
※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕
月日(曜)
時 　 間 単位数 コード
会 　 場

4月6日(金) 釧路市医師会 釧路地区小児血液学術講演会 埼玉県立小児医療センター 札幌北楡病院

18:30～19:40 1 84 ノボノルディスク 小児急性リンパ性白血病　－今後の臨床試験の方向性－ 血液・腫瘍科 小児思春期科

釧路ロイヤルイン 　　　　ファーマ(株) 部長 部長

康　勝好 小林　良二

4月20日(金） 釧路市医師会 釧路肺高血圧症セミナー 北大医学研究院 市立釧路総合病院

18:20～19:30 1 10 ｱｸﾃﾘｵﾝ ﾌｧｰﾏ 肺高血圧症　－診断と治療の進捗及び医療連携について 呼吸器内科学 心臓血管内科

市立釧路総合病院 45  ｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 特任教授 部長

辻野　一三 髙橋　将成

4月23日(月) 釧路市医師会 在宅てんかんセミナー　in　釧路 ①星が浦病院 ①吉川メディカルクリニック

19:30～21:10 1.5 29 エーザイ(株) ①複雑部分発作の見つけ方　－CPSﾁｪｯｸｼｰﾄの活用法－ 　院長　　　　高谷　了 院長　　　吉川　智道

ＡＮＡ 35 ②認知症診療で気付いてください！ ②星が浦病院

80 　－高齢者てんかんを見逃していませんか－ 　院長　　　　高谷　了

5月18日(金) 釧路市医師会 学術講演会 西の京病院 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 73 第一三共(株) 基礎からわかる最新！静脈学　～世界の体験談を交えて～ 心臓血管外科

ＡＮＡ 釧路薬剤師会 血管外科センター長 部長

釧路病院薬剤師会　ほか （他1題） 今井　崇裕 上久保　康弘

5月25日(木） 釧路市医師会 釧路地区消化器関連疾患研究会 福島県立医科大学附属病院 釧路労災病院

19:00～20:45 1.5 50 武田薬品工業(株) GERDに対する薬物両城と内視鏡の新展開 内視鏡診療部　

ＡＮＡ 52 大塚製薬(株) 部長・准教授 副院長

釧路薬剤師会　　ほか （他1題） 引地　拓人 宮城島　拓人

5月31日(木) 釧路市医師会 釧路てんかんセミナー 札幌医大医学部 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 35 大塚製薬(株) てんかん診療Up-to-Date 脳神経外科学 脳神経外科

プリンスホテル 73 ユーシービージャパン 教授 科長

（他1題） 三國　信啓 今泉　俊雄

6月14日(木) 釧路市医師会 札幌医科大学小児科学講座教授退官記念講演会 札幌医科大学 市立釧路総合病院

18:30～20:30 2 8 釧路小児科医会 感染症、免疫そしてワクチン 小児科学

生涯学習センター 教授 副院長

堤　裕幸 足立　憲昭

6月15日(金) 釧路市医師会 学術講演会 北海道大学大学院医学研究院 釧路赤十字病院

19:15～20:30 1 73 第一三共(株) 継続性をコンセプトとした慢性腎臓病診療 免疫・代謝内科学教室 腎臓内科

ＡＮＡ 助教 副部長

石川　康暢 山本　準也

平成30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くどうちあき
　　　脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ
　院長　　　工藤　千秋



※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕
月日(曜)
時 　 間 単位数 コード
会 　 場

平成30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27日(水) 釧路市医師会 釧路漢方学術講演会　－痛みと漢方－ 初海整形外科 釧路三慈会病院

18:40～20:00 １ 83 (株)ツムラ 明日から使える漢方

ＡＮＡ 釧路薬剤師会 　～治打撲一方・越婢加朮湯・柴陥湯・他 ～ 院長 理事長／院長

釧路病院薬剤師会　ほか 　院長　　　　高谷　了 西池　淳

6月29日(金) 釧路市医師会 肝疾患における亜鉛欠乏の実態 札幌厚生病院 市立釧路総合病院

18:45～20:15 1 73 ノーベルファーマ(株) 肝疾患における亜鉛欠乏の実態 消化器内科（肝臓内科） 消化器内科

キャッスルホテル 81 (株)メディセオ 主任部長 副院長

釧路薬剤師会　　ほか 小関　至 米澤　和彦

7月14日(土) 釧路市医師会 第1回　East Hokkaido Hematology Seminar 渋川医療センター 釧路労災病院

17:00～19:00 0.5 10 セルジーン(株) 多発性骨髄腫　Up to Date 血液内科

キャッスルホテル 内科系診療部長 副院長

(他数題） 松本　守生 宮城島　拓人

7月20日(金) 釧路市医師会 国立循環器病研究センター 市立釧路総合病院

19:30～20:45 1 75 興和創薬(株) 冠動脈疾患の残余リスクから考える介入のポイント 　副院長 心臓血管内科

プリンスホテル 釧路薬剤師会 (兼)心臓血管内科部門長 統括診療部長

釧路病院薬剤師会　他 安田　聡 坂井　英世

7月21日(土) 釧路市医師会 釧路市医師会学術講演会 東京女子医科大学病院 釧路皮膚科クリニック

18:15～19:30 1 26 (株)ポーラファルマ 私が歩んだ皮膚科心療の道 皮膚科

プリンスホテル 名誉教授 院長

川島　眞 足立　功一

7月27日(金) 釧路市医師会 不整脈治療のトータルケアを考える 関西医科大学枚方病院 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 73 日本ベーリンガーインゲルハイム(株) 心房細動のいま、次に考えるべき課題 循環器内科 心臓血管内科

ＡＮＡ 釧路薬剤師会 講師 統括診療部長

釧路病院薬剤師会　ほか 宮坂　陽子 坂井　英世

8月3日(金) 釧路市医師会 釧路地区認知症講演会 札幌宮の沢脳神経外科病院 市立釧路総合病院

19:00～20:45 1.5 4 武田薬品工業(株) 認知症診療における早期診断および早期介入 脳神経外科 脳神経外科

プリンスホテル 29 釧路薬剤師会 　～画像診断の強みを生かして～ 部長 統括診療部長

釧路病院薬剤師会　ほか （他1題） 丹羽　潤 今泉　俊雄

8月18日(土)  釧路市医師会 釧路市医師会学術講演会　－皮膚科漢方研究会－ 旭川厚生病院 あさの皮フ科ｸﾘﾆｯｸ

18:00～19:45 1.5 83 (株)ツムラ 皮膚科ジェネラリストと漢方 診療部長 　春採分院　

ＡＮＡ 釧路薬剤師会 (兼)皮膚科主任部長 院長

釧路病院薬剤師会 橋本　喜夫 伊藤　康裕



※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕
月日(曜)
時 　 間 単位数 コード
会 　 場

平成30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

8月24日(金) 釧路市医師会 FUTURE in KUSHIRO ①市立釧路総合病院 ①釧路赤十字病院

19:00～20:30 1 15 武田薬品工業(株) ①不眠症とうつ病を改めて考える  精神神経科　佐々木 史 　精神科　　畠山　茂樹

プリンスホテル 20 Meiji Seikaﾌｧﾙﾏ(株) ②診断推論の５Ｗ１Ｈ ②名古屋第二赤十字病院 ②釧路ろうさい病院

釧路薬剤師会　ほか 総合内科　横江 正道 副院長　宮城島　拓人

9月7日(金)

18:50～20:30

プリンスホテル

9月12日(水)

19:00～20:40

プリンスホテル

9月14日(金) 釧路市医師会 釧路泌尿器科領域学術講演会 ①小樽市立病院 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1.5 7 武田薬品工業(株) ①ダビンチを活用した前立腺がん摘出術について 　　泌尿器科　山田 修平 泌尿器科

ＡＮＡ 11 釧路薬剤師会 ②前立腺癌の早期発見と治療 ②黒沢病院 部長

釧路病院薬剤師会 ほか ～前立腺癌検診ガイドラインの改定を踏まえて～　　 院長　　伊藤　一人 村雲　雅志

9月21日(金) 釧路市医師会 糖尿病コーチング講演会 佐世保中央病院 芦野クリニック

18:50～20:30 1.5 76 田辺三菱製薬(株) 患者さんのやる気を引き出す対話法

ＡＮＡ 第一三共(株) 　－糖尿病コーチング－ 糖尿病センター長 院長

釧路薬剤師会　ほか 松本　一成 髙橋　忠良

10月12日(金) 釧路市医師会 ①札幌医大 ①釧路孝仁会記念病院

19:00～20:40 1 43 ファイザー(株) ①不整脈治療Up-to-date 　助教　　　永原　大五 　統括部長　下重　晋也

プリンスホテル ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ(株) ②VTE治療Up-to-date ②東京女子医大病院 ②市立釧路総合病院

釧路薬剤師会　ほか 臨床教授　八巻　　隆 統括診療部長　坂井　英世

10月13日(土) 釧路市医師会 北海道移植医療推進財団道東支部　市民公開講座 トリオジャパン 釧路ろうさい病院

13:00～15:10 1 0 釧路ろうさい病院 移植医療を必要とする子供たち

釧路ろうさい病院 北海道移植医療推進財団 副院長

　 （他1題） 青山　竜馬 小笠原　和宏

10月18日(木) 釧路市医師会 小児てんかんを考える会 聖隷浜松病院 釧路赤十字病院

19:00～20:20 1 35 大塚製薬(株) 小児てんかん up to date 　てんかんセンター長 小児科

プリンスホテル ユーシービージャパン (兼)小児神経科　部長 部長

榎　日出夫 仲西　正憲

中止になりました。

中止になりました。



※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕
月日(曜)
時 　 間 単位数 コード
会 　 場

平成30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19日(金) 釧路市医師会 Epilepsy Forum in KUSHIRO 上善神経医院 市立釧路総合病院

19:00～20:20 1 35 第一三共(株) 認知症と高齢者てんかんを診分けるには　 精神神経科

ＡＮＡ ユーシービージャパン 　- 症例を中心に - 院長 部長

伊藤　ますみ 佐々木　史

10月25日(木) 釧路市医師会 釧路ＣＫＤ連携講演会 藤枝市立総合病院 柴田内科医院

19:00～20:30 1 12 中外製薬(株) マニュアル配付とシールを用いた薬剤師参加型

プリンスホテル ＣＫＤ病診連携“藤枝ＣＫＤネット” 副院長 院長

　～ＣＫＤ診療と市民健康管理の改善～ 山本　龍夫 柴田　香織

11月2日(金) 釧路市医師会 北海道大学院医学研究院 市立釧路総合病院

18:50～20:00 1 73 第一三共(株) 心不全合併心房細動の治療戦略 循環病態内科学教室 心臓血管内科

ＡＮＡ 釧路薬剤師会 教授 統括診療部長

釧路病院薬剤師会　ほか 安斉　俊久 坂井　英世

11月6日(火) 釧路市医師会 Next Symposium2018 in KUSHIRO ①杉元内科医院 釧路ろうさい病院

19:00～20:30 1.5 52 第一三共(株) ①釧路地域におけるCCL(くくる)の活動について 　院長　　　杉元　重治

プリンスホテル アストラゼネカ(株) ②H.pylori 陰性時代における消化性潰瘍とマネージメント ②北大学院 消化器内科学 副院長

釧路薬剤師会 講師　　　小野　尚子 宮城島　拓人

11月16日(金） 釧路市医師会 旭川医大　内科学 市立釧路総合病院

18:50～20:30 1.5 74 トーアエイヨ-(株) 高血圧治療の最新展望 循環･呼吸･神経病態内科学 心臓血管内科

プリンスホテル 釧路薬剤師会 教授 統括診療部長

釧路病院薬剤師会　ほか 長谷部　直幸 坂井　英世

11月29日(木） 釧路市医師会 第5回　IBD Forum in KUSHIRO ①札幌厚生病院 IBDｾﾝﾀｰ 市立釧路総合病院

18:50～20:30 1.5 50 EAファーマ(株) ①クローン病の診断と病勢評価 　医長　　那須野 正尚

ＡＮＡ アッヴィ合同会社 ②生物学的製剤によるクローン病治療 ②札幌厚生病院 IBDｾﾝﾀｰ 副院長

～日本から発信されたエビデンス～　　 主任部長　田中 浩紀 米澤　和彦

12月1日(土） 釧路市医師会 糖尿病治療の潮流を考える会 ①釧路赤十字病院　内科 芦野クリニック

17:00～18:30 1.5 76 武田薬品工業(株) ①ビグアナイド薬の意義と処方時の工夫 　副部長　　山本　浩平

キャッスルホテル 釧路薬剤師会 ②2018年の糖尿病治療を振返る ②萬田記念病院 院長

釧路病院薬剤師会　ほか 副院長　　種田　紳二 髙橋　忠良

12月7日(金) 釧路市医師会 喘息フォーラム　in　KUSHIRO 旭川医大病院 町立別海病院

19:00～20:30 1 79 アストラゼネカ(株) ①長引く咳から喘息の診断と治療 呼吸器センター 内科

アールベルアンジェ釧路  　　　　　～ガイドラインを踏まえて～ 助教 医長

②重症喘息最前線 南　幸範 鈴木　英雄
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月日(曜)
時 　 間 単位数 コード
会 　 場

平成30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(木) 釧路市医師会 日本臨床内科医会 杉元内科医院

19:00～20:15 1 8 第一三共(株) インフルエンザ診療 インフルエンザ研究班

ＡＮＡ 　～診断・治療・予防の動向～ リサーチディレクター 院長

池松　秀之 杉元　重治

2月6日(水) 釧路市医師会 認知症と睡眠障害セミナー in 釧路 ①釧路赤十字病院　精神科 市立釧路総合病院

18:50～21:00 2 20 エーザイ(株) ①認知症と睡眠障害について 　部長　   畠山　茂樹 精神科

ＡＮＡ 69 ②今後求められる不眠症治療 ②東京慈恵会医大 部長

　～平成30年診療報酬改訂を受けて～ 准教授　 小曽根　基裕 佐々木　史

2月14日(木) 釧路市医師会 DO TO One Project!　糖尿病講演会 in 釧路 北海道大学大学院研究院 釧路赤十字病院

18:45～20:30 1.5 12 日本糖尿病協会 　～道東のより良い糖尿病治療のために～ 　免疫・代謝内科学 内科

キャッスルホテル 76 アステラス製薬(株) DPP4阻害薬とSGLT2阻害薬：それぞれの特性を生かす 北海道大学病院　内科Ⅱ 部長

ＭＳＤ(株)　　ほか （他1題） 診療講師　 　中村　昭伸 古川　真

2月26日(火) 釧路市医師会 第3回道東ＣＫＤ-ＭＢＤ研究会 手稲渓仁会病院 釧路赤十字病院

19:00～20:30 1.5 12 キッセイ薬品工業(株) ＣＫＤ-ＭＢＤに関する最新の知見と治療戦略 　腎臓内科　主任部長 内科

ＡＮＡ 73 釧根地区臨床工学技士会 　透析室室長 副部長

釧路薬剤師会　ほか (他1題) 滝沢　英毅 牧田　実

2月28日(木) 釧路市医師会 Kidney Disease Forum in Kushiro 順天堂大学 釧路赤十字病院

19:00～20:30 1 73 大塚製薬(株) ＡＤＰＫＤに対するトータルマネージメント 遺伝子疾患先端情報学 内科

プリンスホテル 釧路薬剤師会 教授 副部長

釧路病院薬剤師会 （他1題） 武藤　智 牧田　実

3月1日(金) 釧路市医師会 釧路感染対策オープンセミナー 北海道大学病院 釧路赤十字病院

18:45～20:00 1 8 アステラス製薬(株) チームで推進するＡＳＴ活動 感染制御部 外科

釧路赤十字病院 釧路薬剤師会 　～ＣＤＩに関する最新の話題も含めて～ 部長 副院長

釧路病院薬剤師会 石黒　信久 近江　亮

3月7日(木) 釧路市医師会 心不全を考える会 富山大学大学院 市立釧路総合病院

19:00～20:10 1 45 大塚製薬(株) 新しい心不全ガイドラインを紐解く 医学薬学研究部 心臓血管内科

ＡＮＡ 釧路薬剤師会 内科学第二講座 統括部長

釧路病院薬剤師会　ほか 教授　　　絹川　弘一郎 坂井　英世

3月8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 1.5 52 第一三共(株) 胆膵内視鏡治療の最先端と課題 消化器病センター長 消化器内科

プリンスホテル 消化管・肝胆膵内科主任部長 部長

（他1題） 伊藤　啓 鈴木　一也



※ オープン開催のみ掲載 〔 敬称略 〕
月日(曜)
時 　 間 単位数 コード
会 　 場

平成30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15日(金) 釧路市医師会 釧路慢性便秘症カンファレンス ①札幌いしやま病院 ①杉元内科医院

19:00～20:40 1.5 54 EAファーマ(株) ①慢性便秘症の病態と治療 　理事長　石山　元太郎 　院長　　　杉元　重治

プリンスホテル 持田製薬(株) ②慢性便秘症診療の新しい潮流 ②横浜市立大学 ②釧路ろうさい病院

釧路薬剤師会　　ほか 主任教授　　中島　淳 消化器内科部長　小田 寿


