医学会・医学講演会等
開催情報

日時・場所／

11月8日(水)

18:00～19:40
北海道医療センター

○大鵬薬品工業㈱ほか

第7回西区がん診療セミナー

(648)29.11.8～29.12.7
●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

｢癌化学療法の副作用対策」
北大病院腫瘍センター化学療法部

三宅亜矢

｢進行再発大腸癌の新潮流」
北大病院腫瘍センター診療教授

小松嘉人

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／ 9,10
連絡先／大鵬薬品工業㈱ 泉 ☎011-231-4527

※詳細については各連絡先にお問い合わせください。

日時・場所／

※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。

11月8日(水)

18:50～20:00
札幌ビューホテル大通公園

○MSD㈱ほか

第4回札幌骨関節感染症フォーラム

中 央 ブロック
日時・場所／

11月8日(水)

｢MRSAによるインプラント術後感染対策－予防とインプラ
ントの温存を目指して－」
川崎市立多摩病院整形外科部長 松下和彦

18:00～19:30
中村記念病院

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（日本整形外科学会専門医資格継続単位受
講料1単位別途))
カリキュラムコード／ 8
連絡先／ＭＳＤ㈱ 和栗 ☎011-261-8361

○日本メドトロニック㈱

脳研セミナー
｢心房細動をどのように見つけるか?その後どうするか?」
北海道循環器病院長 堀田大介
｢心房細動に対する外科的治療」
北海道循環器病院理事長 津久井宏行

日時・場所／

参加資格及び取得単位／医師､臨床工学技士､臨床検査技師､
看護師ほか(1単位)
カリキュラムコード／ 1,12
連絡先／日本メドトロニック㈱ 原 ☎011-271-0681

11月8日(水)

19:00～20:00
京王プラザホテル札幌

○ギリアド･サイエンシズ㈱ほか

北海道内科医会学術講演会
｢C型肝炎の抗ウィルス療法のLimitationは?」
札幌厚生病院長

狩野吉康

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／ 7,73
連絡先／ギリアド・サイエンシズ㈱ 池田 ☎070-2158-1019

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

28

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／

11月9日(木)

17:30～18:30
市立札幌病院

日時・場所／

○市立札幌病院

千歳医師会救急医療フォーラム

｢嚥下障害とその評価」
市立札幌病院歯科口腔外科診療科部長

小野貢伸

｢嚥下障害のリハビリテーション」
市立札幌病院リハビリテーション科

青野裕範

｢急病センターへのかかり方－日本と世界の救急医療の現
状をふまえて－」
千歳市休日夜間急病センター長 田中長利
｢地域包括ケア時代の救急医療」
千歳医師会救急医療対策部長

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／ 49
連絡先／市立札幌病院 袋 ☎011-726-2211(内線:2125)

11月10日(金)

18:20～20:30
ロイトン札幌

日時・場所／

第26回北海道整形外科スポーツ医学研修会

16:35～18:30
札幌市北農健保会館

術後回復促進策(ERAS®)セミナー

｢チームTOPSによる周術期支援の試み－さらなる術後回復
促進と手術成績の向上を目指して－ほか」
済生会横浜市東部病院周術期支援センター長/
栄養部長 谷口英喜ほか

今井晋二

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／ 4,57,61,73
連絡先／科研製薬㈱ 佐藤 ☎011-222-2754

11月10日(金)

11月11日(土)

○エドワーズライフサイエンス㈱ほか

｢足関節･足部のスポーツ障害に対する鏡視下手術」
医療法人社団明敬会重城病院CARIFAS足の外科センター所長
高尾昌人
｢肩関節挙上困難の診断と治療」
滋賀医科大整形外科学教授

伊藤昭英
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／ 5,6,9,12
連絡先／千歳医師会 玄 ☎0123-24-3549

○科研製薬㈱

日時・場所／

14:00～16:00
ANAクラウンプラザホテル千歳

●千歳医師会

第950回学術研修会

日時・場所／

11月11日(土)

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／ 7,10,15
連絡先／術後回復促進策（ERAS®）セミナー事務局 村田
☎03-6825-3015

18:30～20:30
札幌医大記念ホール

○Meiji Seikaファルマ㈱ほか

第4回北海道臨床微生物フォーラム

日時・場所／

｢One Healthからみた動物と環境由来耐性菌の現状と対策」
酪農学園大動物薬教育研究センター教授 田村 豊

11月11日(土)

17:00～18:30
札幌プリンスホテル

○協和発酵キリン㈱ほか

日本臨床皮膚科医会北海道ブロック第65回研修講演会

｢感染症診療ガイドラインの基本的考え方－肺炎とMRSAを
中心に－」
東北医薬大医学部感染症学教授/
東北医薬大病院感染症内科･感染制御部教授 関 雅文

｢乾癬治療について－過去･現在･未来－」
岩手医大附属病院皮膚科講師

遠藤幸紀

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／ 7,26
連絡先／協和発酵キリン㈱ 金木 ☎011-261-3127

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／ 11,12,46
連絡先／ MeijiSeikaファルマ㈱ 森山 ☎011-207-2211

日時・場所／

11月12日(日)

8:55～16:00
札幌コンベンションセンター

○北海道透析療法学会
日時・場所／

11月10日(金)

第92回北海道透析療法学会

19:00～21:00
ホテルさっぽろ芸文館

｢シンポジウム｢HDF｣」
司会;さっぽろ内科･腎臓内科クリニック理事長/
院長 深澤佐和子ほか

○バイエル薬品㈱ほか

第17回北海道臨床画像診断セミナー
｢脳神経領域における核医学検査」
北大病院医療技術部放射線部門主任
｢認知症診療における神経画像検査」
天使病院精神科神経科長

｢移植･透析統計報告」
座長;北大病院内科Ⅱ講師

宗像大和
山本 晋
ほか1題

西尾妙織
ほか2題

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（学生無料))
カリキュラムコード／ 1,7,9,73
連絡先／北海道透析療法学会 佐藤 ☎011-590-0789

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／ 9,19
連絡先／バイエル薬品㈱ 武曾 ☎090-5095-7421
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日時・場所／

11月13日(月)

18:15～20:30
札幌厚生病院

日時・場所／

○EAファーマ㈱ほか

｢胆膵疾患の画像診断について」
司会;手稲渓仁会病院消化器病センター長

第2回北海道免疫疾患セミナー
｢高安動脈炎におけるIL- ６阻害薬の使用経験」
札幌医大医学部免疫･リウマチ内科学助教 鈴木知佐子

真口宏介

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

11月13日(月)

｢膠 原 病 に 関 す る2つ の ト ピ ッ ク ス－IgG4-related skin
diseaseと皮膚筋炎の自己抗体－」
金沢大医薬保健研究域医学系皮膚分子病態学准教授
濱口儒人

19:00～20:25
京王プラザホテル札幌

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／ 1,19,73
連絡先／中外製薬㈱ 玉木 ☎011-271-5311

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ほか

第5回「脳･心･腎」連携ネットワークカンファレンス
｢二次予防の立場から見た抗凝固療法における中和剤の役割」
中村記念病院診療本部長/脳卒中センター長 上山憲司

日時・場所／

｢進化する糖尿病治療の現状と展望－心･腎イベントの予防
を見据えて－」
札幌医大保健医療学部教授 齋藤重幸

11月14日(火)

｢半固形剤・半固形流動食－この15年のあゆみ－」
ふきあげ内科胃腸科クリニック院長 蟹江治郎
ほか4題
参加資格及び取得単位／医療関係者のみ(3単位)
(参加費：3,000円（医師）、1,000円（コメディカル）)
カリキュラムコード／ 49,73,80
連絡先／㈱プランニング・ホッコー 大高 ☎011-780-5577

○MSD㈱

日時・場所／

時計台循環器ミーティング

11月16日(木)

14:00～17:00
札幌コンファレンスホール

これからのキャリアを語る医師と学生の会2017
｢ドイツでの勤務について」
北海道大野記念病院医長

鈴木三和子

｢アメリカ留学、米国医師免許、医薬品審査といった薬事
に関わるお仕事」
独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA) 渡辺めぐる
ほか2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（学生無料）)
カリキュラムコード／ 1,7,10,12
連絡先／北海道女性医師の会 塚本 ☎011-623-1131

18:15～19:30
江別市あおい

●江別医師会ほか

第8回医師研修会
｢増加する膝･足の痛み－その原因と対策－」
札幌医大医学部整形外科講師

11月18日(土)

○北海道女性医師の会

種田紳二

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／ＭＳＤ㈱ 大原 ☎080-5479-2062
日時・場所／

13:00～17:30
札幌コンベンションセンター

第15回北海道胃瘻研究会

18:50～20:00
ニューオータニイン札幌

｢糖尿病薬物治療のup date」
萬田記念病院副院長

11月18日(土)

○北海道胃瘻研究会

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／ 76,78
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 岩越
☎011-261-7261
日時・場所／

19:00～20:30
京王プラザホテル札幌

○中外製薬㈱

第280回札幌胆膵疾患研究会

日時・場所／

11月17日(金)

寺本篤史

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 61,62
連絡先／江別医師会 堀籠 ☎011-383-2136

日時・場所／

11月18日(土)

16:00～19:00
札幌全日空ホテル

○中外製薬㈱ほか
日時・場所／

11月16日(木)

ロコモ対策-運動器疾患/骨・関節フォーラム-札幌会場

19:00～20:40
ホテルエミシア札幌

｢生物学的製剤時代のRA手術療法」
新潟県立リウマチセンター名誉院長

○第一三共㈱

第4回かかりつけ医のための抗凝固療法を考える

｢変形性膝関節症に対する再生医療の役割」
東海大医学部外科学系整形外科学教授

｢病棟薬剤師の役割と抗凝固薬の服薬アドヒアランス」
札幌医大附属病院薬剤部 石郷友之
｢アドヒアランスを考慮した脳卒中二次予防」
新さっぽろ脳神経外科病院副院長

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／ 6,61,73
連絡先／中外製薬㈱ 渡辺 ☎011-271-5311

藤重正人

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／ 10,78
連絡先／第一三共㈱ 岡田 ☎011-221-4660
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村澤

章

佐藤正人
ほか1題

日時・場所／

11月18日(土)

16:45～19:00
札幌市ＡＣＵアスティ 45

日時・場所／

○中外製薬㈱

札幌市内科医会研修会

｢HSAにおける骨強度評価－CKD-MBDにおける骨粗鬆症につ
いて－」
腎臓内科めぐみクリニック院長 佐藤 恵
｢知らなかった山の医療と安全管理」
北海道大野記念病院循環器内科国際山岳医

｢高齢者糖尿病治療についての最近の話題」
北大医学研究院免疫･代謝内科学診療准教授

大城和恵

日時・場所／

｢ANCA関連血管炎性中耳炎(OMAAV)の診断と治療」
旭川医大耳鼻咽喉科･頭頸部外科講師 岸部

第25回札幌漢方談話会

｢関節リウマチと自己抗体」
京大医学研究科臨床免疫学教授
本間行彦

日時・場所／
18:30～21:00
エーザイ㈱札幌コミュニケーションオフィス

｢診断･治療に難渋した消化管疾患」
司会;斗南病院センター長

18:45～20:15
プレミアホテル－TSUBAKI－札幌

｢骨粗鬆症治療における内科医と整形外科医の連携」
札幌清田整形外科病院長 片平弦一郎
住吉徹哉ほか

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／ 10,77
連絡先／中外製薬㈱ 高木 ☎011-271-5311

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／
19:00～20:15
札幌プリンスホテル

11月22日(水)

19:00～20:00
プレミアホテル－TSUBAKI－札幌

○エーザイ㈱

認知症とてんかん治療セミナー in 豊平区･清田区

●札幌市医師会南区支部ほか

札幌市医師会五支部合同学術講演会

｢レビー小体型認知症と薬物治療」
江別すずらん病院認知症疾患センター長

｢アルツハイマー病の認知症とともに穏やかに暮らす－不
眠症を含むBPSD対策も含めて－」
札幌医大医学部リハビリテーション医学教授 石合純夫

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／ 29,73
連絡先／エーザイ㈱ 中島 ☎011-205-0235

18:20～20:30
JCHO北海道病院

日時・場所／

○第一三共㈱ほか

11月24日(金)

18:15～19:15
札幌厚生病院

○㈱大塚製薬工場

第47回リバーサイド消化器懇話会

さっぽろリハ栄養セミナー

｢肝疾患治療の選択肢としての肝移植－その現状と今後－」
北大附属病院臓器移植医療部長 嶋村 剛
｢StageⅣ胃癌の化学療法後切除の検討」
JCHO北海道病院消化器センター

宮本礼子

｢高齢者てんかんと薬物治療」
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

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 20
連絡先／ＭＳＤ㈱ 浅賀 ☎080-5479-1882

11月21日(火)

11月22日(水)

清田区支部学術講演会

第561回札幌胃と腸を診る会

日時・場所／

三森経世

○中外製薬㈱ほか

○EAファーマ㈱ほか

11月20日(月)

幹

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／ 10,38,61
連絡先／㈱医学生物学研究所 関 ☎011-223-3595

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／小太郎漢方製薬㈱ 後呂 ☎011-812-3100

日時・場所／

18:30～20:30
札幌プリンスホテル

第16回札幌膠原病フォーラム講演会

10:00～12:00
札幌ビューホテル大通公園

｢咳嗽治療における漢方薬の使い方」
北大前クリニック院長

11月20日(月)

11月22日(水)

○札幌膠原病フォーラム

○小太郎漢方製薬㈱

日時・場所／

三好秀明

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／ 7
連絡先／札幌市内科医会 鎌田 ☎011-611-4181

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／ 1,62,73,77
連絡先／中外製薬㈱ 柏葉 ☎011-271-5311

11月19日(日)

18:30～20:00
札幌市医師会館

○札幌市内科医会ほか

第8回北海道W.I.N.(women in nephrology)学術講演会

日時・場所／

11月21日(火)

｢リハ栄養の最前線－医原性サルコペニアにならないために－」
熊本リハビリテーション病院リハビリテーションセンター科
副部長 吉村芳弘

河瀬悠希ほか
ほか2題

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／ 19,22
連絡先／㈱大塚製薬工場 梅田 ☎011-280-4777

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／ 27,50,53
連絡先／第一三共㈱ 関川 ☎011-221-4627
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日時・場所／

11月24日(金)

18:30～20:15
ANAクラウンプラザホテル千歳

日時・場所／

●千歳医師会ほか

11月24日(金)

19:00～20:30
ニューオータニイン札幌

○日本新薬㈱

千歳医師会学術講演会-道央地区糖尿病勉強会-

札幌造血器悪性腫瘍研究会

｢2型糖尿病の食事療法－栄養組成分Vs.食行動を巡って－」
女子栄養大医療栄養学研究室教授 本田佳子

｢MDSに対する治療戦略」
座長;NTT東日本札幌病院血液･腫瘍内科部長

西尾充史

｢糖尿病腎症の食事療法を考える」
金沢医大糖尿病･内分泌内科学准教授

｢MDSにおける治療の展望」
近畿大医学部血液･膠原病内科学教授

森田泰慶

北田宗弘

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･糖尿病療養指導士･コメディカル(1.5単位)
(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 10,76,82
連絡先／千歳医師会 玄 ☎0123-24-3549
日時・場所／

11月24日(金)

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／ 1,15,28
連絡先／日本新薬㈱ 深井 ☎011-611-2410
日時・場所／

13:00～16:00
札幌市ＷＥＳＴ１９

○日本結核病学会北海道支部ほか

18:30～20:30
京王プラザホテル札幌

第64回結核談話会-結核診療機能強化研修-

○札幌心電図懇話会

第64回札幌心電図懇話会
｢心電図のトラブルケースを考える」
カレスサッポロ北光記念病院循環器科不整脈部門部長
四倉昭彦
｢心不全と心電図から考える」
日医大武蔵小杉病院循環器内科

11月25日(土)

｢札幌市における結核の現状と課題」
札幌市保健所医療担当部長

山口

｢世界と日本における結核対策の最新動向」
公益財団法人結核予防会結核研究所長

加藤誠也

亮

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／ 6,11,12,22,28,46
連絡先／札幌市保健所感染症総合対策課 井崎･嵯峨
☎011-622-5199

石原嗣郎

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（非会員))
カリキュラムコード／ 1,2
連絡先／札幌心電図懇話会 大林 ☎011-280-8008

日時・場所／

11月25日(土)

15:00～18:00
札幌市ＡＣＵ－Ａ

○医療法人稲生会
日時・場所／

11月24日(金)

第1回北海道小児在宅医療実技講習会アドバンス編in札幌

18:50～20:30
ロイトン札幌

｢人工呼吸器・機械式排痰補助装置の設定方法」
生涯医療クリニックさっぽろ院長 土畠智幸

○サノフィ㈱ほか

第24回糖尿病自己管理の進歩

参加資格及び取得単位／医師
（ 定 員16名、11/17申 込 締 切）
(1.5単位)
カリキュラムコード／ 80
連絡先／医療法人稲生会 高波 ☎011-685-2799

｢自己血糖測定値からみえる患者背景を療養指導に活かす」
市立札幌病院糖尿病看護認定看護師 川崎てるみ
｢自己管理に役立つ患者教育と血糖測定の方法」
京都大医学研究科糖尿病･内分泌･栄養内科学講師 原島伸一
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／ 4,10,76
連絡先／サノフィ㈱ 中西 ☎0120-852-297
日時・場所／

11月24日(金)

日時・場所／

第19回北海道禁煙指導研究会
｢目の前の人の前向きな気持ちを引き出す面談スタイル－
動機づけ面接の魅力－」
日本禁煙学会北海道支部幹事/
札幌学院大学人文学部こども発達学科教授 北田雅子

18:55～20:45
ホテルモントレエーデルホフ札幌

学術講演会

｢電子タバコは紙巻きタバコ喫煙率をふやすおそれあり」
日本禁煙学会北海道支部長/道北勤医協旭川北医院長
松崎道幸
ほか3題
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

｢地域包括的糖尿病治療について-糖尿病連携を含めて-」
倉敷中央病院糖尿病内科主任部長 松岡 孝
｢地域医療構想と診療報酬改定から見るこれからの札幌医
療圏における医療のあり方」
東北大医学系研究科医療管理分野教授 藤森研司
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／ 10,12
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 冨谷
☎080-2183-9319

第1190号

15:00～18:00
㈱紀伊国屋書店札幌本店

○日本禁煙推進医師歯科医師連盟北海道支部ほか

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱
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日時・場所／

11月25日(土)

17:50～19:00
ニューオータニイン札幌

日時・場所／

○大塚製薬㈱ほか

札幌Cardiovascularフォーラム-高齢者に優しい低
侵襲治療について考える-

｢女性疾患としての手の痛み－私の手はなぜ､痛いのか。し
びれるのか－」
四谷メディカルキューブ手の外科･
マイクロサージャリーセンター長 平瀬雄一

｢作用機序から考えるDOACの使い分け」
北海道医療大歯学部内科学教授

18:00～20:00
札幌全日空ホテル

日時・場所／

18:30～20:30
ロイトン札幌

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

第6回北海道漢方医学研究会
｢回復期リハビリ病棟不穏患者への漢方薬による治療効果」
札樽病院リハビリテーション科 岡本五十雄ほか

｢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

｢日常診療に役立つ和漢診療学の知恵－その哲学的背景－」
千葉中央メディカルセンター和漢診療科部長 寺澤捷年

｢主治医意見書の手引き及び意見書記載例」
北海道医師会常任理事

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（医師･薬剤師))
カリキュラムコード／ 69,83
連絡先／㈱ツムラ 樫原 ☎011-738-8781

11月28日(火)

18:30～20:30
江別病院
日時・場所／

第18回江別医師会症例検討会

19:00～20:15
ANAクラウンプラザホテル千歳

学術講演会
｢超高齢者に対する抗血栓療法の現状と今後の展望」
東京都健康長寿医療センター循環器内科医長 田中

旬

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／ 73,78
連絡先／千歳医師会 玄 ☎0123-24-3549

高橋秀徳
ほか2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／ 9,78
連絡先／江別医師会 堀籠 ☎011-383-2136

11月28日(火)

11月30日(木)

●千歳医師会ほか

｢当院における脳主幹動脈閉塞症に対する超急性期血行再
建術の現況」
江別病院脳神経外科 澤谷亮佑
｢直腸癌術前化学療法症例の検討」
江別病院外科医長

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

●江別医師会ほか

日時・場所／

11月30日(木)

●北海道医師会

○㈱ツムラ

日時・場所／

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／ 1,10
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 髙畠
☎011-261-7261

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／ 11,83
連絡先／大塚製薬㈱ 石井 ☎011-241-0001

11月25日(土)

19:00～20:50
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㈱

札幌市産婦人科医会学術講演会

日時・場所／

11月29日(水)

日時・場所／

19:00～20:10
JCHO札幌北辰病院

12月1日(金)

18:30～20:00
勤医協中央病院

○帝人ファーマ㈱ほか

生活習慣病と骨粗鬆症・骨折予防を考える

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ほか

｢骨粗鬆症治療薬の効果と課題」
北郷整形外科医院副院長

第59回新さっぽろ呼吸器勉強会
｢EGFR・ALK遺伝子変異陽性肺がんの当院における治療状況
及び呼吸器疾患における診療のポイント
JCHO札幌北辰病院呼吸器内科部長 相坂治彦

髙田潤一

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／ 10,77
連絡先／帝人ファーマ㈱ 加藤 ☎011-219-6627

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／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 今井
☎011-261-7261

日時・場所／

12月1日(金)

19:00～20:30
プレミアホテル札幌－TSUBAKI－

○中外製薬㈱

CKDを考える会 in Toyohira Minami Kiyota
日時・場所／

11月29日(水)

｢保存期腎不全治療におけるESA製剤の使用経験」
札幌南青洲病院副院長 眞野

19:00～20:30
京王プラザホテル札幌

○中外製薬㈱

｢腎疾患治療における双方向性病診連携」
札幌医大循環器･腎臓･代謝内分泌内科学講師

北海道血管炎セミナー
｢高安動脈炎におけるIL-6阻害薬の効果」
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
｢大型血管炎の診断と治療」
日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院長

勉

茂庭仁人

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／ 74,80
連絡先／中外製薬㈱ 玉木 ☎011-271-5311

磯部光章

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／ 1,28
連絡先／中外製薬㈱ 玉木 ☎011-271-5311
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日時・場所／

12月1日(金)

19:00～20:40
札幌グランドホテル

日時・場所／

○第一三共㈱ほか

12月7日(木)

19:00～20:30
札幌グランドホテル

○大正富山医薬品㈱ほか

第23回実地医家のための糖尿病治療フォーラム

健康寿命延伸フォーラムin札幌

｢SGLT-2阻害薬で目指す良好なコントロール」
小野百合内科クリニック副院長 鴨嶋ひかる

｢慢性腎臓病治療における健康寿命の延伸」
北大医学研究院免疫･代謝内科学助教

｢合併症予防のための糖尿病治療戦略－SGLT-2阻害薬のエ
ビデンスを含めて－」
東京医大糖尿病･代謝･内分泌･リウマチ･
膠原病内科学主任教授 小田原雅人
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／ 73,76
連絡先／第一三共㈱ 永澤 ☎011-221-4628

｢運動器の健康寿命延伸に寄与するのはロコモかフレイル
か?－ロコモの観点は高齢者の運動器疾患の診断における
見落としリスクを低減させる－」
NTT東日本関東病院整形外科主任医長 大江隆史

日時・場所／

12月2日(土)

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／ 61,62,73
連絡先／大正富山医薬品㈱ 大友 ☎011-512-2173

14:00～17:35
ＴＫＰ札幌カンファレンスセンター

道 南 ブロック

○北海道保健福祉部

平成29年度かかりつけ医認知症対応力向上研修
｢かかりつけ医の役割､診断と治療」
恵愛病院長

森田伸行

｢連携と制度」
ひまわりクリニックきょうごく所長

前沢政次

日時・場所／

12月6日(水)

北部檜山医師会学術講演会

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／ 4,76
連絡先／ＭＳＤ㈱ 加藤 ☎0138-32-4320

○田辺三菱製薬㈱ほか
日時・場所／

札幌市小児科医会学術講演会

12月6日(水)

｢いつから始める､いつまで続ける骨粗鬆症治療－医療安全
から見た骨質に優しい治療は－」
東京慈恵会医大整形外科学准教授 斎藤 充
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：1,500円（医師))
カリキュラムコード／ 7
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

19:00～20:30
札幌ホテルヤマチ

札幌市医師会西区･手稲区支部合同学術講演会
｢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

日時・場所／

｢知っておきたいてんかんの基礎知識」
朝霞台中央総合病院脳神経外科統括部長
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／ 35,78
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

19:00～20:20
手稲渓仁会病院

心房細動治療Up date
｢心房細動患者における連携パスと抗凝固療法－アブレー
ションの病診連携を中心に－」
聖マリアンナ医大循環器内科病院教授 原田智雄
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
連絡先／バイエル薬品㈱ 亀田 ☎011-241-3705

第1190号

19:00～20:15
ホテル函館ロイヤル

てんかん診療 up date

○バイエル薬品㈱
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11月15日(水)

●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／ 15,29
連絡先／第一三共㈱ 橋本 ☎080-3488-9773

12月7日(木)

18:45～20:00
フォーポイントバイシェラトン函館

第32回函館骨粗鬆症研究会学術講演会

●札幌市医師会手稲区支部ほか

日時・場所／

11月10日(金)

●函館市医師会ほか

岡田賢司

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／ 8,11
連絡先／田辺三菱製薬㈱ 伊藤 ☎011-214-3790
日時・場所／

19:00～20:10
温泉ホテルきたひやま

｢WeeklyDPP-4阻害薬の可能性を求めて－腎機能低下を伴う
高齢2型糖尿病患者への使用経験－」
函館市医師会病院医療部長/内分泌科第1科長 廣田則彦

19:00～20:15
札幌グランドホテル

｢4種混合ワクチンの課題」
福岡看護大基礎・基礎看護分野教授

11月9日(木)

●北部檜山医師会ほか

参加資格及び取得単位／特に制限なし(3.5単位)
カリキュラムコード／ 1,4,9,12,13,29,0
連絡先／北海道保健福祉部高齢者保健福祉課 平石
☎011-204-5272
日時・場所／

石川康暢
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久保田有一

日時・場所／

11月16日(木)

18:50～20:30
イマジンホテル＆リゾート函館

日時・場所／

●函館市医師会ほか

函館糖尿病懇談会平成29年度第4回函館糖尿病療養
指導研修会

｢信頼される心エコー検査－肺高血圧症の所見から右心機
能評価について考える－」
鹿児島大医学部歯学部附属病院臨床技術部検査部門
超音波センター検査部主任副センター長 水上尚子

｢インクレチン関連薬と最近の糖尿病治療」
関西電力病院糖尿病･代謝･内分泌センター長

日時・場所／
18:45～20:00
函館市五島軒本店

大関

覚

｢前立腺癌:zonal distributionと予後との関連の再考」
東京医大病院泌尿器科教授 大堀 理

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（日本整形外科学会教育研修会･日本運動器
科学会運動器リハビリテーション研修会))
カリキュラムコード／ 57,62
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(1.5単位)
カリキュラムコード／ 65,66,67
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

18:50～20:00
ホテルリソル函館

日時・場所／

●函館市医師会ほか

｢大人になった先天性心疾患－心エコーで何をどう診るか－」
筑波大医学医療系循環器内科講師 石津智子

三浦哲嗣

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／ 9,73
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：500円（研究会参加費))
カリキュラムコード／ 15,73
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

18:30～21:00
ホテル函館ロイヤル
日時・場所／

●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」
函館中央病院小児科医長 岸田

12月7日(木)

18:45～20:30
ベルクラシック函館

●函館市医師会ほか

平成29年度第4回函館糖尿病療養指導士研修会
真

｢循環器疾患におけるSGLT2の適正使用」
佐賀大医学部附属病院循環器内科教授

｢小児初期救急医療における留意事項･症例検討」
市立函館病院小児科 若林知宏

野出孝一

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／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(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

日時・場所／

11月30日(木)

18:50～20:00
フォーポイントバイシェラトン函館

第9回函館心血管エコー研究会特別講演会

｢循環器疾患にまつわる最新の話題」
札幌医大循環器･腎臓･代謝内分泌内科教授

日時・場所／

12月4日(月)

●函館市医師会ほか

函館循環器病懇談会

11月30日(木)

19:00～20:30
フォーポイントバイシェラトン函館

｢当院における前立腺肥大症に対するタダラフィルの使用
経験」
むとう日吉が丘クリニック院長 武藤雅俊

函館臨床整形外科医会学術講演会

日時・場所／

12月1日(金)

函館泌尿器科医会学術講演会

｢足関節･距骨下関節不安定症の診断と治療」
獨協医大越谷病院整形外科主任教授

11月17日(金)

健

●函館市医師会ほか

●函館市医師会ほか

日時・場所／

黒瀬

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／ 10,76
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(1.5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

11月17日(金)

18:45～20:30
ベルクラシック函館

●函館市医師会ほか

第16回画像診断フォーラム

日時・場所／

12月1日(金)

18:50～20:20
ホテルリソル函館

12月7日(木)

19:00～20:20
ホテルリソル函館

●函館市医師会ほか

函館脳血管内治療懇談会

●函館市医師会ほか

函館動脈硬化懇談会-CVM & Stroke カンファレンス-

｢脳梗塞治療戦略の革新－抗凝固療法と急性期血管内治療－」
国立循環器病研究センター脳神経内科医長 山上 宏

｢脳心腎に効く循環器的糖尿病治療のすすめ」
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

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／ 9
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)
カリキュラムコード／ 11,73
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001
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後 志 ブロック

日時・場所／

11月20日(月)

18:30～20:00
小樽市医師会館

●小樽市医師会
日時・場所／

11月9日(木)

小樽市医師会主催医療安全管理研修会

18:30～21:00
グランドパーク小樽

｢患者･医療者のための医療安全管理－大学病院の取り組み
紹介－」
札幌医大病院管理学教授 土橋和文

○大日本住友製薬㈱ほか

第13回小樽市院内感染研究会学術講演会
｢医療環境における感染対策」
勤医協中央病院感染管理認定看護師

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／ 7,10
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111

木村理恵

｢がん患者さんの感染症症例から学ぶ多職種で取り組む抗
菌薬適正使用」
北海道がんセンター感染症内科 藤田崇宏

日時・場所／

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／ 10,28
連絡先／大日本住友製薬㈱ 大平 ☎011-281-6101
日時・場所／

11月14日(火)

18:45～20:15
倶知安厚生病院

●羊蹄医師会ほか

羊蹄医師会学術講演会
｢320列CTによる心臓撮影技術」
華岡青洲記念心臓血管クリニック診療技術部長

18:45～20:00
小樽市医師会館

山口隆義

｢当院における医療連携の取り組み」
華岡青洲記念心臓血管クリニック循環器内科医長 管家鉄平

●小樽市医師会ほか

第326回小樽心電図を読む会
｢診断･治療に難渋した循環器疾患」
小樽市立病院

11月21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／ 7,73
連絡先／バイエル薬品㈱ 高橋 ☎011-241-3705

古川哲章ほか

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／ 10,15
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111

日時・場所／

11月23日(木)

13:00～15:00
ホテルノルド小樽

○札幌医科大病院ほか
日時・場所／

11月16日(木)

平成29年度北海道肝疾患医療従事者研修会

19:00～20:15
グランドパークホテル小樽

｢B型肝炎治療の現状と今後の課題」
北海道大学病院消化器内科助教

○武田薬品工業㈱

OTARU GI Conference
｢酸関連疾患治療薬の進歩と問題点」
浜松医大臨床研究管理センター病院教授

澤田康司
ほか1題
参加資格及び取得単位／肝疾患医療従事者(1.5単位)
カリキュラムコード／ 73
連絡先／札幌医大附属病院肝疾患センター 小笠原
☎011-611-5700

古田隆久

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／ 52
連絡先／武田薬品工業㈱ 阿部 ☎080-4131-5923
日時・場所／

11月17日(金)

18:30～20:00
北海道社会事業協会小樽病院

日時・場所／

○小樽市保健所

平成29年度結核講習会
｢肺結核を知る-基本と現状-」
JCHO北海道病院副院長/呼吸器センター長

11月17日(金)

｢便秘について」
総合南東北病院消化器センター長

西野徳之

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／ 7,54
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111

19:00～20:30
倶知安町ホテル第一会館

日時・場所／

倶知安肝臓病勉強会

11月29日(水)

18:30～19:45
余市町ホテル水明閣

●余市医師会ほか

｢ご紹介症例の診療経過2017」
手稲渓仁会病院消化器病センター

姜

｢肝炎治療最前線」
手稲渓仁会病院消化器病センター

松居剛志

平成29年度余市循環器セミナー
貞憲

｢心臓血管外科における低侵襲手術の現状と将来の展望に
ついて」
手稲渓仁会病院心臓血管外科主任部長 山田 陽

参加資格及び取得単位／日医認定産業医並びに新規申請予定
者(1.5単位)
カリキュラムコード／ 4,27,73
連絡先／ブリストルマイヤーズスクイブ㈱ 須田
☎011-729-5115

第1190号

19:00～20:30
小樽掖済会病院

第323回小樽胃と腸を診る会特別講演会
秋山也寸史

●羊蹄医師会ほか
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11月24日(金)

●小樽市医師会ほか

参加資格及び取得単位／医師､看護師などの医療従事者(1単位)
カリキュラムコード／ 8,9
連絡先／小樽市保健所 宇田川 ☎0134-22-3110
日時・場所／

小川浩司

｢C型肝炎治療ガイドラインについて」
旭川医大消化器・血液腫瘍制御内科学助教

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／ 12,43
連絡先／余市医師会 新谷 ☎0135-23-3232
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日時・場所／

11月11日(土)

18:30～19:45
苫小牧市医師会館

○第一三共㈱ほか
日時・場所／

11月8日(水)

苫小牧放射線技師会学術講演会

19:00～20:00
ホテルサンルート室蘭

｢血管奇形の画像診断と血管内治療」
斗南病院診療部長兼放射線部長/放射線科診断科長/
北大名誉教授 清水 匡

●室蘭市医師会ほか

室蘭市医師会学術講演会
｢DPP-4阻害薬のフレキシブルな使い方」
北大医学研究科免疫･代謝内科学助教

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／ 7,10
連絡先／第一三共㈱ 渡邉 ☎011-221-4633

中村昭伸

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／ 76
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

日時・場所／
日時・場所／

11月8日(水)

19:00～20:30
苫小牧市グランドホテルニュー王子

第140回室蘭心臓勉強会
｢胸部下行･胸腹部大動脈瘤の術後脊髄障害の克服」
札幌医大附属病院心臓血管外科学教授 川原田修義

第62回苫小牧心臓勉強会特別講演会

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／ 44
連絡先／トーアエイヨー㈱ 笹島 ☎011-251-1317

松居喜郎

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／ 9,10,12
連絡先／トーアエイヨー㈱ 神保 ☎011-251-1317

日時・場所／
日時・場所／

11月9日(木)

18:45～20:30
苫小牧市グランドホテルニュー王子

室蘭市医師会学術講演会

第482回苫小牧市医師会学術講演会
本間敏美

｢高齢者てんかんの診断と治療のポイント」
防衛医大精神科学教授

吉野相英

｢食生活とサプリメントによるアレルギー性鼻炎の制御は
可能か?」
札幌医大医学部耳鼻咽喉科学准教授 白崎英明
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／ 26,39
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／ 29,35,68
連絡先／苫小牧市医師会 大西 ☎0144-33-4720

日時・場所／

19:00～20:00
浦河赤十字病院

18:45～20:00
伊達市ホテルローヤル

伊達地区循環器病フォーラム

日高医師会学術講演会
｢慢性腰痛の診断と薬物治療」
札幌円山整形外科病院長

｢薬剤性腎障害－CKD患者への処方の留意点－」
JR札幌病院腎臓内科長

竹林庸雄

吉田英昭

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／ 73,74
連絡先／持田製薬㈱ 中村 ☎011-219-3051

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／ 59,60
連絡先／日高医師会 西田 ☎0146-22-6262

11月10日(金)

11月17日(金)

●胆振西部医師会ほか

●日高医師会ほか

日時・場所／

18:50～20:30
ホテルサンルート室蘭

｢アレルギー疾患における抗アレルギー薬の位置づけ」
札幌医大医学部皮膚科学講師 澄川靖之

｢当科におけるてんかん治療の現状」
王子総合病院脳神経外科主任科長

11月9日(木)

11月16日(木)

●室蘭市医師会ほか

●苫小牧市医師会ほか

日時・場所／

19:00～20:00
ホテルサンルート室蘭

○トーアエイヨー㈱

○トーアエイヨー㈱

｢心臓移植の実際」
北大医学研究院循環器･呼吸器外科学教授

11月15日(水)

日時・場所／

18:30～20:10
苫小牧市グランドホテルニュー王子

11月20日(月)

18:30～19:40
苫小牧市グランドホテルニュー王子

○ノバルティスファーマ㈱ほか

○ファイザー㈱

Psoriatic arthritis Forum 2017 in Tomakomai

苫小牧関節リウマチ懇話会

｢PsA治療の最新の話題」
北大医学研究院免疫･代謝内科学助教

｢関節リウマチ関連」
勤医協中央病院内科医長/運動器･リウマチ副センター長
松本 巧

藤枝雄一郎

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／ 26,61
連絡先／ノバルティスファーマ㈱ 松下 ☎0120-965-101

｢ガイドラインと関節リウマチ治療の変遷－最新のバイオ
とJAK阻害薬情報を含めて－」
東邦大医学部炎症･疼痛制御学教授 川合眞一
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／ 1,61
連絡先／ファイザー㈱ 片山 ☎080-3584-8403
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日時・場所／

11月20日(月)

18:30～20:10
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

｢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

乾

｢当院における血管新生阻害剤の使用経験」
製鉄記念室蘭病院薬剤部がん薬物療法認定薬剤師 杉浦 央

明夫

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／ 19
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

11月21日(火)

｢大腸癌治療における最新の治療戦略」
川崎医大臨床腫瘍学准教授

18:50～20:30
苫小牧市グランドホテルニュー王子

2017苫小牧地区糖尿病研究

日時・場所／

｢当院におけるインスリン療法について」
苫小牧市立病院内科医員
｢最適なインスリン治療を目指して」
旭川医大病態代謝内科学分野講師

室蘭市医師会学術講演会

安孫子亜津子

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／ 75
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

19:00～20:30
ホテルサンルート室蘭
日時・場所／

学術講演会

｢糖尿病における動脈硬化の早期診断と進展制御」
大阪大医学系研究科内分泌･
代謝内科学代謝血管学寄附講座講師 片上直人
｢進化する糖尿病治療－ライフスタイルの可視化と薬効評価－」
札幌厚生病院糖尿病･内分泌内科主任部長 関口雅友
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 73,76,82
連絡先／苫小牧市医師会 大西 ☎0144-33-4720

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／ 76,82
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

日時・場所／
18:45～21:00
苫小牧市グランドホテルニュー王子

19:20～21:00
室蘭市蓬 殿

三師会合同学術講演会

第14回日胆地区感染対策懇話会
｢環境整備の重要性について考える」
愛知医大病院感染症科教授

｢ビスフォスフォネート系薬剤関連顎骨壊死-歯科における
対応の現在-」
北斗病院歯科口腔外科部長 牧野修治郎

山岸由佳

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／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)
(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 8,9,10
連絡先／大正富山医薬品㈱ 渡邉 ☎011-512-2173

日時・場所／
19:00～20:15
伊達赤十字病院

11月30日(木)

18:45～20:30
大川原脳神経外科病院

●室蘭市医師会ほか

学術講演会

●胆振西部医師会ほか

胆振西部地区糖尿病講演会

｢神経再生医療に関する最新の話題」
札幌医大医学部附属フロンティア医学研究所
神経再生医療学部門特任教授 岡 真一

｢脳心腎に効く循環器的糖尿病治療のすすめ」
旭川医大循環･呼吸･神経病態内科学教授 長谷部直幸

｢高齢者心房細動患者の病態と薬剤選択のポイント」
札幌医大医学部附属病院循環器･腎臓･
代謝内分泌内科学准教授 丹野雅也

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／ 23,76
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 高橋
☎0120-313-288
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11月29日(水)

●室蘭市医師会ほか

○大正富山医薬品㈱ほか

11月24日(金)

19:00～20:30
苫小牧市グランドホテルニュー王子

第483回苫小牧市医師会学術講演会

｢DPP-4阻害薬/メトホルミン配合剤1日1回投与の有用性－
メトホルミン1日2回から1回投与への切替時のCGMと臨床成
績から－」
静岡赤十字病院糖尿病･内分泌代謝内科部長 村上雅子

日時・場所／

11月29日(水)

●苫小牧市医師会ほか

｢メトホルミン+DPP-4阻害薬併用療法の有用性」
製鉄記念室蘭病院糖尿病内科長/循環器内科主任医長
髙田明典

11月24日(金)

18:30～19:45
アール・ベル・アンジェ室蘭

｢高中性脂肪血症と動脈硬化性心血管疾患」
国立循環器病研究センター病院心臓血管内科冠疾患科医長
片岡 有

●室蘭市医師会ほか

日時・場所／

11月29日(水)

●室蘭市医師会ほか

山本知穂

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／ノボノルディスクファーマ㈱ 林 ☎070-1507-7528

11月22日(水)

永坂岳司

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／ 10,15
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

○ノボノルディスクファーマ㈱

日時・場所／

19:00～20:30
ホテルサンルート室蘭

●室蘭市医師会ほか

学術講演会

日時・場所／

11月24日(金)

第1190号

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／ 73,78
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393
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日時・場所／

11月21日(火)

18:30～21:00
砂川パークホテル

●北海道医師会
日時・場所／

11月13日(月)

平成29年度北海道小児救急医療地域研修会

18:00～20:00
北海道中央労災病院

｢小児初期救急医療における留意事項･症例検討」
滝川市立病院小児科医長 池本

●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
｢68歳男性早期胃癌症例」
北海道中央労災病院第二外科部長
｢73歳女性早期胃癌症例」
北海道中央労災病院第二外科部長

亘

｢小児初期救急医療における留意事項･症例検討」
砂川市立病院小児科医長 近藤謙次

伊藤清高

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

伊藤清高

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／ 52,53
連絡先／岩見沢市医師会 吉田 ☎0126-22-5347

日時・場所／

11月21日(火)

19:00～20:00
岩見沢市ホテルサンプラザ

○小野薬品工業㈱
日時・場所／

11月15日(水)

南空知CKD-MBD Seminar

19:00～20:30
岩見沢平安閣

｢ていね泌尿器科におけるカルシウム受容体作動薬の使用
経験」
ていね駅前泌尿器科院長 砂押研一

○武田薬品工業㈱ほか

南空知地区医師会学術講演会
｢認知症診療におけるAchE-Iの使い分けと新たな臨床課題」
菜の花診療所理事長 北村ゆり

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／小野薬品工業㈱ 松田 ☎011-841-8611

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／武田薬品工業㈱ 宮本 ☎011-214-3341

日時・場所／
日時・場所／

11月16日(木)

18:30～20:00
砂川パークホテル

19:15～20:15
砂川パークホテル

●空知医師会ほか

中空知脂質異常症セミナー

●空知医師会

｢動脈硬化性疾患予防ガイドラインと脂質異常症治療の最
近の話題」
帝京大医学部内科学教授 塚本和久

空知医師会集談会
｢DPP-4阻害薬+SGLT2阻害薬併用で血糖コントロール不良例
に対するグリニド薬追加投与症例について」
花月クリニック院長 辻 和之

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
連絡先／バイエル薬品㈱ 小野寺 ☎090-5095-7351

｢症例検討」
座長;砂川市立病院副院長

11月22日(水)

日下大隆

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／ 9,10
連絡先／空知医師会 熊谷 ☎0125-54-2313

日時・場所／

11月29日(水)

18:30～20:00
岩見沢平安閣

○武田薬品工業㈱ほか

南空知地区医師会学術講演会
日時・場所／

11月21日(火)

17:30～19:00
岩見沢市立総合病院

●岩見沢市医師会ほか

平成29年度第2回岩見沢内科臨床討議会
｢免疫チェックポイント阻害剤が著効した肺腺癌末期の一例」
岩見沢市立総合病院呼吸器科 森永大亮
｢大動脈瘤に合併したDIC症例」
岩見沢市立総合病院循環器科

｢糖尿病治療におけるWEEKLY製剤への期待」
北海道中央労災病院第四内科部長

猪又崇志

｢QOLを考慮した糖尿病治療戦略」
北大医学研究院免疫･代謝内科学･内科Ⅱ助教

中村昭伸

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／ 4,76
連絡先／武田薬品工業㈱ 浅木 ☎011-214-3341

高木統一郎
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／ 10,49,63
連絡先／岩見沢市医師会 吉田 ☎0126-22-5347

日時・場所／

11月30日(木)

18:50～20:30
砂川パークホテル

●空知医師会ほか

空知糖尿病治療セミナー
｢糖尿病患者さんの尿中アルブミン-いつ測る?どう見る?-」
旭川医大内科学病態代謝内科学講師 安孫子亜津子
｢糖尿病の病態に応じた薬物選択－肥満糖尿病と高齢糖尿病－」
かねこ内科クリニック院長 金子能人
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／ 76
連絡先／日本イーライリリー㈱ 目黒 ☎011-242-5061
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日時・場所／

11月9日(木)

18:30～20:00
旭川厚生病院

●旭川市医師会ほか
日時・場所／

11月8日(水)

第477回旭川肺を診る会

18:00～19:30
士別市立病院

｢気管支喘息の診断､治療について」
旭川厚生病院呼吸器科診療部長

○旭川医大病院ほか

がん診療連携拠点病院研修会
｢がんの疼痛コントロール」
旭川医大病院緩和ケア診療部助教

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

鈴木晶子ほか

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／ 4,81
連絡先／旭川医大経営企画課 七戸 ☎0166-69-3006

日時・場所／

11月9日(木)

19:00～20:30
旭川グランドホテル

●旭川医大医師会ほか
日時・場所／

11月8日(水)

第9回旭川心電図･不整脈勉強会

18:45～20:15
旭川グランドホテル

｢心臓サルコイドーシスにおけるMRI対応 植込み型不整脈
治療デバイスの有用性」
旭川医大循環・呼吸・神経病態内科学助教 坂本 央

●旭川医大医師会ほか

整形外科手術を考える会
｢骨･関節感染症の予防と治療－ガイドラインを中心に－」
帝京大医学部整形外科学病院教授 阿部哲士

｢心臓サルコイドーシスにおける不整脈管理」
国立循環器病研究センター心臓血管内科不整脈科部長
草野研吾

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／ 8
連絡先／ＭＳＤ㈱ 勝又 ☎0166-26-8837
日時・場所／

11月8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／ 42
連絡先／第一三共㈱ 土橋 ☎0166-29-7431

18:45～20:30
アートホテル旭川

●旭川医科大学医師会ほか

日時・場所／

第3回旭川感染症･呼吸器疾患セミナー

留萌医師会学術講演会
｢簡単にできる下部尿路症状診療」
旭川医大腎泌尿器外科学助教

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／ 8,46
連絡先／沢井製薬㈱ 前田 ☎011-700-3601

11月9日(木)

日時・場所／

18:00～19:00
深川市プラザホテル板倉

18:30～20:00
アートホテル旭川

第45回道北核医学セミナー
｢新･半導体SPECT/CT装置がもたらす核医学検査の新たなる
展開」
埼玉医大病院核医学診療科教授 松成一朗

｢ピロリ菌と胃の病気」
𠮷田医院長

𠮷田博清

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／深川医師会 千葉 ☎0164-23-4406

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／日本メジフィジックス㈱ 加藤 ☎011-873-7725

18:20～20:00
旭川厚生病院

日時・場所／

●旭川市医師会ほか

11月11日(土)

14:00～16:00
旭川グランドホテル

●旭川医科大学医師会ほか

旭川PET臨床画像講演会
｢PET/CTを含む最近の核医学検査の話題」
市立札幌病院放射線診療科医長

道北･オホーツク地区エイズ拠点病院等研修会
｢HIV/AIDS感染予防活動の実際」
ヘルスプロモーション推進センターオフィスいわむろ代表
岩室紳也

竹井俊樹

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／ 9,12
連絡先／日本メジフィジックス㈱ 加藤 ☎011-873-7725
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11月10日(金)

●旭川医科大学医師会ほか

深川医師会学術講演会

11月9日(木)

和田直樹

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／ 65,66
連絡先／アステラス製薬㈱ 宮武 ☎0166-29-6517

●深川医師会ほか

日時・場所／

18:30～19:45
留萌市立病院

●留萌医師会ほか

｢呼 吸 器 画 像 診 断 －Radiologic-Anatomic-Pathologic
Correlation－」
福井大高エネルギー医学研究センター特命教授 伊藤春海

日時・場所／

11月10日(金)

第1190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／ 10
連絡先／旭川医大事務部医療支援課医療支援係 鹿島
☎0166-69-3008

40

日時・場所／

11月13日(月)

18:30～19:30
アートホテル旭川

日時・場所／

●旭川市医師会ほか

平成29年度医療事故調査制度に関する研修会

｢突然死した2症例の剖検報告」
旭川医療センター病理診断科部長

玉川

｢当院脳ドックの現状(第2報)」
旭川医療センター脳神経内科部長

黒田健司

｢医療事故調査制度の概要と問題点－施行から二年が経過
して－」
北大病院医療安全管理部長 南須原康行

進

｢医療事故調査に係る死因診断の意義－Aiを中心に－」
北海道医療センター救命救急部長 七戸康夫

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 11,44
連絡先／旭川医療センター 黒田 ☎0166-51-3161

11月14日(火)

18:30～20:30
藤田観光ワシントンホテル旭川

●北海道医師会

第300回旭川医療センター症例報告会

日時・場所／

11月17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／ 6,7
連絡先／北海道医師会 小山内 ☎011-231-7661

19:00～20:00
藤田観光ワシントンホテル旭川
日時・場所／

●旭川市医師会ほか

第9回旭川漢方勉強会-入門編-

11月17日(金)

19:00～20:40
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

第7回旭川小児内分泌カンファレンス

｢皮膚病患者の周辺症状に対する漢方薬－とくに麻黄附子
細辛湯について－」
旭川厚生病院診療部長/皮膚科主任部長 橋本喜夫

｢学校健診における成長曲線の活用」
旭川厚生病院小児科部長

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／ 83
連絡先／㈱ツムラ 別府 ☎0166-22-2536

｢ターナー症候群の診断と治療－新しい国際ターナー症候
群ガイドラインについて－」
旭川医大小児科学講師 棚橋祐典

日時・場所／

11月16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／ 72,73
連絡先／ノボノルディスクファーマ㈱ 新居田 ☎011-707-2801

18:30～20:20
深川市プラザホテル板倉

●深川医師会ほか

深川医師会学術講演会
｢膵Ｂ細胞保護を見据えた２型糖尿病治療」
北大医学研究院免疫・代謝内科学助教

日時・場所／

中村昭伸

｢最近の糖尿病診療におけるDPP-4阻害薬の役割」
NTT東日本札幌病院糖尿病内分泌内科部長 永井

11月16日(木)

第281回日本内科学会北海道地方会

｢初期研修医3」
地域医療機能推進機構北海道病院糖尿病・
内分泌内科初期研修医 渡邊幸太朗

18:45～20:30
旭川市大雪クリスタルホール

ほか4題
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／ 8,18,19,25,53,69
連絡先／北大医学部内科Ⅱ 相澤 ☎011-706-5915

あさひかわ緩和ケアネットワーク第23回定例会
｢臨床心理士によるがん患者支援」
旭川厚生病院臨床心理士

大盛久史

｢これって､うつなのかな?の周辺」
旭川医大緩和ケア診療部

阿部泰之

日時・場所／

11月18日(土)

14:00～17:30
旭川グランドホテル

●旭川市医師会

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／ 70
連絡先／塩野義製薬㈱ 後藤 ☎0166-24-3176

11月17日(金)

10:00～17:00
旭川グランドホテル

｢初期研修医1」
国立病院機構旭川医療センター消化器内科初期研修医
岩崎大知

聡

●旭川医科大学医師会ほか

日時・場所／

11月18日(土)

○日本内科学会北海道支部

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／深川医師会 千葉 ☎0164-23-4406
日時・場所／

向井徳男

第61回旭川市医師会医学会
｢当院の水晶体再建術(多焦点眼内レンズ)に対する取組み
と成績について」
松井眼科医院 松井英一郎
ほか8題

18:30～19:45
ニュー富良野ホテル

参加資格及び取得単位／特に制限なし(3.5単位)
カリキュラムコード／ 36,45,65,76
連絡先／旭川市医師会 中島 ☎0166-23-5728

○アストラゼネカ㈱ほか

富良野医師会学術講演会
｢見えてきたSGLT2阻害薬の有用性－肥満･脂肪肝の観点から－」
旭川医大病態代謝内科学教授 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／ 76
連絡先／アストラゼネカ㈱ 大谷 ☎011-221-0770
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第1190号

日時・場所／

11月19日(日)

9:25～14:35
旭川グランドホテル

日時・場所／

第14回旭川小児救急医療セミナー

第58回日本内科学会北海道支部生涯教育講演会

｢救急の感染症とワクチン」
旭川厚生病院小児科主任部長

｢抗菌薬適正使用の考え方－薬剤耐性(AMR)対策アクション
プランを含めて－」
富山大大学院医学研究部感染予防医学教授 山本善裕
｢非小細胞肺癌に対する薬物療法 Up date」
和歌山県立医大呼吸器内科・腫瘍内科教授

山本信之
ほか2題

ほか1題

日時・場所／

｢結核医療の現状と結核患者支援について」
公益財団法人北海道結核予防会結核研究所長

長谷川公治ほか

参加資格及び取得単位／事前申込必要(定員100名)(2単位)
カリキュラムコード／ 8
連絡先／旭川市保健所健康推進課 板垣
☎0166-25-9848(内線:2954)

19:00～20:40
旭川グランドホテル

●旭川医科大学医師会ほか

日時・場所／

Meet the Respiratory Experts in Asahikawa

｢B型肝炎治療のup to date －functional cureを目指して－」
虎の門病院肝臓内科部長 鈴木文孝

西村正治

｢C型肝炎に対するIFNフリー治療成績のまとめ」
旭川赤十字病院消化器内科 細木弥生
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／ギリアド・サイエンシズ㈱ 中山 ☎070-3860-6069

19:00～20:30
アートホテル旭川

日時・場所／

●旭川市医師会ほか

第1190号

19:00～20:30
ホテルＷＢＦグランデ旭川

美波セミナー in旭川
｢食後高血糖をターゲットとした治療のメリット」
旭川医大内科学病態代謝内科学講師 安孫子亜津子

阿部麻美

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
連絡先／エーザイ㈱ 安藤 ☎080-9039-7603
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11月29日(水)

●旭川医大医師会ほか

第51回旭川手の外科を考える会特別講演会
｢関節リウマチに対する私の治療アプローチ」
新潟県立リウマチセンター診療部長

19:00～20:30
旭川グランドホテル

New Horizon in Hepatitis 旭川

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 45,73
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 川勝
☎090-2183-8781

11月22日(水)

11月28日(火)

●旭川市医師会ほか

｢特発性肺線維症－日本の疫学と急性増悪の意義－」
札幌医大医学部呼吸器･アレルギー内科学教授 高橋弘毅
｢北海道COPDコホート研究から学んだこと」
北大医学研究院呼吸器内科学教授

加藤誠也

｢旭川医療センターと保健所での結核対策の取組について」
旭川医療センター呼吸器内科臨床教育研修部長 山崎泰宏

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／ 7
連絡先／ジョンソンエンドジョンソン㈱ 姫野 ☎080-8071-4627

日時・場所／

18:30～20:30
旭川市障害者福祉センターおぴった

平成29年度結核医療講演会

第58回旭川外科手術談話会

11月21日(火)

11月24日(金)

●旭川市医師会ほか

●旭川医大医師会ほか

日時・場所／

宏

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／ 12,35,51,53
連絡先／第一三共㈱ 山田 ☎0166-29-7431

18:50～20:00
市立旭川病院

｢胃切除の再建と工夫」
旭川医大消化器外科･移植外科講師

坂田

｢当院に救急搬送された小児けいれん症例の検討－小児けいれ
ん重積治療ガイドライン2017に基づく初期対応の重要性－」
旭川厚生病院小児科医長 山本志保

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／ 8,73,82,0
連絡先／北大医学部内科Ⅱ 相澤 ☎011-706-5915

11月20日(月)

18:20～20:30
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

○日本内科学会北海道支部

日時・場所／

11月24日(金)

｢糖尿病治療薬のトリセツ－未来を護るベスト･チョイス－」
福岡大医学部内分泌･糖尿病内科准教授 野見山崇
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／ 7,12,76
連絡先／大日本住友製薬㈱ 柄谷 ☎0166-25-7261

42

日時・場所／

11月30日(木)

18:00～19:00
旭川厚生病院

日時・場所／

○旭川厚生病院

｢乳腺の症例検討」
座長;旭川厚生病院乳腺外科主任部長

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

赤羽弘充

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)

11月30日(木)

｢主治医意見書の手引き及び意見書記載例」
北海道医師会常任理事

第6回メディカルスタッフのための血液勉強会あさ
ひかわ

日時・場所／

｢メディカルスタッフのための血液がんと緩和医療」
旭川赤十字病院血液･腫瘍内科部長 幸田久平

オホーツク地区地域医療カンファレンス

｢高齢者脳疾患と医療連携」
岡山大医歯薬学総合研究科脳神経内科学教授

19:00～20:15
旭川グランドホテル

冨山誠彦

日時・場所／

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：500円（医師のみ))
カリキュラムコード／ 19,62
連絡先／大日本住友製薬㈱ 満島 ☎0166-25-7261

19:00～20:30
ホテルベルクラシック北見

第3回オホーツクCKD研究会
｢北見市におけるCKD対策の取組状況と今後について」
北見市国保医療課特定健診係長 阿部香理
｢地域に根差したCKD対策の展開」
山梨大医学部第3内科教授

18:45～20:30
アートホテル旭川

北村健一郎

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／ 12,73
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

第478回旭川肺を診る会学術講演会
｢CANCER-VTE－肺がんを中心に－」
旭川医大外科学血管外科学講師

古屋敦宏

｢肺がんの発見とその診断について」
藤田保健衛生大呼吸器内科学Ⅰ教授

今泉和良

日時・場所／

11月16日(木)

19:00～20:30
網走セントラルホテル

●網走医師会

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／ 15,16
連絡先／第一三共㈱ 土橋 ☎0166-29-7431

第3回リウマチコメディカルセミナー in網走
｢関節リウマチの安全な治療継続のために看護師が行える
こと」
佐川昭リウマチクリニック 織田博子
｢生物学的製剤使用患者の感染症リスクと対策」
自治医大地域臨床教育センター /アレルギー膠原病学教授
佐藤健夫

北 見 ブロック
11月8日(水)

11月16日(木)

●北見医師会ほか

●旭川医大医師会ほか

日時・場所／

阿部康二

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／ 12,73
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

第168回旭川神経疾患勉強会(MGH)学術講演会
｢大脳基底核とジスキネジア」
青森県立中央病院神経内科部長

12月7日(木)

18:50～20:30
北見プラザホテル

｢腎症は予防できるのか－糖尿病専門医としてできること－」
旭川医大内科学病態代謝内科学講師 安孫子亜津子

●旭川医大医師会ほか

日時・場所／

11月15日(水)

●北見医師会ほか

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／ 9,10
連絡先／セルジーン㈱ 影山 ☎011-200-0698

12月5日(火)

伊藤利道
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

18:30～19:40
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

日時・場所／

18:30～20:30
北見市ホテル黒部

●北海道医師会

がん診療連携第57回乳腺画像カンファレンス

日時・場所／

11月8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／ 10,61
連絡先／ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱ 三浦
☎0166-22-0768

18:30～19:30
網走セントラルホテル

●網走医師会ほか

第423回網走医を語る会
｢診療･治療に難渋した小児科疾患」
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／網走医師会 小西 ☎0152-44-2386
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日時・場所／

11月17日(金)

18:50～20:30
北見市ホテル黒部

日時・場所／

●北見医師会ほか

｢大腸粘膜下腫瘍で発見された胃癌再発の1例」
小林病院外科
｢胃癌化学療法について」
静岡県立静岡がんセンター消化器内科医長

学術講演会
｢認知症の地域連携と疾患医療センターの役割について」
北見赤十字病院脳神経外科部長 木村輝雄

山本寛大
町田

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／ 12,29
連絡先／紋別医師会 古寺 ☎0158-24-3795

望

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
(参加費：1,000円（医師）
)
カリキュラムコード／ 7,12
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

11月18日(土)

日時・場所／

｢脳･心･腎に効く､高血圧治療の極意」
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

｢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

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／遠軽医師会 伯谷 ☎0158-42-7710

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／

｢見て診て得する消化管エコー」
北大病院検査･輸血部副臨床検技師長/超音波センター副部長
西田 睦

北見医師会学術講演会

｢IBD診療の標準化－診断から治療まで－」
北大病院光学医療部助教
横山健一

桂田武彦

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／ 15,53
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／ 43
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

11月24日(金)

18:45～20:30
北見市ホテル黒部

北見IBD学術講演会第34回北大消化器内科IBDセミナー

●北見医師会ほか

日時・場所／

11月30日(木)

●北見医師会ほか

19:00～20:10
ホテルベルクラシック北見

｢Coronary imaging」
杏林大学医学部放射線医学教授

18:50～20:00
遠軽町ホテルサンシャイン

学術講演会

18:30～20:00
北見プラザホテル

第19回オホーツク透析チーム医療研究会

11月22日(水)

11月29日(水)

●遠軽医師会ほか

●北見医師会ほか

日時・場所／

18:30～20:00
紋別セントラルホテル

●紋別医師会ほか

第4回オホーツク消化器癌フォーラム

日時・場所／

11月29日(水)

18:30～20:30
美幌グランドホテル

道 東 ブロック

●北海道医師会

患者接遇に関する研修会
日時・場所／

｢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

11月28日(火)

どうする?この肝不全 In 釧路
｢急性肝不全成因の変遷と急性発症様自己免疫性肝炎」
手稲渓仁会病院消化器内科 姜 貞憲
｢肝疾患治療の最後の砦－北海道における肝移植の現状－」
北大病院臓器移植医療部長 嶋村 剛
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
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

19:00～20:40
北見市ホテル黒部

●北見医師会ほか

第三回北見糖尿病医療カンファレンス
｢糖尿病と認知症」
北見赤十字病院脳神経外科部長

木村輝雄

｢高齢者2型糖尿病患者を含めた糖尿病治療戦略」
順天堂大医学研究科代謝内分泌内科学先任准教授 佐藤博亮
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／ 29,73
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787
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18:50～20:00
釧路労災病院

●釧路市医師会ほか

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／

11月9日(木)
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日時・場所／

11月11日(土)

12:30～16:00
帯広厚生病院

日時・場所／

○㈱大塚製薬工場ほか

十勝糖尿病フォーラム

｢NSTへの歯科連携」
つがやす歯科医院理事長

栂安秀樹

｢膵癌早期発見プロジェクトについて」
帯広厚生病院消化器内科医長

松本隆祐

倉

｢糖尿病診療における癌の早期発見」
帯広第一病院消化器内科副部長

眞坂智寛

｢胃瘻」
町立長沼病院長

敏郎

ほか1題

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／ 11,12
連絡先／第一三共㈱ 牧野 ☎0154-23-3133

参加資格及び取得単位／医療従事者に限る(2.5単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 10,47,48,49,73
連絡先／㈱大塚製薬工場 菱沼 ☎090-5918-0226

11月13日(月)

日時・場所／

｢心不全と心房細動－炎症の観点から見た血栓塞栓症の病態－」
北大医学研究院循環病態内科学教授 安斉俊久

｢食物アレルギーについて－アナフィラキシー対応を中心に－」
KKR札幌医療センター小児･アレルギーリウマチセンター
特任部長 高橋 豊

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／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 吉川
☎080-2183-8913

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

日時・場所／

釧路市整形外科医会学術講演会

第113回学術講演会

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／ 77
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

佐藤伸之

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／ 43,74
連絡先／町立中標津病院 山根 ☎0153-72-8200

11月16日(木)

日時・場所／

11月25日(土)

14:15～17:00
釧路市生涯学習センター

○北海道保健福祉部福祉局

高次脳機能障害診断･リハビリテーション研修会

19:00～20:40
帯広市北海道ホテル

｢高次脳機能障害にかかる診断･リハビリテーションの最新
情報」
東北大医学部高次機能リハビリテーション科臨床教授
深津玲子

○大塚製薬㈱

第18回十勝肝臓懇話会
｢エラストグラフィ搭載型超音波装置の使用経験」
帯広第一病院画像診断科技師長 谷向礼樹
｢肝性脳症に対する治療オプション」
帯広厚生病院薬剤部係長

19:00～20:00
ANAクラウンプラザホテル釧路

｢実臨床におけるテリパラチド製剤のknack＆pitfalls」
慶應義塾大医学部整形外科学助教 辻 収彦

●根室市外三郡医師会ほか

日時・場所／

11月22日(水)

●釧路市医師会ほか

18:30～20:00
町立中標津病院

｢高血圧と不整脈治療の最新トピックス」
旭川医大教育センター教授/第一内科

19:00～20:30
帯広市北海道ホテル

十勝地区学術講演会-循環器内科の最新治療-

食物アレルギー ･アナフィラキシー対応研修会

11月15日(水)

11月21日(火)

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

18:30～20:00
ホテル日航ノースランド帯広

●北海道医師会

日時・場所／

18:50～20:20
帯広市北海道ホテル

○第一三共㈱ほか

道東NSTネットワーク研究会第15回学術集会

日時・場所／

11月20日(月)

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／ 4,13,15
連絡先／北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 三谷
☎011-204-5279

亀井浩二郎
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／ 27
連絡先／大塚製薬㈱ 大澤 ☎0154-53-0673

日時・場所／

11月29日(水)

18:30～20:00
帯広市ホテル日航ノースランド

●帯広市医師会ほか
日時・場所／

11月17日(金)

平成29年度第2回帯広市医師会主催学術講演会

19:00～20:00
アパホテル帯広駅前

｢病診連携を生かした膵癌早期診断」
JA尾道総合病院診療部長/内視鏡センター長

○エーザイ㈱ほか

第61回十勝循環器疾患研究会
｢ファブリー病の診断と治療について」
旭川医大病院第一内科講師

花田敬士

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／ 9,12
連絡先／帯広市医師会 古川 ☎0155-24-2802

中川直樹

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／エーザイ㈱ 赤木 ☎090-7635-0745
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日時・場所／

11月30日(木)

18:50～20:30
十勝いけだ医療センター

日時・場所／

○バイエル薬品㈱

11月30日(木)

19:00～20:30
帯広市北海道ホテル

○MSD㈱

十勝いけだCKD-MBDカンファレンス

帯広リスクマネジメント･緩和ケア講演会

｢帯広厚生病院における透析治療へのコメディカルの関わ
り方」
帯広厚生病院診療技術部臨床工学科技師長 岡田 功

｢転移性骨腫瘍の診断と転倒－骨折予防に関するリスクマ
ネジメント－」
静岡県立がんセンター整形外科部長 片桐浩久

｢CKDからの高リン血症治療の重要性」
帯広厚生病院循環器内科主任部長

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／ 20,81
連絡先／ＭＳＤ㈱ 林 ☎080-6716-6563

高橋

亨

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／ 1,10,12
連絡先／バイエル薬品㈱ 鍵田 ☎0120-077-552

北海道医報「会員のひろば」投稿募集
◇情報広報部◇
北海道医報では、
「会員のひろば」への投稿を募集しています。記事の内容は自由です。医療情勢、診
療で日頃から感じること、趣味・紀行、エッセイ、自己紹介等でも可です。
１．記 事 制 限：１記事あたり１ページ以内。
２．文 字 数：600 ～ 1,000字（１段分）または1,600 ～ 2,000字程度（２段１ページ分）
※いずれも写真・図含まず。
３．掲
載：掲載可否および掲載号は広報委員会にて決定します。
４．原稿送付先：ihou@m.doui.jp
５．問い合わせ先：011-231-7661（情報広報部）
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