
※ 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17日(水） 釧路市医師会 釧路てんかんフォーラム ①市立釧路総合病院 ①釧路赤十字病院

19:00～21:10 2 20 エーザイ(株) ①脳神経外科からみたてんかん　 脳外　医長　　菅野　彩 精神科　部長　畠山 茂樹

プリンスホテル 69 釧路薬剤師会 　　～新規抗てんかん薬使用経験～ ②新宿神経クリニック ②市立釧路総合病院

釧路病院薬剤師会　ほか ②高齢発症てんかんと認知症　～診断と治療のコツ～ 院長　　  　渡辺　雅子 精神神経科 部長  佐々木 史

5月17日(金) 釧路市医師会 実地医家のための脂質異常症フォーラム 日本慢性疾患 市立釧路総合病院

18:50～20:30 1.5 11 アステラス製薬(株) Can We Prevent Acute Coronary Syndromes? 　重症化予防学会(JMAP) 心臓血管内科

センチュリー 12 釧路薬剤師会 　～地域医療から虚血性心疾患重症化予防を考える～ 代表理事 統括診療部長

キャッスルホテル 釧路病院薬剤師会　ほか (他1題） 平井　愛山 坂井　英世

5月31日(金) 釧路市医師会 第5回　釧路メタボリックシンドロームを診る会 北里大学　医学部 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 75 バイエル薬品(株) 心血管イベント抑制を考慮した脂質異常症治療戦略 循環器内科学 心臓血管内科

センチュリー ＭＳＤ(株) 教授 統括診療部長

キャッスルホテル 釧路薬剤師会　ほか 阿古　潤哉 坂井　英世

6月28日(金)  釧路市医師会 骨粗鬆症治療フォーラム学術講演会 ①町立中標津病院　整形外科 釧路労災病院

19:00～20:40 1.5 19 釧路市整形外科医会 ①骨粗鬆症ガイドラインの解説 　副院長　成澤　研一郎 整形外科

キャッスルホテル 77 アステラス製薬(株) ②骨粗鬆症治療のパラダイムシフト ②鳥取大学医学部 部長　

釧路薬剤師会　ほか －骨形成促進薬を使いこなす－ 　保健学科　教授　萩野　浩 放生　憲博

7月4日(木) 釧路市医師会 DoToOneProject　糖尿病講演会　in 釧路 北大病院 釧路赤十字病院

18:45～20:30 1.5 12 ＭＳＤ(株) 　～道東のより良い糖尿病治療のために～ 内科Ⅱ 内科

ＡＮＡ 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 診療講師 部長

釧路薬剤師会　ほか （他1題） 中村　昭伸 古川　真

7月6日(土) 釧路市医師会 第2回 East Hokkaido Hematology Seminar 永寿総合病院 釧路労災病院

17:00～19:00 1.5 77 セルジーン(株) 新薬ラッシュの時代におけるIMiDsへの期待 血液内科

キャッスルホテル 診療部長 副院長

(他3題） 萩原　政夫 宮城島　拓人

7月23日(火) 釧路市医師会 透析医療災害対策セミナー in 釧路 熊本大病院 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 14 鳥居薬品(株) 熊本地震の経験からの透析医療災害対策について 血液浄化療法部 泌尿器科

プリンスホテル 部長 統括診療部長

（他1題） 西　一彦 森田　研

7月31日(水) 釧路市医師会 合併症予防を見据えた糖尿病治療を考える会 ①北大病院　内科Ⅱ 芦野クリニック

18:50～20:30 1 73 日本イーライリリー(株) ①臨床研究からわかる！合併症抑制を目指した糖尿病治療 　助教　　　　　曺 圭龍

ＡＮＡ 76 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ(株) ②糖尿病と共に安全に生きる ～治療強化への敷居を下げる～ ②慶應義塾大　医学部 院長

釧路薬剤師会　ほか 専任講師　　目黒　周 高橋　忠良

平成31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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平成31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1日(木) 釧路市医師会 東海大　医学部 市立釧路総合病院

19:00～20:15 1 75 興和(株) 専門医が語る高中性脂肪血症の日常診療 基盤診療学系 健康管理学 心臓血管内科

ＡＮＡ 釧路薬剤師会 　～診断方法と治療薬選択のポイント～ 准教授 統括診療部長

釧路病院薬剤師会 ほか 岸本　憲明 坂井　英世

8月23日(金) 釧路市医師会 FUTURE in KUSHIRO 2019 ①釧路赤十字病院　内科

19:00～20:30 1 28 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 部長　　　　古川　真

プリンスホテル 76 釧路薬剤師会 ②明日から役立つ発熱のミカタ ②名古屋第二赤十字病院 ②釧路ろうさい病院

釧路病院薬剤師会 ほか 総合内科 部長 横江正道 副院長　　　宮城島拓人

8月24日(土) 釧路市医師会 ハートチーム講演会 in 釧路 華岡青洲記念 市立釧路総合病院

17:00～19:00 1.5 10 小野薬品工業(株) 心臓外科治療の“常識”の変遷 　心臓血管クリニック

まなぼっと 76 アストラゼネカ(株) 院長 院長

釧路薬剤師会　ほか (他3題） 松居　喜郎 髙平　真

8月30日(金) 釧路市医師会 釧路市医師会学術講演会 ①釧路赤十字病院 芦野クリニック

18:50～20:30 1.5 76 日本糖尿病協会 ①FKS51！～Life Shift 100年時代の糖尿病療養を考える！ 糖尿病副ｾﾝﾀｰ長　古川 真

プリンスホテル 82 ＭＳＤ(株) ②糖尿病腎症進行予防と薬物治療 ②奈良県立医大 糖尿病学 院長

釧路薬剤師会　ほか 教授　　      石井 均 高橋　忠良

9月18日(水) 釧路市医師会 釧路不眠症治療セミナー 南が丘病院 釧路優心病院

18:50～20:30 1.5 20 ＭＳＤ(株) 超高齢社会における不眠症　

プリンスホテル 釧路薬剤師会 ～リスクを考慮した薬剤選択～ 診療部長 院長

釧路病院薬剤師会 ほか 竹内　裕二 長谷川　勝

10月3日(土) 釧路市医師会 京都大学 釧路皮膚科クリニック

18:15～19:30 1 26 (株)ポーラファルマ たかがニキビ、されどニキビ

プリンスホテル (株)サンファーマ 　～痤瘡に興味を持って30年の軌跡～ 名誉教授 院長

釧路薬剤師会　ほか 宮地　良樹 足立　功一

10月18日(金) 釧路市医師会 骨粗鬆症治療up to date 産業医科大学 釧路労災病院

19:00～20:40 1.5 19 釧路市整形外科医会 ～新しい骨粗鬆症治療を考える～ 整形外科学 整形外科

キャッスルホテル 77 アステラス製薬(株) 骨粗鬆症に対する薬物治療のアンメットニーズと 教授 教授

釧路薬剤師会　ほか 抗ロモソズマブ抗体の位置づけ　　（他1題） 酒井　昭典 放生　憲博

10月21日(月) 釧路市医師会 釧路脳卒中医療連携ネットワークフォーラム 札幌医科大学 釧路脳神経外科

19:00～20:45 1.5 12 バイエル薬品(株) 脳卒中における地域医療連携について 神経内科学

プリンスホテル 32 兼任講師 院長

（他1題） 齊藤　正樹 入江　伸介

①JCHO北海道病院
　糖尿病・内分泌内科
　　　　　　　山本 浩平
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平成31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26日(土) 釧路市医師会 道東NSTネットワーク研究会　第17回学術集会 熊本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

13:30～16:30 2 10 道東NSTﾈｯﾄﾜｰｸ研究会 医療者が知っておくべきサルコペニアと リハビリテーション科

ホテルマーシュランド 80 (株)大塚製薬工場 リハビリテーション栄養 副部長

イーエヌ大塚製薬(株) （他7題） 吉村　芳弘

11月1日(金) 釧路市医師会 2019年度　周産期医療講演会 国立精神・神経医療研究センター

18:00～19:30 1.5 72 釧路赤十字病院 NICU光環境の調整 精神保健研究所

釧路赤十字病院 ～生体工学を使って子宮環境を模倣する 生理研究部

太田　英伸

11月9日(土) 釧路市医師会 いい皮膚の日　釧路市民公開講座 島根医科大学 足立皮膚科美容外科ｸﾘﾆｯｸ

18:00～19:30 1.5 12 マルホ(株) 食物アレルギーの経皮感作とスキンケアの重要性 皮膚科

キャッスルホテル 日本病院薬剤師会 講師 院長

釧路薬剤師会 千貫　祐子 足立　柳理

11月22日(金) 釧路市医師会 釧路地域連携講演会 熊本市医師会 釧路市医師会

19:00～20:30 1.5 10 中外製薬(株) 平成28年熊本地震における熊本市医師会の対応

プリンスホテル 12 釧路薬剤師会 理事 副会長

釧路病院薬剤師会　ほか （他1題） 宮本　大典 山本　直樹

11月29日(金) 釧路市医師会 水利尿を考える会 東京女子医大 東医療ｾﾝﾀｰ 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 45 大塚製薬(株) Something about BUN 循環器内科 心臓血管内科

キャッスルホテル 講師 統括診療部長

（他1題） 重城　健太郎 坂井　英世

12月2日(月) 釧路市医師会 Diabetes forum in Kushiro ＮＴＴ東日本札幌病院 釧路赤十字病院

19:00～20:30 1.5 76 大日本住友製薬(株) 超高齢社会と糖尿病 糖尿病内分泌内科 内科

キャッスルホテル 82 ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ(株) 部長 部長

釧路薬剤師会　ほか （他1題） 永井　聡 古川　真

12月3日(火) 釧路市医師会 釧根地区学術講演会　～糖尿病患者の腎臓を守る～ 大阪医大 釧路赤十字病院

19:00～20:10 1 76 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱ 糖尿病性腎臓病(DKD)の抑制を目指した治療とは 腎臓内科 内科

生涯学習ｾﾝﾀｰ 日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ㈱ 特務教授 部長

釧路薬剤師会　ほか 美馬　晶 古川　真

12月7日(土) 釧路市医師会 本年の糖尿病治療の潮流を考える会 萬田記念病院 芦野クリニック

17:00～18:30 1.5 76 武田薬品工業(株) 2019年の糖尿病治療を振返る

キャッスルホテル 釧路薬剤師会 病院長 院長

釧路病院薬剤師会 （他1題） 種田　紳二 高橋　忠良
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平成31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(金) 釧路市医師会 東邦大　医学部 釧路孝仁会記念病院

19:00～20:30 1 74 第一三共(株) 糖尿病･代謝･内分泌学 循環器科

ＡＮＡ 76 釧路薬剤師会 糖尿病患者の合併症予防とQOL向上に役立つ話 准教授 副院長

釧路病院薬剤師会　ほか ～取り組んできた研究成果より～　（他1題） 熊代　尚記 齋藤　礼衣

2月21日(金) 釧路市医師会 釧路CVForum2020 慶應義塾大学　医学部 市立釧路総合病院

19:00～20:40 1.5 73 武田薬品工業(株) 高血圧制圧のムーンショット 腎臓内分泌代謝内科 心臓血管内科

ＡＮＡ 74 釧路薬剤師会 　-高血圧治療ガイドライン2019エッセンス- 教授 統括診療部長

釧路病院薬剤師会　ほか (他1題） 伊藤　裕 坂井　英世

2月28日(金)

19:00～20:30

まなぼっと

3月6日(金)

18:45～20:30

キャッスルホテル

3月13日(金)

19:00～20:30

キャッスルホテル

3月17日(火)

19:20～20:30

ＡＮＡ

中止になりました。

中止になりました。

中止になりました。

高齢者のトータルケアを考える
　～厳格な血糖・血圧管理による心・腎を守る～

中止になりました。


