医学会・医学講演会等
開催情報

日時・場所／

7月8日(土)

14:15～18:30
札幌プリンスホテル国際館パミール

○第一三共㈱

第18回 北海道消化器画像・MIT研究会
｢鑑別が難しい胆嚢病変の病理｣
札幌厚生病院病理診断科医長

(644)29.7.8～29.8.7

｢術前診断困難であった胆嚢癌の特徴｣
手稲渓仁会病院消化器病センター主任医長

●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

市原

真

金 俊文
ほか5題

参加資格及び取得単位／特に制限なし(4単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 18,19,25,27,53,59,73,76
連絡先／第一三共㈱ 橋本 ☎011-221-4630

※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

7月8日(土)

16:00～19:00
札幌市アスティ45

○北海道眼科医会

北海道眼科医会生涯教育講座
日時・場所／

7月8日(土)

13:00～17:55
札幌医大記念ホール

○エーザイ㈱ほか

第49回北海道脳卒中研究会
｢脳深部､脳幹部血管性病変の手術シミュレーションと手術
戦略｣
東大医学部附属病院脳神経外科准教授 中冨浩文
ほか19題
参加資格及び取得単位／特に制限なし(3.5単位)
(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 7,9,11,30,32,34,78
連絡先／エーザイ㈱ 水越 ☎011-205-0235

｢眼周囲に生じる腫瘍について｣
がん研有明病院眼科部長

辻

｢糖尿病網膜症治療のアップデート｣
東京医大八王子医療センター眼科教授

志村雅彦

英貴

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(A･B会員)､1,000円(C会員))
カリキュラムコード／ 2,3,4,8,9,36
連絡先／ひきち眼科 引地 ☎011-708-1010
日時・場所／

7月9日(日)

10:00～12:00
札幌ビューホテル大通公園

○小太郎漢方製薬㈱

第24回札幌漢方談話会
｢痛みの漢方治療－関節疾患を中心に－｣
高雄病院京都駅前診療所所長

仙頭正四郎

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／ 61,83
連絡先／小太郎漢方製薬㈱ 後呂 ☎011-812-3100

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

62

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／

7月9日(日)

12:40～16:00
北大医学部学友会館フラテ

日時・場所／

○北海道産婦人科乳腺医学会

｢いろいろな乳腺疾患の超音波画像｣
㈱ソノグラファーズ代表取締役

第948回学術研修会
｢輸入感染症｣
小樽検疫所

佐久間浩

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：3,000円(医師)､2,000円(技師)､無料(学生))
カリキュラムコード／ 7,9,0
連絡先／北大医学部産婦人科 小林 ☎011-706-5941

日時・場所／

第155回斗南病院臨床病理検討会(二木会)
斗南病院消化器病センター長

蒲池浩文

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／

札幌整形外科開業医会第360回例会会長招待講演会

｢症例検討｣

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／ 61,62,77
連絡先／中外製薬㈱ 高原 ☎011-271-5311

山内尚文

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／ 9,15
連絡先／札幌市医師会 木村 ☎011-611-4181

日時・場所／

18:50～20:00
ニューオータニイン札幌

19:00～20:30
札幌プリンスホテル

第52回新札幌糖尿病研究会

札幌市小児科医会学術講演会

｢糖尿病食事療法の新たな取り組み－味覚検査を中心に－｣
北海道医療センター管理栄養士 村田明子

｢自己免疫疾患例におけるロタウイルスワクチン接種｣
東京医科歯科大医歯学総合研究科生涯免疫難病学教授
森 雅亮

｢高齢者糖尿病の治療戦略｣
金沢大脳･肝インターフェースメディシン研究センター准教授
太田嗣人

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／ 11
連絡先／ＭＳＤ㈱ 押田 ☎011-261-8361

7月12日(水)

7月14日(金)

○武田薬品工業㈱ほか

○ＭＳＤ㈱ほか

日時・場所／

髙田潤一

｢発育性股関節形成不全の予防と治療－検診体制再構築と
一般認識向上への取り組み－｣
北大医学研究科整形外科学助教 髙橋大介

札幌市医師会豊平区支部･清田区支部第52回合同症
例検討会

7月12日(水)

19:00～20:30
ニューオータニイン札幌

｢ビスホスホネートの投与期間と合併症の話題｣
北郷整形外科医院副院長

●札幌市医師会清田区支部ほか

日時・場所／

7月14日(金)

○中外製薬㈱ほか

18:30～20:30
札幌清田病院

札幌清田病院長

住吉徹哉

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／ 9,12
連絡先／斗南病院 伊藤 ☎011-231-2121

第277回札幌胆膵疾患研究会

7月10日(月)

18:30～20:00
斗南病院

｢症例検討｣

○ＥＡファーマ㈱ほか

日時・場所／

7月13日(木)

○斗南病院消化器病センター

18:15～20:30
札幌厚生病院

｢胆膵疾患の画像診断について｣
北大消化器外科Ⅰ講師

西浦知子

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／ 8,0
連絡先／市立札幌病院 袋 ☎011-726-2211(内線:2125)

｢超音波併用乳腺がん検診における総合判定について｣
札幌ことに乳腺クリニック理事/統括管理部長 白井秀明

7月10日(月)

17:30～18:30
市立札幌病院

○市立札幌病院

北海道産婦人科乳腺医学会第8回学術集会

日時・場所／

7月13日(木)

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／ 23,73,82
連絡先／武田薬品工業㈱ 半田 ☎011-214-3336

19:00～20:30
恵庭ＲＢパーク

●恵庭市医師会ほか

日時・場所／

第27回恵み野病診連携セミナー

7月15日(土)

15:00～17:30
札幌グランドホテル

○バイエル薬品㈱

｢機能性便秘と便秘型IBSの診断と位置づけ｣
恵み野病院消化器内科院長代理

三浦洋輔

｢開業医の求める地域連携｣
北美原クリニック理事長

岡田晋吾

第2回 Hokkaido Brain & Heart Attack Conference
｢アドヒアランスへの影響を及ぼすもの・脳卒中を減らす
には？ ｣
函館新都市病院薬剤科 紺野昌洋

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／ 13,54
連絡先／恵庭市医師会 岡本 ☎0123-37-5236

｢脳卒中急性期治療の専門化と集中化｣
北大医学研究科脳神経外科特任助教

川堀真人
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／ 10,11,32,78
連絡先／バイエル薬品㈱ 鈴木 ☎0120-077-552
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日時・場所／

7月15日(土)

15:15～19:00
藤女子大学

日時・場所／

○日本臨床栄養学会北海道地方会ほか

Cardiovascular Forum

｢各種認知症を有する高齢者に対する栄養摂取の評価と支援｣
佐々木内科クリニック院長 佐久間千尋ほか

｢健康寿命延長を目指す心房細動治療戦略｣
手稲渓仁会循環器内科主任医長/ハートリズムセンター長
林健太郎

｢新しい糖尿病管理基準－加齢と認知機能を考慮して－｣
名古屋大医学系研究科保健学科教授 林登志雄
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：1,000円)
カリキュラムコード／ 13,49,76
連絡先／カレスサッポロ北光記念クリニック 加藤
☎011-722-1122

7月18日(火)

｢PCI後の抗血小板薬と抗凝固薬の使い方｣
浦添総合病院循環器内科主任部長

日時・場所／

19:00～20:15
ホテルエミシア札幌

｢子宮頸がん予防－日本の課題－｣
横浜市立大医学部産婦人科教授

日時・場所／

｢混合型肝癌について｣
久留米大臨床検査部
廣上

貢

日時・場所／

18:15～19:30
江別市あおい

収

7月21日(金)

18:30～20:40
札幌プリンスホテル

第16回北海道リウマチ医の会

第4回医師研修会

｢関節リウマチ滑膜炎のモニタリングと制御｣
北大医学研究院免疫･代謝内科学(内科Ⅱ)准教授
保田晋助

｢抗不安薬の向精神薬指定拡大に伴う不安－抑うつに対す
る薬物療法のあり方－｣
市立札幌病院精神医療センター副医長 上村恵一

｢強皮症の診断と関節症状への対応｣
札幌医大医学部免疫･リウマチ内科学教授

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／ 69,70
連絡先／江別医師会 堀籠 ☎011-383-2136
18:50～20:50
札幌グランドホテル

第3回Sapporo Heart ＆ Brain Forum-潜因性脳卒中
から新概念ESUSへ-

日時・場所／

｢脳外科病院におけるESUS診療に関し循環器内科医が思う
こと｣
柏葉脳神経外科病院循環器内科部長 平尾紀文

7月21日(金)

19:00～20:30
札幌プリンスホテル

○武田薬品工業㈱

札幌血管･腎臓･膠原病セミナー 2017
｢生活習慣病とCKD｣
市立札幌病院腎臓内科医長

｢脳卒中治療施設におけるESUS診療の現況とエビデンス｣
北海道脳神経外科記念病院脳神経外科副院長 青樹 毅
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／ 7,73,78
連絡先／第一三共㈱ 内田 ☎011-221-4631

第1186号

高橋裕樹
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／ 1,2,7,9
連絡先／あゆみ製薬㈱ 本多 ☎0120-061-374

○第一三共㈱
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中島

○あゆみ製薬㈱ほか

●江別医師会ほか

平成29年7月1日

教授

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／ 15,73
連絡先／中外製薬㈱ 荒木 ☎011-271-5311

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／ 10,45
連絡先／バイエル薬品㈱ 亀田 ☎011-241-3705

7月19日(水)

18:30～20:30
ロイトン札幌

肝組織をみる会

VTE診断と治療を考える会

日時・場所／

7月21日(金)

○中外製薬㈱ほか

19:00～20:30
手稲渓仁会病院

○バイエル薬品㈱

7月19日(水)

宮城悦子

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／ 11
連絡先／科研製薬㈱ 武田 ☎011-222-2751

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／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 今井
☎011-261-7261

日時・場所／

18:00～19:30
手稲渓仁会病院

第4回札幌西･石狩･小樽地区産婦人科談話会

｢間質性肺炎の診断と治療－IPFを中心に－｣
札幌医大医学部呼吸器・アレルギー内科学准教授 千葉弘文

｢VTE診断から治療まで｣
手稲渓仁会病院循環器内科主任部長

7月21日(金)

○科研製薬㈱ほか

第58回新さっぽろ呼吸器勉強会

7月18日(火)

上原裕規

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／ 42,73
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 安藤
☎011-261-7261

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ほか

日時・場所／

19:00～21:00
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㈱

平成29年度日本臨床栄養学会北海道地方会講演会

日時・場所／

7月19日(水)

島本真実子

｢多発性骨髄腫と類縁疾患の腎障害の見分け方｣
秋田大医学系研究科･医学部血管･腎臓･膠原病内科学准教授
小松田敦
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／ 10,73,82
連絡先／武田薬品工業㈱ 半田 ☎011-214-3336
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日時・場所／

7月22日(土)

10:00～17:00
北大臨床大講堂

日時・場所／

○日本内科学会北海道支部ほか

｢若手奨励賞－初期研修医1－｣
北海道医療センター消化器内科研修医
｢若手奨励賞－後期研修医1－｣
札幌医大腫瘍内科研修医

北海道小児最新医療フォーラム
｢小児気管支喘息治療･管理ガイドライン2017改定のポイント｣
群馬大医学研究科小児科学教授 荒川浩一

山東加奈

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／ 10,73
連絡先／ＣＳＬベーリング㈱ 吉澤 ☎011-231-8175

須釜佑介
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／ 24,53,0
連絡先／北大医学部内科Ⅱ 相澤 ☎011-706-5915

7月22日(土)

日時・場所／

16:00～19:00
京王プラザホテル札幌

第16回札幌医大眼科研究会
｢視路疾患診断revisited｣
神戸大医学研究科外科系眼科学教授

第1回足の外科低侵襲治療フォーラム
｢足の外科低侵襲治療における運動器エコーの活用｣
早稲大スポーツ科学学術院教授 熊井

中村

誠

｢内視鏡併用硝子体手術の可能性｣
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院眼科医長
松田泰輔
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：3,000円(A･B会員)、1,000円(Ｃ会員))
カリキュラムコード／ 1,15,36
連絡先／参天製薬㈱ 川本 ☎0120-310-106

司

参加資格及び取得単位／北海道勤務の整形外科医師(1単位)
カリキュラムコード／ 62
連絡先／日本シグマックス㈱ 楠本 ☎03-5326-3230

7月22日(土)

7月22日(土)

○参天製薬㈱ほか

14:00～15:00
ホテルマイステイズ札幌アスペン

○足の外科低侵襲治療フォーラム

日時・場所／

16:00～18:00
メルキュールホテル札幌

○CSLベーリング㈱ほか

第280回日本内科学会北海道地方会

日時・場所／

7月22日(土)

14:00～18:30
札幌市教育文化会館

○北海道甲状腺談話会

第35回北海道甲状腺談話会
｢日常診療で遭遇する遺伝性甲状腺疾患｣
札幌医大医学部遺伝医学教授

日時・場所／

7月22日(土)

第559回札幌胃と腸を診る会特別講演会
｢診断･治療に難渋した消化管疾患｣
NTT東日本札幌病院消化器内科部長

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／ 50,51,52
連絡先／ＥＡファーマ㈱ 稲川 ☎011-223-4070

○アステラス製薬㈱ほか

第22回札幌感染症管理研究会

｢薬剤耐性(AMR)対策について｣
昭和大医学部内科学臨床感染症学部門教授

藤田崇宏
日時・場所／

二木芳人

7月22日(土)

7月22日(土)

17:10～18:40
札幌東武ホテル

○久光製薬㈱

第6回肩関節疼痛研究会

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／ 7,8
連絡先／アステラス製薬㈱ 小林 ☎011-281-5115
日時・場所／

吉井新二

｢大腸内視鏡検診のQuality indicatorと大腸がん検診にお
けるCT colonographyの意義｣
大腸肛門病センター高野病院副院長 野崎良一

15:00～17:30
北大学術交流会館

｢抗菌薬適正使用の取り組み｣
北海道がんセンター感染症内科

17:00～19:00
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

櫻井晃洋

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(医師)、500円(医師以外))
カリキュラムコード／ 0
連絡先／札幌厚生病院 紅粉 ☎011-261-5331
日時・場所／

7月22日(土)

｢上腕骨外側上顆炎に対するパップ剤の使用法の検討｣
我汝会えにわ病院整形外科部長 玉井幹人
｢ラグビーにおける肩関節脱臼の特徴と治療｣
日産厚生会玉川病院整形外科副部長

15:50～18:10
日本生命札幌ビル

望月智之

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／ 57,61
連絡先／久光製薬㈱ 田中 ☎011-611-3979

○エーザイ㈱ほか

第78回北海道セミナー
｢東日本大震災･フクシマ第一原発事故6年間の軌跡－浪江
町町民の場合－｣
札幌西円山病院/浪江町国保浪江診療所 峯廻攻守

日時・場所／

7月22日(土)

18:00～19:30
札幌グランドホテル

○バイエル薬品㈱ほか

札幌市産婦人科医会学術講演会

｢家族性地中海熱遺伝子関連腸炎－新しい疾患概念の確立
に向けて－｣
札幌医大医学部消化器内科学教授 仲瀬裕志

｢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

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／ 14,53
連絡先／エーザイ㈱ 藤井 ☎011-205-0235

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／バイエル薬品㈱ 陣門 ☎011-241-3705
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日時・場所／

7月23日(日)

9:25～15:35
北大臨床大講堂

日時・場所／

○日本内科学会北海道支部ほか

7月29日(土)

8:30～18:30
手稲渓仁会病院

○第19回日本口腔顎顔面外傷学会総会・学術大会

第57回日本内科学会北海道支部生涯教育講演会

第19回日本口腔顎顔面外傷学会総会･学術大会

｢関節リウマチ診療におけるT2Tの最適化｣
長崎大医歯薬学総合研究科先進予防医学共同専攻
リウマチ･膠原病内科学教授 川上 純

｢顎顔面領域の骨･軟部組織損傷(欠損)に対する機能と整容
の回復｣
久留米大医学部形成外科･顎顔面外科学主任教授 清川兼輔

｢心不全の診療と治療｣
大阪大医学系研究科循環器内科学教授

｢札幌医科大学における顔面外傷治療の変遷｣
札幌医大医学部口腔外科学講座教授

坂田泰史
ほか3題

参加資格及び取得単位／特に制限なし(5単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 24,29,43,53,61
連絡先／北大医学部内科Ⅱ 相澤 ☎011-706-5915
日時・場所／

7月27日(木)

参加資格及び取得単位／特に制限なし(3.5単位)
(参加費：10,000円)
カリキュラムコード／ 57
連絡先／手稲渓仁会病院 針谷 ☎011-685-2571

18:30～20:30
京王プラザホテル札幌

日時・場所／

○札幌心電図懇話会

12:50～17:40
中村記念病院

第36回ニセコカンファレンス

｢デバイス感染とリード抜去｣
高石藤井心臓血管病院心臓血管センター長

｢摘出率を超えたmicrosurgical nuance－脳腫瘍外科医の真価－｣
埼玉医大総合医療センター脳神経外科准教授 大宅宗一

山田貴之

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(非会員)､2,000円(メーカー企業))
カリキュラムコード／ 1,2
連絡先／札幌心電図懇話会 鈴木 ☎011-280-8008

7月27日(木)

7月29日(土)

○第一三共㈱

第63回札幌心電図懇話会

日時・場所／

平塚博義
ほか2題

｢神経機能回復からみた脳腫瘍手術｣
佐賀大医学部脳神経外科教授

阿部竜也
ほか2題

参加資格及び取得単位／特に制限なし(4単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 15,29,30,32,34,70,73,78
連絡先／第一三共㈱ 永澤 ☎080-1002-0799

18:45～20:30
ホテルエミシア札幌

○エーザイ㈱ほか

第18回新さっぽろリウマチ･膠原病懇話会
｢病診連携(リウマチ関連)症例発表｣
おおにし内科･リウマチ科クリニック院長
｢関節リウマチと腎障害｣
北海道医療センター腎臓内科医長

日時・場所／

7月28日(金)

13:50～18:00
札幌市WEST19

大西勝憲

●北海道医師会ほか

柴崎跡也

｢うつ病の理解と対応－診断と治療－｣
札幌花園病院長

平成29年度かかりつけ医等うつ病対応力向上研修

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／ 15
連絡先／エーザイ㈱ 杉本 ☎011-205-0235
日時・場所／

7月29日(土)

松原良次

｢地域や職場におけるアルコール関連問題とうつ病｣
幹メンタルクリニック院長 齋藤利和
ほか1題
参加資格及び取得単位／地域医療に携わる医師･産業医(3.5単位)
カリキュラムコード／ 1,4,5,70
連絡先／北海道立精神保健福祉センター 相坂 ☎011-864-7121

17:30～18:30
ＪＣＨＯ札幌北辰病院

○JCHO札幌北辰病院

JCHO札幌北辰病院平成29年度第1回医療安全推進研修会
｢JCHO北海道病院の医療安全の取組｣
JCHO北海道病院安全管理部

日時・場所／

7月28日(金)

第5回北海道睡眠呼吸障害セミナー
｢耳鼻咽喉科におけるSASへの治療｣
とも耳鼻科クリニック院長

○大鵬薬品工業㈱

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／ 20,73
連絡先／フィリップス・レスピロニクス合同会社 副島
☎011-252-1230

第5回北海道消化器癌カンファレンス
高橋周作

｢上部消化器癌の治療の潮流｣
岐阜大腫瘍制御学腫瘍外科学教授

吉田和弘

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／大鵬薬品工業㈱ 吉田 ☎011-231-4527
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新谷朋子

｢AutoSV現況と今後の展開｣
自治医大付属さいたま医療センター循環器内科教授
百村伸一

19:00～20:30
札幌グランドホテル

｢当科における胃癌術後化学療法の現状｣
札幌厚生病院外科主任外科部長

14:00～16:30
京王プラザホテル札幌

○フィリップス･レスピロニクス合同会社

早瀬美香

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／ＪＣＨＯ札幌北辰病院 根上 ☎011-893-3000
日時・場所／

7月29日(土)

66

日時・場所／

7月29日(土)

道 南 ブロック

14:00～18:30
札幌医大記念ホール

○㈱ツムラほか

第15回北海道周産期談話会

日時・場所／

｢胎児心疾患と心外疾患｣
北海道療育園/旭川厚生病院診療科長

渡島プライマリーケア学術講演会
｢GLP-1受容体作動薬のトリセツ－Incretin-Based Therapy
のススメ－｣
福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科准教授 野見山崇

与田仁志

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
(参加費：2,000円(医師)、1,000円(助産師･看護師)､学生無料)
カリキュラムコード／ 71,72
連絡先／㈱ツムラ 両角 ☎011-738-8781
日時・場所／

7月31日(月)

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／ 13,76
連絡先／渡島医師会 田原 ☎0138-27-1246

18:00～19:30
手稲渓仁会病院

日時・場所／

○手稲渓仁会病院がん管理センター

｢急性期から慢性期までのてんかん診療｣
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/東京女子医大脳神経外科てんかん外来
久保田有一

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／ 9,15
連絡先／手稲渓仁会病院 星野 ☎011-685-2976

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／ 32,78
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

18:00～19:00
手稲渓仁会病院

○手稲渓仁会病院

手稲渓仁会病院臨床倫理研修会

日時・場所／

｢東京大学医学部附属病院における臨床倫理コンサルテー
ション｣
東大医学系研究科医療倫理学准教授 瀧本禎之

8月4日(金)

｢抗凝固薬のTrue or False｣
桜橋渡辺病院循環器内科部長

井上耕一

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／ 11,50
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

19:00～21:00
ニューオータニイン札幌

日時・場所／

7月21日(金)

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

第23回北海道腎循環･代謝セミナー

函館消化器病懇談会

｢RIPS(遠隔虚血プレコンディショニング)とDOAC｣
岡山大医歯薬学総合研究科循環器内科学 伊藤

｢GIST診断・治療の基本戦略｣
富山大医学薬学研究部消化器造血器腫瘍制御内科学教授
杉山敏郎

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／ 73,78
連絡先／バイエル薬品㈱ 牧野 ☎080-8542-3943

8月5日(土)

19:00～20:00
フォーポイントバイシェラトン函館

函館循環器病懇談会学術講演会

○バイエル薬品㈱

日時・場所／

7月14日(金)

●函館市医師会ほか

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／ 2
連絡先／手稲渓仁会病院臨床倫理検討部会事務局 三浦
☎011-681-8111
日時・場所／

19:15～20:30
ベルクラシック函館

函館救急医療研究会学術講演会

｢どうする?脊椎転移への痛み治療戦略－当院での可能性－｣
手稲渓仁会病院麻酔科 片山勝之ほか

8月4日(金)

7月13日(木)

●函館市医師会ほか

2017年度第6回緩和ケア勉強会

日時・場所／

19:00～20:15
フォーポイントバイシェラトン函館

●渡島医師会ほか

竹田津未生

｢本邦における18trisomyへの対応の現状｣
東邦大新生児学教授

7月11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／ 50,54
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

15:00～18:00
天使病院
日時・場所／

○北海道腹膜透析研究会

第27回北海道腹膜透析研究会
｢PD患者の血圧管理とHD併用療法のエビデンス｣
東京都済生会中央病院副院長腎臓内科部長

7月26日(水)

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

函館小児科医会学術講演会
竜崎崇和

｢B型肝炎ウィルスワクチンの展望｣
大阪府立急性期･総合医療センター主任部長

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)500円
（コメディカル）
)
カリキュラムコード／ 74
連絡先／中外製薬㈱ 新谷 ☎011-271-5311

田尻

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／ 8,11
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001
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日時・場所／

7月27日(木)

19:00～21:00
フォーポイントバイシェラトン函館

日時・場所／

●函館市医師会ほか

消化器疾患学術講演会

｢抗凝固薬の基礎｣
北海道医療大歯学部歯学科生体機能･病態学系内科学教授
家子正裕
｢臨床における抗凝固療法｣
北光記念クリニック所長

｢肝硬変関連｣
小樽掖済会病院消化器内科部長

藤田朋紀

｢内視鏡診療における抗血栓薬の取扱い－消化管粘膜障害
対策も含めて－｣
東京大医学部附属病院光学医療診療部長・准教授 藤城光弘

佐久間一郎
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／ 24,51
連絡先／大塚製薬㈱ 村田 ☎011-241-0002

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／ 50,51,78
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

7月27日(木)

18:50～20:30
小樽オーセントホテル

○大塚製薬㈱

消化器病懇談会

日時・場所／

7月27日(木)

19:15～20:45
ベルクラシック函館

日 胆 ブロック

●函館市医師会ほか

臨床動脈硬化診断フォーラム
｢心臓脳関連をみすえた降圧治療｣
徳島大医歯薬学研究部循環器内科学教授

日時・場所／

佐田政隆

7月28日(金)

18:30～20:20
苫小牧市医師会館

○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／ 9,74
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001
日時・場所／

7月10日(月)

苫小牧胃と腸を診る会
｢診断･治療に難渋した消化器疾患｣
苫小牧日翔病院内科

舘山美樹

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／ 12,15
連絡先／ＥＡファーマ㈱ 十和田 ☎011-223-4070

19:00～20:30
イマジンホテル＆リゾート函館

●函館市医師会ほか

函館市外科会学術講演会
｢肺がん治療の最新知見｣
慶応義塾大医学部呼吸器外科教授

日時・場所／

淺村尚生

第156回苫小牧整形外科集談会
｢手関節における最近のトピックス｣
北大医学研究院整形外科助教

日時・場所／

18:45～20:00
小樽市医師会館

｢フレイルと高齢者の糖尿病治療｣
NTT東日本札幌病院糖尿病内分泌内科部長

髙田美喜生ほか

永井

聡

｢効果的なインスリン導入とStep Up｣
北大医学研究科免疫・代謝内科学第二内科診療准教授
三好秀明

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／ 10,15
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111

7月18日(火)

19:00～20:30
グランドホテルニュー王子

第476回学術講演会

第324回小樽心電図を読む会
｢診断･治療に難渋した循環器疾患｣
済生会小樽病院

7月13日(木)

●苫小牧市医師会ほか

●小樽市医師会ほか

日時・場所／

松井雄一郎

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／ 61
連絡先／中外製薬㈱ 大塚 ☎011-271-5311

後 志 ブロック
7月11日(火)

18:30～20:00
スズケン苫小牧支店

○中外製薬㈱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／ 1
連絡先／函館市医師会 松尾 ☎0138-36-0001

日時・場所／

7月12日(水)

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／ 12,73,76
連絡先／苫小牧市医師会 大西 ☎0144-33-4720

19:00～20:30
済生会小樽病院

●小樽市医師会ほか

第321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
｢興味ある形態をとった消化管疾患の一例｣
済生会小樽病院

日時・場所／
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18:45～20:15
ホテルサンルート室蘭

●室蘭市医師会ほか

勝木伸一

学術講演会
｢糖尿病合併脂質異常疾患者におけるコレステロール吸収
阻害薬の役割－RESEACHからの考察－｣
東邦大医療センター大橋病院糖尿病･代謝内科教授
柴 輝男

明石浩史

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／ 2,9
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111

平成29年7月1日

7月19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／ 75
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393
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日時・場所／

7月20日(木)

19:00～20:00
ホテルサンルート室蘭

日時・場所／

●室蘭市医師会ほか

学術講演会

｢Weekly DPP-4阻害薬の更なる可能性｣
函館市医師会病院医療部長･内分泌科第一科長

｢当院における新規抗てんかん剤の使用経験について｣
北海道立子ども総合医療･療育センター神経内科医長
二階堂弘輝

廣田則彦

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／ 76
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

7月20日(木)

19:00～20:10
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／

7月28日(金)

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／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

19:00～20:00
新ひだか町静内エクリプスホテル

●日高医師会ほか

空 知 ブロック

日高医師会医学講演会
｢心房細動診療における薬剤選択のポイント－BOREAS CAGレ
ジストリー解析結果も踏まえて－｣
札幌医大医学部循環器･腎臓･代謝内分泌内科学講師
丹野雅也

日時・場所／

7月10日(月)

18:00～20:00
北海道中央労災病院

●岩見沢市医師会ほか

北海道中央労災病院地域がん診療連携懇話会

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／ 73,78
連絡先／日高医師会 西田 ☎0146-22-6262

｢肺癌症例について｣
北海道中央労災病院第四外科部長

飯塚幹也

｢肺の多発結節陰影｣
日時・場所／

7月21日(金)

北大病院呼吸器外科

19:00～20:30
浦河赤十字病院

●日高医師会ほか

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／ 42,46
連絡先／岩見沢市医師会 吉田 ☎0126-22-5347

学術講演会
｢日高エリアで顕在化するファブリー病患者さん｣
うらかわエマオ診療所院長 八十川武明
｢日常診療に潜むファブリー病－見逃さないための5つのポ
イント－｣
旭川医大循環・呼吸・神経病態内科学学内講師 中川直樹

日時・場所／

7月26日(水)

7月14日(金)

17:30～18:45
北海道せき損センター

●美唄市医師会ほか

学術講演会

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 12,15
連絡先／日高医師会 西田 ☎0146-22-6262
日時・場所／

新垣雅人
ほか1題

｢高齢者の関節リウマチに対する治療戦略｣
獨協医大病院リウマチ･膠原病内科講師

大和田高義

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／ 61,73
連絡先／美唄市医師会 辻口 ☎0126-62-3451

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

第477回苫小牧市医師会学術講演会

日時・場所／

｢地方都市における消化器内科医－開業医でもできるカプ
セル内視鏡とGERD研究－｣
石原消化器内科クリニック院長 石原慎一

7月27日(木)

18:30～19:40
岩見沢市ホテルサンプラザ

○武田薬品工業㈱

南空知地区医師会学術講演会
｢生活習慣病を克服する－脂肪酸を知ろう－｣
岡山大医歯薬学総合研究科循環器内科学教授

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／ 7,52
連絡先／苫小牧市医師会 大西 ☎0144-33-4720
日時・場所／

7月18日(火)

伊藤

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／ 75
連絡先／武田薬品工業㈱ 浅木 ☎011-214-3341

18:30～20:30
苫小牧市グランドホテルニュー王子

○サノフィ㈱ほか

日時・場所／

平成29年度第1回苫小牧小児科医会研修会

7月31日(月)

19:00～20:30
滝川市ホテル三浦華園

●空知医師会ほか

｢海外の接種スケジュールを踏まえたポリオの予防+輸入ワ
クチンについて｣
おひげせんせいのこどもクリニック院長 米川元晴

中空知不整脈連携カンファレンス
｢心房細動に伴う抗凝固療法における地域医療連携の現状
－みまもりんく､そら･ねっとの活用を含めて－｣
砂川市立病院循環器内科部長 清水紀宏

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／サノフィ㈱ 原田 ☎080-6629-8540

｢カテーテルアブレーションの適応のその実践｣
北大医学研究院循環病態内科学講師

横式尚司

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
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日時・場所／

8月3日(木)

19:00～20:00
岩見沢平安閣

日時・場所／

○ギリアド・サイエンシズ㈱

Asahikawa Hematology Seminar

｢C型肝炎治療の残された課題｣
北大病院消化器内科助教

｢最新のATLLに対する治療戦略｣
鹿児島大研究推進機構 難治ウイルス病態制御研究センター
血液・免疫疾患研究分野教授 石塚賢治

小川浩司

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／ 8
連絡先／ギリアド・サイエンシズ㈱ 田山 ☎070-2158-1075

8月4日(金)

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／ 9,12
連絡先／セルジーン㈱ 影山 ☎070-2209-1809

18:30～20:00
砂川パークホテル
日時・場所／

●空知医師会ほか

空知パーキンソン病セミナー

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／ 49
連絡先／大塚製薬㈱ 山田 ☎0166-22-7271

村田

｢九州大学病院での真菌感染症対策｣
九州大病院血液腫瘍心血管内科講師

加藤光次

日時・場所／

7月22日(土)

18:00～19:40
アートホテル旭川

学術講演会
｢慢性腎臓病における尿酸管理の重要性｣
旭川赤十字病院腎臓内科部長

第297回旭川医療センター症例報告会
｢当院における肺MAC症についての検討｣
旭川医療センター呼吸器内科医師

中村慧一

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／ 46,80
連絡先／旭川医療センター 黒田 ☎0166-51-3161

日時・場所／

7月27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55回乳腺画像カンファレンス
｢乳腺の症例検討｣
司会;旭川赤十字病院放射線科

19:00～20:30
旭川赤十字病院

｢血液透析患者のC型肝炎症例｣
永山腎泌尿器科クリニック院長

水永光博ほか

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／ 1,10
連絡先／旭川厚生病院地域医療連携室 樺澤
☎0166-33-7171(内線:2154)

｢汎血球減少症を認めた一例｣
永山池田クリニック院長

池田隆一ほか

日時・場所／

●旭川市医師会ほか

第16回旭川赤十字病院症例検討会

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／ 12,19
連絡先／旭川赤十字病院 田澤 ☎0166-22-8111(内線:1188)

7月13日(木)

第27回旭川外科癌フォーラム

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／ 1
連絡先／大鵬薬品工業㈱ 小嶋 ☎0166-25-4377

第475回旭川肺を診る会
秋葉裕二

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／ 1
連絡先／旭川厚生病院 鎌田 ☎0166-33-7171
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18:40～20:00
アートホテル旭川

｢腹腔鏡下直腸癌手術について｣
虎の門病院消化器外科部長

●旭川市医師会ほか

平成29年7月1日

7月27日(木)

藤城伸一

●旭川市医師会ほか

18:30～20:00
旭川厚生病院

｢薬剤性肺障害の診断－画像所見を中心に－｣
旭川厚生病院呼吸器科診療部長

小林広学

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／ 73,82
連絡先／上川郡中央医師会 田中 ☎0166-92-8022

｢独居で在宅死を希望した膵臓癌患者の一事例｣
旭川医療センター総合内科医長 松本学也ほか

日時・場所／

誠

●上川郡中央医師会ほか

18:30～19:30
旭川医療センター

●旭川市医師会ほか

7月11日(火)

｢造血器腫瘍に対する免疫細胞療法｣
名古屋大医学系研究科血液・腫瘍内科学准教授

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／ 8,15
連絡先／ＭＳＤ㈱ 勝又 ☎0166-26-8837

道 北 ブロック

日時・場所／

18:45～20:30
アートホテル旭川

造血器腫瘍と感染症セミナー

山本敏之

7月10日(月)

7月20日(木)

●旭川医大医師会ほか

「パーキンソン病と嚥下障害」
国立精神・神経医療研究センター嚥下障害リサーチセンター長

日時・場所／

19:00～20:40
旭川トーヨーホテル

●旭川市医師会ほか

南空知肝疾患セミナー

日時・場所／

7月13日(木)
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黒柳洋弥

7月27日(木)

日時・場所／

18:50～20:00
留萌市立病院

日時・場所／

●留萌医師会ほか

第22回旭川めまい塾講演会

｢増加する高齢者のてんかんの診断と治療｣
旭川赤十字病院神経内科部長

浦

｢めまい問答｣
旭川医大耳鼻咽喉科･頭頸部外科学内講師

茂久

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㈱ 長岡 ☎090-7633-2126

7月27日(木)

19:00～20:30
旭川市大雪クリスタルホール

日時・場所／

｢オピオイドカルテ診の実際とその有用性｣
北海道がんセンター薬剤師

村山圭介

｢オピオイドカルテ診LIVE!｣
旭川医大緩和ケア診療部副部長

阿部泰之

｢今一度、抗凝固療法について考える｣
旭川赤十字病院循環器内科副部長

西原昌宏

｢これからの抗凝固療法について考える｣
旭川医大心臓大血管外科学教授

紙谷寛之

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／ 43,73
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 池田
☎080-2183-9595

18:30～20:00
旭川グランドホテル

旭川Infection Control Forum

日時・場所／

「旭川医科大学におけるGERD治療の現状」
旭川医大消化器・血液腫瘍制御内科学講師

参加資格及び取得単位／医師、薬剤師(1.5単位)
カリキュラムコード／ 42,52
連絡先／アストラゼネカ㈱ 佐藤 ☎011-221-0770

第23回道北循環イメージングセミナー
沖崎貴琢

日時・場所／

｢心臓核医学による虚血性心疾患診断の有用性－半導体カ
メラの現状と将来－｣
新古賀病院名誉院長/済生会二日市病院内科顧問 福山尚哉

19:00～20:50
旭川グランドホテル

第11回旭川市肺高血圧症研究会
｢小児の肺高血圧症｣

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／ 1,7
連絡先／富士フイルムＲＩファーマ㈱ 佐野 ☎011-241-9311

東邦大大森病院小児科講師

中山智孝

｢肺高血圧症の診断と最新の治療｣
神戸大医学研究科循環器内科学客員教授

江本憲昭

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：500円(医師のみ))
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

18:45～20:30
アートホテル旭川

●旭川市医師会ほか

第10回旭川前立腺疾患講演会
「当院におけるLUTSとMetsのまとめ」
富良野協会病院泌尿器科主任医長

8月4日(金)

●旭川市医師会ほか

ほか1題

７月28日(金)

盛一健太郎

「未来へつなぐ消化器内視鏡学」
日本消化器内視鏡学会理事長／東京慈恵医大先進内視鏡治療研究講座教授
田尻久雄

●旭川医大医師会ほか

日時・場所／

18:45～20:30
旭川グランドホテル

旭川最新消化管疾患研究会

弘

18:30～20:00
旭川グランドホテル

｢Tc心筋製剤における血流動態の検討｣
旭川医大放射線医学准教授

8月4日(金)

●旭川市医師会ほか

掛屋

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／ 8,10
連絡先／ＭＳＤ㈱ 蓑島 ☎0166-26-8837

7月28日(金)

18:50～20:40
旭川グランドホテル

Network Meeting 2017

●旭川医大医師会ほか

日時・場所／

8月3日(木)

●旭川医大医師会ほか

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
(参加費：500円(会費))
カリキュラムコード／ 5,10,81
連絡先／協和発酵キリン㈱ 市川 ☎0166-26-9226

｢求められる感染制御－耐性菌対策を中心に－｣
大阪市立大大学院臨床感染制御学教授

幹ほか

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／ 1,15,31,51
連絡先／興和創薬㈱ 正亀 ☎080-1000-3141

あさひかわ緩和ケアネットワーク

7月28日(金)

岸部

｢この眼振記録からどのような疾患を推定するか｣
東京医科歯科大名誉教授 小松崎篤

●旭川市医師会ほか

日時・場所／

17:00～19:20
旭川グランドホテル

●旭川医大医師会ほか

学術講演会

日時・場所／

7月29日(土)

渡邊成樹

「Male LUTS:新たな知見とPDE5阻害薬への期待」
山梨大大学院総合研究部泌尿器科学准教授 三井貴彦
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／ 1,9,65
連絡先／日本新薬㈱ 網谷 ☎0166-25-3118
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日時・場所／

7月14日(金)

19:00～20:00
ホテル日航ノースランド帯広

○㈱ツムラ
日時・場所／

7月12日(水)

帯広漢方研究会-明日からすぐ使える高齢者に処方
される漢方薬-

18:30～19:30
網走厚生病院

○エーザイ㈱ほか

｢高齢者の諸症状に補剤を使ってみる｣
北祐会神経内科病院運動ニューロン疾患部門 部長
野中道夫

第419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

石川隆壽

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 高島 ☎011-738-8781

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
日時・場所／

7月12日(水)

日時・場所／

18:45～20:15
ホテルベルクラシック北見

釧路市小児科診療連携フォーラム

学術講演会

｢当院における自閉スペクトラム症 薬物療法の変遷｣
堀口クリニック小児科副院長 堀口貞子

｢高齢者の抗凝固療法について－より効果的な二次予防を
考える－｣
札幌白石記念病院長 髙橋 明

｢ＡＳＤを巡る最近の話題｣
日本発達障害ネットワーク/東京医科歯科大精神科理事長
市川宏伸

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／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

7月19日(水)

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／ 70,72
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

19:00～20:15
北見市ホテル黒部

●北見医師会ほか

日時・場所／

学術講演会
｢積極的脂質療法とTAVIの話題｣
榊原記念病院循環器内科部長

7月22日(土)

7月15日(土)

15:45～18:00
アパホテル帯広駅前

○アステラス製薬㈱

第29回道東リウマチ･膠原病談話会

桃原哲也

｢関節超音波を用いたリウマチ内科診療の実際－Probeが描
出する想像を超えた名答の数々－｣
北播磨総合医療センターリウマチ･膠原病内科主任医長
三崎健太

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
日時・場所／

19:00～20:40
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

●釧路市医師会ほか

●北見医師会ほか

日時・場所／

7月14日(金)

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／アステラス製薬㈱ 杉田 ☎090-7738-9231

16:00～18:00
北見市民会館

●北見医師会ほか

第15回オホーツク整形外科懇話会学術講演会
｢腫瘍専門医へ紹介する前の骨病変仕分け術－骨粗鬆症性
骨折から悪性腫瘍まで－｣
北海道がんセンター骨軟部腫瘍科医長 小山内俊久

日時・場所／

第29回十勝糖尿病談話会
｢GLP-1受容体作動薬の臨床効果とQOLに与える影響｣
帯広厚生病院 菅原

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／ 4,76,82
連絡先／ノボノルディスクファーマ㈱ 鎌田 ☎011-707-2801

19:00～20:30
帯広市北海道ホテル

日時・場所／

19:00～20:10
足寄町民センター

北十勝学術講演会

帯広地区学術講演会

｢糖尿病最新の経口剤治療－特に食後高血糖の管理について－｣
青木内科クリニック院長 青木 伸

｢抗不安薬の向精神薬指定拡大に伴う不安・抑うつに対す
る薬物療法のあり方｣
市立札幌病院精神医療センター副医長 上村恵一

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／キッセイ薬品工業㈱ 荒澤 ☎080-8411-5918

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／ 6,7
連絡先／田辺三菱製薬㈱ 白橋 ☎0154-32-7270
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○キッセイ薬品工業㈱

○田辺三菱製薬㈱ほか

平成29年7月1日
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｢糖尿病治療と患者満足度およびQOL評価の意義と実際｣
奈良県立医大糖尿病学教授 石井 均

道 東 ブロック
7月13日(木)

19:00～20:30
帯広市とかちプラザ

○ノボノルディスクファーマ㈱ほか

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：懇話会会費として1,000円（懇話会会員のみ）
､日整
会教育研修単位を申請される方は、別途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

日時・場所／

7月20日(木)
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日時・場所／

7月21日(金)

19:00～20:30
帯広市北海道ホテル

日時・場所／

○大塚製薬㈱

｢脳梗塞に対する外科的･内科的治療からHALに関して｣
福岡大医学部脳神経外科教授 井上

とかち抗血栓療法セミナー
｢当院における抗凝固療法－治療に苦慮したヘパリン起因
性血小板減少症症例を交えて－｣
JA北海道厚生連帯広厚生病院第二内科医長 小山雅之

亨

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㈱ 古川 ☎080-1017-7271

7月25日(火)

｢冠動脈イメージングを用いた二次予防戦略の意義と課題
－IVUS,OCT,NIRSイメージングの可能性－｣
国立循環器病研究センター心臓血管内科医長 片岡 有

19:00～20:30
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(1.5単位)
カリキュラムコード／ 42,73
連絡先／第一三共㈱ 長江 ☎080-2135-8773

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ほか

T2DM Forum in 十勝
｢循環器専門医が考える糖尿病治療－SGLT2阻害剤に期待す
ること－｣
名古屋大医学系研究科先端循環器治療学准教授 柴田 玲

日時・場所／

帯広十勝糖尿病治療フォーラム

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／ 76
連絡先／小野薬品工業㈱ 黒田 ☎0155-21-5711
日時・場所／

18:00～19:30
帯広協会病院

19:00～20:30
釧路キャッスルホテル

第2回道東CKD-MBD研究会

十勝地域医療連携がん化学療法セミナー

｢CKD-MBDに関する最新の知見｣
釧路赤十字病院内科副部長

｢抗がん剤による脱毛｣
帯広協会病院がん化学療法看護認定看護師

西川真紀

｢抗がん剤を使用される患者様の頭皮ケア｣
国際毛髪皮膚科学研究所長

井上哲夫

日時・場所／

8月4日(金)

19:00～20:30
帯広市北海道ホテル

○大塚製薬㈱

パーキンソン病治療を考える会

18:30～20:00
ホテル日航ノースランド帯広

｢パーキンソン病におけるすくみ足の現状｣
北斗病院副院長/脳神経内科部長/検診センター長 金藤公人

○小野薬品工業㈱

十勝生活習慣病心疾患講演会
｢心不全・虚血性心疾患の再生医療｣
東大附属病院循環器内科助教

山本準也

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／ 10,73
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／ 10,12
連絡先／大鵬薬品工業㈱ 小田 ☎0154-52-2977

7月28日(金)

8月3日(木)

●釧路市医師会ほか

○大鵬薬品工業㈱

日時・場所／

18:45～20:30
帯広市北海道ホテル

｢糖尿病と動脈硬化症－SGLT2阻害剤への期待－｣
昭和大医学部糖尿病・代謝・内分泌内科学 教授 平野 勉

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／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 髙橋
☎080-2183-9514

7月26日(水)

8月2日(水)

○小野薬品工業㈱ほか

｢SGLT2阻害薬時代に入りつつある糖尿病治療の最適化-CGM
の知見も含めて-｣
東京慈恵会医大糖尿病･代謝･内分泌内科准教授 西村理明

日時・場所／

19:00～20:30
帯広市北海道ホテル

○第一三共㈱

Fighting Polyvascular Disease in TOKACHI

日時・場所／

8月1日(火)

｢パーキンソン病およびその他の変性疾患における嚥下障害｣
近畿大医学部堺病院神経内科准教授 平野牧人
菊池宏信

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／ 49
連絡先／大塚製薬㈱ 柴﨑 ☎0154-53-0673

｢心臓血管外科手術におけるコンピューター血流シミュレ
ーション｣
北里大病院心臓血管外科主任教授 宮地 鑑
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／ 42,73
連絡先／小野薬品工業㈱ 坂口 ☎0155-21-5711
日時・場所／

7月28日(金)

19:30～20:45
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

●釧路市医師会ほか

学術講演会
｢高TG血症の臨床的意義と治療－動脈硬化性疾患予防ガイ
ドライン2017も含めて－｣
りんくう総合医療センター病院長/大阪大医学系研究科
総合地域医療寄附講座･循環器内科学特任教授 山下静也
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／ 75
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626
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