
※ 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20日(木) 釧路市医師会 釧路ＭＲＳＡ感染症セミナー 大阪大学 釧路労災病院

18:30～20:00 1 28 ファイザー(株) 医師・薬剤師として生涯役立つ知識と裏技 医学研究科 整形外科

プリンスホテル 釧路薬剤師会 　～ＭＲＳＡ感染、こうすれば治せます～ 招聘教授 部長

釧路病院薬剤師会 ほか 浅利　誠志 放生　憲博

4月25日(火) 釧路市医師会 釧路市糖尿病治療勉強会 東北大 釧路赤十字病院

19:00～20:00 1 76 小野薬品工業(株) 糖尿病性腎症の新しい展開 高度教養教育・学生支援機構 内科

釧路労災病院 アストラゼネカ(株) 　－SGLT2阻害薬に期待できる腎保護効果－ 准教授 部長

小川　晋 古川　真

5月19日(金) 釧路市医師会 道東地区産婦人科医会 ①市立釧路総合病院 足立産科婦人科医院

19:00～20:10 1 7 釧路地区産婦人科医会 ①子宮内膜症・腺筋症の治療 産婦人科医長　玉手雅人

ＡＮＡ 持田製薬㈱ ②子宮内膜症性膿疱術 ②札幌医大医学部 院長

産婦人科学教授　齋藤豪 足立　謙蔵

5月26日(金) 釧路市医師会 Lupus Management Forum in Kushiro 北大医学研究科 釧路赤十字病院

19:00～20:45 1.5 10 中外製薬㈱ 膠原病と免疫抑制剤 免疫・代謝内科・第二内科 内科

プリンスホテル 73 釧路薬剤師会 教授 部長

釧路病院薬剤師会 ほか1題 渥美　達也 古川　真

6月2日(金) 釧路市医師会 医歯薬連携骨粗鬆症治療薬適正使用ミーティング 兵庫医大病院 大島歯科医院

18:50～20:40 1 77 中外製薬㈱ 医･歯･薬科の連携　薬剤関連顎骨壊死への 歯科口腔外科

プリンスホテル 釧路歯科医師会 　　　　　　　　　　対応の最近の動向 主任教授 院長

釧路薬剤師会　　ほか ほか4題 岸本　裕允 大島　尚久

6月9日(金) 釧路市医師会 KUSHIRO ORTHOPAEDIC SEMINAR 金沢大 釧路孝仁会記念病院

19:00～20:30 1 77 釧路市整形外科医会 変形矯正術と骨再建術の進歩 整形外科 整形外科

ＡＮＡ 第一三共(株) 教授 部長

釧路薬剤師会　　ほか 土屋　弘行 高澤　宏太郎

6月22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ｸﾘﾆｯｸ

18:00～19:30 1 83 (株)ツムラ 皮膚疾患の漢方治療　-赤ら顔の対策- 皮膚科学

ＡＮＡ 釧路薬剤師会 教授 院長

釧路病院薬剤師会 ほか 清水　忠道 足立　柳理

6月30日(金) 釧路市医師会 北大医学部 釧路皮膚科クリニック

18:45～20:00 1 26 (株)ポーラファルマ アトピー治療に関する一考察 皮膚科学

プリンスホテル 講座 院長

乃村　俊史 足立　功一

平成2９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



※ 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2９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5日(水） 釧路市医師会 釧路呼吸器疾患フォーラム KKR札幌医療センター 釧路赤十字病院

19:30～21:00 １ 79 アステラス製薬(株) 症状から診る呼吸器疾患の鑑別と治療戦略 呼吸器内科 内科

釧路赤十字病院 アストラゼネカ(株) 　－長引く咳、喘息、ＣＯＰＤを中心に－ 医長 部長

釧路薬剤師会　　ほか 福家　聡 北川　浩彦

7月7日(金) 釧路市医師会 もりおか心のクリニック 釧路優心病院

18:50～20:00 1 20 ＭＳＤ(株) 不眠症治療薬の新たな選択肢

プリンスホテル 69 釧路薬剤師会 　－オレキシン受容体拮抗薬は第1選択となり得るか？－ 院長 院長

釧路病院薬剤師会 ほか 上田　均 長谷川　勝

7月14日(金) 釧路市医師会 釧路市小児科診療連携フォーラム ①堀口クリニック　小児科 市立釧路総合病院

19:00～20:40 1.5 70 釧路小児科医会 ①当院における自閉スペクトラム症　薬物療法の変遷 副院長　　堀口　貞子 小児科

ＡＮＡ 72 大塚製薬(株) ②ＡＳＤを巡る最近の話題 ②日本発達障害ﾈｯﾄﾜｰｸ 副院長

　理事長　　市川　宏伸 足立　憲昭

7月28日(金) 釧路市医師会 りんくう総合 市立釧路総合病院

19:30～20:45 1 75 興和創薬(株) 高ＴＧ血症の臨床的意義と治療 　　医療センター病院 心臓血管内科

プリンスホテル 釧路薬剤師会 　－動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017も含めて－ 病院長 統括診療部長

釧路病院薬剤師会 山下　静也 坂井　英世

8月3日(木） 釧路市医師会 第2回道東ＣＫＤ－ＭＢＤ研究会 釧路赤十字病院 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 10 釧根地区臨床工学技士会 CKD-MBDに関する最新の知見 内科 泌尿器科

キャッスルホテル 73 キッセイ薬品工業(株) 副部長 統括診療部長

釧路薬剤師会　ほか 山本　準也 森田　研

8月18日(金） 釧路市医師会 これからの消化管障害対策を考える会 慶應義塾大学医学部 釧路労災病院

19:00～20:45 1.5 50 武田薬品工業(株) 薬剤性胃粘膜障害に対する新たなるアプローチ 医学教育統轄センター 　副院長　宮城島　拓人

ＡＮＡ 73 大塚製薬(株) 教授 市立釧路総合病院　消内

釧路薬剤師会　　ほか （他1題） 鈴木　秀和 　部長　　　鈴木　一也

8月24日(木) 釧路市医師会 ＣＫＤ－ＭＢＤセミナー　in KUSHIRO 大阪市立大医学研究科 市立釧路総合病院

18:45～20:15 1 73 小野薬品工業(株) 副甲状腺の気持ちがわかるカルシウム・リン代謝 代謝内分泌病態内科学 泌尿器科

ＡＮＡ 83 　－ＰＴＨのオシレーションを科学する－ 准教授 統括診療部長

今西　康雄 森田　研

8月25日(金) 釧路市医師会 第3回　釧路メタボリックシンドロームを診る会 慶應義塾大医学部 市立釧路総合病院

18:50～20:30 1.5 73 バイエル薬品(株) 脂質異常症とその他の危険因子による 衛生学公衆衛生学 心臓血管内科

ＡＮＡ 75 ＭＳＤ(株) 　動脈硬化性疾患の発症予測に関する知見 教授 統括診療部長

釧路薬剤師会　　ほか 岡村　智教 坂井　英世



※ 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2９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2日(土)

17:00～18:30

プリンスホテル

9月15日(金) 釧路市医師会 認知症治療セミナー in KUSHIRO 砂川市立病院　精神科 星が浦病院

19:00～20:00 1 13 小野薬品工業(株) 食欲低下例を顕在化する重要性 認知症疾患医療センター 脳神経外科

キャッスルホテル 29 釧路薬剤師会 センター長 院長

釧路病院薬剤師会　ほか 内海　久美子 髙谷　了

9月22日(金) 釧路市医師会 釧路CVForum2017健康寿命延伸のためにできること 三重大医学系研究科 市立釧路総合病院

19:30～20:30 1 74 武田薬品工業(株) 　－心血管イベント制御の為に血管を守る－ 　循環器内科学　客員教授 心臓血管内科

ＡＮＡ 釧路薬剤師会 どこ診て下げる？なに診て下げる？　－探検する高血圧治療－ 大西内科ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ　院長 統括診療部長

釧路病院薬剤師会　ほか 　　　大西　勝也 坂井　英世

9月23日(土) 釧路市医師会 糖尿病性腎症の治療最前線 ①釧路赤十字病院　内科 ①市立釧路総合病院

15:00～17:00 2 4 北海道移植医療推進財団 ①腎機（仁義）なき戦い　－糖尿病死闘編！－ 　部長　古川 真　 ほか 　統括診療部長　　森田 研

プリンスホテル 76 釧路労災病院 ②北海道の腎移植医療の現状 ②市立札幌病院 ②釧路労災病院

　－血液型不適合移植や夫婦間移植まで－ 　部長　原田 浩　 ほか 　外科　　部長　　江本 慎

10月4日(水) 釧路市医師会 てんかんセミナー　in　釧路 防衛医大 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 35 大塚製薬(株) 認知症とてんかん　－見過ごされやすい高齢者てんかん－ 精神科学 精神神経科

ＡＮＡ 73 ユーシービージャパン 教授 部長

（他1題） 吉野　相英 田中　輝明

10月6日(金) 釧路市医師会 臨床病理講演会 神戸大学 釧路労災病院

18:00～19:30 1.5 1 釧路労災病院 臨床医に知ってもらいたい悪性リンパ腫病理診断 医学部付属病院

釧路労災病院 2 教授 副院長

（他2題） 伊藤　智雄 宮城島　拓人

10月13日(金) 釧路市医師会 日本医大付属病院 市立釧路総合病院

19:00～20:40 1 43 ファイザー(株) VTE治療　Up To Date 心臓血管集中治療科 心臓血管内科

ＡＮＡ ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ(株) 講師 統括診療部長

釧路薬剤師会　　ほか (他1題） 山本　剛 坂井　英世

10月27日(金） 釧路市医師会 釧路慢性便秘症講演会 久里浜医療センター 釧路労災病院

18:45～20:00 1 54 マイランEPD合同会社 慢性便秘症の最新の治療法 内視鏡センター 内科

プリンスホテル 82 釧路薬剤師会 　－慢性便秘症治療ガイドラインにおける便秘薬の位置づけ－ センター部長 副院長

釧路病院薬剤師会　ほか 水上　健 宮城島　拓人

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2９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2日(木) 釧路市医師会 第15回釧路胃と腸を診る会特別講演会 福岡大筑紫病院 釧路労災病院

19:30～21:00 1 1 釧路胃と腸を診る会 早期胃癌の内視鏡診断　－温故知新－ 内視鏡部

プリンスホテル EAファーマ(株) 講師 副院長

長浜　孝 宮城島　拓人

11月7日(火) 釧路市医師会 糖尿病の今と未来を考える コミュニティーホスピタル 釧路労災病院

19:00～20:40 1.5 73 日本ベーリンガー 　－予後を見据えた血糖管理とは－ 甲賀病院

ＡＮＡ 76 　インゲルハイム(株) 糖尿病による肝発癌の制御 副院長 副院長

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ(株)　ほか (他1題） 甲賀　啓介 宮城島　拓人

11月9日(木) 釧路市医師会 どうする？この肝不全　In　釧路 ①手稲渓仁会病院 ①釧路労災病院

18:50～20:00 1 12 大日本住友製薬(株) ①急性肝不全成因の変遷と急性発症様自己免疫性肝炎 　消化器内科　姜　貞憲 　副院長　宮城島　拓人

釧路労災病院 ②肝疾患治療の最後の砦　－北海道における肝移植の現状－ ②北大病院　臓器移植医療 ②釧路労災病院　

　部長　　嶋村　剛 副院長　小笠原　和宏

11月22日(水） 釧路市医師会 釧路市整形外科医会学術講演会 慶應義塾大学医学部 釧路労災病院

19:00～20:00 1 77 釧路市整形外科医会 実臨床におけるテリパラチド製剤のknack  &  pitfalls 整形外科学教室 整形外科

ＡＮＡ 旭化成ファーマ(株) 　　　　　 助教 部長　　　　　

辻　収彦 放生　憲博

12月1日(金) 釧路市医師会 地域に根差した動脈硬化性疾患の治療戦略とは 大阪大学 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1 12 日本ベーリンガー 地域を対象とした糖尿病・動脈硬化性疾患の前向き疫学研究 老年総合内科学 心臓血管内科

プリンスホテル 　インゲルハイム(株) 助教 統括診療部長

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ(株)　ほか 赤坂　憲 坂井　英世

12月2日(土) 釧路市医師会 糖尿病治療の潮流を考える会 ①釧路日赤病院　糖尿病ｾﾝﾀｰ 芦野クリニック

17:00～18:30 1.5 76 武田薬品工業(株) ①くしろCKDネットワークの現状と課題 　副ｾﾝﾀｰ長　　古川　真

キャッスルホテル 82 釧路薬剤師会 　　－腎機（仁義）なき戦い！？－ ②萬田記念病院 院長

北海道薬剤師会　ほか ②2017年の糖尿病治療を振返る 　副院長　 種田　紳二 髙橋　忠良

12月9日(土) 釧路市医師会 大地みらい移動医科大学　－地域医療のみらいに向けて－

13:00～16:00 2 9 札幌医科大学 ①地域包括ケアにおける認知症リハビリテーション

ＡＮＡ 13 大地みらい信用金庫 ②地域包括ケアにおける専門職の役割と機能

大地みらい信用基金

1月23日(火) 釧路市医師会 学術講演会【釧路地区】 京都府立医大附属病院 釧路労災病院

19:00～20:30 1 50 持田製薬㈱ 拡がる潰瘍性大腸炎治療の選択肢 消化器内科

プリンスホテル 釧路薬剤師会 　－潰瘍性大腸炎治療はどこまできたのか？－ 准教授 副院長

釧路病院薬剤師会 髙木　智久 宮城島　拓人

札幌医大保健医療学部
　①作業療法士学科
　　教授　　池田　望
　②理学療法学科
　　講師　佐々木 健史



※ 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2９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2日(金) 釧路市医師会 北大医学研究院 市立釧路総合病院

18:50～20:00 1 73 第一三共(株) 心房細動と心不全　－血栓塞栓症における炎症の関与－ 循環病態内科学 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 　安斉　俊久 坂井　英世

2月8日(木) 釧路市医師会 Cough Forum 　-咳から診えるものは何か- 医大前南４条内科 町立別海病院

19:00～20:30 1 46 日本ベーリンガー 止まらない「せき」の診かた 内科

ＡＮＡ 　インゲルハイム(株) 院長 医長

釧路薬剤師会　ほか 田中　裕士 鈴木　英雄

2月21日(水) 釧路市医師会 平成29年度北海道病院協会釧根支部研修会 石井公認会計士事務所

18:30～20:00 1.5 6 北海道病院協会釧根支部 診断・介護同時改定と病院経営のゆくえ

ＡＮＡ 根室市外三郡医師会 　－改革の先行指標である報酬改定が示す 所長

構造改革の実像の確認－ 石井　孝宜

2月22日(木) 釧路市医師会 釧路糖尿病食後血糖勉強会 北大大学院医学研究院 芦野クリニック

18:50～20:00 1 76 キッセイ薬品工業(株) 今、インクレチン時代にグリニド薬を再考する 糖尿病肥満病態治療学分野

ＡＮＡ 釧路薬剤師会 特任教授 院長

北海道病院薬剤師会 三好　秀明 髙橋　忠良

3月1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 札幌医大 市立釧路総合病院

19:00～20:30 1.5 8 釧路小児科医会 感染症、免疫そしてワクチン 小児科学講座

生涯学習センター 教授 副院長

(まなぼっと） 　堤　裕幸 足立　憲昭

3月2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 　－画像診断の強みを生かして－ 部長 統括診療部長

（他1題） 丹羽　潤 今泉　俊雄

3月14日(水) 釧路市医師会 釧路市Ｃ型肝炎学術講演会 ①釧路労災病院　消化器内科 釧路労災病院

18:50～20:30 1.5 15 アッヴィ合同会社 ①当院におけるＣ型肝炎治療の実際 　部長　　　寺下　勝巳

ＡＮＡ ②新たな壁を越えるＣ型肝炎治療 ②北大医学研究院 副院長

内科学教授　坂本　直哉 宮城島　拓人

3月22日(木) 釧路市医師会 釧路脂質治療を考える会 北大大学院医学研究院 釧路赤十字病院

19:30～20:45 1 75 興和創薬(株) 新ガイドラインを踏まえた脂質異常症治療 糖尿病肥満病態治療学分野 糖尿病センター

プリンスホテル 釧路薬剤師会 特任教授 副センター長

釧路病院薬剤師会　ほか 三好　秀明 古川　真


