医学会・医学講演会等
開催情報

日時・場所／

9月8日(金)

19:00～20:30
札幌グランドホテル

○田辺三菱製薬㈱ほか

西区手稲区糖尿病アカデミー
｢腎機能障害を伴う2型糖尿病でのテネリグリプチンの使用
経験｣
西成病院副センター長 吉田昌弘

(646)29.9.8～29.10.7

｢透析糖尿病治療における最近の話題｣
にれの杜クリニック院長

●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

伊藤洋輔

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／田辺三菱製薬㈱ 田上 ☎011-214-3730

※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
日時・場所／

9月8日(金)
9月9日(土)

9月9日(土)

15:00～19:00
京王プラザホテル札幌

○久光製薬㈱ほか

第4回北海道若手股関節医を育てる会
｢脳性麻痺と股関節脱臼｣
北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター整形外科医長
三島令子

8:30～19:00
8:00～18:00
ロイトン札幌

｢股関節手術とVTE｣
旭川医大整形外科学人工関節助教

○第9回日本Acute Care Surgery学会学術集会ほか

第9回日本Acute Care Surgery学会学術集会
｢外傷教育セミナー－腹部外傷外科の基本－｣
米盛病院外科部長

畑

西田恭博
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／ 19,61,62
連絡先／久光製薬㈱ 長澤 ☎011-611-3979

倫明

参加資格及び取得単位／医師､コメディカル(1単位)
(参加費：15,000円(会員))
カリキュラムコード／ 57
連絡先／第９回日本Acute Care Surgery学会学術集会 鈴木
☎011-280-8008

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

42

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／

9月9日(土)

16:30～19:00
ホテルオークラ札幌

日時・場所／

○クラシエ薬品㈱ほか

第949回学術研修会

｢閉塞性睡眠時無呼吸における手術治療と保存的治療の境
界線｣
藤田保健衛生大坂文種報徳會病院教授 中田誠一

｢救肢のための透析管理と地域連携による取り組み｣
桑園中央病院長 松井

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／ 31,45
連絡先／クラシエ薬品㈱ 松冨 ☎011-252-2285

日時・場所／

9月14日(木)

第157回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

○恵佑会札幌病院

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

9月11日(月)

上村恵一
日時・場所／

第6回医師研修会

田原宗徳

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／

｢アセトアミノフェン近時の話題－麻酔科の立場から－｣
東邦大医療センター大森病院麻酔科講師 寺田享志
｢さらなる手術成績向上を目指した食道癌手術周術期管理
法－術後疼痛管理について－｣
東京医歯大消化管外科学食道外科診療科長 中島康晃

平成29年度第1回札幌市医師会学術講演会
家子正裕

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

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
連絡先／札幌市医師会事業一課 山口 ☎011-611-4181

9月12日(火)

18:45～20:20
札幌グランドホテル

周術期管理ミーティング

●札幌市医師会

日時・場所／

9月15日(金)

○テルモ㈱

19:00～20:15
札幌市医師会館

｢見落としてはいけない遺伝性血管性浮腫｣
北海道医療大歯学部内科学教授

秋田弘俊

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／ 12,46
連絡先／江別医師会 堀籠 ☎011-383-2136

第278回札幌胆膵疾患研究会

9月11日(月)

18:15～19:30
江別市あおい

｢地域で考える免疫チェックポイント阻害薬｣
北大医学研究院腫瘍内科学教授

○EAファーマ㈱ほか

日時・場所／

9月15日(金)

●江別医師会ほか

18:15～20:30
札幌厚生病院

｢胆膵疾患の画像診断について｣
札幌厚生病院外科部長

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

参加資格及び取得単位／医師･医療従事者(1単位)
カリキュラムコード／ 4,20
連絡先／恵佑会札幌病院地域医療連携室 小林 ☎011-863-8800
日時・場所／

18:30～20:00
斗南病院

○斗南病院消化器病センター

18:00～19:00
恵佑会札幌病院

｢身体疾患に伴う不眠とせん妄の評価と対応｣
市立札幌病院精神医療センター副医長

傑

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／市立札幌病院 袋 ☎011-726-2211(内線:2125)

｢めまいリハビリテーションと治療薬の選択について｣
横浜市立みなと赤十字病院めまい平衡神経科部長 新井基洋

9月11日(月)

17:30～18:30
市立札幌病院

○市立札幌病院

第132回札幌市耳鼻咽喉科医会学術研修会

日時・場所／

9月14日(木)

日時・場所／

18:30～20:00
北海道医療センター

9月15日(金)

19:00～20:30
ホテルエミシア札幌

○第一三共㈱

○エーザイ㈱

認知症連携懇話会

てんかん診療セミナー
｢てんかん診療の基本知識と地域連携｣
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

｢当院における認知症疾患サポートセンターの取り組みに
ついて｣
大谷地病院認知症疾患サポートセンター管理者 瀬戸口祐貴ほか

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／ 12,35
連絡先／エーザイ・ジャパン 石井 ☎011-205-0235

｢新たな視点での認知症治療－合併症やBPSDへの対応を中
心に－｣
香川大医学部精神神経医学教授 中村 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／ 13,29,78
連絡先／第一三共㈱ 佐藤 ☎011-221-4660
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日時・場所／

9月15日(金)

19:00～20:40
札幌グランドホテル

日時・場所／

○日本化薬㈱

9月20日(水)

18:00～19:20
手稲渓仁会病院

○手稲渓仁会病院がん治療管理センター

北海道IBDバイオシミラー講演会

認知症･緩和ケア合同勉強会

｢炎症性腸疾患における生物学的製剤の治療の現状｣
旭川医大内科学消化器･血液腫瘍制御内科学准教授
藤谷幹浩

｢それって､せん妄?抑うつ?それとも認知症?－判断に迷う
精神症状と意思決定支援について－｣
市立札幌病院精神医療センター副医長 上村恵一

｢当院消化器内科におけるバイオシミラーの位置づけ｣
千葉大医学部附属病院消化器内科助教 中川倫夫

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／ 9,29
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

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／ 7,9
連絡先／日本化薬㈱ 石田 ☎011-530-6141

日時・場所／
日時・場所／

9月15日(金)

19:00～21:15
札幌グランドホテル

北区･東区病診連携講演会

札幌市皮膚科医会例会･講演会

｢高齢糖尿病患者の治療の現状｣
にわ糖尿病･内科クリニック院長
｢当院のTAVI治療経験｣
札幌東徳洲会病院循環器内科医長

｢世界標準のニキビ治療－我が国のニキビ治療は本当に進
歩したのか?－｣
帝京大医学部皮膚科名誉教授 渡辺晋一
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／ 15,26
連絡先／㈱ポーラファルマ 佐藤 ☎011-208-6077

9月16日(土)

15:00～20:30
札幌グランドホテル

日時・場所／

9月20日(水)

19:00～20:00
札幌パークホテル

五支部医師会学術講演会
｢新規酸分泌抑制薬による逆流性食道炎診療の進化｣
国立病院機構函館病院長 加藤元嗣

山下英俊
ほか4題

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／ 52
連絡先／大塚製薬㈱ 小熊 ☎011-241-0002

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／ 1,4,7,9
連絡先／北海道医師会 今野 ☎011-231-1725

9月19日(火)

山崎和正
ほか1題

●札幌市清田区支部ほか

第97回北海道医学大会総会
｢専門医研修と新しい専門医制度｣
日本専門医機構副理事長/山形大医学部長

丹羽祐勝

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／ＭＳＤ㈱ 後藤 ☎080-2406-9008

●北海道医師会

日時・場所／

18:50～20:30
札幌東徳洲会病院

○MSD㈱ほか

○㈱ポーラファルマほか

日時・場所／

9月20日(水)

18:45～20:40
エーザイ㈱札幌コミュニケーションオフィス

日時・場所／

9月21日(木)

18:00～19:30
北海道医療センター

○メルクセローノ㈱ほか

○エーザイ㈱ほか

第六回西区がん診療セミナー

睡眠障害講演会
｢最新の不眠症治療｣
慶應義塾大医学部睡眠医学研究寄附講座特任教授 遠藤拓郎

｢皮膚症状マネジメントの工夫｣
北海道がんセンター副看護師長

高橋由美

｢睡眠時無呼吸症候群－診断と治療－｣
虎の門病院睡眠呼吸器科部長

｢切除不能大腸がんの治療戦略に関して｣
北海道がんセンター消化器内科/腫瘍内科医長

佐川

成井浩司

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／ 20,69,80
連絡先／エーザイ㈱ 水越 ☎090-7634-2654
日時・場所／

9月19日(火)

19:00～20:00
恵佑会札幌病院

日時・場所／

18:20～20:30
京王プラザホテル札幌

第7回北海道免疫疾患談話会

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
｢拡大内視鏡と強調内視鏡｣
恵佑会第2病院内科主任部長

｢リウマチ･膠原病の予後改善のために｣
北大医学研究院免疫･代謝内科学教授

小平純一

｢iPS細胞を用いた未来医療｣
北大遺伝子病制御研究所免疫生物講師

参加資格及び取得単位／医師･医療従事者(1単位)
カリキュラムコード／ 2
連絡先／恵佑会札幌病院 古川 ☎011-863-8800

北海道医報

9月22日(金)

○エーザイ㈱ほか

○恵佑会札幌病院

平成29年9月1日

保

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
連絡先／メルクセローノ㈱ 松本 ☎011-738-6390

第1188号

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／ 3,7,9,15
連絡先／エーザイ㈱ 長谷川 ☎080-9889-4129
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渥美達也
和田はるか
ほか1題

日時・場所／

9月23日(土)

14:45～18:30
札幌パークホテル

日時・場所／

○第一三共㈱ほか

｢合併症発症－進展阻止を見据えた糖尿病治療－｣
滋賀医大内科学糖尿病内分泌･腎臓内科教授 前川

抗凝固療法と内視鏡診療を考える会
｢胃粘膜障害と抗血栓薬｣
北大病院光学医療診療部助教

聡

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／ 43,52,73
連絡先／第一三共㈱ 初馬 ☎070-1408-2503

18:45～20:00
札幌市医師会館

○札幌市内科医会

日時・場所／

札幌市内科医会研修会

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ほか

New era of Diabetes and Cardiology in Hokkaido
太田嗣人

中尾一彦

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／ 1,10
連絡先／ＣＳＬベーリング㈱ 白髭 ☎011-231-8175
日時・場所／

第20回がん治療地域連携セミナー

10月1日(日)

10:00～12:00
北海道医師会館

●北海道医師会ほか

岩崎

勤務医の勤務環境改善支援セミナー -勤務医が働き
やすい環境づくりのために-

博

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 山崎 ☎011-261-5331(内線:2250)

9月28日(木)

15:10～17:10
京王プラザホテル札幌

第23回北海道肝移植適応研究会

18:00～19:00
札幌厚生病院

｢血液がん－血液疾患を疑う時－｣
札幌厚生病院血液内科主任部長

9月30日(土)

｢肝移植診療への肝臓内科医の関わり｣
長崎大医歯薬学総合研究科教授

○札幌厚生病院

日時・場所／

桃原茂樹

○CSLベーリング㈱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／ 19,76
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 三村
☎011-261-7261

9月28日(木)

櫻井晃洋

｢リウマチの最新の話題とこれからの治療戦略｣
医療法人博恵会理事

日時・場所／

｢心血管リモデリングの病態－From Bedside to Bench and
Back Again－｣
北大医学研究院循環病態内科学教授 安斉俊久

日時・場所／

｢遺伝学が変える医療､変わる社会｣
札幌医大医学部遺伝医学教授

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／ 9,61
連絡先／ヤンセンファーマ㈱ 松島 ☎080-2280-7293

18:50～21:00
札幌プリンスホテル

｢免疫応答制御による糖脂質代謝調節機構｣
旭川医大内科学病態代謝内科学教授

14:45～17:00
札幌プリンスホテル

第14回Current Opinion Forum

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／ 50,54
連絡先／札幌市内科医会事務局 鎌田 ☎011-611-4181

9月27日(水)

9月30日(土)

○ヤンセンファーマ㈱

｢消化器内視鏡検査の現況と位置づけ－大腸を中心に－｣
札幌医大医学部消化器内科学准教授 山野泰穂

日時・場所／

小野尚子

｢心房細動患者における各種DOACの臨床的特徴とDOAC使用
時の安全性モニター ｣
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(0.5単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 76
連絡先／第一三共㈱ 野島 ☎011-221-4630

9月25日(月)

19:00～20:35
ホテルエミシア札幌

○第一三共㈱

TEN TOPICS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM
2017

日時・場所／

9月28日(木)

｢医師の勤務負担軽減の成功事例｣
北海道医療勤務環境改善支援センター事務局長

小山田剛

｢医師は医療を､実現する医師事務作業補助と医療チーム｣
札幌白石記念病院長/NPO法人日本医師事務作業補助研究会
北海道支部代表世話人 髙橋 明
ほか1題
参加資格及び取得単位／医師､医療施設事務局長､その他
(1.5単位)
カリキュラムコード／ 7,10,0
連絡先／北海道医師会事業第三課 今野 ☎011-231-1726

19:00～20:10
ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

●千歳医師会ほか

千歳医師会学術講演会
｢明日からの臨床に役立つ心房細動抗凝固薬の最新情報－
DOACのリアル･ワールド成績を含めて－｣
岩手医大内科学心血管･腎･内分泌内科准教授 小松 隆
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／ 43,73
連絡先／千歳医師会 玄 ☎0123-24-3549
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日時・場所／

10月2日(月)

18:15～20:30
札幌厚生病院

日時・場所／

○EAファーマ㈱ほか

日本眼科医会生涯教育講座札幌講座

｢胆膵疾患の画像診断について｣
座長;札幌医大消化器･総合､乳腺･内分泌外科学教授
木村康利

｢小児の視機能管理｣
国立成育医療研究センター
宇津見眼科院長

19:00～20:40
ニューオータニイン札幌

札幌Heart&Brainアドバンスセミナー
｢心不全と心房細動－血栓塞栓症における炎症と心腎関連－｣
北大医学研究院循環病態内科学教授 安斉俊久

道 南 ブロック

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／ 15,43
連絡先／ファイザー㈱ 海老原 ☎011-241-0993

10月4日(水)

日時・場所／

9月8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

18:30～19:45
ＪＣＨＯ北海道病院

函館泌尿器科医会
｢高齢社会の前立腺癌診療における泌尿器科医の役割｣
弘前大医学研究科泌尿器科学教授 大山

○久光製薬㈱ほか

第4回豊平がん緩和研究会
｢がん疼痛治療のスキルアップ－どんな痛みにも対応出来
るようになるには?－｣
埼玉県立がんセンター緩和ケア科長 余宮きのみ

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／ 65,66
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

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／ 81
連絡先／久光製薬㈱ 長澤 ☎011-611-3979

日時・場所／

日時・場所／

10月4日(水)

｢Optimizing use of biologic agents for Crohn`s
disease－lesson from experience and literature－｣
札幌医大医学部消化器内科学教授 仲瀬裕志

平成29年度医療安全･倫理研修会

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／ 53,54
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

小林弘幸
山本正二
ほか1題

日時・場所／

10月4日(水)

9月14日(木)

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

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／ 4,6,7
連絡先／北海道医師会 小山内 ☎011-231-7661
日時・場所／

19:00～20:10
フォーポイントバイシェラトン函館

函館消化器病懇談会学術講演会

●北海道医師会

｢チーム医療におけるAiの活用｣
一般財団法人Ai情報センター代表理事

9月8日(金)

函館循環器病懇談会
｢静脈血栓症・肺塞栓症の集学的治療：薬物治療から外科
治療まで｣
弘前大医学研究科胸部心臓血管外科学教授 福田幾夫

19:00～20:00
札幌グランドホテル

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／ 24,44
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

○㈱大塚製薬工場ほか

札幌市小児科医会研究会
｢経口補水療法－診療の実際と小児急性胃腸炎診療ガイド
ライン作成の経緯－｣
済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科副部長 十河 剛

日時・場所／

9月15日(金)

18:45～20:30
ホテルリソル函館

●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／ 51
連絡先／㈱大塚製薬工場 堀部 ☎011-280-4777

平成29年度第3回函館糖尿病療養指導研修会
｢新規糖尿病治療薬の合併症予防｣
獨協医大病院内分泌代謝内科講師
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／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001
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●函館市医師会ほか

18:30～21:00
ロイトン札幌

｢医療訴訟の光と影－守りの美学－｣
東京都医師会理事

宇津見義一
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(北海道眼科医会会員)､5,000円(会員以外
の医師))
カリキュラムコード／ 1,4,36
連絡先／ひきち眼科 引地 ☎011-708-1010

○ファイザー㈱ほか

日時・場所／

仁科幸子

｢学童の屈折矯正｣

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

10月2日(月)

16:00～19:25
札幌市医師会館

○北海道眼科医会

第279回札幌胆膵疾患研究会

日時・場所／

10月7日(土)
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日時・場所／

9月15日(金)

18:50～20:30
函館市五島軒本店

日時・場所／

●函館市医師会ほか

9月30日(土)

16:50～18:00
松前町町民総合センター

●渡島医師会ほか

第13回肺高血圧症研究会

渡島医師会松前・木古内ブロック研修会

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

｢腎機能を考慮した糖尿病治療｣
八戸市立市民病院栄養管理科部長/内分泌糖尿病科内科医長
工藤貴徳

｢知っておきたい膠原病診断のポイント｣
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／ 76
連絡先／渡島医師会 田原 ☎0138-27-1246

高橋裕樹

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／ 19,45
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001
日時・場所／

9月19日(火)

日時・場所／

函館小児科医会学術講演会
｢実践!子どもの便秘プライマリケア｣
とみもと小児科クリニック院長

函館泌尿器科医会学術講演会

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／ 73
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

後 志 ブロック

19:00～20:30
ベルクラシック函館

●函館市医師会ほか

日時・場所／

秋の血管内治療セミナー 2017

第84回小樽市医師会会員研究発表会

松本康史

19:00～20:30
ホテルニューえさし

小樽心電図を読む会特別講演

学術講演会

安斉俊久

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／ 1,82
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(1.5単位)
カリキュラムコード／ 61,77
連絡先／檜山医師会 鈴木 ☎0139-52-1070

日時・場所／
18:30～20:30
ホテル函館ロイヤル

9月14日(木)

19:00～20:30
小樽市立病院

○中外製薬㈱

小樽がん診療セミナー

●北海道医師会

｢乳がん患者さんにおける就労支援｣
北海道がんセンターがん相談支援センター副室長 木川幸一

平成29年度介護保険制度・障害者総合支援法にかか
わる主治医研修会
｢介護保険制度に関する動向について｣
北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課医療参事
三觜 雄
｢主治医意見書の手引き及び意見書記載例｣
北海道医師会副会長

18:45～20:00
グランドパーク小樽

｢症例から学ぶ心血管リモデリングの病態｣
北大医学研究院循環病態内科学教授

｢あふれる骨粗鬆症治療薬をどのように使い分けるか｣
慶応義塾大医学部スポーツ医学総合センター講師 岩本 潤

9月28日(木)

9月11日(月)

●小樽市医師会ほか

●檜山医師会ほか

日時・場所／

髙川芳勅ほか

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／ 78,81
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111
日時・場所／

9月22日(金)

18:30～20:30
小樽市医師会館

｢左心耳内血栓偽陽性の2例｣
小樽市立病院循環器内科

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／ 50,75
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001
日時・場所／

9月8日(金)

●小樽市医師会

｢血液粘性と突然死の関連－EPA、DHAの力学－｣
北海道循環器病院心血管研究センター長
山本 匡
｢多剤抗血栓療法時の新たな消化管傷害対策｣
広南病院血管内脳神経外科部長

冨本和彦

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／ 54
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

｢新しい時代を迎える二次性副甲状腺機能亢進症治療｣
福島県立医大医学部腎臓高血圧内科学主任教授 風間順一郎

9月19日(火)

19:00～20:00
市立函館病院

●函館市医師会ほか

18:50～20:20
フォーポイントバイシェラトン函館

●函館市医師会ほか

日時・場所／

10月5日(木)

｢乳がんの治療｣
砂川市立病院乳腺外科部長

細田充主

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／ 6,12
連絡先／中外製薬㈱ 伊藤 ☎011-271-5311

藤原秀俊
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／ 13,29,62,80
連絡先／北海道医師会 北村 ☎011-231-1725
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日時・場所／

9月15日(金)

18:30～20:00
小樽市医師会館

日時・場所／

○アステラス製薬㈱

｢機能性ディスペプシアのマネージメント｣
小樽掖済会病院主任消化器科部長

患者接遇に関する研修会
｢ホスピタリティと傾聴トレーニング｣
合同会社医業経営科学代表社員/
北海道医療勤務環境改善支援センター事務局長 小山田剛

藤田朋紀

｢精密な大腸内視鏡診療(NBI･BLI･LCI)と便通異常への対策｣
京都府立医大附属病院内視鏡･超音波診療部講師 吉田直久

参加資格及び取得単位／北海道医師会会員の医療機関従業員､
及び会員(1.5単位)
カリキュラムコード／ 4,5
連絡先／北海道医師会 波津 ☎011-231-1433

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／アステラス製薬㈱ 田中 ☎011-200-5657

9月19日(火)

18:30～20:30
余市高齢者総合福祉施設フルーツ・シャトーよいち

●北海道医師会

機能性消化器疾患フォーラム

日時・場所／

10月6日(金)

19:00～20:30
小樽掖済会病院

日 胆 ブロック

●小樽市医師会ほか

第322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｣
小樽市立病院

日時・場所／

勝木伸一

9月20日(水)

19:00～20:30
苫小牧市グランドホテルニュー王子

○MSD㈱ほか

日胆C型肝炎学術講演会

安達雄哉

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／ 7,21
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111
日時・場所／

9月8日(金)

｢当院におけるC型慢性肝炎の治療の現状｣
苫小牧市立病院消化器内科医長

小林智絵

｢北海道からC型肝炎をなくすための課題｣
北大医学研究院内科学消化器内科学教授

坂本直哉

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㈱ 九谷田 ☎011-261-8361

18:50～20:30
倶知安町ホテル第一会館

○第一三共㈱ほか

後志地区心臓病勉強会2017
｢ここまできた､経カテーテル治療の最前線｣
手稲渓仁会病院循環器内科主任医長
｢TAVIと心臓血管外科医｣
手稲渓仁会病院心臓血管外科主任部長

日時・場所／

林健太郎

9月22日(金)

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

山田 陽
ほか1題

｢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

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／ 42,43,44
連絡先／第一三共㈱ 熊谷 ☎080-1011-1643
日時・場所／

9月11日(月)

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 ☎090-6480-1810

18:50～20:00
グランドパーク小樽

日時・場所／

○田辺三菱製薬㈱ほか

小樽市医師会学術講演会

9月13日(水)

18:20～19:30
㈱スズケン苫小牧支店

○科研製薬㈱ほか

第157回苫小牧整形外科集談会

｢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

｢特発性大腿骨頭壊死の診断と治療｣
札幌医大医学部整形外科学助教

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㈱ 安井 ☎011-214-3730

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／科研製薬㈱ 益子 ☎011-222-2754

日時・場所／

10月4日(水)

18:30～20:00
余市町ホテル水明閣

日時・場所／

平成29年度介護保険制度･障害者総合支援法にかか
わる主治医研修会

平成29年度第3回余市医師会学術講演会
｢喘息患者さんと共に育むチーム医療｣
KKR札幌医療センター呼吸器内科医長

福家

｢介護保険制度に関する動向について｣
北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課医療参事
三觜 雄

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／ 46
連絡先／余市医師会 新谷 ☎0135-23-3232

北海道医報

18:30～20:30
ホテルサンルート室蘭

●北海道医師会

●余市医師会ほか

平成29年9月1日

9月13日(水)

小助川維摩

第1188号

｢主治医意見書の手引き及び意見書記載例-事例説明-｣
北海道医師会常任理事 水谷匡宏
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／ 13,29,62,80
連絡先／北海道医師会 北村 ☎011-231-1725

48

日時・場所／

9月13日(水)

18:45～20:30
ホテルサンルート室蘭

日時・場所／

●室蘭市医師会ほか

9月22日(金)

18:45～20:30
アール・ベル・アンジェ室蘭

●室蘭市医師会ほか

学術講演会

第63回西胆振循環器談話会

｢抗凝固療法におけるアドヒアランス｣
製鉄記念室蘭病院循環器内科医長

｢急性大動脈乖離の外科治療｣
板橋中央総合病院心臓血管外科主任部長

飛澤利之

｢糖尿病の観点からみた心房細動と抗凝固治療｣
熊本県立大環境共生学部臨床病態代謝学教授/
熊本大医学部医学科代謝内科学臨床教授 下田誠也

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／ 42,44
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(1.5単位)
カリキュラムコード／ 73,76
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

日時・場所／

日時・場所／

9月15日(金)

第479回苫小牧市医師会学術講演会

18:45～20:00
伊達市ホテルローヤル

｢現代社会における個別化糖尿病治療｣
獨協医科大内分泌代謝内科准教授

胆振西部医師会学術講演会

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／ 23,76
連絡先／大日本住友製薬㈱ 小林 ☎011-281-6101

日時・場所／

｢食物アレルギーとアナフィラキシーへの対応｣
KKR札幌医療センター小児･アレルギーリウマチセンター長
小林一郎

第478回苫小牧市医師会学術講演会
山本

参加資格及び取得単位／医師及び医療従事者､学校･園の教職
員等(1.5単位)
カリキュラムコード／ 16,32,45
連絡先／北海道医師会 須藤 ☎011-231-1726

匡

｢脳血管内治療の現状｣
札幌白石記念病院脳神経外科脳血管内治療治療センター長
野村達史

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／ 73,78
連絡先／苫小牧市医師会 大西 ☎0144-33-4720

9月21日(木)

19:00～20:00
新ひだか町静内エクリプスホテル

日高医師会医学講演会
｢たかが皮膚、されど皮膚、なぜ乾癬にBioが必要なのか?
－2010年を境にしたパラダイムシフト－｣
JR札幌病院皮膚科 伊藤 圭

18:30～20:30
苫小牧市グランドホテルニュー王子

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／ 26,0
連絡先／日高医師会 西田 ☎0146-22-6262

患者接遇に関する研修会
｢ホスピタリティと傾聴トレーニング｣
合同会社医業経営科学代表社員/
北海道医療勤務環境改善支援センター事務局長 小山田剛

日時・場所／

参加資格及び取得単位／北海道医師会会員の医療機関従業者､
及び会員(1.5単位)
カリキュラムコード／ 4,5
連絡先／北海道医師会 波津 ☎011-231-1433

9月21日(木)

9月28日(木)

●日高医師会ほか

●北海道医師会

日時・場所／

18:30～20:00
苫小牧市グランドホテルニュー王子

食物アレルギー ･アナフィラキシー対応研修会

●苫小牧市医師会ほか

日時・場所／

9月27日(水)

●北海道医師会

19:00～20:30
苫小牧市グランドホテルニュー王子

｢血栓二刀流｣
北海道循環器病院心血管研究センター長

鈴木國弘

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／ 30,78
連絡先／苫小牧市医師会 大西 ☎0144-33-4720

｢明日からできる糖尿病治療の改良－GLP-1受容体作動薬の
賢い使い方－｣
萬田記念病院副院長 種田紳二

9月20日(水)

19:00～20:10
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

●胆振西部医師会ほか

日時・場所／

9月26日(火)

村田聖一郎

9月29日(金)

19:00～20:00
苫小牧市グランドホテルニュー王子

○塩野義製薬㈱ほか

苫小牧慢性疼痛セミナー
｢慢性疼痛に対する新しい治療戦略｣
富山県厚生連滑川病院長

南里泰弘

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／ 60
連絡先／塩野義製薬㈱ 中尾 ☎011-252-2291

18:45～20:00
ホテルサンルート室蘭

●室蘭市医師会ほか

室蘭市医師会学術講演会
｢血糖変動の平坦化を目指した糖尿病治療｣
旭川医大内科学病態代謝内科学講師

日時・場所／

安孫子亜津子

9月29日(金)

19:30～20:30
室蘭プリンスホテル

●室蘭市医師会ほか

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／ 76
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

学術講演会
｢重度変形性膝関節症の疼痛対策｣
慶應義塾大医学部整形外科学准教授

二木康夫

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

49

平成29年9月1日

北海道医報

第1188号

空 知 ブロック

日時・場所／

9月28日(木)

18:45～20:00
岩見沢市ホテルサンプラザ

○バイエル薬品㈱ほか
日時・場所／

9月14日(木)

南空知医師会学術講演会

19:00～20:00
岩見沢平安閣

｢『動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版』を日常診
療に生かす｣
順天堂大医学研究科臨床病態検査医学教授 三井田孝

○日本イーライリリー㈱ほか

南空知地区医師会学術講演会
｢SGLT2阻害薬処方経験からの期待｣
ユスタヴィア理事長/クリニックみらい国立院長 宮川髙一

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／ 75
連絡先／バイエル薬品㈱ 秋山 ☎090-5123-7231

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㈱ 澤井 ☎080-1521-9387
日時・場所／

9月20日(水)

道 北 ブロック

18:45～20:30
砂川パークホテル

●空知医師会ほか

第5回中空知糖尿病循環器疾患フォーラム
｢当科での糖尿病連携手帳への取り組み｣
砂川市立病院循環器内科医長

日時・場所／

第14回道北感染対策研究会
｢N95マスクフィットテストと使用感における評価－新たな
マスク導入を目指して－｣
旭川医療センター感染対策室副看護師長 木元史子

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／ 73,76,82
連絡先／興和創薬㈱ 前田 ☎080-1388-8440

9月22日(金)

｢海外渡航者激増時代の備え－地域･病院での予防とトリア
ージ－｣
国立国際医療研究センター国際感染症センター
国際感染対策室感染対策専門職 堀 成美

17:15～18:40
北海道せき損センター

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／ 8,10,12
連絡先／大正富山医薬品㈱ 高橋 ☎011-512-2173

●美唄市医師会ほか

美唄市医師会学術講演会
｢脊椎由来の慢性疼痛と最近の治療｣
函館中央病院副院長/脊椎センター長/
総合医療支援センター長 金山雅弘
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／ 60,63
連絡先／美唄市医師会 辻口 ☎0126-62-3451
日時・場所／

9月25日(月)

日時・場所／

第119回旭川臨床画像･IVR研究会特別講演会

合地研吾

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
連絡先／田辺三菱製薬㈱ 種山 ☎011-214-3811

日時・場所／

滝川不整脈連携カンファレンス

坂本

央

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 ☎0166-21-8856
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｢心房細動における抗凝固療法｣
製鉄記念室蘭病院内科･循環器内科医長

飛澤利之

｢各DOACの二次予防における検討｣
北斗病院脳神経外科院長

井出

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／第一三共㈱ 篠原 ☎0166-29-7431

｢滝川市立病院における心臓領域での画像診断の実際｣
滝川市立病院診療技術部放射線科 鈴木良伯

北海道医報

18:45～20:20
旭川グランドホテル

心臓と脳の接点を探る in Asahikawa

○バイエル薬品㈱

平成29年9月1日

9月8日(金)

●旭川市医師会ほか

19:00～20:30
滝川市ホテル三浦華園

｢不整脈治療の診断から予防まで｣
旭川医大循環・呼吸・神経病態内科学診療助教

三田英治

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／ 7
連絡先／バイエル薬品㈱ 岡部 ☎0120-077-552

第26回滝川リウマチ懇話会

9月26日(火)

18:45～20:00
旭川グランドホテル

｢C型肝炎の制圧とB型肝炎の制御｣
大阪医療センター統括診療部長

●滝川市医師会ほか

日時・場所／

9月8日(金)

●旭川医科大学医師会ほか

18:30～20:10
滝川市立病院

｢斜里町国保病院における関節リウマチの現状｣
斜里町国民保険病院長

18:15～20:00
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

松谷健一

｢糖尿病地域医療連携について－旭川での取り組み－｣
旭川赤十字病院副院長 森川秋月

日時・場所／

9月8日(金)
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日時・場所／

9月11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

9月20日(水)

18:30～20:00
ＡＮＡクラウンプラザホテル稚内

○大塚製薬㈱ほか

第298回旭川医療センター症例報告会

宗谷医師会学術講演会

｢当院における多発性硬化症患者の動向について｣
旭川医療センター脳神経内科部長 鈴木康博

｢肝硬変治療の新知見と今後の課題｣
北大医学研究院消化器内科学教授

｢気道異物の1例｣

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
連絡先／大塚製薬㈱ 嶋田 ☎0166-22-7271

旭川医療センター呼吸器内科

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／ 45,63
連絡先／旭川医療センター 黒田 ☎0166-51-3161
日時・場所／

9月14日(木)

日時・場所／

旭川肺炎予防フォーラム2017
｢成人肺炎球菌ワクチン接種の意義を考える－肺炎診療ガ
イドライン改訂を受けて－」
島根大医学部内科学呼吸器・臨床腫瘍学教授 磯部 威

●旭川市医師会ほか

第476回旭川肺を診る会
西垣

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／ファイザー㈱ 織田 ☎0166-24-8100

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／ 1
連絡先／旭川厚生病院 鎌田 ☎0166-33-7171

日時・場所／
日時・場所／

9月14日(木)

18:30～20:30
稚内サンホテル

19:00～20:35
旭川グランドホテル

Asahikawa Internal medicine Boot Camp 2017

患者接遇に関する研修会

｢糖尿病治療の再考－肥満･脂肪肝の観点から－｣
旭川医大内科学病態代謝内科学教授

｢ホスピタリティと傾聴トレーニング｣
合同会社医業経営科学代表社員/
北海道医療勤務環境改善支援センター事務局長 小山田剛

9月15日(金)

日時・場所／

9月26日(火)

19:00～20:40
アートホテル旭川

●旭川医科大学医師会ほか

18:30～20:20
旭川グランドホテル

Asahikawa Liver disease and Diabetes Seminar
｢NASH/NAFLD関連｣
旭川医大内科学消化器･血液腫瘍制御内科学助教 澤田康司

●旭川市医師会ほか

旭川慢性便秘症講演会
｢当院(精神科病院)における便秘治療について｣
相川記念病院長

中條

｢NAFLD-糖尿病学と肝臓病学の接点｣
旭川医大内科学病態代謝内科学教授

拓

｢便秘のABC－ガイドラインに基づいた適正な便秘診療－｣
兵庫医科大内科学消化管科主任教授 三輪洋人

日時・場所／

9月27日(水)

18:45～20:30
旭川グランドホテル

●旭川医科大学医師会ほか

9:00～17:30
旭川赤十字病院

旭川真菌感染症フォーラム

●旭川市医師会ほか

旭川赤十字病院ICLSコース
｢ICLS概説｣
旭川赤十字病院麻酔科

太田嗣人

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／ 73,76
連絡先／ＭＳＤ㈱ 早田 ☎0166-26-8837

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／ 54,82
連絡先／マイランＥＰＤ合同会社 松谷 ☎080-3315-0189

9月18日(月)

太田嗣人

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

参加資格及び取得単位／北海道医師会会員の医療機関従業者､
及び会員(1.5単位)
カリキュラムコード／ 4,5
連絡先／北海道医師会 波津 ☎011-231-1433

日時・場所／

9月20日(水)

●旭川医科大学医師会ほか

●北海道医師会

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

18:30～20:00
旭川厚生病院

｢肺癌の画像診断､治療について｣
旭川厚生病院呼吸器科主任部長

9月20日(水)

坂本直哉

小林

巌

参加資格及び取得単位／旭川市医師会員(7.5単位)
(参加費：10,000円)
カリキュラムコード／ 16,19,32,42,44,45,47,48
連絡先／旭川市医師会 五十嵐 ☎0166-23-5728

｢薬物相互作用を加味した抗真菌薬の選択｣
北大病院血液内科講師

遠藤知之

｢名古屋大学における感染制御とその実例｣
名古屋大医学系研究科臨床感染統御学教授

八木哲也

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／ 8,10,15
連絡先／ＭＳＤ㈱ 勝又 ☎0166-26-8837
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日時・場所／

9月27日(水)

18:50～20:00
旭川市藤田観光ワシントンホテル

日時・場所／

○小太郎漢方製薬㈱

平成29年度思春期性感染症予防講演会

｢東洋医学から診る精神疾患－不眠･認知症を中心に－｣
永山池田クリニック院長 池田隆一

｢最新の性感染症の診断と治療｣
東京大名誉教授/公益財団法人性の健康医学財団理事長
北村唯一

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／ 29
連絡先／小太郎漢方製薬㈱ 岡部 ☎011-812-3100

9月27日(水)

｢期待される教育現場や家庭における性感染症予防教育｣
東邦大名誉教授/公益財団法人性の健康医学財団理事
齋藤益子
参加資格及び取得単位／事前申込必要(定員180名)(2単位)
カリキュラムコード／ 9,11
連絡先／旭川市保健所健康推進課保健予防係 鈴木
☎0166-25-9848(内線:2954)

19:00～20:00
深川市プラザホテル板倉

●深川医師会ほか

学術講演会
｢かかりつけ医が中心になる､これからの心房細動抗凝固治療｣
柏葉脳神経外科病院循環器内科部長 平尾紀文

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／ 11,43
連絡先／深川医師会 千葉 ☎0164-23-4406
日時・場所／

9月29日(金)

留萌医師会学術講演会

参加資格及び取得単位／医師､薬剤師､看護師(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㈱ 丸谷 ☎090-7556-8504

第2回Asahikawa Breast Cancer Conference
第56回旭川乳腺画像カンファレンス特別企画
東野英利子

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／ 1,10
連絡先／エーザイ㈱ 森成 ☎011-205-0235

9月29日(金)

10月5日(木)

18:50～20:30
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

第27回旭川呼吸器セミナー
｢症例から考えるハイフローセラピーの効果と実践｣
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院呼吸器内科
北島尚昌

18:30～20:15
旭川グランドホテル

●旭川医科大学医師会ほか

｢看護の視点で考えるハイフローセラピー ｣
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院
慢性呼吸器疾患看護認定看護師 高橋美稀

第30回旭川MRI研究会
｢急性期脳卒中における治療選択のためのMRIプロトコール
について｣
徳島大医歯薬学研究部放射線医学教授 原田雅史
｢当院におけるDWIBSの現状｣
旭川医大病院診療技術部放射線技術部門

19:00～20:00
留萌市立病院

｢GLP-1受容体作動薬の可能性､生活の質の改善－高齢者医
療への貢献－｣
旭川厚生病院代謝･内分泌内科部長 本間玲子

18:30～20:00
アートホテル旭川

｢超音波併用の乳がん検診｣
つくば国際ブレストクリニック顧問

10月4日(水)

●留萌医師会ほか

●旭川市医師会ほか

日時・場所／

14:00～17:00
旭川市大雪クリスタルホール

●旭川市医師会ほか

第1回旭川漢方談話会

日時・場所／

10月4日(水)

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／ 10,45
連絡先／帝人在宅医療㈱ 石川 ☎011-219-6663

森谷俊春

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／ 7
連絡先／バイエル薬品㈱ 岡部 ☎0120-077-552

日時・場所／

10月6日(金)

19:00～20:15
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

道北産婦人科医会10月学術講演会
日時・場所／

9月29日(金)

｢LEP連続投与の実際－女性のQOL向上にむけて－｣
聖路加国際病院副院長/女性総合診療部長 百枝幹雄

18:30～20:30
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／ 9,11
連絡先／バイエル薬品㈱ 菅井 ☎011-241-3705

第174回旭川消化器病談話会特別講演会
｢消化管画像プレゼンテーションの基本と応用｣
市立旭川病院消化器病センター長

斉藤裕輔

｢薬剤性消化管障害の最近のトピックス｣
九州大病態機能内科学講師

江﨑幹宏

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
連絡先／ＥＡファーマ㈱ 松本 ☎011-233-4070
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日時・場所／

10月6日(金)

19:00～20:30
大西病院

日時・場所／

●旭川医科大学医師会ほか

9月19日(火)

18:00～19:30
北見赤十字病院

●北見医師会ほか

第53回旭川心エコー勉強会
｢最近の心エコー話題｣
旭川医大臨床検査･輸血部

北見救急･災害医療学術講演会
｢救急医療と災害医療に境界なし!－災害対応は平時の救急
医療の応用である－｣
前橋赤十字病院集中治療科･救急科副部長 町田浩志

赤坂和美

｢心エコー関連の症例｣
司会;大西病院長

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／ 14
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

川嶋栄司

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(医師))
カリキュラムコード／ 10,15,74
連絡先／大日本住友製薬㈱ 柄谷 ☎0166-25-7261

日時・場所／

9月20日(水)

18:50～20:30
ホテルベルクラシック北見

●北見医師会ほか

学術講演会

北 見 ブロック
日時・場所／

9月9日(土)

｢認知症とてんかん－見過ごされやすい高齢者てんかん－｣
防衛医科大学校精神科学講座教授 吉野相英
｢当院における高齢者てんかん診療の現状｣
小林病院脳神経外科部長

18:30～20:00
北見プラザホテル

●北見医師会ほか

第19回オホーツク透析チーム医療研究会
｢岩手県における維持透析医療の災害対策について｣
岩手医大泌尿器科学准教授 大森

聡

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／ 10,14
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787
日時・場所／

9月13日(水)

日時・場所／

第2回リウマチコメディカルセミナー in網走

｢関節リウマチの治療における患者コミュニケーションの
重要性｣
聖路加国際病院Immuno-Rheumatology Center医長 岸本暢将

第421回網走医を語る会
藤田

力

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／ 10,61
連絡先／ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱ 三浦
☎0166-22-3256

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／ 29
連絡先／エーザイ㈱ 江藤 ☎011-205-0235

9月13日(水)

18:50～20:15
北見プラザホテル

日時・場所／

●北見医師会ほか

9月15日(金)

19:00～20:30
北見プラザホテル

オホーツク漢方勉強会
｢漢方薬でめまいを治す－4方剤の使い方－｣
市立旭川病院耳鼻咽喉科診療部長

栗原義夫

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／ 76
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787
日時・場所／

9月22日(金)

●北見医師会ほか

包括的な糖尿病治療を考える
｢SGLT-2阻害薬の使い方のポイント｣
栗原内科院長

19:00～20:30
網走セントラルホテル

｢患者さん自身による評価の重要性－実臨床での経験をも
とに－｣
さっぽろ内科･リウマチ膠原病クリニック院長 近祐次郎

○エーザイ㈱ほか

日時・場所／

9月21日(木)

●網走医師会ほか

18:30～19:30
網走厚生病院

｢診断に苦慮しない認知症診断を目指して｣
桂ヶ丘クリニック院長

桐山健司

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／ 29,35
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

佐藤公輝

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／ 31,83
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

19:00～20:30
ホテルベルクラシック北見

日時・場所／

●北見医師会ほか

9月27日(水)

18:00～19:15
網走厚生病院

●網走医師会ほか

北見リウマチセミナー

医薬品安全管理･院内感染症対策セミナー

｢最新治験に基づいた新たな関節リウマチ治療戦略－自院
症例を中心に－｣
聖隷浜松病院膠原病リウマチ内科部長 宮本俊明

｢安全で衛生的な医療環境を保つために｣
宇部フロンティア大人間健康学部看護学科教授

尾家重治

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／ 7,8
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
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日時・場所／

9月28日(木)

18:30～20:00
紋別セントラルホテル

日時・場所／

●紋別医師会ほか

19:00～20:30
遠軽ホテルサンシャイン

●遠軽医師会ほか

学術講演会

遠軽医師会生涯教育講座

｢地域医療連携推進と心房細胞治療｣
名寄市立総合病院循環器内科副院長

｢LDA投与時における腫瘍の再発抑制について｣
木原循環器科内科医院長

酒井博司

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／ 11,78
連絡先／紋別医師会 古寺 ☎0158-24-3795
日時・場所／

10月3日(火)

9月28日(木)

参加資格及び取得単位／制限あり(1単位)
カリキュラムコード／ 52,73
連絡先／遠軽医師会 伯谷 ☎0158-42-7710

19:00～20:10
ホテルベルクラシック北見

学術講演会

日時・場所／

10月4日(水)

18:50～20:00
網走セントラルホテル

｢今､インクレチン時代にグリニド薬を再考する｣
北大病院内科Ⅱ診療准教授 三好秀明

●網走医師会ほか

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／ 76
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

｢SGLT阻害薬の使い方のポイント｣

9月28日(木)

一

｢逆流性食道炎の最新治療について｣
旭川医大内科学消化器･血液腫瘍制御内科学教授 奥村利勝

●北見医師会ほか

日時・場所／

木原

網走医師会学術講演会-オホーツク糖尿病フォーラム栗原内科院長

栗原義夫

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 73,76
連絡先／日本イーライリリー㈱ 青山 ☎011-242-5061

19:00～20:30
網走市オホーツク・文化交流センター

●網走医師会ほか

ファブリー病セミナー in網走

道 東 ブロック

｢当院におけるファブリー病患者さんの治療経過｣
津別病院内科・副院長 日下貴文
｢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・神経病態内科学内講師 中川直樹

日時・場所／

9月29日(金)

帯広睡眠時無呼吸症候群セミナー
｢睡眠時無呼吸症候群と高血圧｣

19:00～20:30
ホテルベルクラシック北見

北見医師会学術講演会

9月30日(土)

富田康弘
成井浩司

櫻井博文
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／ 29
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787
日時・場所／

虎の門病院
｢睡眠時無呼吸症候群の病診連携｣
虎の門病院部長
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／ 45
連絡先／大日本住友製薬㈱ 荒屋 ☎0154-23-5210

●北見医師会ほか

｢生活習慣病からみた認知症の予防｣
東京医科大高齢総合医学(高齢診療科)教授

18:50～20:10
ＴＫＰガーデンシティ帯広駅前

○大日本住友製薬㈱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／ 12,15
連絡先／大日本住友製薬㈱ 藤本 ☎0166-25-7261
日時・場所／

9月12日(火)

17:45～19:30
町立中標津病院

●根室市外三郡医師会ほか

第112回学術講演会
｢フローチャート漢方治療－がん治療編－｣
帝京大外科准教授

17:00～18:15
北見プラザホテル

新見正則

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)

●北見医師会ほか

道東地区産婦人科医会学術講演会
｢生殖医療従事者の立場からみた子宮内膜症診療｣
札幌医大医学部産婦人科学講師 馬場

9月13日(水)

剛
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／ 55
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

9月13日(水)

19:30～21:00
帯広市北海道ホテル

●帯広市医師会

平成29年度第1回帯広市医師会主催学術講演会
｢医師会･かかりつけ医と地域包括ケアシステム｣
日本医師会常任理事 鈴木邦彦
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／ 12,13
連絡先／帯広市医師会 古川 ☎0155-24-2802
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日時・場所／

9月15日(金)

19:00～20:00
釧路センチュリーキャッスルホテル

日時・場所／

●釧路市医師会ほか

9月23日(土)

15:00～17:00
釧路プリンスホテル

●釧路市医師会ほか

認知症治療セミナー in KUSHIRO

糖尿病性腎症の治療最前線

｢食欲低下例を顕在化する重要性｣
砂川市立病院精神科認知症疾患医療センター長 内海久美子

｢腎機(仁義)なき戦い－糖尿死闘編!－｣
釧路赤十字病院内科部長

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／ 13,29
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

｢北海道の腎移植医療の現状－血液型不適合移植や夫婦間
移植まで－｣
市立札幌病院腎臓移植外科部長 原田 浩ほか

日時・場所／

9月17日(日)
9月18日(月)

8:30～16:40
帯広厚生病院

○帯広厚生病院ほか

北海道緩和ケア研修会

日時・場所／

｢つらさの包括的評価｣
帯広厚生病院緩和支持治療科部長

9月21日(木)

9月24日(日)

13:00～15:00
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

●北海道医師会ほか

木村

陽

第2回母体保護法指定医師研修会
｢生命倫理に関するもの｣
市立釧路総合病院産婦人科部長
｢母体保護法の趣旨と適正な運用に関するもの｣
釧路赤十字病院産婦人科部長

木村 陽
ほか10題

参加資格及び取得単位／特に制限なし(12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 宮川 ☎0155-24-4161
日時・場所／

真ほか

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／ 4,76
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

8:30～17:00

｢緩和ケア概論｣
帯広厚生病院緩和支持治療科部長

古川

岡村直樹
東 正樹
ほか1題

参加資格及び取得単位／医師(1.5単位)
(参加費：無料(北海道医師会会員)､10,800円(その他))
カリキュラムコード／ 3,6,7
連絡先／北海道医師会 芹 ☎011-231-1433

18:50～20:30
ホテル日航ノースランド帯広

○アクテリオンファーマシューティカルズジャパン㈱

第9回帯広肺高血圧症講演会
｢病病連携と肺高血圧症｣
帯広厚生病院循環器内科医長

日時・場所／

抗凝固治療カンファレンス
｢がん患者における腫瘍循環器（Onco‐Cardiology）の役割－
がんと血栓を中心に－｣
大阪国際がんセンター成人病ドック科主任部長 向井幹夫

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／ 15,19,45
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㈱ 井上
☎011-219-0565

9月22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／ 43,73
連絡先／バイエル薬品㈱ 川島 ☎0120-077-552

19:15～21:00
帯広市北海道ホテル

日時・場所／

18:50～20:00
帯広市北海道ホテル

帯広肺がん講演会

十勝学術講演会

｢非小細胞肺がんのBest Practiceを考える｣
旭川医大病院呼吸器センター講師

｢胸部下行・胸腹部大動脈瘤術後合併症としての脊髄障害
の克服｣
札幌医大医学部心臓血管外科学教授 川原田修義

佐々木高明

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／ 7
連絡先／中外製薬㈱ 内山 ☎080-2683-4300

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／ 16,42,73
連絡先／第一三共㈱ 大崎 ☎0154-23-3133

日時・場所／

9月22日(金)

9月29日(金)

○中外製薬㈱

○札幌医大同窓会十勝支部

日時・場所／

19:30～20:30
帯広市北海道ホテル

○バイエル薬品㈱

小山雅之

｢肺高血圧症の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

日時・場所／

9月27日(水)

19:30～21:00
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

10月4日(水)

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

てんかんセミナー in釧路

●釧路市医師会ほか

｢認知症とてんかん－見過ごされやすい高齢者てんかん－｣
防衛医科大学校精神科学教授 吉野相英

釧路CVForum2017健康寿命延伸のためにできること心血管イベント制御の為に血管を守る｢どこ診て下げる?なに診て下げる?－探検する高血圧治療－｣
三重大医学系研究科循環器内科学客員教授/
大西内科ハートクリニック院長 大西勝也

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／ 35,73
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／ 74
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626
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日時・場所／

10月4日(水)

19:00～20:30
帯広市北海道ホテル

日時・場所／

○大塚製薬㈱

10月6日(金)

18:30～21:00
釧路センチュリーキャッスルホテル

●北海道医師会

水利尿を考える会

平成29年度北海道小児救急医療地域研修会

｢うっ血治療における1stタッチTolvaptanの有用性と長期
継続の可能性－札医ADHFプロトコールの現状も踏まえて－｣
札幌医大医学部循環器･腎臓･代謝内分泌内科学助教
永野伸卓

｢小児初期救急医療における留意事項･症例検討｣
おひさまクリニック院長 須貝雅彦

｢心腎関連の病態生理と治療｣
札幌医大医学部循環器･腎臓･代謝内分泌内科学講師
茂庭仁人

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／ 8,28,32,44
連絡先／北海道医師会 太宰 ☎011-231-1726

｢小児初期救急医療における留意事項･症例検討｣
釧路赤十字病院小児科部長 兼次洋介

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
連絡先／大塚製薬㈱ 古川 ☎080-1017-7271
日時・場所／

10月5日(木)

18:30～21:00
ホテル日航ノースランド帯広

●北海道医師会

平成29年度北海道小児救急医療地域研修会
｢小児初期救急医療における留意事項･症例検討｣
北海道社会事業協会帯広病院副院長 青柳勇人
｢小児初期救急医療における留意事項･症例検討｣
北大医学研究院侵襲制御医学救急医学助教 提嶋久子
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／ 8,28,32,44
連絡先／北海道医師会 太宰 ☎011-231-1726
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