医学会・医学講演会等
開催情報

日時・場所／

5月10日(水)

18:00～19:00
札幌厚生病院

○札幌厚生病院

第19回がん治療地域連携セミナー
｢皮膚がん｢皮膚癌の見分け方･治し方｣｣
札幌厚生病院副院長

(642)29.5.8～29.6.7

高橋博之

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／札幌厚生病院医事課 山崎 ☎011-261-5331(内線:2250)

●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。

5月11日(木)

18:45～20:00
ニューオータニイン札幌

○バイエル薬品㈱
※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。

第5回東区循環器連携カンファレンス
｢心房細動患者をどう発見するか｣
勤医協中央病院副院長･心臓血管センター長

中 央 ブロック
日時・場所／

5月8日(月)

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／ 11
連絡先／バイエル薬品㈱ 吉田 ☎011-241-3705

18:15～20:30
札幌厚生病院

○ＥＡファーマ㈱ほか

第275回札幌胆膵疾患研究会

日時・場所／

｢胆膵疾患の画像診断について｣
司会:市立札幌病院消化器内科

5月9日(火)

5月12日(金)

19:00～20:40
京王プラザホテル札幌

○アクテリオンファーマシューティカルズジャパン㈱ほか

西川秀司

第6回北海道膠原病性肺高血圧症研究会

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
日時・場所／

鈴木隆司

｢北海道大学病院 内科Ⅰにおける肺高血圧診療｣
北大医学研究科呼吸器内科学助教 大平
｢膠原病に伴うPAHの早期診断と治療｣
東京女子医大リウマチ科臨床教授

18:50～20:00
ニューオータニイン札幌

川口鎮司

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／ 19,45,73
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㈱ 嶋内
☎011-219-0565

○田辺三菱製薬㈱

時計台循環器ミーティング
｢最新の血糖コントロール－私の考え方とコツ－｣
NTT東日本札幌病院糖尿病内分泌内科部長 永井

聡

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／田辺三菱製薬㈱ 須山 ☎011-241-3811

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

洋

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

10:00～17:00
札幌市かでる２・７

日時・場所／

○摂食･嚥下リハビリテーション北海道地区研修会

○ＭＳＤ㈱

日時・場所／

5月13日(土)

摂食嚥下リハビリテーション北海道地区研修会

19:00～20:30
ニューオータニイン札幌

札幌肝疾患フォーラム

｢認知症と摂食嚥下障害｣
藤田保健衛生大病院看護部公衆衛生看護科看護副主任
田村 茂
｢噛むのみ込むが困難な方への食支援｣
特別養護老人ホームしゃんぐりら栄養係長

5月15日(月)

｢B型肝炎治療－up date－｣
札幌医大医学部消化器内科学助教

阿久津典之

｢C型肝炎治療の現状｣
千葉大医学研究院消化器内科学教授

増田邦子
ほか2題

加藤直也

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／ＭＳＤ㈱ 工藤 ☎011-261-8361

参加資格及び取得単位／特に制限なし(4単位)
(参加費：5,000円(一般)､2,000円(学生))
カリキュラムコード／ 12,29,47,49
連絡先／北大病院リハビリテーション科 菊地
☎011-706-6066

日時・場所／

5月16日(火)

19:00～20:10
ANAクラウンプラザホテル千歳

●千歳医師会ほか

学術講演会
日時・場所／

5月13日(土)

｢COPD治療に関する最新の知見｣
北大医学研究科呼吸器内科学助教

16:50～18:40
札幌プリンスホテル

○科研製薬㈱ほか

第4回北海道手術手技研究会
｢切除限界の克服を目指した膵癌外科治療｣
和歌山県立医大外科学第2講座教授

鈴木

雅

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／ 45,73
連絡先／千歳医師会 玄 ☎0123-24-3549

山上裕機

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
連絡先／科研製薬㈱ 今野 ☎011-222-2751

日時・場所／

5月17日(水)

18:30～19:30
恵佑会札幌病院

○恵佑会札幌病院
日時・場所／

5月14日(日)

地域がん診療連携拠点病院としての医師･メディカ
ルスタッフ対象研修会

8:55～15:30
札幌コンベンションセンター

○北海道透析療法学会

｢合併症の低減をめざした局所進行前立腺がんのIMRT｣
恵佑会札幌病院副院長･/放射線治療科 明神美弥子ほか

第91回北海道透析療法学会
｢腎性貧血治療の新しい流れ｣
兵庫医大内科学腎･透析科教授

中西

参加資格及び取得単位／医師・メディカルスタッフ(1単位)
カリキュラムコード／ 2
連絡先／恵佑会札幌病院 小村 ☎011-863-8800

健

｢糖尿病透析患者の血糖治療戦略－血糖変動幅･低血糖･
サルコペニアの観点から－｣
大阪市立大医学研究科代謝内分泌病態内科学･
腎臓病態内科学教授 稲葉雅章

日時・場所／

5月15日(月)

術後疼痛管理セミナー
｢周術期支援センターの取り組み－痛くない管理を目指して｣
済生会横浜市東部病院周術期支援センター長･栄養部長
谷口英喜
｢腹腔鏡手術時代の大腸癌根治切除と術後疼痛管理｣
埼玉医大国際医療センター下部消化管外科教授 山口茂樹

18:30～21:00
エーザイ㈱札幌コミュニケーションオフィス

○ＥＡファーマ㈱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／ 0
連絡先／テルモ㈱ 大庭 ☎0120-12-8195

第558回札幌胃と腸を診る会
｢診断･治療に難渋した消化管疾患｣
北海道消化器科病院内科･消化器科部長

加賀谷英俊ほか

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／ 50,52,53,54
連絡先／ＥＡファーマ㈱ 稲川 ☎011-223-4070
日時・場所／

5月15日(月)

18:45～20:40
札幌グランドホテル

○テルモ㈱

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(学生無料))
カリキュラムコード／ 1,73,76
連絡先／北海道透析療法学会 佐藤 ☎011-590-0789
日時・場所／

5月19日(金)

日時・場所／

5月20日(土)

12:30～16:50
札幌市北海道自治労会館

○北海道口腔ケア研究会ほか

第16回北海道口腔ケアセミナー
｢看護師や介護者に知ってほしい口腔の知識と口腔ケア｣
国立長寿医療研究センター歯科口腔先進医療開発センター長
角 保徳

19:00～20:00
札幌サンプラザ

○協和発酵キリン㈱

北区･東区エリア講演会

｢総合病院の口腔ケアにおいて看護師が担う役割｣
市立札幌病院摂食･嚥下障害看護認定看護師 奥田美希
ほか2題
参加資格及び取得単位／特に制限なし(3.5単位)
(参加費：3,000円)
カリキュラムコード／ 10,11,12,0
連絡先／㈱エムコム 木下 ☎011-728-6188

｢糖尿病患者への治療方法－薬物療法･食事療法に加え新た
な運動療法の方策－｣
北光記念クリニック所長 佐久間一郎
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／ 12,76
連絡先／協和発酵キリン㈱ 大木 ☎011-261-3127

53

平成29年5月1日

北海道医報

第1184号

日時・場所／

5月20日(土)

16:00～17:30
京王プラザホテル札幌

日時・場所／

○旭化成ファーマ㈱ほか

｢泌尿器科外来における骨粗鬆症マネジメント｣
札幌医大医学部泌尿器科学講師

第3回苗穂消化管カンファレンス
｢狭窄をきたした逆流性食道炎に対して内科的治療が有効
であった症例｣
札幌厚生病院第1消化器内科医長 道上 篤

田中俊明

｢進行前立腺癌治療のパラダイムシフト－化学療法と新規
薬剤の役割－｣
秋田大医学系研究科泌尿器科学教授 羽渕友則

｢良性食道疾患(アカラシア､GERD)に対する内視鏡的治療に
ついて｣
昭和大江東豊洲病院消化器センター長･教授 井上晴洋

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／ 1,65
連絡先／旭化成ファーマ㈱ 由里 ☎011-261-5445

5月23日(火)

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／ 21,52,73
連絡先／第一三共㈱ 杉本 ☎011-221-4628

18:20～19:30
勤医協中央病院

日時・場所／

○アクテリオンファーマシューティカルズジャパン㈱ほか

19:00～20:30
ANAクラウンプラザホテル千歳

千歳地区消化器関連講演会

｢肺高血圧症早期発見と治療方針｣
札幌医大病院管理学/循環器･腎臓･代謝内分泌内科学准教授
橋本暁佳
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／ 10
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

5月23日(火)

5月25日(木)

○武田薬品工業㈱

肺高血圧症セミナー

日時・場所／

18:30～20:00
札幌厚生病院

○第一三共㈱ほか

第16回北海道泌尿器疾患カンファランス

日時・場所／

5月25日(木)

｢検診における内視鏡診断の意義｣
千歳しなの内科

伊澤

｢消化器疾患に関する最新の知見｣
旭川医大消化器･血液腫瘍制御内科学准教授

藤谷幹浩

功

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／ 11,52
連絡先／武田薬品工業㈱ 高橋 ☎011-214-3333

18:30～19:30
ニューオータニイン札幌

日時・場所／

○北海道労災保険指定病院協会札幌支部

5月26日(金)

18:00～20:00
手稲渓仁会病院

○スミスメディカル･ジャパン㈱ほか

札幌支部医学講演会

2017年度第3回緩和ケア勉強会

｢ペインクリニックにおける痛み治療－神経ブロック治療
を中心に－｣
札幌秀友会病院副院長 白崎修一

｢今さら?症状の｢評価｣を見直そう－hyoukaless syndrome(HLS)
にご注意－｣
旭川医大病院緩和ケア診療部副部長 阿部泰之

参加資格及び取得単位／医師(1単位)
カリキュラムコード／ 61
連絡先／北海道労災保険指定病院協会札幌支部 石川
☎011-757-0340

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／ 10,53
連絡先／スミスメディカル・ジャパン㈱ 齊藤 ☎011-221-8550

日時・場所／

5月24日(水)

日時・場所／

18:50～20:20
ニューオータニイン札幌

第2回医師研修会

肺高血圧症ネットワークフォーラム

｢これからの糖尿病治療－インスリン製剤の役割－｣
順天堂大医学研究科代謝内分泌内科学准教授 金澤昭雄
中里和彦

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／ 73,76
連絡先／江別医師会 堀籠 ☎011-383-2136

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／ 12,45
連絡先／バイエル薬品㈱ 鈴木 ☎080-2417-2890
日時・場所／

5月24日(水)

日時・場所／

19:00～20:00
恵庭ＲＢパーク

18:45～20:15
ANAクラウンプラザホテル千歳

千歳リウマチ懇話会2017

恵み野地域連携セミナー

｢関節リウマチにおける生物学的製剤と手術の最新情報｣
東京女子医大東医療センター整形外科准教授 神戸克明

｢心房細動診療の実際－発見から高齢者への対策まで－｣
旭川医大保健管理センター教授 川村祐一郎

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／ 19,61
連絡先／田辺三菱製薬㈱ 萩原 ☎011-214-3731

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／ 7,43
連絡先／恵庭市医師会 岡本 ☎0123-37-5236
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○田辺三菱製薬㈱

●恵庭市医師会ほか
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18:15～19:30
江別市あおい

●江別医師会ほか

○バイエル薬品㈱

｢プライマリーケアとしてのPH診断について｣
福島県立医大循環器内科講師

5月26日(金)
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日時・場所／

5月27日(土)

14:00～17:00
エーザイ㈱札幌コミュニケーションオフィス

日時・場所／

○エーザイ㈱ほか

｢関節リウマチの診断と治療｣
市立札幌病院副院長

第2回かかりつけ医のための抗凝固療法を考える会
｢がん患者の血栓症｣
国立病院機構北海道がんセンター循環器内科医長 井上仁喜

向井正也

「安全なリウマチ治療のための肝炎サポート」
札幌厚生病院第三消化器内科

髭

｢当院のカテーテルアブレーション治療について－かかり
つけの先生方との連携を中心に－｣
札幌白石記念病院循環器内科 宮本憲次郎

修平

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／ 1,7,10,61
連絡先／エーザイ㈱ 斉藤 ☎011-205-0235

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／ 12,43
連絡先／第一三共㈱ 佐藤 ☎011-221-4660
日時・場所／

5月27日(土)

15:30～18:00
札幌駅前ビジネススペース

｢内視鏡による診断･治療について｣
函館病院消化器内科部長

｢北海道受動喫煙防止条例制定に向けての考え方｣
北海道議会議員 中司哲雄
｢がん対策とタバコ(受動喫煙も含め)｣
国立病院機構北海道がんセンター院長

近藤啓史
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／ 53,54
連絡先／アステラス製薬㈱ 小林 ☎011-281-5115
日時・場所／

札幌市外科医会定時総会特別講演会

山澤弘州ほか

参加資格及び取得単位／原則として札幌市外科医会員(1単位)
カリキュラムコード／ 1
連絡先／札幌市医師会 宮部 ☎011-611-4181

｢小児期心疾患と遺伝子:Marfan類縁疾患を中心に｣
榊原記念病院臨床遺伝科医長 森崎裕子
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／ 0
連絡先／アッヴィ合同会社 河野 ☎080-2194-6313

日時・場所／

6月2日(金)

19:00～20:00
ロイトン札幌

○日本病院会北海道ブロック支部

日本病院会北海道ブロック支部平成29年度講演会
｢平成30年の診療報酬同時改定について｣
厚生労働省保険局医療課課長補佐

9:30～15:20
札幌グランドホテル

日本保育保健協議会第13回全国研修会in札幌
氏家

中谷佑貴子

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／ 12,13
連絡先／中村記念病院 山本 ☎011-231-8555

○北海道保育園保健協議会ほか

｢発達障害｣
北海道こども心療内科氏家医院長

19:00～20:00
札幌市医師会館

｢大腸癌の外科治療の最前線｣
札幌医大医学部消化器･総合､乳腺･内分泌外科学教授
竹政伊知朗

第4回北海道キッズハートフォーラム

5月28日(日)

5月31日(水)

●札幌市医師会ほか

16:00～18:30
ホテルマイステイズプレミア札幌パーク

○アッヴィ合同会社ほか

日時・場所／

間部克裕

｢機能性腸疾患の新たな展開－機能性便秘と便秘型IBSの位
置づけ－｣
横浜市立大医学研究科肝胆膵消化器病学教授 中島 淳

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／ 82,0
連絡先／日本禁煙推進医師歯科医師連盟北海道支部 山根
☎011-232-5500

｢小児期心疾患と遺伝子診断:up to date｣
北大病院小児科特任助教

18:30～20:30
ホテルニューオータニイン札幌

機能性消化器疾患 up to date

第14回北海道禁煙フォーラム

5月27日(土)

5月31日(水)

○アステラス製薬㈱

○日本禁煙推進医師歯科医師連盟北海道支部ほか

日時・場所／

19:00～20:30
ホテルエミシア札幌

○第一三共㈱

第24回北海道リウマチ性疾患の治療とケアフォーラム

日時・場所／

5月30日(火)

武ほか

｢保育士不足｣
札幌市乳幼児園医協議会副会長

小笠原由法
ほか2題

参加資格及び取得単位／特に制限なし(3.5単位)
(参加費：2,000円(一般)､1,500円(協議会員)､1,000円(生涯
研修登録者)､500円(学生))
カリキュラムコード／ 4,8,11,16,32,45,72
連絡先／北海道保育園保健協議会 須藤 ☎011-231-1726
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道 南 ブロック

日時・場所／

5月30日(火)

18:50～20:30
ベルクラシック函館

●函館市医師会ほか
日時・場所／

5月12日(金)

函館動脈硬化懇談会-CVM&Strokeカンファレンス-

19:00～20:10
函館国際ホテル

｢脳梗塞治療におけるステント医工学｣
北海道循環器病院循環器内科心血管研究センター長
山本 匡

●函館市医師会ほか

函館消化器病懇談会
｢NASHと糖尿病｣
高知大医学部消化器内科学教授

｢経口血糖降下薬の最新の話題｣
東京医大糖尿病･代謝･内分泌内科主任教授

西原利治

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／ 75,76
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001
日時・場所／

5月16日(火)

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／ 11,73
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

19:00～20:15
温泉ホテルきたひやま

日時・場所／

●北部檜山医師会ほか

｢水利尿薬はなぜ必要か｣
函館市医師会病院循環器科医長

19:00～20:00
北海道立江差病院

学術講演会
｢心原性脳塞栓症予防の最新の話題｣
函館五稜郭病院循環器内科主任医長

尾崎文武

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／ 24,45
連絡先／大塚製薬㈱ 香村 ☎090-2419-7834

5月17日(水)

5月31日(水)

●檜山医師会ほか

学術講演会

日時・場所／

小田原雅人

佐藤健司

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
連絡先／檜山医師会 鈴木 ☎0139-52-1070

19:00～20:30
函館国際ホテル

日時・場所／

●函館市医師会ほか

6月1日(木)

18:45～20:00
フォーポイントバイシェラトン函館

●函館市医師会ほか

函館消化器病懇談会
｢逆流性食道炎の病態と治療の新展開｣
日本医大消化器内科学教授

函館循環器病懇談会
｢心血管保護を考慮した治療ターゲットとしての高尿酸血症｣
鳥取大医学系研究科再生医療学分野教授 久留一郎

岩切勝彦

「LDA療法を含む抗血小板療法に対する消化管障害のマネジ
メント」
市立函館病院消化器内科医長 大野正芳

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／ 11,82
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

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／ 51,52
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

日時・場所／

6月2日(金)

19:00～20:15
ベルクラシック函館

●函館市医師会ほか
日時・場所／

5月19日(金)

函館市外科会学術講演会

19:00～20:30
ベルクラシック函館

｢外科から見たNACの功罪｣
がん研究会有明病院消化器センター長･消化器外科部長
佐野 武

●函館市医師会ほか

道南産婦人科医会学術講演会
｢婦人科腫瘍治療前後のエストロゲンの功罪｣
弘前大医学研究科産婦人科学教授

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／ 9,0
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

横山良仁

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／ 9,15
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

日時・場所／
日時・場所／

5月26日(金)

18:45～20:30
函館国際ホテル

第50回道南眼科集談会
｢眼科診療におけるCUREとCARE｣
済生会新潟第二病院第4診療部長･眼科部長

アレルギーと免疫を学ぶ会
岸田

｢網脈絡膜疾患に対する画像診断技術の進歩｣
徳島大医歯薬学研究部眼科学教授

真

｢日本のアレルギー診療をアレルゲン免疫療法が変える!｣
埼玉医大呼吸器内科教授･アレルギーセンター長 永田 真

参加資格及び取得単位／特に制限なし(3単位)
(参加費：5,000円(医師)､2,000円(医師以外))
カリキュラムコード／ 1,2,4,7,15,36
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

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／ 39,46,79
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001
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16:00～19:00
函館市五島軒本店

●函館市医師会ほか

●函館市医師会ほか

｢道南地域における食物アレルギー診療の現状｣
函館中央病院小児科医長

6月3日(土)
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安藤伸朗
三田村佳典
ほか1題

日時・場所／

6月5日(月)

19:00～20:15
温泉ホテル八雲遊楽亭

日時・場所／

●渡島医師会ほか

学術講演会

｢心不全慢性期患者のうっ血管理｣
国立病院機構函館病院副院長

｢肝臓病は治る時代へ｣
大阪労災病院副院長･消化器内科部長

米澤一也

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／ 24,45
連絡先／渡島医師会 田原 ☎0138-27-1246

平松直樹

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／ 73
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393
日時・場所／

後 志 ブロック
5月18日(木)

19:30～20:30
ホテルサンルート室蘭

●室蘭市医師会ほか

八雲エリア学術講演会

日時・場所／

5月18日(木)

5月19日(金)

18:15～20:00
ホテルサンルート室蘭

●室蘭市医師会ほか

第53回西胆振画像診断検討会
｢肝癌診断における造影三次元超音波の新展開｣
旭川医大病態代謝内科学講師

19:00～20:10
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)
(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 27,73
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

第27回あじさい会
｢CKD患者の治療における注意点｣
さっぽろ内科･腎臓内科クリニック院長

麻生和信

深澤佐和子

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／ 10,73
連絡先／第一三共㈱ 森田 ☎011-221-4632

日時・場所／

5月19日(金)

18:30～20:00
室蘭市蓬莱殿

●胆振西部医師会ほか
日時・場所／

5月22日(月)

西胆振緩和ケアネットワーク第7回学術集会

18:45～20:35
グランドパーク小樽

｢｢語ること｣の力･｢聞くこと｣の力－｢ナラティブ･メディス
ン｣入門－｣
がん･感染症センター都立駒込病院緩和ケア科 栗原幸江

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

小樽市医師会学術講演会
｢今一度考える､心房細動－医師の立場､患者の立場から考
える－｣
大分大医学部循環器内科･臨床検査診断学教授 髙橋尚彦

参加資格及び取得単位／医療･介護･福祉関係者(1.5単位)
(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 4,5,81
連絡先／洞爺湖温泉病院 中谷 ☎0142-87-2311

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／ 42,43
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 片方
☎011-261-7261

日時・場所／

5月25日(木)

18:30～20:00
浦河ウエリントンホテル

○中外製薬㈱
日時・場所／

5月29日(月)

日高腎疾患講演会

18:30～19:40
オーセントホテル小樽

｢クレアチニン測定による早期腎疾患診断｣
うらかわエマオ診療所院長

○第一三共㈱

高齢者のトータルケアを考える
｢心房細動と認知症－超高齢社会における脳梗塞･認知症予
防戦略－｣
横浜総合病院臨床研究センター長 長田 乾
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／ 13,78
連絡先／第一三共㈱ 森田 ☎011-221-4632

日時・場所／

5月8日(月)

5月26日(金)

18:30～19:45
ホテルサンルート室蘭

○興和創薬㈱

学術講演会
｢動脈硬化退縮への挑戦｣
順天堂大医学研究科循環器内科学教授

日 胆 ブロック
日時・場所／

八十川武明

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／ 73,74
連絡先／中外製薬㈱ 長岡 ☎011-271-5311

代田浩之

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㈱ 内山 ☎0138-27-8006

18:30～20:20
苫小牧市医師会館

○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｣
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
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日時・場所／

5月26日(金)

18:45～20:30
室蘭プリンスホテル

日時・場所／

●室蘭市医師会ほか

CVM Forum 2017

｢酸関連疾患の最新の話題ー GERD治療･食道ESD等に関してー ｣
恵佑会第２病院長･消化器内科 高橋宏明

｢患者心理を考慮した糖尿病診療－週1回のDPP4阻害薬への
期待－｣
栗原内科院長 栗原義夫

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／ 51,52
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

5月30日(火)

｢EPA/DHAと生活習慣病－ω3系多価不飽和脂肪酸による脂
質･免疫･炎症への影響－｣
東邦大医療センター佐倉病院糖尿病内分泌代謝センター教授

19:00～20:00
苫小牧市グランドホテルニュー王子

龍野一郎
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／ 75,76
連絡先／武田薬品工業㈱ 山川 ☎0166-24-2201

●苫小牧市医師会ほか

第473回苫小牧市医師会学術講演会
｢GLP-1受容体作動薬のトリセツ－Incretin-BasedTherapy
のススメ－｣
福岡大医学部内分泌･糖尿病内科准教授 野見山崇

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／ 73,76
連絡先／苫小牧市医師会 大西 ☎0144-33-4720
日時・場所／

5月31日(水)

18:30～19:45
美唄ホテルスエヒロ

学術講演会
｢CKD患者における早期からのリン管理の重要性｣
砂川市立病院泌尿器科腎･透析センター長 柳瀬雅裕

19:00～20:30
ホテルサンルート室蘭

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／ 24,66
連絡先／美唄市医師会 辻口 ☎0126-62-3451

学術講演会
｢当院におけるPCAB製剤を用いたピロリ菌除菌治療の成績｣
市立室蘭総合病院消化器内科 榮浪洋介

日時・場所／

｢大きく変わる上部消化器管疾患の診断と治療－時流に乗
り遅れないために－｣
川崎医大･川崎医療福祉大特任教授 春間 賢
ほか１題
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／ 52,73
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

6月1日(木)

18:30～19:40
滝川市三浦華園

●滝川市医師会ほか

学術講演会
｢一般医による過活動膀胱の診断､治療のコツ｣
西原腎･泌尿器科クリニック院長

西原正幸

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／ 65,67
連絡先／ファイザー㈱ 藤井 ☎011-241-0993

空 知 ブロック
5月25日(木)

5月30日(火)

●美唄市医師会ほか

●室蘭市医師会ほか

日時・場所／

18:30～20:00
滝川市ホテルスエヒロ

●滝川市医師会ほか

学術講演会

日時・場所／

5月26日(金)

道 北 ブロック
18:45～20:00
岩見沢市ホテルサンプラザ

日時・場所／

○持田製薬㈱ほか

5月8日(月)

18:30～19:30
旭川医療センター

●旭川市医師会ほか

南空知医師会学術講演会
｢うつと女性の関係｣
円山公園メンタルクリニック院長

第295回旭川医療センター症例報告会
｢当院における総合内科患者の動向について｣
国立病院機構旭川医療センター総合内科医長

白木淳子

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／ 70
連絡先／持田製薬㈱ 米村 ☎011-219-3051

安尾和裕

｢Pleuroparenchymal fibroelastosis(PPEE)の1部検例｣
国立病院機構旭川医療センター総合内科･呼吸器内科
辻 忠克
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／ 12,45
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／

5月11日(木)

18:30～20:00
旭川厚生病院

●旭川市医師会ほか

第474回旭川肺を診る会
｢びまん性肺疾患の診断－画像所見を中心に－｣
旭川厚生病院呼吸器科主任部長
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／ 1
連絡先／旭川厚生病院 鎌田 ☎0166-33-7171
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西垣

豊

日時・場所／

5月17日(水)

19:00～20:50
アートホテル旭川

日時・場所／

●旭川市医師会ほか

●旭川市医師会ほか

Hyperlipidemia Conference in Asahikawa 2017

Cardiovascular Diabetes forum-SGLT2阻 害 薬 の 有
効な使用法を考える-

｢動脈硬化病変に対する強力な脂質低下療法の意義｣
東海大医学部内科学系循環器内科准教授 吉町文暢

｢循環器内科医が行う糖尿病治療の今｣
旭川医大循環･呼吸･神経病態内科学講師

｢厳格に脂質管理をすべき患者さんとは?｣
座長;旭川医大内科学循環･呼吸･神経病態内科学教授
長谷部直幸

5月20日(土)

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／アステラス製薬㈱ 兒玉 ☎0166-29-6517

15:00～17:00
旭川グランドホテル
日時・場所／

●旭川医大医師会ほか

第37回旭川全身管理研究会

18:30～20:00
ANAクラウンプラザホテル稚内

5月25日(木)

●宗谷医師会ほか

学術講演会

｢VTE診療のUPDATE｣
旭川医大血管外科学講師

古屋敦宏

｢天塩における糖尿病療養指導の現状｣
天塩町立国保病院

川崎貴志

｢高齢糖尿病の治療と地域連携｣
旭川医大病態代謝内科学講師

｢周術期の感染対策｣
産業医大麻酔科学教授
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／ 10,15
連絡先／第一三共㈱ 土橋 ☎0166-29-7431
日時・場所／

竹内利治

｢300症例の使用経験から見えてくるSGLT2阻害薬有効利用
のための秘策｣
東大和病院糖尿病センター長 犬飼浩一

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／ 4,75
連絡先／アステラス製薬㈱ 古澤 ☎0166-29-6517
日時・場所／

19:00～20:40
アートホテル旭川

5月24日(水)

5月22日(月)

福澤由起子
安孫子亜津子

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／ 10,12,76
連絡先／武田薬品工業㈱ 源川 ☎080-5777-5486

19:15～21:15
旭川グランドホテル

日時・場所／

●旭川市医師会ほか

19:00～20:10
旭川グランドホテル

5月26日(金)

●旭川医大医師会ほか

Asahikawa Liver Conferense
｢B型肝炎治療について｣
旭川赤十字病院消化器内科部長

第8回旭川心電図･不整脈勉強会
｢遺伝性不整脈の最近の話題－J波症候群を中心に－｣
日本医大医学研究科循環器内科学大学院教授 清水

長谷部千登美

｢NASH/NAFLD治療について｣
旭川医大救急科/消化器･血液腫瘍制御内科学

渉

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㈱ 福田 ☎0166-29-7431

中嶋駿介
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／ 27,73
連絡先／ギリアド・サイエンシズ㈱ 中山 ☎070-3860-6069

日時・場所／

17:00～18:15
アートホテル旭川

5月27日(土)

●旭川市医師会ほか
日時・場所／

5月24日(水)

学術講演会

19:00～20:30
ホテルＷＢＦグランデ旭川

｢痛みの診療｣

●旭川市医師会ほか

加茂整形外科医院長

旭川小児科医会学術講演会

加茂

淳

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
連絡先／田辺三菱製薬㈱ 渡辺 ☎0166-26-3800

｢治すアレルギー治療:アレルゲン免疫療法－アレルギー性
鼻炎･気管支喘息･食物アレルギー－｣
藤田保健衛生大病院小児科助教 犬尾千聡
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／ 73,79
連絡先／鳥居薬品㈱ 旭 ☎0166-24-1063

北 見 ブロック
日時・場所／

5月10日(水)

18:30～19:30
網走厚生病院

○エーザイ㈱ほか

第417回網走医を語る会
｢診断･治療に難渋した消化器疾患｣
網走厚生病院内科･消化器科

細田峻一

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㈱ 江藤 ☎011-205-0235

59

平成29年5月1日

北海道医報

第1184号

日時・場所／

5月10日(水)

19:00～20:15
北見市ホテル黒部

日時・場所／

●北見医師会ほか

かかりつけ医のための認知症(BPSD)研修会

｢日本の医療現場になぜリアルワールド･エビデンスが必要
なのか｣
慶應義塾大医学部循環器内科専任講師 香坂 俊

｢当院におけるBPSDに対する薬物療法について｣
玉越病院長

5月16日(火)

日時・場所／

18:00～19:30
網走厚生病院

｢当院における薬剤吸入指導｣
北海道立北見病院地域医療支援室長

｢急性期脳血栓回収療法のエビデンスと網走北見地区のス
トロークバイパス｣
旭川医大脳神経外科学助教 齊藤仁十
｢地域における今後の災害対策｣
札幌医大附属病院高度救命救急センター助教

水野浩利

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／ 46,79
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787
日時・場所／

19:00～20:00
ホテルベルクラシック北見

｢2型糖尿病における心血管合併症－SGLT2とDPP4の役割－｣
昭和大医学部糖尿病･代謝･内分泌内科学主任教授 平野 勉

｢高齢者における心房細動治療－アブレーション治療と抗
凝固療法を中心に－｣
小倉記念病院循環器内科副部長 廣島謙一

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／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

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／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

日時・場所／

19:00～20:30
網走セントラルホテル

網走抗血栓療法講演会
｢抗血栓療法と消化管傷害｣
帝京大医学部内科学教授

網走抗凝固療法セミナー
｢プライマリケアにおける心房細動の診断｣
桂ヶ丘クリニック院長

藤田

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／ 43,50
連絡先／第一三共㈱ 片岡 ☎0157-69-5165

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／ファイザー㈱ 川上 ☎080-5059-2057
18:45～20:30
北見プラザホテル

●北見医師会ほか

生活習慣病を考える会
｢臨床に役立つ糖尿病･心臓連関｣
札幌医大医学部循環器･腎臓･代謝内分泌内科学講師
矢野俊之
｢これで解決!プライマリケアにおけるCOPD･喘息治療-長時
間作用性抗コリン薬を中心に考える新たなアプローチ-｣
医大前南４条内科院長 田中裕士
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／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

第1184号

山本貴嗣

｢心房細動診療up date－発見から高齢者の対策まで－｣
旭川医大保健管理センター教授 川村祐一郎

力

｢より良い抗凝固療法を行うための検査:基礎と臨床｣
北海道医療大歯学部内科学教授 家子正裕

北海道医報

6月1日(木)

●網走医師会ほか

18:50～20:30
網走セントラルホテル

●網走医師会ほか

平成29年5月1日

19:00～20:20
北見市ホテル黒部

オホーツク糖尿病グループカンファレンス2017

学術講演会

5月25日(木)

6月1日(木)

●北見医師会ほか

●北見医師会ほか

日時・場所／

小笠壽之

｢多様化する喘息吸入薬の選択を考えるー最近の話題を含
めてー ｣
NTT東日本関東病院呼吸器センター長 放生雅章

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／ 10,12,78
連絡先／田辺三菱製薬㈱ 佐藤 ☎0166-26-9701

5月22日(月)

18:30～20:20
北見市ホテル黒部

学術講演会

第7回網走救急･災害医療学術講演会

日時・場所／

5月30日(火)

●北見医師会ほか

●網走医師会ほか

5月19日(金)

玉越拓摩

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／ 29,83
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

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／ 11
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

日時・場所／

19:00～20:45
ホテルベルクラシック北見

●北見医師会ほか

学術講演会

日時・場所／

5月26日(金)
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道 東 ブロック

日時・場所／

5月20日(土)

18:00～19:40
帯広市とかち館

○ＭＳＤ㈱ほか
日時・場所／

5月9日(火)

第25回北海道睡眠研究会

19:00～21:00
ホテル日航ノースランド帯広

｢睡眠障害に関して｣
平松記念病院･睡眠医療センター長

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

十勝Network Meeting2017-中和剤が変えるDOACの未来-

｢高齢者の睡眠障害｣
汐入メンタルクリニック院長

｢当院における心房細動アブレーションとその抗凝固療法｣
札幌医大医学部循環器･腎臓･代謝内分泌内科学助教
藤戸健史
｢救え!急性期脳梗塞治療の最前線｣
兵庫医大脳神経外科主任教授

武藤福保ほか
阿瀬川孝治

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(医師のみ))
カリキュラムコード／ 20,69,82
連絡先／ＭＳＤ㈱ 武田 ☎080-5479-1352

吉村紳一

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／ 7,9
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 品澤
☎080-8036-0240

日時・場所／

5月26日(金)

19:00～20:30
帯広市北海道ホテル

○大塚製薬㈱

第6回Tokachi Stroke Forum
日時・場所／

5月12日(金)

18:30～20:00
ホテルグランテラス帯広

○持田製薬㈱

帯広十勝産婦人科医会学術講演会
｢出血しない･させないTLH(全腹腔鏡下子宮全摘出術)｣
札幌白石産科婦人科病院長 明石祐史

｢大阪の脳卒中急性期医療に対する現状｣
北斗病院脳血管内治療センター副センター長

黒岩輝壮

｢青森の脳卒中急性期医療に対する現状｣
弘前大医学部附属病院診療准教授

嶋村則人

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／ 78
連絡先／大塚製薬㈱ 柴﨑 ☎0154-53-0673

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／ 1,71
連絡先／持田製薬㈱ 江崎 ☎011-219-3051

日時・場所／
日時・場所／

5月19日(金)

19:00～20:10
ANAクラウンプラザホテル釧路

5月26日(金)

19:00～20:45
釧路プリンスホテル

●釧路市医師会ほか

Lupus Management Forum in Kushiro

●釧路市医師会ほか

｢膠原病看護の実際｣

道東地区産婦人科医会
｢子宮内膜症･腺筋症の治療｣
市立釧路総合病院産婦人科医長
｢子宮内膜症性膿胞術｣
札幌医大医学部産婦人科学教授

釧路赤十字病院看護部

清田広美

玉手雅人

｢膠原病と免疫抑制剤｣
北大医学研究科免疫･代謝内科･第二内科教授

渥美達也

齋藤

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／ 10,73
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

豪

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：5,000円)
カリキュラムコード／ 7
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

日時・場所／

6月2日(金)

18:50～20:40
釧路プリンスホテル

●釧路市医師会ほか
日時・場所／

5月19日(金)

19:00～20:30
帯広市北海道ホテル

医歯薬連携骨粗鬆症治療薬適正使用ミーティング
｢医･歯･薬科の連携 薬剤関連顎骨壊死への対応の最近の動向｣
兵庫医大病院歯科口腔外科主任教授 岸本裕允

○大塚製薬㈱

第7回十勝iVT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／ 77
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

｢当院におけるバスキュラーアクセス管理と治療｣
吉祥寺あさひ病院泌尿器科 野口智永
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／ 63
連絡先／大塚製薬㈱ 高橋 ☎080-5403-0100
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