
月日(曜)
時 　 間 単位数 コード
会 　 場
 4月 6日(金) 2  釧路市医師会  香川大学医学部  昭和クリニック
19:00～21:00 1.5 19  第一三共㈱ 　実臨床におけるNMDA受容体拮抗薬の
釧路プリンスH 29  釧路市薬剤師会 　　　　　　　　　　　　　意義と有用性  精神神経医学講座

（他一題）  教授　　中村　祐  院長　　小笠原常夫
 4月16日(月)  釧路市医師会  北海道大学病院  釧路赤十字病院
19:00～20:20 1 2  第一三共㈱ 　見落とし注意！
釧路全日空H 15 　　～これだけは知っておきたいHIVの基礎知識～  血液内科  内科

 助教　　遠藤知之  部長　　堀　祐治
 4月27日(金)  釧路市医師会  北海道大学病院  釧路労災病院
19:00～20:15 1 50  大塚製薬㈱ 　薬剤性消化管障害の現状と課題
釧路プリンスH 53 　　　　　～『 PRIME study 』について～  光学医療診療部  

 診療教授　加藤元嗣  副院長　宮城島拓人
 5月 8日(火)  釧路市医師会  順天堂大学大学院  芦野クリニック
18:45～20:00 1 76  日本ベーリンガー 　新しいDPP-4阻害薬の位置づけは？
釧路プリンスH 82 　　　インゲルハイム㈱

 日本イーライリリー㈱  教授　　河盛隆造  院長　　高橋忠良
 6月 8日(金) 42  釧路市医師会  北海道大学大学院  市立釧路総合病院
19:00～20:45 1.5 44  トーアエイヨー㈱ 　心不全外科治療の最前線 　医学研究科
釧路プリンスH 82 　　－左室形成術、人工心臓、心臓移植－  循環器・呼吸器外科学分野

（他一題）  教授　　松居喜郎  院長　　高平　真
 6月22日(金)  釧路市医師会  東海大学医学部  市立釧路総合病院
19:00～20:30 1 13  バイエル薬品㈱ 　抗凝固療法の歴史と今後の展望
釧路全日空H 78  内科学系循環器内科  心臓血管内科

 教授　　後藤信哉  統括診療部長　坂井英世

 6月29日(金)  釧路市医師会  川崎医科大学  社会医療法人孝仁会
18:50～20:00 1 1  サノフィ・ 　脳・頸部血管血行再建術
釧路全日空H 78 　アベンティス㈱ 　　　　　　　－工夫と技術の継承－  脳神経外科学講座  

 教授　　宇野昌明  理事長　　齋藤孝次
 6月30日(土)  釧路市医師会  国立国際医療研究ｾﾝﾀｰ  釧路労災病院
17:00～18:30 1 1  釧路労災病院 　ＨＩＶ患者で見られる日和見感染症  ｴｲｽﾞ治療・研究開発ｾﾝﾀｰ

釧路労災病院 84
　　　　　照屋勝治  副院長　宮城島拓人

 7月 3日(火) 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 （その他症例検討等）  所長　　松浦邦彦

※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕
平成24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(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㈱ 　RAA系抑制薬による高血圧・心不全治療の最前線 　大学院医学研究科
釧路全日空H 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13日(金)  釧路市医師会  上善神経医院  清水桜が丘病院
18:30～20:00 1 32  大塚製薬㈱ 　QOL向上を目指したてんかん治療
釧路キャッスルH 35 　　　　～新規抗てんかん薬への期待～

（他一題）  院長　　伊藤ますみ  院長　　清水輝彦
 7月27日(金)  釧路市医師会  北海道大学  市立釧路総合病院
18:30～20:15 1 16  旭化成ファーマ㈱ 　DICの概念・診断・治療 　大学院医学研究科
釧路プリンスH 57 　　―　新規抗凝固薬の可能性　―  侵襲制御医学講座  麻酔科

（他一題）  教授　　丸藤　哲  副院長　　其田　一
 8月24日(金)  釧路市医師会  静仁会静内病院  釧路労災病院
19:00～20:30 1.5 83  ㈱ツムラ 　即効性が期待できる漢方薬
釧路プリンスH

 院長　　井齋　偉矢  副院長　小笠原和宏
 8月31日(金) 8  釧路市医師会  国立がん研究センター  釧路労災病院
19:00～21:00 1.5 9  釧路労災病院 　腹膜播種症例に対する化学療法 　中央病院
釧路労災病院 10  大鵬薬品工業㈱

（他一題） 　　　　山田康秀　他  院長　　草野満夫
 9月 7日(金)  釧路市医師会  医療法人中央会  市立釧路総合病院
19:00～20:15 1 60  釧路市整形外科医会 　運動器慢性疼痛 　尼崎中央病院
釧路全日空H 61  ヤンセンファーマ㈱ 　　～長引く膝の痛み、腰の痛み ～  整形外科  整形外科

　　　　　　　　　　　　の新しい治療法  部長　　三木健司  統括診療部長　羽場　等

 9月 8日(土)  釧路市医師会  岡山大学  社会医療法人孝仁会
19:00～20:00 1 8  社会医療法人孝仁会 　心臓血管外科の最近の話題  釧路孝仁会記念病院
釧路全日空H 84  ㈱ｱｲﾝﾌｧｰﾏｼｰｽﾞ  心臓血管外科

 教授　　佐野俊二  院長　　原田英之
 9月15日(土) 8  釧路市医師会  山中温泉医療センター  市立釧路総合病院
13:30～15:30 2 10  道東NSTﾈｯﾄﾜｰｸ研究会 　高齢者の栄養管理
釧路短期大学 47  ㈱大塚製薬工場  消化器内科

49 （他二題）  センター長　大村健二  部長　　鈴木一也
 9月20日(木)  釧路市医師会  孝尋会  医療法人社団優心会
18:30～20:00 1 5  小野薬品工業㈱ 　アルツハイマー型認知症に対する治療薬の選択 　上田脳神経外科  釧路優心病院
釧路プリンスH 29 　　　－600例の臨床例の解析より－

（他一題）  院長　　上田　孝  院長　　長谷川勝
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主　　催 演　　　　　題 講師所属.職.氏名 座　　長

10月 6日(土)  釧路市医師会  医療法人社団健育会  市立釧路総合病院
18:20～20:00 1 60  釧路根室ﾘｳﾏﾁ研究会 　外来でみる関節炎と老人の整形外科的疾患  西伊豆病院
釧路プリンスH 61  武田薬品工業㈱  整形外科

 ファイザー㈱ （他三題）  院長　　仲田和正  統括診療部長　羽場　等

10月12日(金) 24  釧路市医師会  日本大学医学部  社会医療法人孝仁会
19:00～20:30 1.5 45  大塚製薬㈱ 　Na利用薬から水利尿薬 ; Aquareticへ  内科学系  釧路孝仁会記念病院
釧路全日空H 73  循環器内科学分野

（他一題）  助教　　加藤真帆人  院長　　原田英之
10月26日(金)  釧路市医師会  聖隷浜松病院  市立釧路総合病院
18:45～20:00 1 19  釧路市整形外科医会 　超高齢社会における骨粗鬆症治療戦略
釧路プリンスH 77  アステラス製薬㈱  整形外科  整形外科

 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ  部長　　森　諭史  統括診療部長　羽場　等

11月 1日(木) 42  釧路市医師会  札幌医科大学医学部  星が浦病院
19:00～20:40 1.5 43  ｱｸﾃﾘｵﾝ・ 　肺高血圧症の診療における心エコーの有用性
釧路全日空H 45 　ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ  内科学第二講座  循環器内科

（他二題）  講師　　橋本暁佳  副院長　　橋本　章
11月 2日(金)  釧路市医師会  国立長寿医療研究  社会医療法人孝仁会
19:15～20:30 1 12  アステラス製薬㈱ 　内科診療における骨粗鬆症の治療 　　　　　　センター  釧路孝仁会記念病院
釧路全日空H 77  内科　臨床検査推進部長  心臓血管センター長

　　　　　細井孝之 　　　　　鈴木政夫
11月10日(土)  釧路市医師会  東京女子医科大学  市立釧路総合病院
16:30～18:00 1 5  釧路皮膚科医会 　ニキビのコンビネーション治療のエビデンス

国際交流センター 26  マルホ㈱  皮膚科学教室  皮膚科
 教授　　川島　眞  部長　　中村裕之

11月16日(金)  釧路市医師会  市立四日市病院  市立釧路総合病院
19:00～20:15 1 2  第一三共㈱ 　消化器疾患の最新の内視鏡治療について
生涯学習ｾﾝﾀｰ 50  アストラゼネカ㈱ 　　　　　～当院における手技の実際～  消化器内科  消化器内科

 副部長　　小林　真  部長　　鈴木一也
 1月18日(金)  釧路市医師会  日鋼記念病院  市立釧路総合病院
19:00～20:15 1 19  大塚製薬㈱ 　透析患者の見逃されているカルニチン欠乏症 　腎センター
釧路キャッスルH 73  泌尿器科

 科長　　伊丹儀友  部長　　新藤純理
 1月25日(金)  釧路市医師会  釧路三慈会病院  市立釧路総合病院
18:50～20:30 1.5 8  田辺三菱製薬㈱ 　ロコモ、リウマチとは何か  こすがクリニック
釧路プリンスH 61 　　　―骨と関節の病気に就いて―  整形外科  

（他一題） 　　　　仲田公彦  副院長　阿部　敬
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※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕
平成24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

 2月 1日(金)  釧路市医師会  北海道大学大学院  市立釧路総合病院

18:30～20:30 1 69  釧路薬剤師会 　気分障害治療におけるSSRIの位置づけ 　医学研究科  

釧路全日空H 70  吉富薬品㈱  神経病態学講座精神医学分野  精神科・神経科

 田辺三菱製薬㈱　他  准教授　井上　猛  医長　　岡﨑大介

 2月 8日(金)  釧路市医師会  東京慈恵会医科大学  釧路赤十字病院

19:00～20:25 1 76  ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ㈱ 　24時間持続モニター（CGM）からみた
釧路プリンスH 82 　　　　DPP-4 阻害薬の効果  糖尿病・代謝・内分泌内科  内科

（他一題）  講師　　坂本昌也  部長　　古川　真

 2月15日(金)  釧路市医師会  札幌医科大学医学部  釧路赤十字病院

19:00～20:15 1 11  ジャパンワクチン㈱ 　ロタウイルス胃腸炎とロタウイルスワクチン
釧路プリンスH 12  第一三共㈱  小児科学講座  小児科

 教授　　堤　裕幸  部長　　仲西正憲

　2月22日(金)  釧路市医師会  順天堂大学医学部  市立釧路総合病院
19:00～20:30 1 50  大塚製薬㈱ 　門脈圧亢進症の up to date 　付属練馬病院
釧路プリンスH 73  第一三共㈱  消化器内科  消化器内科

 専任准教授　國分茂博  副院長　米澤和彦
 3月 1日(金)  釧路市医師会  市立大村市民病院  釧路赤十字病院

18:45～20:45 2 13  武田薬品工業㈱ 　長崎県における地域連携ネットワーク構築  医療情報企画部長
釧路全日空H 29  釧根地域医療連携 　「あじさいネットの軌跡」 　兼　麻酔科医長  外科

　　ﾈｯﾄﾜｰｸを考える会 （他二題） 　　　　　柴田真吾  部長　　近江　亮

 3月 8日(金) 10  釧路市医師会  札幌医科大学  市立釧路総合病院

19:00～20:40 1.5 19  武田薬品工業㈱ 　関節リウマチlgG4関連疾患の臨床
生涯学習センター 61  ファイザー㈱  第一内科

（他一題）  助教　　山本元久  副院長　阿部　敬

 3月15日(金)  釧路市医師会  東邦大学医学部  芦野クリニック

18:30～19:45 1 73  釧路薬剤師会 　2型糖尿病のメリハリある 　内科学講座
釧路プリンスH 76  田辺三菱製薬㈱ 　　　　　　治療ストラテジーを考える！  糖尿病・代謝・内分泌学分野

 第一三共㈱  教授　　弘世貴久  院長　　高橋忠良

 3月19日(火) 73  釧路市医師会  徳島大学大学院  市立釧路総合病院

18:50～20:30 1.5 76  日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 　糖尿病と心臓血管合併症リスク： 　ﾍﾙｽﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ研究部

釧路全日空H 82 　　　　ｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱ 　　　　　　　　　早期介入の重要性  心臓血管病態医学分野

 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ㈱ （他一題）  特任教授　島袋充生  副院長　　阿部　敬
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