医学会・医学講演会等
開催情報

日時・場所／

2月13日(月)

18:15～20:30
札幌厚生病院

○ＥＡファーマ㈱ほか

第272回札幌胆膵疾患研究会
｢胆膵疾患の画像診断について｣
国立病院機構北海道がんセンター消化器内科医長

(639)29.2.8～29.3.7

林

毅

参加資格及び取得単位／特に制限なし(2単位)
カリキュラムコード／ 51,52,53
連絡先／ＥＡファーマ㈱ 吉岡 ☎011-223-4070

●は日本医師会生涯教育講座
○は北海道医師会認定生涯教育講座

日時・場所／

※詳細については各連絡先にお問い合わせください。

2月14日(火)

18:30～20:40
札幌市JCHO北海道病院

○杏林製薬㈱ほか

第45回札幌南部呼吸器懇話会

※ブロック別に分けて掲載しております。ページは目次をご覧ください。

｢呼吸リハビリテーション:こんなに有用!｣
JCHO北海道病院呼吸器センター部長

中 央 ブロック
日時・場所／

2月8日(水)

参加資格及び取得単位／特に制限なし(2単位)(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 10,19,45,73
連絡先／杏林製薬㈱ 児玉 ☎011-707-3891

18:45～20:00
ホテルエミシア札幌

○田辺三菱製薬㈱ほか

第17回新さっぽろリウマチ･膠原病懇話会

日時・場所／

｢関節リウマチと関連疾患の画像診断－MRIを中心に－｣
北大保健科学研究院医用生体理工学教授 神島

2月9日(木)

2月15日(水)

19:30～21:00
札幌パークホテル

○第一三共㈱

保

かかりつけ医のための抗凝固療法を考える会

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 15
連絡先／田辺三菱製薬㈱ 辻岡 ☎011-214-3811
日時・場所／

原田敏之ほか

｢脳をまもる抗凝固療法とは? ーかかりつけの先生方との連
携を中心にー ｣
札幌白石記念病院院長 髙橋 明
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 78,82
連絡先／第一三共㈱ 佐藤 ☎011-221-4660

18:30～20:00
札幌市斗南病院

○斗南病院消化器病センター

斗南病院臨床病理検討会(二木会)
｢症例検討｣
斗南病院消化器病センター長

由崎直人

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 2,9,13
連絡先／斗南病院 伊藤 ☎011-231-2121

カリキュラムコード
１
2
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

医師のプロフェッショナリズム
医療倫理：臨床倫理
医療倫理：研究倫理と生命倫理
医師－患者関係とコミュニケーション
心理社会的アプローチ
医療制度と法律
医療の質と安全
感染対策
医療情報
チーム医療
予防と保健
地域医療
医療と介護および福祉の連携
災害医療
臨床問題解決のプロセス
ショック
急性中毒
全身倦怠感
身体機能の低下
不眠
食欲不振
体重減少・るい痩
体重増加・肥満
浮腫
リンパ節腫脹
発疹
黄疸
発熱
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

認知能の障害
頭痛
めまい
意識障害
失神
言語障害
けいれん発作
視力障害、視野狭窄
目の充血
聴覚障害
鼻漏・鼻閉
鼻出血
嗄声
胸痛
動悸
心肺停止
呼吸困難
咳・痰
誤嚥
誤飲
嚥下困難
吐血・下血
嘔気・嘔吐
胸やけ
腹痛
便通異常（下痢、便秘）
肛門・会陰部痛
熱傷

52

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
0

外傷
褥瘡
背部痛
腰痛
関節痛
歩行障害
四肢のしびれ
肉眼的血尿
排尿障害（尿失禁・排尿困難）
乏尿・尿閉
多尿
精神科領域の救急
不安
気分の障害（うつ）
流・早産および満期産
成長・発達の障害
慢性疾患・複合疾患の管理
高血圧症
脂質異常症
糖尿病
骨粗鬆症
脳血管障害後遺症
気管支喘息
在宅医療
終末期のケア
生活習慣
相補・代替医療（漢方医療を含む）
その他

日時・場所／

2月16日(木)

18:50～20:00
札幌ホテルヤマチ

日時・場所／

●札幌市医師会西区支部ほか

2月18日(土)

14:30～18:00
札幌市北海道脳神経外科記念病院

○アステラス製薬㈱ほか

札幌市医師会西区手稲区支部合同学術講演会

第30回札幌脊椎脊髄病集談会

｢潰瘍性大腸炎 長期寛解維持のための治療法とは?｣
札幌医大医学部消化器内科学教授 仲瀬裕志

｢脊髄動静脈奇形について｣
東京都立神経病院脳神経外科医長

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 1,53
連絡先／杏林製薬㈱ 岡田 ☎011-707-3891

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 60,63
連絡先／アステラス製薬㈱ 柳 ☎011-281-5115

日時・場所／

2月16日(木)

19:00～20:10
札幌グランドホテル

日時・場所／

●札幌市医師会厚別区支部ほか

第21回北海道下肢と足部疾患研究会

｢高齢者の睡眠障害の診断と治療－睡眠薬の適正使用･休薬
ガイドラインより－｣
石金病院副院長 香坂雅子

｢足関節周辺疾患･外傷における最新の治療戦略｣
秋田大医学系研究科整形外科学助教 野坂光司
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 57,61
連絡先／第一三共㈱ 平澤 ☎011-221-4660

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 12,20
連絡先／エーザイ㈱ 杉本 ☎011-205-0235

2月17日(金)

18:30～20:00
江別市あおい

日時・場所／

●江別医師会ほか

｢ぶどう膜炎診断治療アップデート｣
北大医学研究科眼科学准教授

森川賢一

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 8,73
連絡先／江別医師会 堀籠 ☎011-383-2136
10:00～17:10
北大臨床大講堂

日時・場所／

第279回日本内科学会北海道地方会

｢薬剤耐性菌による尿路感染症｣
札幌医大学医学部泌尿器科学

米村洋輝

桧山佳樹

｢札幌市内泌尿器科での梅毒についての臨床検討｣
札幌医大医学部感染制御･臨床検査医学教授 髙橋 聡
ほか1題
参加資格及び取得単位／特に制限なし(2単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 1,8
連絡先／アステラス製薬㈱ 赤津 ☎011-271-1134

西野広太郎
ほか7題

10:30～18:05
北大医学部学友会館フラテ

○大正富山医薬品㈱ほか

日時・場所／

第29回北海道骨粗鬆症研究会学術集会
｢糖尿病･CKD併発を視野に入れた骨粗鬆症治療戦略－健康
長寿ホルモンとしての活性型ビタミンD欠乏症－｣
大阪市立大医学研究科代謝内分泌病態内科学教授
稲葉雅章
｢ステロイド性骨粗鬆症の病態と治療｣
近畿大医学部奈良病院整形外科･リウマチ科教授

15:30～17:30
札幌医大臨床教育研究棟

第2回札幌尿路感染症研究会

参加資格及び取得単位／特に制限なし(5.5単位)
カリキュラムコード／ 9,18,28,31,43,51,53,82,0
連絡先／北大医学部内科Ⅱ 相澤 ☎011-706-5915

2月18日(土)

2月18日(土)

○アステラス製薬㈱ほか

｢若手奨励賞初期研修医1｣
国立病院機構北海道医療センター消化器内科
｢若手奨励賞初期研修医2｣
函館中央病院消化器内科

南場研一

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
(参加費：5,000円(A会員)､10,000円(北海道眼科医会非会員))
カリキュラムコード／ 36,37
連絡先／ひきち眼科 引地 ☎011-708-1010

○日本内科学会北海道支部ほか

日時・場所／

15:30～17:10
札幌グランドホテル

北海道眼科医会総会

｢B型肝炎診療の現状と問題点｣
北大医学研究科消化器内科学助教

2月18日(土)

2月18日(土)

○北海道眼科医会

第10回医師研修会

日時・場所／

15:00～19:15
第一三共㈱札幌支店

○第一三共㈱ほか

第209回札幌市医師会五支部合同学術講演会

日時・場所／

2月18日(土)

髙井敬介

2月18日(土)

16:00～17:10
札幌第一ホテル

○科研製薬㈱ほか

平成29年札幌市整形外科医会学術講演会
｢変形性関節症の治療：国内外の最新ガイドラインとパラ
ダイムシフト｣
JCHO東京新宿メディカルセンター脊椎脊髄センター長
川口 浩

宗圓 聰
ほか1題

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 60,61
連絡先／科研製薬㈱ 早坂 ☎011-222-2751

参加資格及び取得単位／特に制限なし(3単位)
(参加費：3,000円(医師)､1,000円(メディカルスタッフ))
カリキュラムコード／ 23,61,62,76,77,82
連絡先／大正富山医薬品㈱ 大友 ☎011-512-2173
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日時・場所／

2月18日(土)

17:45～19:00
ホテルオークラ札幌

日時・場所／

○日本新薬㈱

｢女性の繁殖生理の進化とヒトの特徴｣
総合研究大学院大理事

学術講演会
｢喘息･COPDオーバーラップ症候群(ACOS)の病態を踏まえた
治療戦略｣
北海道中央労災病院第四内科部長 猪又崇志

長谷川眞理子

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 1,9
連絡先／日本新薬㈱ 川村 ☎011-611-2410

2月19日(日)

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 46,79
連絡先／北広島医師会 辻田 ☎011-373-6344

9:30～15:00
札幌市医師会館
日時・場所／

●札幌市医師会

第42回札幌市医師会医学会
｢本当の健康とは何かを考える｣
立教大現代心理学部映像身体学科教授

2月20日(月)

｢PCSK9の発見とPCSK9阻害剤の臨床応用ー家族性高コレス
テロール血症の治療が変わる! ー ｣
金沢大医薬保健学総合研究科循環器病態内科学准教授
川尻剛照
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 6,15
連絡先／アステラス製薬㈱ 渡邊 ☎011-281-5115
日時・場所／

18:30～20:30
京王プラザホテル札幌

平成28年度北海道合同輸血療法研修会

｢輸血教育を安全で適正な輸血につなげるために｣
手稲渓仁会病院臨床検査部輸血部門長 三浦邦彦ほか

誠

ほか1題
参加資格及び取得単位／特に制限なし(3単位)
カリキュラムコード／ 1,9,10
連絡先／北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課 宮澤
☎011-204-5265

参加資格及び取得単位／特に制限なし(2単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 61,73
連絡先／久光製薬㈱ 長澤 ☎011-611-3979
19:00～20:30
手稲渓仁会病院

日時・場所／

●札幌市医師会手稲区支部ほか

｢急性心筋梗塞あんしん連携ノート-クリティカルパスを用
いた地域医療連携－｣
札幌医大医学部病院経営学准教授 橋本暁佳

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 42,78
連絡先／第一三共㈱ 青柳 ☎011-221-4631

｢狭心症･心筋梗塞のステント治療up date ー抗血小板薬を
どう使うか－｣
兵庫医大内科学冠動脈科主任教授 石原正治
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 12,42,44
連絡先／第一三共㈱ 福島 ☎011-221-4660

18:30～19:30
手稲渓仁会病院

○手稲渓仁会病院

2016年度第6回緩和ケア勉強会
｢がん患者さんに聞いてみよう!－生活のこと･子どものこ
と･医療者とのかかわり－｣
手稲渓仁会病院チャイルド･ライフ･スペシャリスト 安達 梓
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 4
連絡先／手稲渓仁会病院がん治療管理センター 星野
☎011-685-2976
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16:00～17:40
第一三共㈱札幌支店

冠動脈疾患セミナー (第6回札医大PCI-CAG研究会)

｢心原性脳塞栓症治療はこの10年でどう変わったかー急性
期治療と抗凝固療法－｣
北海道脳神経外科記念病院脳神経外科副院長 青樹 毅

2月21日(火)

2月25日(土)

○第一三共㈱ほか

札幌市医師会西区･手稲区支部合同学術講演会

日時・場所／

13:00～17:00
札幌医大臨床教育研究棟

｢最近の血液需要動向及び血液製剤適正使用に係るアンケ
ート調査結果｣
北海道ブロック血液センター需給管理課長 森 利行ほか

｢人工肩･肘関節の最近の進歩｣
整形外科北新病院上肢人工関節･
内視鏡センター副センター長 大泉尚美
｢HR-pQCTによる骨･関節微細構造のin vivo解析｣
長崎大整形外科教授 尾崎

2月25日(土)

○北海道ほか

第16回MOS会-Monday Orthopedics Seminar-

2月20日(月)

18:30～20:20
ホテルオークラ札幌

第32回循環･代謝セミナー
香山リカ

○久光製薬㈱ほか

日時・場所／

2月24日(金)

○アステラス製薬㈱ほか

｢運動･健康･そして長生き!－ロコモ克服の秘訣､教えます－｣
福島県立医大会津医療センター整形外科･脊椎外科学教授
白土 修
ほか21題
参加資格及び取得単位／特に制限なし(5単位)
カリキュラムコード／ 11,12,13,29,70,74,75,76,80,82
連絡先／札幌市医師会 加我 ☎011-611-4181
日時・場所／

18:45～20:00
札幌北広島クラッセホテル

●北広島医師会

札幌市産婦人科医会学術講演会

日時・場所／

2月22日(水)
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日時・場所／

2月25日(土)

16:00～18:00
ホテルマイステイズプレミア札幌パーク

日時・場所／

●北海道医師会

3月3日(金)

18:50～20:00
札幌プリンスホテル

○日本イーライリリー㈱ほか

第23回日本医師会認定健康スポーツ医制度再研修会

糖尿病治療勉強会

｢健康スポーツ増進における､健康増進施設､健康運動指導
士の役割｣
㈱進学会スポーツクラブZip支配人 地原健司

｢21世 紀 の 糖 尿 病 診 療 ブ レ イ ク･ス ル ー－Beyond the BG
control－｣
福岡大医学部内分泌･糖尿病内科准教授 野見山崇

｢女性アスリート支援の現在そして今後｣
国立スポーツ科学センター (JISS)
メディカルセンター副主任研究員 土肥美智子

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 76
連絡先／日本イーライリリー㈱ 島本 ☎011-242-5061

参加資格及び取得単位／日医認定健康スポーツ医等(2単位)
カリキュラムコード／ 1,11,19,82
連絡先／北海道医師会事業第三課 荒井 ☎011-231-1726

日時・場所／

日時・場所／

2月25日(土)

第10回札幌肺高血圧症研究会

18:30～20:30
ホテルマイステイズプレミア札幌パーク

｢当院での肺高血圧症の治療経験｣
中島内科循環器科メンタルクリニック院長

受動喫煙のない北海道を目指す講演会-特にスモー
クフリー スポーツイベント実現の観点から-

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 1,19,45
連絡先／アクテリオンファーマシューティカルズジャパン㈱
工藤 ☎011-219-0565

｢Mass Gathering時におけるスポーツ医学－喫煙も含めて－｣
国立スポーツ科学センター (JISS)メディカルセンター副主任研究員/
国際サッカー連盟(FIFA)医学委員会委員/男子･女子サッカー日本代表チームドクター
土肥美智子
参加資格及び取得単位／医師､看護師､薬剤師等医療従事者
(2単位)
カリキュラムコード／ 6,11
連絡先／ファイザー㈱ 海老原 ☎011-241-0993

日時・場所／

第1回札幌肝臓と糖尿病･代謝研究会

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 23,76
連絡先／大正富山医薬品㈱ 大友 ☎011-512-2173

第3回母体保護法指定医師研修会
｢生命倫理に関するもの｣
北大医学研究科総合女性医療システム学特任准教授
山田崇弘

日時・場所／

14:30～17:25
TKP札幌駅カンファレンスセンター

第33回北海道広域医療連携研究会､第16回北海道回
復期リハビリテーション病棟協会研修会

参加資格及び取得単位／医師(2単位)
(参加費：10,800円(北海道医師会員無料))
カリキュラムコード／ 1,2,6,7
連絡先／北海道医師会総務課 芹 ☎011-231-1433

｢最新の脳梗塞急性期治療と再発予防｣
札幌白石記念病院長
｢ニューロリハビリの基礎､臨床とその展望｣
兵庫医大リハビリテーション医学主任教授

18:45～20:00
札幌グランドホテル

第43回脊椎外科懇話会
種市

髙橋

明

道免和久
ほか1題

参加資格及び取得単位／特に制限なし(2単位)
(参加費：1,000円､500円（登録会員))
カリキュラムコード／ 10,13,29,78
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 佐藤
☎011-261-7261

○小野薬品工業㈱ほか

｢成人脊柱変形ー病態解析に基づく治療戦略－｣
獨協医大整形外科主任教授

3月4日(土)

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ほか

福田友洋
ほか1題

3月3日(金)

19:00～20:30
ニューオータニイン札幌

｢糖尿病と肝臓病の深い関係－本当はこわい脂肪肝－｣
奈良県立医大内科学第三講座(消化器･内分泌代謝内科)教授
吉治仁志

●北海道医師会ほか

日時・場所／

3月3日(金)

○大正富山医薬品㈱ほか

10:00～12:00
北海道医師会館

｢母体保護法の趣旨と適正な運用に関するもの｣
佐々木総合法律事務所弁護士･医師

中島滋夫

｢肺高血圧症の実臨床と代謝性リモデリングから見た病態｣
千葉大医学研究院呼吸器内科学講師 坂尾誠一郎

｢受動喫煙の健康影響と防止対策に関する最近の知見｣
道北勤医協旭川北医院院長 松崎道幸

2月26日(日)

18:50～20:30
札幌プリンスホテル

○アクテリオンファーマシューティカルズジャパン㈱ほか

○日本禁煙学会北海道支部ほか

日時・場所／

3月3日(金)

洋

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 60,62
連絡先／小野薬品工業㈱ 佐藤 ☎011-841-8611
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日時・場所／

3月4日(土)

15:00～18:00
ロイトン札幌

日時・場所／

○㈱ほくやくほか

札幌市医師会豊平区･清田区支部合同第51回症例検討
会

｢平成30年同時改定 toward&beyond｣
厚生労働省保険局長

「静脈穿破を認めた腹部大動脈瘤･腸骨動脈瘤の3症例」
KKR札幌医療センター心臓血管外科 長谷川幸生

鈴木康裕

｢将来を見据えた北海道の地域医療構想｣
北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療構想担当局長
大竹雄二
ほか1題
参加資格及び取得単位／特に制限なし(2.5単位)
(参加費：5,000円)
カリキュラムコード／ 6,12,13
連絡先／㈱ほくやく・竹山ホールディングス 菊地
☎011-631-5236

3月4日(土)

参加資格及び取得単位／特に制限なし(0.5単位)
カリキュラムコード／ 12
連絡先／ KKR札幌医療ｾﾝﾀｰ事務部総務課 浅野 ☎011-832-3003
日時・場所／

学術講演会

第5回札幌鼻科フォーラム

道 南 ブロック

大久保公裕

参加資格及び取得単位／特に制限なし(2単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 39,40
連絡先／ＭＳＤ㈱ 林 ☎011-261-8361

日時・場所／

道南胸部臨床談話会

16:00～19:00
札幌市アスティ 45

鈴木眼科院長

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 45
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

鈴木一作

｢OCTを活用したPPGの診断および治療戦略｣
おおくぼ眼科クリニック院長･
金沢大医薬保健研究域医学系眼科学臨床教授 大久保真司
ほか1題
参加資格及び取得単位／特に制限なし(3単位)
(参加費：2,000円)
カリキュラムコード／ 1,15,36
連絡先／参天製薬㈱ 伊藤 ☎0120-310-106

日時・場所／

19:00～20:30
フォーポイントバイシェラトン函館

第57回函館臨床動脈硬化診断フォーラム
｢PCSK9阻害薬は高コレステロール血症治療に必要か？ ｣
中島内科循環器科メンタルクリニック院長 中島滋夫
｢原発性高脂血症診療の現状と課題ーアンメットニーズと
新たな治療戦略ー ｣
自治医大内分泌代謝学教授 石橋 俊

9:00～16:30
北大学術交流会館

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 15,75,82
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

第11回プライマリケア医(小児科医･総合診療医)の
ための子どもの心の診療セミナー
｢不登校への対応ーさまざまな背景を検討しながらー ｣
北大名誉教授 田中康雄
｢発達障がい医療のエッセンスーピットフォールを中心にー ｣
国立成育医療研究センターこころの診療部部長 小枝達也
ほか4題
参加資格及び取得単位／医師・看護師・保健師・言語聴覚士・
作業療法士・臨床心理士等医療専門職､教職員・福祉職の方
(4.5単位)(参加費：5,000円(医師)､4,000円(その他職種))
カリキュラムコード／ 3,4,10,13,72
連絡先／日本小児神経学会 髙橋 ☎03-3351-4125
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2月10日(金)

●函館市医師会ほか

○日本小児神経学会

北海道医報

長谷川大

｢COPDの新たな治療戦略ー GOLD2017改定を踏まえてー ｣
札幌せき・ぜんそく・アレルギーセンター医大前南4条内科院長 田中裕士

｢眼科学校保健と色覚検査｣

平成29年2月1日

19:00～20:15
ベルクラシック函館

｢LAMA/LABA配合薬での治療を考える｣
函館病院呼吸器科内科医長

札幌眼科集談会

3月5日(日)

2月9日(木)

●函館市医師会ほか

○参天製薬㈱ほか

日時・場所／

田尻祐司

参加資格及び取得単位／千歳市･恵庭市･北広島市の医師･薬
剤師･コメディカル(1単位)
カリキュラムコード／ 73,76
連絡先／千歳医師会 玄 ☎0123-24-3549

｢鼻副鼻腔悪性腫瘍に対する集学的治療ー超選択的動注化
学療法を中心にー ｣
北大医学研究科耳鼻咽喉科･頭頸部外科准教授 本間明宏

3月4日(土)

18:50～20:00
ANAクラウンプラザホテル千歳

｢新規薬剤が拓く糖尿病治療の進化｣
久留米大内分泌代謝内科准教授

15:50～18:00
東京ドームホテル札幌

｢通年性アレルギー性鼻炎の舌下免疫療法｣
日本医大耳鼻咽喉科･頭頸部外科教授

3月7日(火)

●千歳医師会ほか

○ＭＳＤ㈱ほか

日時・場所／

18:30～20:30
KKR札幌医療センター

●札幌市医師会豊平区支部ほか

医業経営セミナー

日時・場所／

3月6日(月)
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日時・場所／

2月18日(土)

18:00～19:30
フォーポイントバイシェラトン函館

日時・場所／

3月4日(土)

16:00～19:00
ホテル函館ロイヤル

●函館市医師会ほか

●渡島医師会ほか

第31回函館東洋医学研究会症例検討会･特別講演会

渡島医師会七飯･北斗ブロック会学術講演会
｢抗凝固薬の適正使用について｣
函館脳神経外科病院脳神経外科脳卒中センター長 山﨑貴明

｢十全大補湯が有効であった肛門周辺膿瘍の乳児例｣
えんどう桔梗こどもクリニック院長 遠藤

｢肺炎球菌ワクチンについて｣
函館中央病院小児科医長

｢腎疾患の漢方治療｣
黒河内病院漢方内科

中島美佳

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 43,78
連絡先／渡島医師会 田原 ☎0138-27-1246
日時・場所／

2月22日(水)

19:00～20:30
ホテルリソル函館

後 志 ブロック

函館消化器病懇談会学術講演会
｢プロテアーゼ阻害剤/NS5A阻害剤のさらなる進歩｣
札幌厚生病院長 狩野吉康

日時・場所／

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 7,73
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

2月23日(木)

小樽･後志IBDカンファレンス

19:00～20:30
ベルクラシック函館

｢IBDの病態と治療について｣
大阪市立総合医療センター消化器内科副部長

｢大腸癌Up To Date｣
函館中央病院腫瘍内科長

笹木有佑

日時・場所／

18:45～20:00
小樽市医師会館

第323回小樽心電図を読む会
｢診断･治療に難渋した循環器疾患｣
小樽教会病院

●北部檜山医師会ほか

学術講演会
森アッティラ

日時・場所／

2月17日(金)

18:30～20:00
小樽市医師会館

●小樽市医師会

19:00～20:15
ロワジールホテル函館

医療安全管理研修会
｢医療事故調査制度の概要と問題点ー施行から一年が経過
してー ｣
北大病院医療安全管理部准教授 南須原康行

●函館市医師会ほか

函館市外科会学術講演会
｢心臓血管外科医の手術手技｣
札幌医大医学部心臓血管外科学教授

長井和彦ほか

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 10,16
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 19,62
連絡先／大塚製薬㈱ 香村 ☎090-2419-7834

3月3日(金)

2月14日(火)

●小樽市医師会ほか

19:00～20:15
温泉ホテルきたひやま

｢パーキンソン病の診断･治療のポイント｣
札幌西円山病院神経内科

渡辺憲治

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 1,53,0
連絡先／杏林製薬㈱ 上田 ☎011-707-3891

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 9,0
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

日時・場所／

19:00～20:50
オーセントホテル小樽

｢IBDにおける小腸検査法｣
小樽掖済会病院主任消化器科部長･消化器病副センター長
藤田朋紀

函館消化器病懇談会

3月2日(木)

2月10日(金)

○杏林製薬㈱

●函館市医師会ほか

日時・場所／

室賀一宏
ほか5題

参加資格及び取得単位／特に制限なし(3単位)
カリキュラムコード／ 1,19,66,73,74,83
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

●函館市医師会ほか

日時・場所／

明

川原田修義

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 6,15
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 43,73
連絡先／函館市医師会 板谷 ☎0138-36-0001

日時・場所／

2月21日(火)

19:00～20:30
小樽市立病院

●小樽市医師会ほか

第320回小樽胃と腸を診る会
｢診断･治療に難渋した消化管疾患の一例｣
小樽掖済会病院消化器病センター

勝木伸一

｢興味ある形態をとった消化管疾患の一例｣
小樽市立病院消化器内科

内藤崇史

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 1,9
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111
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日 胆 ブロック

日時・場所／

19:00～20:30
苫小牧市グランドホテルニュー王子

2月23日(木)

○田辺三菱製薬㈱ほか
日時・場所／

2月13日(月)

平成28年度第3回苫小牧小児科医会研修会

18:30～20:20
苫小牧市医師会館

｢新生児のフィジカル･アセスメントー急性期呼吸器疾患も
含めてー ｣
北大病院周産母子センター診療教授 長 和俊

○ＥＡファーマ㈱ほか

苫小牧胃と腸を診る会
｢診断･治療に難渋した消化器疾患｣
苫小牧市立病院消化器内科

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 45,46
連絡先／田辺三菱製薬㈱ 高橋 ☎011-214-3731

江藤和範

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 12,15
連絡先／ＥＡファーマ㈱ 十和田 ☎011-223-4070

日時・場所／
日時・場所／

2月14日(火)

19:00～20:00
苫小牧市グランドホテルニュー王子

●室蘭市医師会ほか

学術講演会

●苫小牧市医師会ほか

｢糖尿病治療の最近の話題｣

第472回苫小牧市医師会学術講演会

苫小牧市立病院内科

｢アルツハイマー型認知症の治療とBPSDへの対応｣
ときわ病院長 宮澤仁朗

日時・場所／

2月15日(水)

19:00～20:30
ホテルサンルート室蘭

学術講演会

学術講演会

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 12,24
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393
15:30～17:00
苫小牧市グランドホテルニュー王子

日時・場所／

第40回病診連携クリニカルカンファレンス
外山賢太郎

横田良一

砂川市立病院消化器外科医長

本間友樹

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 10,0
連絡先／空知医師会 熊谷 ☎0125-54-2313
日時・場所／

2月9日(木)

18:00～19:15
砂川パークホテル

●空知医師会ほか

18:45～20:00
ホテルサンルート室蘭

てんかん診療学術講演会

●室蘭市医師会

｢てんかん治療のQ&A ー最新の知見からー ｣
札幌医大脳神経外科学教授

学術講演会
｢余談の多い心房細動と抗凝固薬の話｣
帝京大医学部付属溝口病院第四内科･中央検査部教授
村川裕二

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 35
連絡先／大塚製薬㈱ 山田 ☎0166-22-7271

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 42
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

第1181号

砂川市立病院消化器外科部長
｢症例検討2｣

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 19,73
連絡先／第一三共㈱ 牧野 ☎011-221-4633
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18:00～19:00
砂川市立病院

｢症例検討1｣

｢ロボットスーツHALによるニューロリハビリテーションと
は何か｣
国立病院機構新潟病院神経内科副院長 中島 孝

平成29年2月1日

2月9日(木)

●空知医師会

第62回苫小牧リハビリテーション研究会

2月23日(木)

智

空 知 ブロック

○第一三共㈱

日時・場所／

浄土

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 61
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

｢慢性心不全管理にV2－受容体拮抗剤ができること｣
安城更生病院循環器内科循環器診療部長 植村祐介

｢脳卒中の二次予防とDOACの使い方について｣
王子総合病院脳神経外科主任科長

19:00～20:10
ホテルサンルート室蘭

｢関節リウマチの最新治療｣
苫小牧市立病院内科部長

｢V2-受容体拮抗剤を導入した多発性嚢胞腎の1例｣
製鉄記念室蘭病院循環器内科医長 髙田明典

2月18日(土)

2月28日(火)

●室蘭市医師会ほか

●室蘭市医師会ほか

日時・場所／

山本知穂

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 76
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 12,29
連絡先／苫小牧市医師会 福田 ☎0144-33-4720
日時・場所／

18:45～20:00
室蘭市大川原脳神経外科病院

2月24日(金)
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三國信啓

日時・場所／

道 北 ブロック

18:30～20:00
滝川市立病院

2月20日(月)

●滝川市医師会ほか

第25回滝川リウマチ懇話会

日時・場所／

｢症例検討｣
滝川市立病院内科

旭川肝疾患学術講演会
｢肝疾患治療に関する最新知見｣
旭川厚生病院消化器科主任部長

18:00～19:30
岩見沢市立総合病院

日時・場所／

岩見沢臨床病理討議会
岩見沢市立総合病院

｢難治性てんかんの外科適応ー術前診断と外科治療のオプ
ションー ｣
旭川医大脳神経外科学教授 鎌田恭輔

岩見沢市立総合病院

篠崎鮎香

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 32,53,66
連絡先／岩見沢市医師会 吉田 ☎0126-22-5347

2月22日(水)

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 35
連絡先／深川医師会 千葉 ☎0164-23-4406

18:30～19:40
滝川市ホテル三浦華園

日時・場所／

●滝川市医師会ほか

18:30～20:00
市立旭川病院

第472回旭川肺を診る会

｢高齢者てんかん治療の新たな選択肢｣
中村記念病院神経内科部長･てんかんセンター長 溝渕雅広

｢診断に苦慮した胸部異常影｣
市立旭川病院呼吸器内科診療部長

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 35
連絡先／エーザイ㈱ 羽田 ☎011-205-0235
19:00～20:30
砂川パークホテル

日時・場所／

循環器ハイブリッドセミナー
｢薬剤起因性消化管粘膜傷害に対する対策｣
国立病院機構函館病院長

岡本佳裕

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 15,46
連絡先／市立旭川病院教育研修課 尾藤
☎0166-24-3181(内線:5468)

●空知医師会ほか

2月9日(木)

19:00～20:45
アートホテル旭川

●旭川市医師会ほか

第26回旭川CCU症例検討会
加藤元嗣

｢高血圧症例提示｣

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 50
連絡先／大塚製薬㈱ 山田 ☎0166-22-7271

3月1日(水)

2月9日(木)

●旭川市医師会ほか

中空知てんかんセミナー

日時・場所／

18:30～19:40
深川市プラザホテル板倉

学術講演会

植村健治郎

｢敗血症の1例｣

2月23日(木)

2月9日(木)

●深川医師会ほか

｢直腸癌の1例｣

日時・場所／

朝比奈靖浩

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 7,15
連絡先／ＭＳＤ㈱ 勝又 ☎0166-26-8837

●岩見沢市医師会ほか

日時・場所／

斎藤義徳ほか

｢C型慢性肝炎治療に関する最新知見｣
東京医科歯科大肝臓病態制御学教授

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 15,19
連絡先／中外製薬㈱ 松下 ☎0166-24-6311

2月21日(火)

18:45～20:40
旭川グランドホテル

●旭川医大医師会ほか

狩野皓平

｢関節リウマチの臨床と基礎ー生物学的製剤の使い分けと
オートファジーの役割ー ｣
北大医学研究科免疫･代謝内科･第二内科助教 加藤 将

日時・場所／

2月8日(水)

市立旭川病院循環器内科医長

中村

愛

｢古くて新しいβ遮断薬ー ACSにおけるB遮断薬の効用ー ｣
東邦大医療センター大橋病院循環器内科准教授 原 英彦
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 42,45
連絡先／トーアエイヨー㈱ 沓澤 ☎011-251-1317

19:00～20:30
砂川パークホテル

●空知医師会ほか

空知消化器フォーラム
「肝硬変合併症対策の現状と課題」
旭川医大消化器･血液腫瘍制御内科学助教(学内講師)/
旭川医大病院肝疾患相談支援室長 澤田康司

日時・場所／

2月10日(金)

18:45～20:30
アートホテル旭川

●旭川医大医師会ほか

旭川感染症･呼吸器疾患セミナー

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 50
連絡先／大塚製薬㈱ 山田 ☎0166-22-7271

｢MRSAによるNTEDと分子疫学解析を用いた感染対策｣
富良野協会病院臨床検査科主任 杵渕貴洋
｢肺炎の最新治療戦略ー国内1500例の大規模臨床研究結果
を踏まえてー ｣
名古屋大医学部付属病院呼吸器内科助教 進藤有一郎
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 8,46
連絡先／沢井製薬㈱ 大滝 ☎011-700-3601
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日時・場所／

2月13日(月)

18:30～19:30
旭川医療センター

日時・場所／

●旭川市医師会ほか

2月16日(木)

18:45～20:00
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

第292回旭川医療センター症例報告会

三木会学術講演会

｢肝がんサーベイランスの適正化を目指した取り組み｣
国立病院機構旭川医療センター総合内科･
消化器内科医長 横浜吏郎

｢骨粗鬆症患者における人工股関節置換術後の大腿骨近位
部に対する薬剤の影響｣
札医大医学部生体工学･運動器治療開発特任教授 名越 智

｢レストレス･レッグス症候群がパーキンソン病の発症に先
行した2症例｣
国立病院機構旭川医療センター脳神経内科 岸 秀昭

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 77
連絡先／第一三共㈱ 小原 ☎0166-29-7431

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 27,63
連絡先／国立病院機構旭川医療センター 黒田 ☎0166-51-3161

日時・場所／

日時・場所／

2月13日(月)

循環器治療最前線

19:00～20:15
旭川赤十字病院

｢AFにおける抗凝固療法について｣
旭川赤十字病院循環器内科副部長

第5回あさひかわ痙縮治療ネットワーク研究会
山崎美香子

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 7,43
連絡先／第一三共㈱ 篠原 ☎0166-29-7431

｢痙縮の病態生理から考えるボツリヌス毒素療法とリハビ
リテーションー当院自験例での検討ー ｣
時計台記念病院リハビリテーション科 小川太郎
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 78
連絡先／グラクソ・スミスクライン㈱ 三富 ☎080-5969-2927

日時・場所／

第172回旭川消化器病談話会

2月14日(火)

及川

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 9,11
連絡先／バイエル薬品㈱ 菅井 ☎011-241-3705

欧

日時・場所／

2月17日(金)

19:00～20:30
アートホテル旭川

●旭川市医師会ほか

道北アレルギー懇話会

18:45～20:45
旭川グランドホテル

｢アトピー性皮膚炎の病態と治療ー新規抗ヒスタミン薬を
含めてー ｣
日本医大学医学研究科皮膚粘膜病態学教授 佐伯秀久

●旭川市医師会ほか

糖尿病地域連携フォーラム

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 26,73
連絡先／大鵬薬品工業㈱ 松川 ☎0166-25-4377

安孫子亜津子

｢CGMを用いた薬剤選択の有用性と豊平区における医療連携｣
KKR札幌医療センター代謝･内分泌内科部長 藤原 豊
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 10,12,76
連絡先／田辺三菱製薬㈱ 福室 ☎0166-26-3800

第1181号

19:00～20:15
アートホテル旭川

｢子宮内膜症と将来の冠動脈疾患ー子宮内膜症の長期管理
におけるLEPの役割ー ｣
愛知医大産婦人科学主任教授 若槻明彦

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 83
連絡先／㈱ツムラ 松原 ☎0166-22-2536
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2月17日(金)

道北産婦人科医会2月学術講演会

｢南極越冬中の証｣
旭川医大病院リハビリテーション科

平成29年2月1日

篤

●旭川市医師会ほか

19:00～20:00
旭川市藤田観光ワシントンホテル

｢糖尿病地域連携パス関連について｣
旭川医大病態代謝内科学講師

沼田

日時・場所／

第7回旭川漢方勉強会-入門編-

2月15日(水)

吉田正貴

｢排尿障害に関する報告｣
富良野協会病院主任部長

井尻学見

●旭川市医師会ほか

日時・場所／

｢高齢者の排尿障害をどう診るか｣
国立長寿医療研究センター手術･集中治療部長

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 65,80,81
連絡先／キッセイ薬品工業㈱ 矢ケ崎 ☎0166-27-0872

佐々木貴弘

参加資格及び取得単位／特に制限なし(2単位)
カリキュラムコード／ 50,53
連絡先／ＥＡファーマ㈱ 佐藤 ☎011-223-4070
日時・場所／

18:50～20:30
旭川グランドホテル

5th Winter Urology Forum

●旭川市医師会ほか

｢上部消化管疾患の診断と治療戦略｣
旭川医大消化器･血液腫瘍制御内科学

2月17日(金)

●旭川市医師会ほか

18:30～20:45
旭川厚生病院

｢下部消化管治療の最新の話題｣
市立旭川病院消化器病センター

野澤幸永

｢高齢者心房細動患者の病態と薬剤選択のポイント｣
札幌医大循環器･腎臓･代謝内分泌内科学講師 丹野雅也

｢ボツリヌス療法で変わったこと｣

2月14日(火)

18:45～20:30
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

●旭川市医師会ほか

日時・場所／

2月17日(金)
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日時・場所／

2月22日(水)

18:30～19:30
深川市プラザホテル板倉

日時・場所／

●深川医師会ほか

2月25日(土)

18:00～20:00
アートホテル旭川

●旭川市医師会ほか

学術講演会

第8回道北臨床リウマチ研究会

｢ヘリコバクター ･ピロリ陰性時代の胃酸関連疾患治療戦略｣
旭川医大消化器･血液腫瘍制御内科学教授 奥村利勝

｢関節リウマチ治療とBeyond Remission｣
香川大医学部血液･免疫･呼吸器内科講師

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 52
連絡先／深川医師会 千葉 ☎0164-23-4406

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：1,000円(医師のみ))
カリキュラムコード／ 25
連絡先／中外製薬㈱ 高木 ☎0166-24-6311

日時・場所／

2月22日(水)

18:50～20:15
アートホテル旭川
日時・場所／

●旭川医大医師会ほか

共に歩み､共に輝く医療-高血圧治療と男女共同参画
の新時代｢Post Strokeを考えるー降圧薬配合剤使用経験ー ｣
旭川リハビリテーション病院診療部長 小山
｢医師夫婦の男女共同参画｣
旭川医大循環･呼吸･神経病態内科学教授

第18回旭川赤十字病院医療連携の集い
｢今おさえておきたい感染症の話題｣
旭川赤十字病院泌尿器科部長･感染管理室長 堀田

聡

18:50～20:00
旭川グランドホテル

｢心房細動治療UPDATE｣
筑波大医学医療系循環器不整脈学教授

｢社会的つながりと予防ー糖尿病になりにくい生活環境の
ためにー ｣
旭川保健所歯科医師 上林宏次

野上昭彦

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 43
連絡先／第一三共㈱ 土橋 ☎0166-29-7431

｢2型糖尿病の週1製剤に対する期待｣
朝日生命成人病研究所付属医院糖尿病代謝科治験部長
大西由希子
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 76,82
連絡先／ＭＳＤ㈱ 妹尾 ☎0166-26-8837

18:30～20:15
ニュー富良野ホテル

●富良野医師会ほか

学術講演会
｢心房細動の外来診療におけるキーポイント｣
旭川医大保健管理センター教授

日時・場所／

川村祐一郎

2月24日(金)

19:00～20:45
アートホテル旭川

Hyperlipidemia Forum in Asahikawa 2017
｢冠動脈疾患二次予防におけるLDL-C低下療法の意義－残存
リスクとアンメットニーズ－｣
順天堂東京江東高齢者医療センター循環器内科長･
順天堂大医学部臨床研究支援センター教授 宮内克己

18:50～20:30
旭川市大雪クリスタルホール

｢CVイベントの再発リスクが高い所見とは｣
旭川赤十字病院循環器内科部長

●旭川市医師会ほか

道北医療研究会学術講演会
｢薬局でできる!糖尿病予防と口腔ケア｣
中央薬局

3月3日(金)

●旭川市医師会ほか

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 43,73
連絡先／富良野医師会 成田 ☎0167-22-2767
日時・場所／

18:30～20:30
旭川グランドホテル

旭川糖尿病フォーラム

旭川脈の日講演会

2月24日(金)

2月28日(火)

●旭川医大医師会ほか

●旭川医大医師会ほか

日時・場所／

裕ほか

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 8,9,12
連絡先／旭川赤十字病院地域医療連携室 田澤
☎0166-22-8111(内線:1188)

長谷部直幸ほか

日時・場所／

2月23日(木)

18:30～20:15
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 13,15
連絡先／大日本住友製薬㈱ 廣瀬 ☎0166-25-7261
日時・場所／

2月27日(月)

土橋浩章

西宮孝敏

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 4,75
連絡先／アステラス製薬㈱ 兒玉 ☎0166-29-6517

長塚健太

｢高齢者の転倒･骨折予防の基本理念と実践｣
日体大総合研究所長/日体大特別招聘教授/
日本転倒予防学会理事長 武藤芳照

日時・場所／

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 11,19,73
連絡先／エーザイ㈱ 長岡 ☎090-7633-2126

3月7日(火)

18:30～19:30
旭川厚生病院

○旭川厚生病院

がん診療連携第11回腹部画像カンファレンス
｢膵臓における造影超音波検査について｣
市立士別病院内視鏡センター長

岩野博俊

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 1,10
連絡先／旭川厚生病院地域医療連携室 乾
☎0166-38-2201(内線:4118)
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日時・場所／

3月2日(木)

19:00～20:15
ホテルベルクラシック北見

●北見医師会ほか
日時・場所／

2月8日(水)

Hyperlipidemia Symposium in Okhotsk

18:30～19:30
網走厚生病院

｢心血管ハイリスク患者の脂質治療戦略ー抗PCSK9抗体の可
能性ー ｣
東大医学部附属病院循環器内科助教 清末有宏

●網走医師会ほか

第414回網走医を語る会
｢診断･治療に難渋した消化器疾患の症例｣
網走厚生病院内科･消化器科

伊藤

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 75
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

憲

参加資格及び取得単位／特に制限なし(0.5単位)
カリキュラムコード／ 53
連絡先／エーザイ㈱ 大平 ☎011-205-0235
日時・場所／

2月17日(金)

道 東 ブロック

18:50～20:30
北見プラザホテル

●北見医師会ほか

北見水利尿を考える会

日時・場所／

｢腎保護の観点からの心不全治療｣
時計台記念病院総合診療センター科長

十勝てんかんセミナー
｢てんかん診療の実際｣
東京医科歯科大脳神経機能外科教授

日時・場所／

19:00～20:30
ホテルベルクラシック北見

｢虚血性心疾患における抗血栓療法について｣
千葉大医学研究院循環器内科教授

｢改正道路交通法における高齢運転者対策｣
北海道警察北見方面本部交通課運転免許試験場長 村中俊治

｢ハイリスク患者における抗凝固療法｣
北斗病院院長

｢認知症の初期対応の重要性ー開業医の視点からー ｣
道東脳神経外科病院長 木村輝雄

日時・場所／

19:00～20:30
ホテルベルクラシック北見

｢排便障害における漢方の役割｣
くにもと病院外科院長

2月17日(金)

16:45～18:00
市立根室病院

｢抗凝固療法とPCI治療｣
北播磨総合医療センター循環器内科部長

安部達也

日時・場所／

18:15～20:00
網走厚生病院

2月17日(金)

19:00～20:30
帯広市北海道ホテル

○富士製薬工業㈱ほか

●網走医師会ほか

帯広十勝産婦人科医会学術講演会

網走救急災害医療学術講演会

｢臓器による妊娠の記憶｣
北大医学研究科産科･生殖医学教授

｢斜網地域で災害時要援護者支援体制をいかに築くかー急
性循環器疾患の治療も含めー ｣
網走厚生病院循環器科主任医長 谷口 治

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 2,15
連絡先／富士製薬工業㈱ 高柳 ☎011-861-7607

｢災害対応に精通していない病院が災害時に自助できるよ
うにするための支援｣
厚生労働省DMAT事務局次長･国立病院機構
大阪医療センター救命救急センター医長 若井聡智
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 7,12,76
連絡先／協和発酵キリン㈱ 角 ☎011-261-3127
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山田愼一郎

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 42,78
連絡先／第一三共㈱ 大﨑 ☎0154-23-3133

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 54,83
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787
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学術講演会

北見漢方レッスン
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井出

●根室外三郡医師会ほか

●北見医師会ほか

2月24日(金)

小林欣夫

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 31,42,47
連絡先／第一三共㈱ 熊谷 ☎080-1011-1643

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 6,29
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

日時・場所／

19:00～20:40
帯広市北海道ホテル

第三回十勝抗血栓療法講演会

学術講演会

2月22日(水)

2月16日(木)

○第一三共㈱

●北見医師会ほか

日時・場所／

前原健寿

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 35
連絡先／大塚製薬㈱ 古川 ☎080-1017-7271

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 24,73
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

2月20日(月)

19:00～20:30
帯広市北海道ホテル

○大塚製薬㈱

春原伸行

｢利尿剤治療の最新知見｣
札幌厚生病院第3消化器内科健診センター内視鏡室主任部長
佐藤隆啓

日時・場所／

2月9日(木)
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水上尚典

日時・場所／

2月22日(水)

19:00～20:30
帯広徳洲会病院

日時・場所／

○アストラゼネカ㈱ほか

｢SGLT2阻害剤の使用による内臓脂肪の変化は?｣
みやざわ循環器･内科クリニック院長

ディスカバリー COPDセミナー in 釧路
｢COPD最新治療戦略｣
KKR札幌医療センター呼吸器内科医長

宮澤一裕

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 12,76,82
連絡先／アストラゼネカ㈱ 福田 ☎080-6204-9657

日時・場所／
日時・場所／

18:30～20:00
アパホテル帯広駅前

2月25日(土)
2月26日(日)

木村

陽

9:00～17:20
9:00～16:00
帯広厚生病院

第11回帯広厚生病院緩和ケア研修会
｢緩和ケア概論｣
帯広厚生病院緩和支持治療科医長

十勝膵疾患学術講演会
｢膵炎診療の課題と展望｣
東北大医学系研究科･医学部消化器病態学教授

｢つらさの包括的評価｣

下瀬川徹

帯広厚生病院外科副院長

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 8
連絡先／旭化成ファーマ㈱ 田尻 ☎011-261-5445

2月24日(金)

聡

○帯広厚生病院

○旭化成ファーマ㈱

日時・場所／

福家

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 46
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

｢SGLT2阻害剤の多面的効果に期待すること｣
旭川医大病態代謝内科学講師 安孫子亜津子

2月23日(木)

19:20～20:30
ANAクラウンプラザホテル釧路

●釧路市医師会ほか

Diabetes Symposium in TOKACHI

日時・場所／

2月24日(金)

大野耕一

ほか9題
参加資格及び取得単位／特に制限なし(10.5単位)
カリキュラムコード／ 2,4,5,10,12,32,45,51,53,70,80,81
連絡先／帯広厚生病院医事課 藤田 ☎0155-24-4161

19:00～20:10
帯広市北海道ホテル

○大塚製薬㈱

帯広十勝整形外科医会学術講演会
｢関節リウマチ診療の進歩ー対症療法から疾患進展阻止･予
防へー ｣
日本医大医学研究科アレルギー膠原病内科学大学院教授
桑名正隆
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 73
連絡先／大塚製薬㈱ 高橋 ☎080-5403-0100
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