路プリンスホテル 52 ②被曝線量低減を目指した胆膵内視鏡治療の実際 ②消化器内科 部長

　部長　　　伊藤　啓 　　　　　　鈴木　一也

12月4日(金) 釧路市医師会 釧路Tcellリウマチセミナー 北大医学研究科 釧路赤十字病院

18:50～21:00 2 15 小野薬品工業(株) リウマチ難治例について 免疫・代謝内科・第二内科 内科

釧路ｾﾝﾁｭﾘｰ 61 ブリストル・マイヤーズ㈱ 講師 部長

ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ （他１題） 　　　　　　堀田　哲也 　　　　　　北川　浩彦
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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27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

12月11日(金) 釧路市医師会 ①森田医院　 芦野クリニック

19:15～20:30 1 76 釧路薬剤師会 ①SGLT2阻害剤への期待 院長　　　　森田　三雄

釧路ｾﾝﾁｭﾘｰ 82 小野薬品工業(株) ②糖尿病治療の新たな治療戦略 ②栗原内科 院長

ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ アストラゼネカ(株) 院長　　　　栗原　義夫 髙橋　忠良

1月29日(金) 釧路市医師会 釧路緩和ケアセミナー２０１６ 聖路加国際病院 釧路労災病院

19:15～21:00 1.5 10 塩野義製薬(株) 現場に活かす医療用麻薬の使い方 緩和ケア科

釧路ｾﾝﾁｭﾘｰ 80 部長 副院長

ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 81 　　　　　　林　章敏 　　　　　　　小笠原　和宏

2月5日(水） 釧路市医師会 第48回釧路消化器病研究会 国立がん研究ｾﾝﾀｰ中央病院 市立釧路総合病院

19:15～20:30 1 8 大塚製薬㈱ 食道がんに対する内科治療 消化器内科　　　　 消化器内科

釧路プリンスホテル 73 第一三共㈱ 医長 副院長

　　加藤　健　 　　　　米澤　和彦　

2月12日(金) 釧路市医師会 群馬大医学系研究科 市立釧路総合病院

19:15～20:30 1 74 第一三共㈱ 糖尿病に合併する動脈硬化のメカニズムと治療戦略 臓器病態内科学 心臓血管内科　

釧路プリンスホテル 76 教授 統括診療部長

倉林　正彦 坂井　英世

2月24日(水) 釧路市医師会 平成28年(2016年)診療報酬改定セミナー ㈱仲野メディカルオフィス

18:30～20:00 1.5 7 北海道病院協会 平成28年度診療報酬改定と今後の病院経営のポイント

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 9 ㈱モロオ 代表取締役

84 仲野　豊

2月26日(金) 釧路市医師会 釧路てんかんセミナー ①釧路労災病院 釧路労災病院

19:00～20:30 1 35 大塚製薬㈱ ①当院でのてんかん治療の現状 　脳神経外科　齋藤 拓実 脳神経外科

釧路プリンスホテル 73 ②てんかん診療アップデート ②聖隷浜松病院 部長

　副院長　　山本　貴道 　　　　　磯部　正則

3月2日(水) 釧路市医師会　釧路薬剤師会 認知症治療セミナー　in　KUSHIRO 香川大医学部 星が浦病院

19:15～20:45 1 14 北海道病院薬剤師会 アルツハイマー型認知症の薬物治療 精神神経医学

ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 29 小野薬品工業(株) 教授 院長

釧路病院薬剤師会 　　　　　　中村　祐 　　　高谷　了

3月4日(金) 釧路市医師会 グリニドルネッサンス　in  釧路 福岡大医学部 芦野クリニック

19:15～20:30 1 11 大日本住友製薬(株) 血管を護るための波動制御　 内分泌・糖尿病内科

釧路ｾﾝﾁｭﾘｰ 76 ～Beyond the BG control～ 准教授 院長

ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 　　　　　　　野見山　崇 髙橋　忠良

3月9日(水) 釧路市医師会 第76回釧路外科集談会 ①釧路労災病院　外科 市立釧路総合病院

19:00～20:15 1 57 釧路外科集談会 ①同時性対側乳房Paget病を合併した男性乳がんの一例 　　　　　押野　智博

釧路市生涯学習センター 78 中外製薬㈱ ②当院での脳梗塞に対する急性期血行再建術の初期治療成績 ②釧路孝仁会記念病院 副院長

（他２題） 脳神経外科　山科　元滋 　長谷川　直人
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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27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11日(金) 釧路市医師会 新潟大医歯学総合研究科 市立釧路総合病院

19:15～20:30 1 11 田辺三菱製薬(株) 老化から新しい糖尿病治療を読み解く 循環器内科学 心臓血管内科　

釧路ｾﾝﾁｭﾘｰ 76 教授 統括診療部長

ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ 南野　徹 坂井　英世
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