医学会・医学講演会等
開催情報

日時・場所／

6月10日(土)

13:30～17:00
北海道自治労会館

○北海道医療安全研究会

第6回北海道医療安全研究会講演会
｢事故後のコミュニケーション｣
京大医学部附属病院医療安全管理室長

(643)29.6.8～29.7.7

｢みんなで語ろうワールドカフェ ｣
司会;余市協会病院

松村由美

●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

森本千恵子

参加資格及び取得単位／特に制限なし(2.5単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 2,4,7,10,15
連絡先／テルモ㈱ 新渡 ☎080-1005-7492

※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／

6月10日(土)

15:20～17:30
ホテルさっぽろ芸文館

○第一三共㈱

中 央 ブロック

第34回北海道広域医療連携研究会
｢脳梗塞と抗凝固療法｣

日時・場所／

6月8日(木)

19:30～20:30
札幌サンプラザホテル

札幌白石記念病院長

●札幌市医師会北区支部ほか

札幌市医師会北区･東区支部合同学術講演会
｢NSAIDsの消化管粘膜障害について｣
国立病院機構函館病院長

加藤元嗣

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／ 50,53
連絡先／ファイザー㈱ 図司 ☎011-241-0993
日時・場所／

6月9日(金)

髙橋

日時・場所／

19:00～20:40
プレミアホテル -TSUBAKI-札幌

6月10日(土)

16:30～18:40
ホテルマイステイズ札幌アスペン

○クラシエ薬品㈱

○大日本住友製薬㈱ほか

第1回漢方を使いこなす!クラシエ漢方塾

第19回血液病セミナー

｢高齢者における漢方治療の実際－症例を中心に－｣
北大教育学研究院教授 大塚吉則

｢深在性真菌症の病理･病態･疫学･診断に関して｣
千葉大真菌医学研究センター教授 亀井克彦
｢無料統計ソフトEZRを用いた統計解析｣
自治医大血液学教授

｢フレイルと人参養栄湯－健康長寿に向けて－｣
鹿児島大心身内科学教授

神田善伸

乾

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／ 19,73,83
連絡先／クラシエ薬品㈱ 遠藤 ☎011-252-2285

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／ 1,10
連絡先／大日本住友製薬㈱ 肥田 ☎011-281-6101

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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明

｢札幌医科大学附属病院が目指す医療機能と連携－連携部
門における退院支援の実際と課題－｣
札幌医大附属病院医療連携センター 高橋由美子
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：500円)
カリキュラムコード／ 12,13,78,80
連絡先／第一三共㈱ 佐藤 ☎011-221-4660
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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
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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

明夫

日時・場所／

6月10日(土)

16:30～19:20
札幌プリンスホテル

日時・場所／

○札幌市耳鼻咽喉科医会ほか

6月15日(木)

18:00～20:00
札幌プリンスホテル

○鈴木謙三記念医科学応用研究財団

第131回札幌市耳鼻咽喉科医会学術研修会

第72回学術講演会

｢今､急速に増えている性感染症梅毒－耳鼻咽喉科医が遭遇
しうる口腔･咽頭梅毒の特徴と注意点－｣
東京女子医大東医療センター耳鼻咽喉科准教授 余田敬子

｢高血圧の診断と治療における血圧レベルと心血管病のJ型
関係､直線関係｣
東北大薬学研究科医薬開発構想寄附講座教授 今井 潤

｢アレルギー性鼻炎の診療｣
東北医薬大医学部耳鼻咽喉科学教授

｢動脈硬化の進展阻止をめざす糖尿病治療は－より早期か
ら､より良い血糖コントロールを－｣
順天堂大名誉教授 河盛隆造

太田伸男

参加資格及び取得単位／札幌市耳鼻科医会会員および準会
員・大学耳鼻咽喉科医局員(2単位)
カリキュラムコード／ 28,39
連絡先／大鵬薬品工業㈱ 谷澤 ☎011-231-4527
日時・場所／

6月10日(土)

参加資格及び取得単位／医師､コメディカル等医療関係者
(2単位)
カリキュラムコード／ 74,76
連絡先／鈴木謙三記念医科学応用研究財団 天羽
☎052-951-2139

17:30～19:00
京王プラザホテル札幌

○北海道内科医会ほか

日時・場所／

平成29年度北海道内科医会学術講演会
｢健康寿命延伸を目指した整形外科との連携－骨粗鬆症･ロ
コモの治療戦略－｣
札幌清田整形外科病院長 片平弦一郎

6月12日(月)

第22回循環器糖尿病セミナー
｢2型糖尿病－週1回製剤に対する期待－｣
朝日生命成人研究所附属病院糖尿病代謝科治験部長
大西由希子
｢導入から3年半が経過したTAVIの現状と今後の展開｣
三井記念病院心臓大動脈センター長･循環器内科部長
田邉健吾

18:45～20:00
札幌厚生病院

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／ＭＳＤ㈱ 大原 ☎080-5459-2062

○ＥＡファーマ㈱ほか

第276回札幌胆膵疾患研究会特別講演
｢超音波内視鏡による膵疾患の診断｣
和歌山県立医大医学部内科学教授

北野雅之
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／ 51,53
連絡先／ＥＡファーマ㈱ 吉岡 ☎011-223-4070
日時・場所／

6月13日(火)

18:45～20:30
札幌プリンスホテル

○ＭＳＤ㈱

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／ 77
連絡先／北海道内科医会 横山 ☎011-231-7661
日時・場所／

6月16日(金)

6月16日(金)

18:45～20:45
京王プラザホテル札幌

○塩野義製薬㈱

第5回北海道小児外科フォーラム
｢子どもと痛み－小児医療のさまざまな場面における疼痛
緩和薬剤の役割－｣
北大病院小児科助教 長 祐子

18:30～20:40
ＪＣＨＯ北海道病院

○杏林製薬㈱

｢胆道閉鎖症の治療の現況と今後の課題｣
東北大医学系研究科小児外科学教授

第46回札幌南部呼吸器懇話会
｢抗生剤が効かない肺炎の診療－意外と多い器質化肺炎･好
酸球性肺炎－｣
西岡病院副院長 五十嵐知文

仁尾正記

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／ 1,15
連絡先／塩野義製薬㈱ 柴田 ☎011-252-2290

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／ 15,28,45,46
連絡先／杏林製薬㈱ 児玉 ☎011-707-3891

日時・場所／

6月16日(金)

19:00～20:40
ホテルエミシア札幌

○第一三共㈱
日時・場所／

6月13日(火)

第3回かかりつけ医のための抗凝固療法を考える会

18:50～20:00
ニューオータニイン札幌

○サノフィ㈱

時計台循環器ミーティング
｢LDLコレステロール管理の重要性｣
時計台記念病院循環器センター

佐藤勝彦

｢地域における脳神経外科の役割と連携｣
札幌白石記念病院長

髙橋

｢脳卒中二次予防におけるDOACのRCTとRWD｣
中村記念病院脳神経外科診療本部長

上山憲司

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／ 12,78
連絡先／第一三共㈱ 岡田 ☎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／ 73,75
連絡先／サノフィ㈱ 梅田 ☎080-5886-5798
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日時・場所／

6月17日(土)

10:00～17:00
ホテルポールスター札幌

日時・場所／

○北海道国民健康保険診療施設連絡協議会ほか

6月20日(火)

18:30～19:30
恵佑会札幌病院

○恵佑会札幌病院

第22回北海道国保地域医療学会

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

｢地域包括ケアから地域共生社会へ"Co-producer"としての
住民･地域を考える｣
慶應義塾大健康マネジメント研究科教授 堀田聰子

｢がんのリハビリテーションに関して｣
時計台記念病院リハビリテーション部理学療法士 池端隆一

｢地域包括ケアシステムの現状と今後－地域と職種間の連携－｣
豊浦町長 村井洋一ほか

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

参加資格及び取得単位／国保診療施設に勤務する医師､看護
師その他の職員､市町村国保関係職員､市町村保健師等､市町
村長､議会議員､研修医､関係する学生(5.5単位)
カリキュラムコード／ 1,9,10,12,13,80
連絡先／北海道国民健康保険団体連合会 稲葉 ☎011-231-5161
日時・場所／

6月17日(土)

日時・場所／

第3回医師研修会
｢慢性便秘症ガイドラインからみた今後の便秘治療｣
くにもと病院長 安部達也
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／ 54,82
連絡先／江別医師会 堀籠 ☎011-383-2136

○北海道腸疾患研究会

第93回北海道腸疾患研究会
矢野智則

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／ 9
連絡先／堀井薬品工業㈱ 西川 ☎011-812-2640
日時・場所／

6月17日(土)

日時・場所／

Diabetes Update in SAPPORO
伊藤博史

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／ 76
連絡先／田辺三菱製薬㈱ 高橋 ☎011-214-3730
17:00～19:00
札幌プリンスホテル

｢関節リウマチに伴う骨代謝異常とその対策｣
大阪大医学系研究科器官制御外科学助教

蛯名耕介

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／ 15,46
連絡先／札幌市内科医会 鎌田 ☎011-611-4181

一

日時・場所／

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／ 73,77
連絡先／日本イーライリリー㈱ 長谷 ☎011-242-5061

第17回北海道眼科ワークショップ

｢難治性眼表面疾患のリスクマネジメント｣
京都府立医大眼科学教授

芥田憲夫
熊田博光

新明康弘

外園千恵
ほか1題
参加資格及び取得単位／医師(3単位)(参加費：3,000円)
カリキュラムコード／ 1,15,19,36,37
連絡先／ファイザー㈱ 笛吹 ☎011-241-0993

北海道ウイルス性肝炎セミナー

｢B型肝炎治療における最新知見｣
虎の門病院分院長

16:30～19:30
ホテルマイステルズプレミア札幌パーク

｢睡眠時無呼吸症候群患者の睡眠中の眼圧変動｣
北大医学研究院眼科学診療講師

○ブリストル･マイヤーズスクイブ㈱

｢C型肝炎治療における最新知見｣
虎の門病院肝臓センター医長

7月1日(土)

○ファイザー㈱ほか

17:30～19:00
プレミアホテル－TSUBAKI－札幌

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／ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱ 仙石
☎011-729-5115
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18:30～20:00
札幌市医師会館

札幌市内科医会研修会

飯塚
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6月29日(木)

｢気管支喘息診療に残された課題－難治性喘息の克服に向
けて－｣
北大医学研究科呼吸器内科学准教授 今野 哲

Autoimmune disease seminar

平成29年6月1日

加来浩平

聡

○札幌市内科医会ほか

｢関節症性乾癬における免疫学的病態｣
札幌乾癬研究所長

6月17日(土)

永井

｢明日からの糖尿病治療を考える｣
川崎医大内科学特任教授

日時・場所／

○日本イーライリリー㈱

日時・場所／

｢糖尿病と骨粗鬆症｣
NTT東日本札幌病院糖尿病内分泌内科部長

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／ 76,77
連絡先／第一三共㈱ 永澤 ☎011-221-4628

｢糖尿病合併心不全治療の将来展望－SGLT2阻害薬の可能性－｣
佐賀大医学部内科学 主任教授 野出孝一

6月17日(土)

19:00～20:40
札幌グランドホテル

第22回実地医家のための糖尿病治療フォーラム

○田辺三菱製薬㈱ほか

日時・場所／

6月28日(水)

○第一三共㈱

17:00～18:30
札幌グランドホテル

｢高齢者の糖尿病マネジメント｣
いとうひろし内科･糖尿病内科クリニック 院長

18:15～19:30
江別市あおい

●江別医師会ほか

14:30～16:40
札幌国際ビル

｢小腸腫瘍･ポリープ･ポリポーシス｣
自治医大消化器内科学講師

6月23日(金)
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日時・場所／

7月7日(金)

19:00～20:30
ホテルさっぽろ芸文館

日時・場所／

○ノボノルディスクファーマ㈱ほか

19:00～20:30
函館国際ホテル

●函館市医師会ほか

第13回札幌糖尿病プラクティカルセミナー
｢糖尿病網膜症ってどんな疾患?治療法は?｣
北大医学研究院眼科学准教授

6月23日(金)

函館泌尿器科医会学術講演会
｢OAB治療における薬物療法｣
函館五稜郭病院泌尿器科長

髙橋

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／ 36,73,76
連絡先／ノボノルディスクファーマ㈱ 吉川 ☎011-707-2801

｢腎細胞がんの薬物療法｣
浜松医大泌尿器科学教授

三宅秀明

道 南 ブロック

日時・場所／

野田航介

敦

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／ 2,10,65
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

6月24日(土)

17:30～18:30
ホテル函館ロイヤル

●渡島医師会ほか
日時・場所／

6月8日(木)

学術講演会

19:00～20:10
温泉ホテルきたひやま

｢多発性嚢胞腎患者に対する治療介入と課題について｣
函館五稜郭病院腎臓内科医長 吉原真由美

●北部檜山医師会ほか

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／ 24,66
連絡先／渡島医師会 田原 ☎0138-27-1246

｢高齢者の生活習慣病管理－健康長寿からフレイルまで－｣
東大医学部付属病院老年病科教授 秋下雅弘
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／武田薬品工業㈱ 所賀 ☎070-2282-4203

日時・場所／

6月27日(火)

18:00～19:00
北海道立江差病院

●檜山医師会ほか
日時・場所／

6月9日(金)

学術講演会

18:40～20:30
ベルクラシック函館

｢最新CT､MRI装置を使って診える診断｣
セントラルCIクリニック院長

●函館市医師会ほか

第26回道南感染対策セミナー
｢抗MRSA薬をどのように使い分けるか｣
愛知医大医学研究科臨床感染症学主任教授

玉川光春

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／ 42,0
連絡先／檜山医師会 鈴木 ☎0139-52-1070

三鴨廣繁

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／ 7,8,12
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

日時・場所／

6月30日(金)

18:45～20:30
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29年度第1回函館糖尿病療養指導研修会
日時・場所／

6月16日(金)

｢食後高血糖と糖尿病治療｣
弘前大医学研究科内分泌代謝内科学教授

18:45～20:00
温泉ホテル八雲遊楽亭

●渡島医師会ほか

循環器FORUM in 八雲
｢高齢者の心房細動治療と抗凝固療法｣
伊達赤十字病院長

武智

大門

眞

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／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

茂

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／ 11,43
連絡先／渡島医師会 田原 ☎0138-27-1246

日時・場所／

7月7日(金)

19:00～20:30
フォーポイントバイシェラトン函館

●函館市医師会ほか

medical symposium in 函館
日時・場所／

6月21日(水)

｢慢性便秘症の最新治療｣
横浜市立大医学研究科肝胆膵消化器病学主任教授 中島 淳

18:10～19:10
北海道立江差病院

●檜山医師会ほか

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／ 54,73
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

学術講演会
｢糖尿病患者の診断と治療｣
函館五稜郭病院長

中田智明

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／ 73,76
連絡先／檜山医師会 鈴木 ☎0139-52-1070
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日時・場所／

6月8日(木)

19:00～20:00
苫小牧市グランドホテルニュー王子

●苫小牧市医師会ほか
日時・場所／

6月8日(木)

第474回苫小牧市医師会学術講演会

18:45～20:00
オーセントホテル小樽

｢WeeklyDPP-4阻害薬は糖尿病患者に福音をもたらすか?｣
愛知医大医学部内科学糖尿病内科准教授 神谷英紀

○サノフィ㈱

学術講演会
｢エビデンスから見た糖尿病と心不全｣
愛媛大医学系研究科･疫学予防学准教授

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／ 1
連絡先／苫小牧市医師会 大西 ☎0144-33-4720

古川慎哉

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／ 7,76
連絡先／サノフィ㈱ 島田 ☎080-6579-9744

日時・場所／

6月12日(月)

18:30～20:20
苫小牧市医師会館

○ＥＡファーマ㈱ほか
日時・場所／

6月13日(火)

苫小牧胃と腸を診る会

19:00～20:00
寿都町立寿都診療所

｢診断･治療に難渋した消化器疾患｣
王子総合病院消化器内科

○ヤンセンファーマ㈱ほか

学術講演会
｢認知症の診断と薬物療法｣
ニセコ脳神経外科院長

南

伸弥

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 ☎011-22-4070

木原光昭

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／ 29
連絡先／ヤンセンファーマ㈱ 松永 ☎0120-183-275

日時・場所／

6月14日(水)

18:30～20:00
苫小牧市グランドホテルニュー王子

○トーアエイヨー㈱
日時・場所／

6月29日(木)

第61回苫小牧心臓勉強会

18:30～20:00
小樽市医師会館

｢抗凝固薬起因性血小板減少症既往患者に対する抗凝固薬
使用体外循環下での大動脈弁置換術の1例｣
王子総合病院心臓血管外科主任科長 飯島 誠

●小樽市医師会

院内感染対策研修会
｢予防医学の歴史と現在の感染予防医療｣
北海道社会事業協会小樽病院小児科部長

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／ 42
連絡先／トーアエイヨー㈱ 高橋 ☎011-251-1317

辰巳正純

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／ 8,11
連絡先／小樽市医師会 小樽市医師会事務局 ☎0134-22-4111

日時・場所／

6月14日(水)

18:45～20:30
ホテルサンルート室蘭

●室蘭市医師会ほか

学術講演会

日 胆 ブロック
日時・場所／

6月8日(木)

｢アブレーション治療の最新話題と抗凝固療法｣
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

17:30～19:30
市立室蘭総合病院

｢抗凝固療法の現状と中和剤について｣
札幌医大医学部神経内科講師

○市立室蘭総合病院

剖検症例検討会

齊藤正樹

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／ 9,11
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

｢食道癌の救援化学療法中に呼吸不全を呈した1例｣
市立室蘭総合病院消化器内科部長 佐藤修司
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／ 15,49
連絡先／市立室蘭総合病院 佐伯 ☎0143-25-3111

日時・場所／

6月14日(水)

18:45～20:30
伊達市ホテルローヤル

●胆振西部医師会ほか
日時・場所／

6月8日(木)

18:45～20:00
新ひだか町静内エクリプスホテル

Epilepsy Forum in DATE
｢当院におけるてんかん治療の実績｣
伊達赤十字病院神経内科部長

松岡

｢パーキンソン病の診断と治療－最近の話題も含めて－｣
北祐会神経内科病院神経内科理事長 濱田晋輔

｢てんかん治療のトレンドについて｣
北大病院精神科神経科助教

栗田紹子

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／ 62,80
連絡先／日高医師会 西田 ☎0146-22-6262

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／ 32,35,78
連絡先／大塚製薬㈱ 佐々木 ☎011-241-0002

●日高医師会ほか

学術講演会
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健

日時・場所／

6月21日(水)

空 知 ブロック

18:30～20:00
室蘭・登別保健センター

○トーアエイヨー㈱

第139回室蘭心臓勉強会

日時・場所／

6月8日(木)

18:50～20:00
砂川パークホテル

｢発症機転に冠動脈自然解離(SCAD)が疑われたACSの一例｣
製鉄記念室蘭病院循環器内科科長 坂本賢一

●空知医師会ほか

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／ 43,74
連絡先／トーアエイヨー㈱ 笹島 ☎011-251-1317

｢慢性便秘症の最新の治療｣
旭川医大消化器･血液腫瘍制御内科学講師

日時・場所／

6月22日(木)

中空知慢性便秘症フォーラム
盛一健太郎

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／ 54
連絡先／マイランＥＰＤ合同会社 鈴木 ☎080-3315-0194

19:00～20:00
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／

｢生活習慣病における高尿酸血症の位置づけ｣
札幌西円山病院長

浦

6月26日(月)

18:20～19:50
美唄市ホテルスエヒロ

○第一三共㈱

信行

美唄市医師会学術講演会

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／ 82
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393
日時・場所／

6月20日(火)

｢二次予防を目的とした抗凝固療法について｣
砂川市立病院脳神経外科脳神経センター長

南田善弘

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／ 9,78
連絡先／美唄市医師会 辻口 ☎0126-62-3451

19:00～20:30
苫小牧市グランドホテルニュー王子

●苫小牧市医師会ほか

第475回苫小牧市医師会学術講演会
｢抗凝固薬内服中の出血－選択すべき薬剤は?－｣
函館新都市病院院長
｢冠動脈インターベンションと抗凝固療法｣
済生会熊本病院長

日時・場所／

6月27日(火)

空知透析連携カンファレンス
｢地域包括ケアネットワークシステム｢そら･ねっと｣､｢みま
もりんく｣の透析医療連携への可能性（仮題）｣
砂川市立病院事務局審議監･地域医療連携課長 山田 基

中尾浩一

｢CKD症例を含めた透析患者での早期からリン管理の重要性
と生命予後について｣
生野愛和病院透析センター長 田原英樹

19:00～20:10
室蘭市蓬 殿

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／バイエル薬品㈱ 小野寺 ☎090-5095-7351

●室蘭市医師会ほか

学術講演会
｢便秘治療薬の進歩｣
旭川医大消化器･血液腫瘍制御内科学教授

奥村利勝

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／ 54
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393
日時・場所／

6月29日(木)

6月28日(水)

18:30～19:45
岩見沢平安閣

○第一三共㈱

高齢者のトータルケア-脳をまもる｢心原性脳塞栓症から脳を護る－急性期治療から二次予防
まで－｣
北海道脳神経外科記念病院副院長 青樹 毅

18:45～20:00
伊達赤十字病院

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／第一三共㈱ 渡邊 ☎011-221-4632

●胆振西部医師会ほか

肝硬変を考える会
｢肝硬変治療の新しい展開｣
武蔵野赤十字病院消化器科部長

18:30～20:00
滝川市ホテル三浦華園

●空知医師会ほか

原口浩一

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／ 7,10,73
連絡先／苫小牧市医師会 大西 ☎0144-33-4720
日時・場所／

6月22日(木)

黒崎雅之

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／ 24,73
連絡先／大塚製薬㈱ 佐々木 ☎011-241-0002
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日時・場所／

6月10日(土)

18:00～20:00
アートホテル旭川

●旭川市医師会ほか
日時・場所／

6月8日(木)

第25回北海道道北新生児医療研究会

18:45～20:30
旭川グランドホテル

｢新生児と合併症の管理｣

○ＭＳＤ㈱ほか

旭川厚生病院小児科

第44回旭川動脈硬化研究会

｢人生という本の第1ページをつくる新生児医療－その物語
はまだ始まったばかり－｣
旭川医大外科学講師/小児外科長 宮本和俊

｢糖尿病治療の新たなる展開－CGMによる最新の知見を踏ま
えて－｣
東京慈恵会医大附属第三病院糖尿病･代謝･
内分泌内科診療部長 森 豊

参加資格及び取得単位／特に制限なし(2単位)
(参加費：北海道道北新生児医療研究会会員のみ1,000円)
カリキュラムコード／ 18,35,71,72
連絡先／大塚製薬㈱ 石田 ☎0166-22-7271

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／ 76
連絡先／ＭＳＤ㈱ 妹尾 ☎0166-26-8837
日時・場所／

6月8日(木)

青山藍子

日時・場所／

19:00～20:30
旭川グランドホテル

6月13日(火)

18:30～20:45
市立旭川病院

●旭川市医師会ほか

●旭川市医師会ほか

第173回旭川消化器病談話会

道北Multiple myeloma Seminar
｢釧路労災病院における多発性骨髄腫の治療経験｣
釧路労災病院内科血液内科部長 松川敏大

｢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

佐々木貴弘

｢多発性骨髄腫の分子病態と治療の実際｣
名古屋市立大医学研究科血液･腫瘍内科学助教 李 政樹

｢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

高橋慶太郎

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／ 10,15,73
連絡先／ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱ 黒田
☎0166-22-0768

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／ 9
連絡先／ＥＡファーマ㈱ 松本 ☎090-6480-1944
日時・場所／

日時・場所／

6月9日(金)

18:45～20:40
アートホテル旭川

第20回富良野地区糖尿病懇話会

大雪冠疾患治療フォーラム
｢ACS再発患者における脂質異常残余リスクの管理｣
旭川医大循環･呼吸･神経病態内科学講師 竹内利治

6月10日(土)

｢糖尿病患者の療養支援について｣
旭川医大病院糖尿病看護認定看護師

法月章子

｢糖尿病診療の最近の話題｣
旭川医大病態代謝内科学特任准教授

滝山由美

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
(参加費：200円)
カリキュラムコード／ 9,12,76
連絡先／ノボノルディスクファーマ㈱ 牧野 ☎0166-25-6561

及川裕二

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／ 10,75
連絡先／アステラス製薬㈱ 佐藤 ☎0166-29-6517
日時・場所／

18:30～20:10
新富良野プリンスホテル

●富良野医師会ほか

●旭川市医師会ほか

｢デバイス発達に伴うPCI適応の拡大｣
心臓血管研究所付属病院循環器内科部長

6月14日(水)

日時・場所／

17:00～19:20
旭川グランドホテル

6月16日(金)

19:00～20:00
アートホテル旭川

●旭川市医師会ほか

●旭川医大医師会ほか

第4回旭川ACLセミナー学術講演会

第86回北北海道耳鼻咽喉科懇話会
｢めまいの手術･人工中耳の手術｣
神戸市立医療センター中央市民病院耳鼻咽喉科部長 内藤 泰

｢スポーツ選手の半月板損傷治療2017－疼痛管理を含め－｣
大阪府立大総合リハビリテーション学研究科教授 堀部秀二

｢耳鼻咽喉科免疫･アレルギー update｣
千葉大医学研究院耳鼻咽喉科･頭頸部腫瘍学教授 岡本美孝

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／久光製薬㈱ 奥田 ☎011-611-3979

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／ 31,39
連絡先／大鵬薬品工業㈱ 小嶋 ☎0166-25-4377
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日時・場所／

6月21日(水)

19:00～20:40
旭川グランドホテル

日時・場所／

●旭川医大医師会ほか

北見てんかんセミナー
｢迷ったときのてんかん診療｣
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

｢明日の糖尿病治療を考える－SGLT2阻害薬に期待するもの－｣
川崎医大総合内科学1特任教授 加来浩平
｢私が考えるSGLT2阻害薬の使い方｣
旭川厚生病院代謝内分泌内科部長

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／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

本間玲子

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／ 10,76
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 川勝
☎090-2183-8781

6月28日(水)

日時・場所／

第27回オホーツク骨粗鬆症研究会

学術講演会

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 77
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

長谷部直幸

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／ 73
連絡先／深川医師会 千葉 ☎0164-23-4406

6月30日(金)

日時・場所／

｢抗凝固療法による心原性脳塞栓症の予防と出血リスク｣
順天堂大医学部附属浦安病院脳神経内科教授 卜部貴夫

第52回旭川心エコー勉強会

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／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

坂田泰史

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／大日本住友製薬㈱ 廣瀬 ☎080-5319-9578

7月5日(水)

日時・場所／

17:00～18:30
北見プラザホテル

道東地区産婦人科医会学術講演会
｢月経困難症･子宮内膜症治療の進化－今､考える｢月経の意
義｣－｣
聖路加国際病院副院長･女性総合診療部長 百枝幹雄

第31回道北地区糖尿病懇話会
｢GLP-1受容体作動薬の効果と期待｣
旭川赤十字病院糖尿病内分泌内科副院長

森川秋月

｢産科的視点からみた糖代謝異常妊娠｣
愛媛大医学系研究科産科婦人科学教授

杉山

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／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

隆

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
(参加費：200円)
カリキュラムコード／ 73,76,82
連絡先／ノボノルディスクファーマ㈱ 牧野 ☎0166-25-6561

日時・場所／

6月29日(木)

19:00～20:30
北見市ホテル黒部

●北見医師会ほか

学術講演会
｢慢性便秘治療の新しい考え方｣
北大薬学研究院臨床病態解析学教授

北 見 ブロック
6月14日(水)

6月24日(土)

●北見医師会ほか

18:50～20:30
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

日時・場所／

19:00～20:45
北見プラザホテル

抗凝固療法を考える会

○大日本住友製薬㈱

日時・場所／

6月20日(火)

●北見医師会ほか

18:45～20:30
旭川グランドホテル

｢心エコー最近の話題｣
大阪大医学系研究科循環器内科学教授

18:50～20:00
ホテルベルクラシック北見

｢日本における顎骨壊死の現状とポジションペーパー 2016
について｣
松本歯大歯学部歯科放射線学教授 田口 明

18:30～19:40
深川市プラザホテル板倉

｢脳･心･腎に効く､高血圧治療の極意｣
旭川医大循環･呼吸･神経病態内科学教授

6月16日(金)

●北見医師会ほか

●深川医師会ほか

日時・場所／

19:00～20:10
北見市ホテル黒部

●北見医師会ほか

Positioning, Priority And Practice of the
SGLT2 inhibitor

日時・場所／

6月15日(木)

武田宏司

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／ 54
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

18:30～19:30
網走厚生病院

●網走医師会ほか

第418回網走医を語る会
｢網走市の中学生ヘリコバクターピロリ菌検診｣
網走厚生病院小児科 佐々木吉明
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／ 72
連絡先／エーザイ㈱ 江藤 ☎011-205-0235
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日時・場所／

7月1日(土)

16:00～17:00
日本赤十字北海道看護大

日時・場所／

●北見医師会ほか

｢妊娠11週から13週に行う胎児の超音波検査｣
FMC東京クリニック院長

第60回十勝循環器疾患研究会
中村

｢診断･治療に難渋した循環器疾患｣
国立病院機構帯広病院副院長

靖

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／ 72
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

7月4日(火)

18:30～19:45
北見市ホテル黒部

日時・場所／

北彩都病院副院長

｢てんかんの薬物治療に関して｣
札幌医大医学部脳神経外科学教授

平山智也

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／ 11
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

道 東 ブロック
6月8日(木)

19:00～20:30
帯広市北海道ホテル

十勝消化器疾患セミナー
｢ピロリ診療に関する最新の話題－リスク検診を含む－｣
国立国際医療研究センター国府台病院長 上村直実

17:45～19:30
町立中標津病院

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／ 52,53
連絡先／アストラゼネカ㈱ 青木 ☎011-221-0770

第109回学術講演会
｢かぜ･インフルエンザと漢方治療｣
静内病院長

井齋偉矢

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／ 83
連絡先／町立中標津病院 山根 ☎0153-72-8200(内線:1112)

日時・場所／

18:45～20:30
帯広市北海道ホテル

十勝CKD-MBD研究会
｢当院における透析導入の実際とリン管理状況｣
帯広厚生病院循環器内科主任部長･人工透析室主任部長
髙橋 亨

19:00～20:30
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

KUSHIRO ORTHOPAEDIC SEMINAR
｢変形矯正術と骨再建術の進歩｣
金沢大整形外科教授

6月22日(木)

○バイエル薬品㈱

●釧路市医師会ほか

｢CKDにおける心血管障害－血管石灰化とリン管理－｣
湘南鎌倉総合病院副院長 小林修三
土屋弘行

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／ 10,12,73
連絡先／バイエル薬品㈱ 川島 ☎011-241-3705

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

6月13日(火)

6月16日(金)

○アストラゼネカ㈱ほか

●根室市外三郡医師会ほか

6月9日(金)

三國信啓

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／ 32,35
連絡先／エーザイ㈱ 水澤 ☎011-205-0235
日時・場所／

日時・場所／

19:00～20:00
帯広市北海道ホテル

6月23日(金)

18:50～20:00
帯広市北海道ホテル

○大日本住友製薬㈱

Diabetes & Incretin Seminar in 十勝

○ファイザー㈱

十勝帯広LUTSフォーラム
｢切迫性尿失禁(UUI)に対する治療戦略｣
北大病院腎泌尿器外科学講師

｢真･インクレチン療法－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
橘田岳也

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／ 76
連絡先／大日本住友製薬㈱ 荒屋 ☎0154-23-5210

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／ 65,82
連絡先／ファイザー㈱ 根本 ☎080-6566-4925
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19:00～20:10
帯広市北海道ホテル

てんかん薬物療法を考える会

｢透析患者におけるリン管理｣

日時・場所／

6月15日(木)

○エーザイ㈱

学術講演会

日時・場所／

尾畑弘美

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／ 42,43
連絡先／エーザイ㈱ 赤木 ☎090-7635-0745

●北見医師会ほか

日時・場所／

18:30～20:30
国立病院機構帯広病院

○エーザイ㈱ほか

道東地区産婦人科医会学術講演会

日時・場所／

6月14日(水)
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日時・場所／

6月26日(月)

18:00～19:30
町立中標津病院

日時・場所／

●根室市外三郡医師会ほか

6月30日(金)

18:45～20:00
釧路プリンスホテル

●釧路市医師会ほか

第110回学術講演会

学術講演会

｢糖尿病とフットケア｣
福岡大医学部内分泌･糖尿病内科

｢アトピー治療に関する一考察｣
北大医学部皮膚科学講師

濵之上暢也

｢GLP-1受容体作動薬のトリセツ-Incretin-Based Therapy
のススメ-｣
福岡大医学部内分泌･糖尿病准教授 野見山崇

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
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

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／ 11,76,82
連絡先／町立中標津病院 山根 ☎0153-72-8200

日時・場所／

日時・場所／

6月27日(火)

水利尿を考える会

18:20～20:00
ホテル日航ノースランド帯広

｢慢性心不全のマネジメント－超高齢化社会のチーム医療－｣
福岡赤十字病院循環器内科 松川龍一

十勝慢性便秘症フォーラム

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／ 10
連絡先／大塚製薬㈱ 古川 ☎080-1017-7271

｢バナナとアイスクリームで考える慢性便秘の問題点と改
善法｣
公立黒川病院管理者･東北大名誉教授 本郷道夫
｢各分野における慢性便秘マネジメントについて｣
帯広第一病院副院長 酒井

日時・場所／

俊ほか

19:00～20:20
ホテル日航ノースランド帯広

帯広肝疾患学術講演会
｢C型慢性肝炎･肝硬変に対するインターフェロンフリー治
療の新たな展開－虎の門病院における治療の実態を踏まえ
て－｣
虎の門病院分院長 熊田博光

18:30～20:00
ホテル日航ノースランド帯広

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／ＭＳＤ㈱ 本木 ☎0155-25-7420

○中外製薬㈱ほか

第49回十勝透析研究会
｢透析患者と腎臓リハビリについて｣
東北大医学系研究科内部障害学教授

7月7日(金)

○ＭＳＤ㈱

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／ 54,80,82
連絡先／マイランＥＰＤ合同会社 谷口 ☎080-3545-7127

6月29日(木)

19:00～20:30
帯広市北海道ホテル

○大塚製薬㈱

○マイランＥＰＤ合同会社

日時・場所／

6月30日(金)

乃村俊史

上月正博

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／ 19
連絡先／中外製薬㈱ 鈴木 ☎011-271-5311
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