医学会・医学講演会等
開催情報

日時・場所／

3月9日(木)

18:30～20:20
ニューオータニイン札幌

○新さっぽろ糖尿病臨床医会ほか

第38回新さっぽろ糖尿病臨床医会
｢SGLT2阻害薬の新たな展開｣
大阪府済生会中津病院長補佐/地域医療連携センター長･
糖尿病内分泌内科部長 西村治男

(640)29.3.8～29.4.7

｢日本人におけるSGLT2阻害薬のメリット｣
栗原内科院長

●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

栗原義夫

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／ 23,76
連絡先／アステラス製薬㈱ 牧野 ☎011-280-2231

※詳細については各連絡先にお問い合わせください。

※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。

日時・場所／

中 央 ブロック

3月9日(木)

19:00～20:00
札幌市医師会館

●札幌市医師会

介護保険に関する研修会
日時・場所／

3月9日(木)

17:30～19:00
市立札幌病院

｢介護予防･日常生活支援総合事業について｣
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課認知症支援･
介護予防担当課長 岡島さおり

○市立札幌病院ほか

市立札幌病院第946回学術研修会･がん診療連携拠点
病院研修会
｢がん医療におけるこころのケアについて｣
市立札幌病院精神科医長

武村

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
連絡先／札幌市医師会事業一課 鶴巻 ☎011-611-4181

史ほか

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／ 1,4,10
連絡先／市立札幌病院経営管理部医事課 道場
☎011-726-2211(内線:2240)
日時・場所／

3月9日(木)

日時・場所／

3月10日(金)

18:45～20:30
札幌全日空ホテル

○㈱J I M R O ほか

第8回北海道IBDネットワーク学術講演会
｢炎症性腸疾患の正しい診断と治療ー診療のコツー ｣
東京慈恵会医大消化器･肝臓内科教授 猿田雅之

18:30～20:00
札幌市斗南病院

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／ 53,54
連絡先／㈱JIMRO 笹森 ☎080-2377-1085

○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

44

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／

3月11日(土)

13:30～15:00
札幌市医師会館

日時・場所／

●札幌市医師会

第45回リバーサイド消化器懇話会

｢家であずましくすごしたいー在宅医療の話ー ｣
旭町医院長

堀元

｢大腸粘膜下腫瘍と鑑別が困難であった卵巣腫瘍切除例の
検討｣
JCHO北海道病院消化器センター 馬場 英ほか

進

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／ 4,80
連絡先／札幌市医師会事業一課 松島 ☎011-611-4181

3月11日(土)

｢繰り返す急性膵炎の経過中に発症した膵頭部癌の切除例
の検討｣
JCHO北海道病院消化器センター 小泉忠史ほか

14:30～17:00
中外製薬㈱札幌支店

ほか1題
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／ 10,27,50,73
連絡先／ＭＳＤ㈱ 工藤 ☎011-261-8361

○中外製薬㈱ほか

第56回北海道リウマチ膠原病談話会
｢リウマチ性疾患に関する最新の知見｣
札幌医大医学部免疫･リウマチ内科学講師

山本元久
日時・場所／

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／ 61
連絡先／中外製薬㈱ 家田 ☎011-271-5311
日時・場所／

3月11日(土)

18:50～20:00
ニューオータニイン札幌

｢心血管疾患予防と糖尿病診療｣
札幌医大保健医療学部看護学科基礎･臨床医学教授
斎藤重幸

14:45～17:00
えにわステーションホテル

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／ 73,82
連絡先／興和創薬㈱ 武田 ☎011-231-6037

第3回地域医療連携フォーラム
｢下肢外傷の治療戦略ー膝関節を中心にー ｣
我汝会えにわ病院整形外科

森

｢腰椎疾患の手術治療ー適応と実際ー ｣
我汝会えにわ病院整形外科

百町貴彦

律明

日時・場所／

3月16日(木)

19:00～20:30
ニューオータニイン札幌

○大正富山医薬品㈱ほか

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／ 12,59,60,61
連絡先／恵庭市医師会 岡本 ☎0123-37-5236

3月11日(土)

3月14日(火)

○興和創薬㈱
時計台循環器ミーティング

●恵庭市医師会ほか

日時・場所／

18:20～20:30
ＪＣＨＯ北海道病院

○ＭＳＤ㈱

在宅医療に関する講演会

日時・場所／

3月14日(火)

第3回生活習慣病･ロコモからの脱却と転倒骨折予防
を考える会
｢メタボ型糖尿病の病態と治療ー最新の知見と動向ー ｣
東大医学部付属病院糖尿病･代謝内科特任講師 高本偉碩
｢高齢期の運動器疾患と予防対策ーサルコペニア､転倒骨折、
ビタミンDを中心としてー ｣
桜美林大老年学総合研究所長 鈴木隆雄

16:30～19:00
京王プラザホテル札幌

○参天製薬㈱ほか

第7回北海道眼瞼涙道セミナー

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(医師)､500円(メディカルスタッフ他))カ
リキュラムコード／ 76,77,82
連絡先／大正富山医薬品㈱ 後藤 ☎011-512-2173

｢流涙症を考えるー導涙性流涙および機能性流涙についてー ｣
井上眼科院長 井上 康
参加資格及び取得単位／特に制限なし(0.5単位)
(参加費：2,000円(A･B会員）
､1,000円(C会員))
カリキュラムコード／ 15
連絡先／参天製薬㈱ 中溝 ☎0120-310-106

日時・場所／

3月17日(金)

19:00～20:00
京王プラザホテル札幌

●札幌市医師会手稲区支部ほか
日時・場所／

3月13日(月)

札幌市医師会四支部合同学術講演会

18:15～20:30
札幌厚生病院

｢C型肝炎の最新治療と残された課題｣
武蔵野赤十字病院長

○ＥＡファーマ㈱ほか

第273回札幌胆膵疾患研究会
｢胆膵疾患の画像診断について｣
札幌道都病院外科手術部長

泉

並木

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／ギリアド・サイエンシズ㈱ 境 ☎070-2158-1088

岡田邦明

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
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日時・場所／

3月18日(土)

13:00～16:40
北大学術交流会館

日時・場所／

○北海道癌治療研究会

3月22日(水)

18:30～20:00
札幌プリンスホテル

○大塚製薬㈱ほか

第29回北海道癌治療研究会学術講演会

札幌てんかん診療連携講演会

｢免疫チェックポイント阻害剤の光と影と闇と地獄｣
日本赤十字社医療センター化学療法科部長 國頭英夫

｢見過ごされやすい高齢者てんかんと診療連携｣
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

｢免疫チェックポイント阻害療法:適切に使用するためには｣
札幌医大医学部病理学第一講座教授 鳥越俊彦ほか

｢てんかんをめぐる最近の話題｣
愛媛大医学系研究科脳神経外科学教授

参加資格及び取得単位／医師･薬剤師･看護師･その他医療関
係者(2単位)(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 7,10,15,19
連絡先／北海道癌治療研究会 後本 ☎011-706-5551

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／ 2,6
連絡先／大塚製薬㈱ 原 ☎011-241-0002
日時・場所／

日時・場所／

3月18日(土)

14:00～16:00
日本生命札幌ビル

第6回道央エリア関節リウマチ懇話会

第3回全道認知症臨床研修会

｢関節リウマチの治療で心掛けていること｣
聖路加国際病院リウマチ膠原病センター長

｢抗認知症薬はどのように説明･理解されているか｣
小樽市立病院認知症疾患医療センター長 髙丸勇司

3月18日(土)

数井裕光

日時・場所／

｢新規薬剤の登場で変わる糖尿病の治療アルゴリズム｣
自治医大医学部内分泌代謝学准教授 海老原健

第四回北海道甲状腺セミナー

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／ 76,82
連絡先／江別医師会 堀籠 ☎011-383-2136

｢甲状腺検査値の考え方についてー健診･妊婦スクリーニン
グから臨床までー ｣
上條甲状腺クリニック院長 上條桂一

日時・場所／

布施養善

3月24日(金)

18:30～19:40
手稲渓仁会病院

○手稲渓仁会病院

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／ 7,12,15
連絡先／㈱コスミックコーポレーション 藤井 ☎03-5802-5971

3月22日(水)

18:15～19:30
江別市あおい

第11回医師研修会

○㈱コスミックコーポレーション

日時・場所／

3月24日(金)

●江別医師会ほか

16:00～17:40
ニューオータニイン札幌

｢ヨウ素と甲状腺をめぐる臨床的諸問題｣
成長科学協会ヨウ素関連調査研究委員会委員長

2016年度がん治療管理センター勉強会
｢放射線治療の実際(頭頸部がんを例に)｣
手稲渓仁会病院放射線治療科医長

三浦勝利ほか

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／ 9
連絡先／手稲渓仁会病院がん治療管理センター 星野
☎011-685-6909

18:00～19:00
札幌市中村記念病院

○エーザイ㈱

脳研セミナー
｢多職種で取り組む転倒予防｣
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／

3月24日(金)

18:30～20:00
手稲渓仁会病院

○手稲渓仁会病院ほか

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／ 7,10
連絡先／エーザイ㈱ 藤井 ☎011-205-0235

地域診療情報連携推進セミナー -TMNIT in Hokkaido｢透析患者の病診連携とID-Link｣
手稲渓仁会病院腎臓内科主任部長･透析室長
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／手稲渓仁会病院経営管理部渉外課 清水
☎011-681-8111
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岡田正人

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／ 19
連絡先／ファイザー㈱ 大沼 ☎011-241-0993

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／ 7,12,13,29
連絡先／砂川市立病院認知症疾患医療センター 大辻
☎0125-54-2131(内線:1711)
日時・場所／

19:00～20:30
ホテルエミシア札幌

○ファイザー㈱ほか

○北海道認知症疾患医療センター懇話会

｢BPSDへの対応と認知症ちえのわnetの可能性｣
大阪大医学系研究科精神医学講師

3月22日(水)

國枝武治

46

滝沢英毅

日時・場所／

3月25日(土)

12:00～18:10
札幌コンベンションセンター

日時・場所／

○日本褥瘡学会

｢体圧分散寝具を使うとき､やめるとき｣
士別市立病院療養診療科診療部長

認知症連携懇話会
澤口裕二

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：2,000円(事前会員）
､4,000円(事前非会員）
､2,500円
(当日会員)､4,500円(当日非会員）
)
カリキュラムコード／ 58
連絡先／㈱エムコム 木下 ☎011-728-6188

3月25日(土)

｢認知症の外来診療について｣
札幌宮の沢脳神経外科病院長

松村茂樹

｢ヘルシー ･ブレイン･ライフスタイルの普及｣
新さっぽろ脳神経外科病院名誉院長

端

14:15～16:45
札幌医大記念ホール

日時・場所／

｢当院における抗がん剤の曝露対策についてー抗がん薬曝
露対策マニュアルの運用と曝露対策の実際ー ｣
手稲渓仁会病院腫瘍内科 齋木琢郎ほか

｢周産期における災害対策ー熊本地震を経験してー ｣
福田病院長 河上祥一

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／ 7
連絡先／手稲渓仁会病院がん治療管理センター 星野
☎011-685-6909

参加資格及び取得単位／特に制限なし(2単位)
(参加費：2,000円(医師)､1,000円(医師以外))
カリキュラムコード／ 10,14
連絡先／キッセイ薬品工業㈱ 木村 ☎011-717-2291

日時・場所／
15:30～17:30
プレミアホテル－TSUBAKI－札幌

3月29日(水)

18:45～20:00
札幌市医師会館

○札幌市内科医会ほか

札幌市内科医会研修会

○ファイザー㈱ほか

札幌抗凝固療法アドバンスセミナー -札幌コンセン
サスⅡより周術期における抗凝固薬療法を考える-

｢最近の高血圧診療の論点ー高血圧治療ガイドライン改定
を前にしてー ｣
札幌医大保健医療学部内科学教授 斎藤重幸

｢内視鏡検査､治療における血栓症を起こさない抗凝固薬の
取り扱いー札幌コンセンサスⅡー ｣
函館病院消化器科部長 間部克裕

参加資格及び取得単位／医師のみ(1単位)
カリキュラムコード／ 11,74
連絡先／札幌市内科医会 鎌田 ☎011-611-4181

｢各診療科における周術期抗凝固薬療法を考える｣
北海道医療大歯学部内科学教授 家子正裕ほか
ほか1題
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／ 7,43
連絡先／ファイザー㈱ 海老原 ☎011-241-0993

3月25日(土)

18:30～20:00
手稲渓仁会病院

2016年度がん治療管理センター勉強会

｢今､自分にできることー人として､産科医としてー ｣
高知医療センター産科医長 永井立平

日時・場所／

3月29日(水)

○手稲渓仁会病院

第23回北海道周産期研修会

3月25日(土)

和夫

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／ 29,78
連絡先／第一三共㈱ 佐藤 ☎011-221-4660

○キッセイ薬品工業㈱ほか

日時・場所／

19:00～20:30
プレミアホテル－TSUBAKI－札幌

○第一三共㈱

第16回日本褥瘡学会北海道地方会学術集会

日時・場所／

3月28日(火)

日時・場所／

4月1日(土)

17:45～19:30
ロイトン札幌

○大日本住友製薬㈱ほか

第18回札幌臨床糖尿病研究会
｢NASHの発症機序から見た治療の方向性ー糖尿病治療に携
わる医師との連携ー ｣
高知大医学部消化器内科学教授 西原利治

17:00～18:40
ニューオータニイン札幌

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ほか

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／ 76,82
連絡先／大日本住友製薬㈱ 川上 ☎011-281-6101

高血圧 診断と治療in Hokkaido
｢糖尿病患者における降圧薬ステップアップ｣
北大医学研究科免疫･代謝内科･第二内科診療准教授
三好秀明
｢CKD合併高血圧患者をどう診るかー家庭血圧の重要性ー ｣
埼玉医大総合診療内科教授 中元秀友
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／ 73,74,76
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 大内
☎011-261-7261
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道 南 ブロック

日時・場所／

3月16日(木)

18:30～20:00
余市町ホテル水明閣

○武田薬品工業㈱ほか
日時・場所／

3月17日(金)

余市認知症研究会

19:00～20:15
フォーポイントバイシェラトン函館

｢アルツハイマー型認知症の診断･治療とBPSDへの対応｣
ときわ病院長 宮澤仁朗

●函館市医師会ほか

函館整形外科会学術講演会

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／ 2,29,80
連絡先／武田薬品工業㈱ 石井 ☎011-214-3341

｢肩関節疾患に対する保存療法ー外科診療に役立つ手技と
診療のポイントー ｣
東北労災病院スポーツ整形外科部長 田中 稔
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：日整会受講料1,000円､セラピスト認定資格継続単
位受講料1,000円)
カリキュラムコード／ 57,61
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001
日時・場所／

3月23日(木)

日時・場所／

小樽骨粗鬆症合同セミナー
｢骨粗鬆症診療UP To Date｣
聖隷浜松病院整形外科部長

18:50～20:00
函館国際ホテル

森

諭史

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／ 10,77
連絡先／第一三共㈱ 森田 ☎011-221-4632

函館動脈硬化懇談会-第2回函館アンチエイジングフ
ォーラム｢日常診療に役立つCOPDの病態生理と治療のコンセプト｣
京大医学研究科呼吸器内科学講師 室 繁郎

日時・場所／

4月7日(金)

18:50～20:00
小樽グランドパークホテル

○大塚製薬㈱

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／ 46,73
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

3月24日(金)

19:00～20:40
グランドパーク小樽

○第一三共㈱ほか

●函館市医師会ほか

日時・場所／

3月31日(金)

後志パーキンソン病懇話会
｢パーキンソン病治療において経皮吸収型製剤が果たす役割｣
むろらん神経内科クリニック院長 大塚千久美
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／ 62
連絡先／大塚製薬㈱ 村田 ☎011-241-0002

18:30～20:20
フォーポイントバイシェラトン函館

●函館市医師会ほか

平成28年度第6回函館糖尿病療養指導研修会
｢糖尿病合併症としての認知症とフレイル｣
東京医大高齢総合医学主任教授

羽生春夫

日 胆 ブロック

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／ 13,19,29
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

日時・場所／

3月8日(水)

18:30～19:40
㈱スズケン苫小牧支店

○旭化成ファーマ㈱ほか

第155回苫小牧整形外科集談会のご案内
｢神経内科と整形外科のあいだで｣
青葉病院神経内科副院長

後 志 ブロック
日時・場所／

3月9日(木)

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：500円､コメディカルは無料)
カリキュラムコード／ 1,15
連絡先／旭化成ファーマ㈱ 勝野 ☎011-261-5445

18:30～20:00
小樽市医師会館

●小樽市医師会

院内感染対策研修会
｢標準予防策と経験的な感染経路別予防策の適用｣
札幌医大附属病院感染制御部主任･感染管理認定看護師
西 朝江

日時・場所／

3月14日(火)

3月9日(木)

18:30～20:00
室蘭市蓬 殿

○興和創薬㈱

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／ 7,8
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111
日時・場所／

第18回西胆振腎･糖尿病カンファレンス
｢Overview ー糖尿病と血管症ー ｣
市立室蘭総合病院糖尿病内科部長
｢糖尿病患者の末梢血管障害｣
製鉄記念室蘭病院循環器内科医長

18:30～20:30
オーセントホテル小樽

○第一三共㈱

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／ 73,76,82
連絡先／興和創薬㈱ 板野 ☎0138-27-8006

実地医家の為の認知症講座
｢精神科医が診る認知症｣
天使病院精神科長

山本

晋

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／ 4,29
連絡先／第一三共㈱ 山田 ☎011-221-4632
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宮崎義則
高田明典
ほか1題

日時・場所／

3月13日(月)

18:30～20:20
苫小牧市医師会館

日時・場所／

○ＥＡファーマ㈱ほか

北海道中央労災病院地域がん診療連携懇話会

｢診断･治療に難渋した消化器疾患｣
加藤胃腸科内科クリニック院長

加藤茂治

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／ 12,15
連絡先／ＥＡファーマ㈱ 十和田 ☎011-223-4070

3月21日(火)

18:00～20:00
岩見沢市北海道中央労災病院

●岩見沢市医師会ほか

苫小牧胃と腸を診る会

日時・場所／

3月13日(月)

｢大腸癌手術症例の検討｣
北海道中央労災病院第三外科部長

原

敬志

｢最近の大腸癌治療について｣
北海道中央労災病院第三外科部長

原

敬志

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／ 15,55
連絡先／岩見沢市医師会 吉田 ☎0126-22-5347

19:00～20:15
ホテルサンルート室蘭

●室蘭市医師会ほか

学術講演会

日時・場所／

3月22日(水)

18:25～20:00
栗山町総合福祉センターしゃるる

｢心血管イベント抑制に向けた脂質異常症対策ー動脈硬化
の新知見とω3不飽和脂肪酸の薬理作用ー ｣
徳島大医歯薬学研究部循環器内科学教授 佐田政隆

○北海道岩見沢保健所

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／ 75
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

｢糖尿病の合併症･重症化を予防するための診療･指導･連携｣
旭川赤十字病院副院長 森川秋月

日時・場所／

3月24日(金)

平成28年度南空知糖尿病療養協働連携推進研修会糖
尿病診療従事者スキルアップセミナー

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／ 11,12,76
連絡先／岩見沢保健所企画総務課 槌本 ☎0126-20-0116

19:00～20:45
伊達市ホテルローヤル

●胆振西部医師会ほか

胆振西部医師会学術講演会

道 北 ブロック

｢GERD診療ガイドライン2015を考慮した実地診療｣
石原消化器内科クリニック院長 石原慎一
参加資格及び取得単位／医療従事者(1.5単位)
カリキュラムコード／ 52,53
連絡先／アストラゼネカ㈱ 成田 ☎080-3100-4825

日時・場所／

3月8日(水)

道北産婦人科医会学術講演会
｢子宮腺筋症アップデート｣
NTT東日本札幌病院産婦人科部長

18:30～20:00
あかびら市立病院

日時・場所／

中空知消化器病フォーラム
｢酸関連疾患における新たな治療戦略｣
吉田医院長

吉田博清

｢下部消化管疾患における最新の話題｣
札幌医大医学部消化器内科学准教授

山野泰穂

鑑

3月8日(水)

19:00～20:40
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

糖尿病治療UPDATE in 旭川-良質な血糖コントロー
ルを得るための最新薬物治療｢SGLT2阻害薬の服薬指導｣

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／武田薬品工業㈱ 山川 ☎0166-24-2201

3月9日(木)

西川

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／ 53
連絡先／持田製薬㈱ 東 ☎0166-25-5177

○武田薬品工業㈱ほか

日時・場所／

19:00～20:15
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

空 知 ブロック
日時・場所／

3月8日(水)

はな保険薬局

嵯城俊明

｢腎臓から考えるSGLT2阻害薬への期待｣
金沢医大糖尿病･内分泌内科学教授

古家大祐

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
連絡先／アステラス製薬㈱ 兒玉 ☎0166-29-6517

18:25～20:00
岩見沢市ホテルサンプラザ

●北海道医師会ほか

糖尿病診療従事者スキルアップセミナー

日時・場所／

｢糖尿病の合併症･重症化を予防するための診療･指導･連携｣
旭川赤十字病院副院長 森川秋月

3月9日(木)

18:30～20:00
市立旭川病院

●旭川市医師会ほか

第473回旭川肺を診る会

参加資格及び取得単位／医師､歯科医師を含めたメディカル
スタッフ等(1.5単位)
カリキュラムコード／ 11,12,76
連絡先／北海道医師会事業第三課 須藤 ☎011-231-1726

｢興味深い経過を呈した肺疾患｣
市立旭川病院呼吸器内科診療部長

福居嘉信

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 尾藤 ☎0166-24-3181(内線:5468)
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日時・場所／

3月10日(金)

19:30～21:00
旭川市トーヨーホテル

日時・場所／

●旭川市医師会ほか

3月17日(金)

18:30～20:15
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

旭川顎骨壊死医科歯科合同研究会

第21回旭川画像セミナー

｢骨粗鬆症とその薬について｣
和田産婦人科医院長

｢胃X線検診における技師による読影の補助を考える｣
JA北海道厚生連人事部教育課教育係長 山田泰司

和田博司

｢MRONJに関わる最近の知見ー北海道における現状も含めてー ｣
大西病院歯科口腔外科部長 鳥谷部純行

｢膝関節MRIのABCとXYZ｣

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／ 10,77
連絡先／中外製薬㈱ 齋藤 ☎0166-24-6311

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／第一三共㈱ 篠原 ☎0166-29-7431

日時・場所／

3月11日(土)

埼玉医大放射線科教授

14:00～16:30
旭川トーヨーホテル

日時・場所／

●旭川市医師会ほか

3月17日(金)

新津

守

18:45～20:30
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

平成28年度旭川市医療･介護連携推進研修会

旭川乾癬･アレルギーフォーラム

｢｢ご存じですか?病院のこんな機能｣ ー ｢地域包括ケア病棟｣
と｢後方支援病院｣の機能と役割を知るー ｣
市立旭川病院長 子野日政昭

｢当 科 で 経 験 し た 多 発 血 管 炎 性 肉 芽 腫 症 eosinophilic
granulomatosis with polyangiitisのまとめ｣
旭川医大皮膚科学 菅野恭子

｢グループワーク｢旭川における医療･介護連携の課題解決
策を話し合おう!｣｣
旭川市社会福祉協議会地域福祉課主幹 松林邦昭

｢生物学的製剤ガイダンス2017改訂に向けて｣
自治医大臨床医学部門皮膚科学教授 大槻マミ太郎
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／ 1,26,73
連絡先／田辺三菱製薬㈱ 門平 ☎0166-26-3800

参加資格及び取得単位／特に制限なし(2.5単位)
カリキュラムコード／ 12,13,29,80,81
連絡先／旭川市居宅介護支援事業所等連絡協議会 斧木
☎0166-61-5500
日時・場所／

3月13日(月)

日時・場所／

第2回道北免疫不全症講演会
｢見過ごされる免疫疾患ー小児科医の新しい役割ー ｣
金沢大小児科教授 谷内江昭宏

第293回旭川医療センター症例報告会
｢当院における脳梗塞患者の動向について｣
旭川医療センター脳神経内科

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／ 4,15
連絡先／ＣＳＬベーリング㈱ 中村 ☎011-231-8175

吉田亘佑

｢超高齢者総胆管結石に対する一期的採石の有用性について｣
旭川医療センター消化器内科 高添 愛
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

3月15日(水)

19:00～20:10
アートホテル旭川

●旭川市医師会ほか

18:30～19:30
旭川医療センター

●旭川市医師会ほか

日時・場所／

3月17日(金)

日時・場所／

3月23日(木)

18:00～19:00
旭川厚生病院

○旭川厚生病院

がん診療連携第53回乳腺画像カンファレンス
｢乳腺の症例検討｣
旭川がん検診センター放射線科外来第二係長

18:30～20:40
旭川市整形外科進藤病院

｢手の外科最新トピックスについて｣
整形外科内科 藤田医院長

吉田英次

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
☎0166-33-7171(内線:2154)

｢上腕骨骨折に合併した橈骨神経麻痺の１例｣
整形外科進藤病院

平山隆三

日時・場所／

●旭川市医師会ほか

第50回旭川手の外科を考える会

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／ 57,63
連絡先／エーザイ㈱ 安藤 ☎0166-22-1292
日時・場所／

3月16日(木)

あさひかわ緩和ケアネットワーク第21回定例会
｢尿路･男性性器悪性腫瘍の疼痛緩和｣
北彩都病院泌尿器科部長

三木会学術講演会

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／ 5,81
連絡先／ Meiji Seikaファルマ㈱ 富樫 ☎0166-26-2577

石島旨章

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／ 10,61
連絡先／アステラス製薬㈱ 怒和 ☎0166-29-6517
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徳光正行

｢やっかいな尿路管理トラブルへの対策ー感染対策､カテー
テル管理､お答えします! ー ｣
北彩都病院泌尿器科部長 徳光正行

●旭川市医師会ほか

平成29年3月1日

19:00～20:30
旭川市大雪クリスタルホール

●旭川医大医師会ほか

19:00～20:30
アートホテル旭川

｢変形性膝関節症に関する最近の話題｣
順天堂大医学部順天堂医院整形外科准教授

3月23日(木)

山本智美
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日時・場所／

3月24日(金)

18:30～20:00
ニュー富良野ホテル

日時・場所／

●富良野医師会ほか

学術講演会

｢うつ病って何だろう?｣
吉本病院長

｢当院透析患者におけるカルニチン注射液の使用経験｣
小林病院透析室長 五十嵐俊仁

松本三樹

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／ 20,70
連絡先／富良野医師会 成田 ☎0167-22-2767

4月7日(金)

｢透析患者におけるカルニチン療法を考える｣
だてクリニック院長

19:00～20:30
旭川市大雪クリスタルホール

旭川成人先天性心疾患シンポジウム

日時・場所／

｢肺高血圧症を伴った成人先天性心疾患の管理と治療｣
岡山大病院成人先天性心疾患センター副センター長
赤木禎治

4月6日(木)

19:00～20:30
ホテルロイヤル北見

●北見医師会ほか

オホーツク心房細動治療Up To Date
｢肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断､治療､予防に
ついて｣
小林病院循環器内科部長 石川 浩

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／ 1,73
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㈱
得地 ☎011-219-0565

｢PCIと抗血栓療法の戦略｣
三井記念病院循環器内科部長

田邉健吾

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／ 11,73
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

北 見 ブロック
3月8日(水)

伊達敏行

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／ 66,73
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

●旭川市医師会ほか

日時・場所／

18:50～20:30
ホテルベルクラシック北見

●北見医師会ほか

富良野メンタルセミナー

日時・場所／

3月23日(木)

18:30～19:30
網走厚生病院

道 東 ブロック

●網走医師会ほか

第415回網走医を語る会
｢診断･治療に難渋した外科疾患｣
網走厚生病院外科

日時・場所／

谷

道夫

3月15日(水)

Meet the Expert in Kushiro-酸関連疾患の最新話
題を中心に｢消化器疾患 UP TO DATE｣
聖マリアンナ医大消化器･肝臓内科教授

18:30～20:15
北見市端野町公民館

｢実地医家における逆流性食道炎治療の実際｣
平和台クリニック院長

●北見医師会ほか

｢道立北見病院の活動状況と連携状況｣
道立北見病院副総看護師長

鈴木

望

日時・場所／

村上和美
ほか1題

3月15日(水)

千葉井基泰

3月9日(木)

18:50～20:30
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

●釧路市医師会ほか

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／ 7,8
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787
日時・場所／

伊東文生

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／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

平成28年度北見地方医療安全研修会
｢北見赤十字病院の活動状況と連携状況｣
北見赤十字病院副院長･感染管理室長

19:00～20:30
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

●釧路市医師会ほか

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／

3月8日(水)

釧路地区糖尿病講演会
｢当科における新規配合インスリン製剤の使用経験｣
釧路赤十字病院糖尿病センター内科副部長 宮
｢今再考する､2型糖尿病の注射療法｣
東邦大医学部糖尿病･代謝･内分泌学教授

19:00～20:30
ホテルベルクラシック北見

愛香

弘世貴久

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／ 73,76
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

●北見医師会ほか

オホーツク関節リウマチ懇話会
｢自己注射指導におけるアドヒアランス向上への支援｣
片山整形外科リウマチ科クリニック日本リウマチ財団
登録リウマチケア看護師 紙谷清美
｢関節超音波が変えるRAの診断･評価･治療･予後｣
横浜市立大付属市民総合医療センター
リウマチ膠原病センター准教授 大野 滋
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／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787
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日時・場所／

3月11日(土)

14:00～16:00
帯広市とかち館

日時・場所／

○北海道

3月22日(水)

19:00～20:30
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

○大塚製薬㈱ほか

平成28年度子どもの心の診療ネットワーク研修会

釧路てんかんセミナー

｢子どもの心の診療ネットワーク構築における小児科医の
役割｣
札幌市子ども発達支援総合センター所長 上田敏彦

｢日常診療で遭遇するてんかんー診断と治療最前線ー ｣
朝霞台中央総合病院脳神経外科統括部長/脳卒中･てんかん
センター長/東京女子医大てんかん外来 久保田有一

｢心の病を抱える子どもたちを地域で支えるために｣
帯広児童養育センター所長 藤原敦美

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／ 35,73
連絡先／大塚製薬㈱ 井上 ☎0154-51-6721

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／ 4,5,13,72
連絡先／北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 中田
☎011-204-5279
日時・場所／

3月16日(木)

日時・場所／

第46回十勝地区呼吸器疾患研究会
｢肺癌外科治療の現状と展望｣
名古屋大医学系研究科呼吸器外科学教授

○大塚製薬㈱

十勝カルニチンセミナー

3月16日(木)

伊丹儀友

日時・場所／

PADセミナー in釧路

医療事故調査制度に関する研修会

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／ 73
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

南須原康行

｢医療事故調査に係る死因診断の意義ー Aiを中心にー ｣
北海道医療センター救命救急部長 七戸康夫
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／ 1,2,6,7
連絡先／北海道医師会事業第一課 小山内 ☎011-231-7661
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19:30～20:40
釧路市生涯学習センター

｢町の透析医の救肢戦略｣
桑園中央病院泌尿器科院長

●北海道医師会

平成29年3月1日

3月24日(金)

●釧路市医師会ほか

19:00～21:00
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

｢北海道における医療事故対応体制｣
北大病院医療安全管理部長

横井香平

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
連絡先／杏林製薬㈱ 曽和 ☎080-9889-4284

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㈱ 柴﨑 ☎0154-53-0673
日時・場所／

19:15～20:15
ホテル日航ノースランド帯広

○杏林製薬㈱ほか

19:00～20:15
ホテル日航ノースランド帯広

｢透析患者の見逃されているカルニチン欠乏症｣
伊丹腎クリニック院長

3月23日(木)
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