医学会・医学講演会等
開催情報

日時・場所／

1月13日(土)

16:00～18:00
札幌グランドホテル

○協和発酵キリン㈱ほか

第3回北海道泌尿器科腎代替療法研究会
｢バスキュラアクセスの現状報告－シナカルセト塩酸塩と
動脈硬化について－｣
仁楡会病院副院長 前野七門

(650)30.1.8～30.2.7

｢バスキュラアクセスについて｣
市立釧路総合病院泌尿器科統括診療部長

●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

森田

研

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／ 8,74
連絡先／協和発酵キリン㈱ 前川 ☎090-6670-6206

※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

1月13日(土)

17:00～19:00
札幌すみれホテル

○北海道腸疾患研究会

第94回北海道腸疾患研究会
日時・場所／

1月9日(火)

18:00～19:00
札幌厚生病院

｢早期大腸癌内視鏡診療の最前線｣
広島大医歯薬保健学研究科内視鏡医学教授

○札幌厚生病院

｢就労支援｢社会的苦痛の緩和｣－就労･再就職問題と経済負
担について－｣
㈱アモール総経実務研究所取締役事業本部長 市村通乃

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 9,0
連絡先／堀井薬品工業㈱ 西川 ☎011-812-2640

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／札幌厚生病院 山崎 ☎011-261-5331(内線:2250)

日時・場所／
日時・場所／

1月11日(木)

田中信治

｢大腸癌における先進的治療－主に機能温存と低侵襲の観
点より｣
国立がん研究センター東病院大腸外科長 伊藤雅昭

第21回がん治療地域連携セミナー

17:30～18:30
市立札幌病院

1月15日(月)

18:30～21:00
エーザイ㈱札幌コミュニケーションオフィス

○EAファーマ㈱ほか

第562回札幌胃と腸を診る会

○市立札幌病院

｢診断･治療に難渋した消化管疾患｣
司会;NTT東日本札幌病院消化器内科部長

第951回学術研修会
｢難しくない医療被曝の話｣
北大病院放射線診断科助教

吉井新二ほか

参加資格及び取得単位／特に制限なし(2単位)
カリキュラムコード／ 50,52,53,54
連絡先／ＥＡファーマ㈱ 稲川 ☎011-223-4070

阿保大介

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／ 7
連絡先／市立札幌病院 袋 ☎011-726-2211(内線:2125)

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

46

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／

1月16日(火)

19:00～20:15
札幌市医師会館

日時・場所／

●札幌市医師会

1月19日(金)

19:00～20:00
札幌市医師会館

●札幌市医師会

平成29年度第2回札幌市医師会学術講演会

医療保険に関する研修会

｢プライマリー診療で知ってほしい皮膚アレルギー疾患｣
札幌医大医学部皮膚科学講師 澄川靖之

｢保険診療における留意事項｣
札幌中央病院名誉院長

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／ 1,9
連絡先／札幌市医師会事業一課 山口 ☎011-611-4181

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
連絡先／札幌市医師会 宮部 ☎011-611-4181

日時・場所／

1月17日(水)

19:15～20:15
恵庭ＲＢパーク

日時・場所／

●恵庭市医師会ほか

New Year Seminar 2018

｢理想的な高齢者心不全治療を考える－心不全パンデミッ
クに備えて－｣
北海道循環器病院循環器内科診療部長 柏木雄介

｢ESMO-GLにおける抗EGFR抗体の位置付けについて｣
北大病院腫瘍センター･消化器内科医員 川本泰之
｢大腸癌の肝転移症例に対する戦略について｣
帝京大医学部附属病院肝胆膵外科教授

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／ 10,24
連絡先／恵庭市医師会 岡本 ☎0123-37-5236

1月18日(木)

18:20～19:45
勤医協中央病院
日時・場所／

肺高血圧症セミナー

第24回北海道心臓麻酔研究会

参加資格及び取得単位／特に制限なし(2.5単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 1,5,0
連絡先／テルモ㈱ 野村 ☎080-7905-8826

18:00～20:30
ＴＫＰ札幌駅カンファレンスセンター

○積水メディカル㈱ほか
日時・場所／

第11回北海道止血･血栓研究会
｢凝固検査用検体の遠心分離条件における残存血小板数と
測定値に対する影響｣
製鉄記念室蘭病院検査技師 若林陽介

16:00～17:20
札幌プリンスホテル

札幌肝疾患フォーラム
｢B型肝炎からの卒業への道のり｣
長崎医療センター臨床研究センター長

北大保健センター長/教授

橋野 聡
ほか1題
参加資格及び取得単位／特に制限なし(2単位)(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 1,9
連絡先／積水メディカル㈱ 澤井 ☎011-272-7288

八橋

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／ 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
日時・場所／

18:50～20:30
ニューオータニイン札幌

1月20日(土)

17:00～19:00
ニューオータニイン札幌

○マルホ㈱ほか

札幌市小児科医会学術講演会

○エーザイ㈱

循環器疾患患者様の不眠と夜間せん妄を考える会
｢当院における医療事故防止対策｣
北海道大野記念病院医療安全管理室

1月20日(土)

○ギリアド･サイエンシズ㈱ほか

｢ITPの病態と治療｣

1月19日(金)

14:00～17:10
ホテルマイステイズプレミア札幌パーク

｢アメリカでの心臓麻酔の実状｣
University of lowa Carver College of Medicine Clinical
Assistant Professor Department of Anesthesia 花田諭史

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／ 4,10
連絡先／アクテリオンファーマシューティカルズジャパン㈱ 工藤
☎011-219-0565

日時・場所／

1月20日(土)

○テルモ㈱ほか

｢肺高血圧症－診断と治療の進歩および医療連携について｣
北大医学研究院呼吸器内科特任教授 辻野一三

1月19日(金)

佐野圭二

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／ 1,9,15
連絡先／武田薬品工業㈱ 田中 ☎011-214-3229

○アクテリオンファーマシューティカルズジャパン㈱ほか

日時・場所／

19:00～20:30
ニューオータニイン札幌

○武田薬品工業㈱

恵庭市医師会学術講演会

日時・場所／

1月19日(金)

長谷川恒彦

｢乳児血管腫の診療－正しい診断と適切な治療－｣
斗南病院形成外科センター長 佐々木了

斉藤歌唯

｢アトピー性皮膚炎におけるスキンケア－発汗からみた外
用薬の使い方－｣
杏林大医学部付属病院皮膚科名誉教授 塩原哲夫

｢循環器内科医の不眠診療－トータルマネジメントの観点
から－｣
広島赤十字･原爆病院循環器内科部長 岡田武規

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／ 24,26,72
連絡先／マルホ㈱ 谷口 ☎011-271-1782

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／ 7,20
連絡先／エーザイ㈱ 岩崎 ☎080-9020-0988
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日時・場所／

1月22日(月)

19:00～20:40
ホテルエミシア札幌

日時・場所／

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

1月31日(水)

19:00～20:30
ロイトン札幌

○大塚製薬㈱ほか

Anticoagulation Forum

Epilepsy symposium in Sapporo 2018

｢脳梗塞･脊椎損傷の再生医療－医師主導治験による実用化－｣
札幌医大神経再生医療科教授 本望 修

｢てんかん診療ガイドライン－Up To Date－｣
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(0.5単位)
カリキュラムコード／ 73
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 横山
☎080-2183-9841

｢てんかん診療のパラダイムシフト｣
東北大医学系研究科てんかん学教授

日時・場所／

1月24日(水)

19:00～20:30
ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳
日時・場所／

●千歳医師会ほか

千歳医師会学術講演会

2月3日(土)

13:00～16:35
ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

●千歳医師会

｢抗凝固療法継続下の休薬方法の変遷｣
市立千歳市民病院循環器科主任医長

竹内

剛

｢当院のACS患者の治療への取り組み｣
札幌東徳洲会病院副院長・循環器内科部長

｢症例発表－診療1 ～ 5･透析1－｣
マミーズクリニックちとせ院長

山崎誠治

｢症例発表－医療情報･安全管理－｣
市立千歳市民病院診療情報管理士

千歳医師会学術講演会(第9回千歳臨床医学研究会)

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／ 13,78
連絡先／千歳医師会 玄 ☎0123-24-3549
日時・場所／

1月26日(金)

18:50～21:00
札幌グランドホテル

日時・場所／

第1回Cardiology NEXT-僧帽弁疾患治療の最前線-

第38回札幌市病院学会

新宮康栄
ほか1題

19:00～20:30
ホテルエミシア札幌

日時・場所／

2月3日(土)

16:00～18:00
ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌

○ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱ほか

○第一三共㈱

循環器Frontier Seminar in Hokkaido

第5回かかりつけ医のための抗凝固療法を考える会

｢致死性不整脈｣
北大病院循環器内科特任助教

｢SAS(睡眠時無呼吸症候群)と抗凝固療法－かかりつけの先
生方との連携を中心に－｣
札幌徳洲会病院循環器内科 後平泰信

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／ 43,44
連絡先／ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱ 中村
☎011-729-5115

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 12,78
連絡先／第一三共㈱ 佐藤 ☎011-221-4660
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渡邉昌也ほか

｢高齢者に求められている抗凝固療法を再考する｣
立川病院長 三田村秀雄

｢急性期脳梗塞における最新の脳血管内治療と抗凝固療法｣
札幌白石記念病院脳神経外科 恩田敏之

平成30年1月1日

13:00～17:36
札幌市医師会館

｢水分摂取が進まない脳血管障害患者への関わり－退院後
の継続を目指して－｣
柏葉脳神経外科病院 吉田亜里沙
ほか123題
参加資格及び取得単位／特に制限なし(4単位)
カリキュラムコード／ 4,5,8,10,12,14,29,0
連絡先／札幌市医師会 山口 ☎011-611-4181

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

1月30日(火)

2月3日(土)

●札幌市医師会ほか

｢当院における僧帽弁治療の現状｣
手稲渓仁会病院循環器内科主任医長/
心血管エコーセンター長 佐々木俊輔
｢僧帽弁治療における外科的治療｣
北大医学研究院循環器外科講師

島田茂樹ほか

木村梨恵ほか
ほか4題
参加資格及び取得単位／千歳医師会会員､コメディカル(9単位)
カリキュラムコード／ 5,7,8,13,15,19,20,26,29,49,57,58,62,
65,71,73,78,80
連絡先／千歳医師会 玄 ☎0123-24-3549

○第一三共㈱

日時・場所／

中里信和

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 32,33,35
連絡先／大塚製薬㈱ 藤波 ☎011-241-0002
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日時・場所／

2月4日(日)

日 胆 ブロック

13:30～16:30
札幌グランドホテル

●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

日時・場所／

｢小児初期救急医療における留意事項･症例検討｣
北海道立子ども総合医療･療育センター
循環器病センター医長 髙室基樹

学術講演会
｢ゲノムが変える医療と社会｣
札幌医大医学部遺伝医学教授

日時・場所／

苫小牧胃と腸を診る会
18:50～20:30
イマジンホテル＆リゾート函館

第61回臨床動脈硬化診断フォーラム

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／ 15,43
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

第159回苫小牧整形外科集談会

森下清文

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／ 11,63
連絡先／渡島医師会 田原 ☎0138-27-1246

空 知 ブロック

18:50～20:00
ベルクラシック函館

日時・場所／

●函館市医師会ほか

18:00～20:10
砂川市立病院

齋藤

文部科学省｢多様な新ニーズに対応する『がん専門医
療人材(がんプロフェッショナル)養成プラン』｣人と
医を紡ぐ北海道がん医療人養成プラン地域セミナー

豪

｢がんゲノム医療･小児がん･希少がん医療について｣
北大病院腫瘍内科助教 大原克仁ほか

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／ 2,7
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

｢がんゲノム医療や希少がん･小児がんにおける最新治療
（パネルディスカッション)｣
司会;砂川市立病院副院長 田口宏一
参加資格及び取得単位／特に制限なし(2単位)
カリキュラムコード／ 9
連絡先／北大医学系事務部総務課 石川 ☎011-706-5523

後 志 ブロック
1月24日(水)

1月19日(金)

○北海道大学ほか

道南産婦人科医会学術講演会

日時・場所／

川副尚史

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：500円（コメディカル無料）)
カリキュラムコード／ 9
連絡先／旭化成ファーマ㈱ 木森 ☎011-261-5445

学術講演会

｢婦人科がん領域の話題｣
札幌医大医学部産婦人科学教授

18:30～19:30
㈱スズケン苫小牧支店

｢形成外科はこんなことをやっています｣
苫小牧日翔病院形成外科

●渡島医師会ほか

2月2日(金)

1月10日(水)

○旭化成ファーマ㈱ほか

17:30～18:30
ホテル函館ロイヤル

｢静脈血栓症における最近の話題｣
市立函館病院心臓血管外科副院長

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 ☎090-6480-1810

｢心房細動を究める－自然科学から臨床医の視点まで－｣
慶應義塾大医学部循環器内科講師 香坂 俊

日時・場所／

18:30～20:20
苫小牧医師会館

｢診断･治療に難渋した消化器疾患｣
苫小牧日翔病院長

●函館市医師会ほか

1月20日(土)

1月9日(火)

○EAファーマ㈱ほか

道 南 ブロック

日時・場所／

櫻井晃洋

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／ 3,9
連絡先／市立室蘭総合病院 佐伯 ☎0143-25-3111

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／ 8,28,32,35,44
連絡先／北海道医師会 太宰 ☎011-231-1726

1月18日(木)

17:30～19:00
市立室蘭総合病院

○市立室蘭総合病院

｢小児初期救急医療における留意事項･症例検討｣
北大病院先進急性期医療センター助教 提嶋久子

日時・場所／

1月9日(火)

19:00～20:05
グランドパーク小樽

○ファイザー㈱

地域で取組む肺炎対策セミナー
｢2種類の肺炎球菌ワクチンの使い分けと病診連携の試み｣
KKR札幌医療センター呼吸器内科医長 福家 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／ 8,11
連絡先／ファイザー㈱ 石井 ☎011-241-0993
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日時・場所／

1月31日(水)

18:45～20:30
岩見沢平安閣

日時・場所／

○第一三共㈱

1月18日(木)

18:00～19:00
深川市立病院

○旭川医科大学ほか

南空知学術講演会-高齢者AFのトータルケア｢DOAC安全使用のためのお金をかけない工夫｣
花田病院薬局長

文部科学省｢多様な新ニーズに対する｢がん専門医療人材(が
んプロフェッショナル)養成プラン｣北海道がん医療を担う
医療人養成プログラム(インテンシブコース）特別セミナー

増渕悠樹

｢当院における高齢者AFの抗凝固療法と服薬管理｣
北碩会北の台クリニック院長 辻田孝輔

｢ヘリコバクターピロリと胃癌－除菌療法の現状と問題点－｣
旭川医大医学部医学科地域がん診療連携講座特任助教
野村好紀

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／ 7,73,82
連絡先／第一三共㈱ 杉本 ☎011-221-4633

｢胆管癌の外科治療｣
旭川医大医学部医学科地域がん診療連携講座特任助教
髙橋裕之
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／ 9
連絡先／旭川医大教務部学生支援課 山上 ☎0166-68-2202

道 北 ブロック
日時・場所／

1月11日(木)

日時・場所／

18:30～20:00
旭川厚生病院

第55回旭川循環器治療薬研究会

第479回旭川肺を診る会
｢呼吸器感染症の診断と治療｣
旭川厚生病院呼吸器科主任部長

西垣

｢失神とてんかんの鑑別｣
旭川医療センター脳神経内科医長

豊

油川陽子

｢抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療｣
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
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／ 12,35,50
連絡先／第一三共㈱ 土橋 ☎0166-29-7431

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

1月13日(土)

18:30～20:30
旭川グランドホテル

●旭川医科大学医師会ほか

●旭川市医師会ほか

日時・場所／

1月25日(木)

13:30～15:00
アートホテル旭川

●旭川市医師会ほか

平成29年度北海道病院協会旭川支部研修会｢講演会｣

1月25日(木)

18:45～20:00
旭川グランドホテル

｢平成30年度医療･介護同時改定の方向性｣
聖マリア病院長/中央社会保険医療協議会委員/
日本病院会副会長 島 弘志

日時・場所／

参加資格及び取得単位／定員200名(要事前申込。定員に達し
次第締切)(1.5単位)(参加費：無料(会員)､500円(非会員))
カリキュラムコード／ 6,9
連絡先／北海道病院協会旭川支部 山本 ☎0166-23-0143

｢膝蓋骨不安定症の病態と治療－二次性変形性膝関節症の
予防と治療－｣
弘前大医学研究科整形外科学教授 石橋恭之

日時・場所／

1月15日(月)

●旭川市医師会ほか

三木会学術講演会

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／ 61
連絡先／帝人ファーマ㈱ 吉川 ☎080-8878-6977

18:30～19:30
旭川医療センター

●旭川市医師会ほか

第301回旭川医療センター症例報告会

日時・場所／

1月31日(水)

18:50～20:20
旭川グランドホテル

｢当院におけるCOPD患者と呼吸リハビリテーション｣
旭川医療センター呼吸器内科部長 山崎泰宏

●旭川医科大学医師会ほか

｢Hemosuccus pancreaticusの1例｣
旭川医療センター消化器内科

｢CKD診療における降圧療法｣
名古屋大医学系研究科腎臓内科学教授

高添

旭川N型Caチャネル研究会

愛

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／ 45,53
連絡先／旭川医療センター 黒田 ☎0166-51-3161
日時・場所／

1月17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／ 74
連絡先／持田製薬㈱ 東 ☎0166-25-5177

18:50～20:30
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

旭川高尿酸血症と合併症を考える会
｢ときどき善人､ほぼ悪人－尿酸と上手に付き合う－｣
製鉄記念八幡病院長 土橋卓也
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／ 73,82
連絡先／㈱三和化学研究所 佐藤 ☎011-233-5630
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北 見 ブロック

日時・場所／

2月6日(火)

18:50～20:30
北見市ホテル黒部

●北見医師会ほか
日時・場所／

1月17日(水)

北見肺高血圧症セミナー

18:30～19:30
網走厚生病院

｢徐々に進行した呼吸不全が肺高血圧症によるものと診断
した1例｣
北見赤十字病院第二循環器内科部長 小野太祐

●網走医師会ほか

第425回網走医を語る会
｢診断・治療に難渋した循環器科疾患｣
網走厚生病院循環器科

今

｢肺高血圧症－診断と治療の進歩及び医療連携について－｣
北大医学研究院呼吸器内科学特任教授 辻野一三

了資

参加資格及び取得単位／特に制限なし(0.5単位)
カリキュラムコード／ 42
連絡先／エーザイ㈱ 江藤 ☎011-205-0235
日時・場所／

1月18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／ 1,19
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

18:50～20:30
ホテルベルクラシック北見

●北見医師会ほか

道 東 ブロック

北見地区C型肝炎講演会
｢北見赤十字病院院内連携の取組について｣
北見赤十字病院第二消化器内科副部長

佐藤史幸

｢C型肝炎の最新治療｣
北大病院医学研究院消化器内科学教授

坂本直哉

日時・場所／

1月24日(水)

19:00～20:20
ホテル日航ノースランド帯広

○日本メジフィジックス㈱

帯広心臓核医学セミナー

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／ 8,12
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787
日時・場所／

1月18日(木)

｢心臓核医学の実践｣
函館五稜郭病院長

中田智明

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 42
連絡先／日本メジフィジックス㈱ 須川 ☎011-873-7725

19:00～20:30
網走セントラルホテル

●網走医師会ほか

斜網地区リウマチ懇話会

日時・場所／

｢当院における関節リウマチ治療について｣
網走厚生病院整形外科主任医長

後藤礼大

｢関節リウマチの鑑別と治療｣
北大病院医学研究院内科系部門内科学准教授

保田晋助

2月2日(金)

19:00～20:30
釧路プリンスホテル

●釧路市医師会ほか

学術講演会(釧路地区)
｢拡がる潰瘍性大腸炎治療の選択肢－潰瘍性大腸炎治療は
どこまできたのか?－｣
京都府立医大附属病院消化器内科准教授 髙木智久

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／ 2,61
連絡先／田辺三菱製薬㈱ 佐藤 ☎080-5776-2079
日時・場所／

1月23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
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

18:20～20:00
網走セントラルホテル

日時・場所／

●網走医師会ほか

網走医師会学術講演会流氷リウマチ研究会

1月31日(水)

18:30～20:00
ホテル日航ノースランド帯広

●十勝医師会

｢関節リウマチ治療における生物学的製剤の役割－その特
徴と使い分けについて－｣
網走厚生病院整形外科主任医長 後藤礼大

平成29年度十勝医師会第1回学術講演会
｢医療介護連携におけるICT連携の必要性とその実際について｣
みきファミリークリニック院長 三木敏嗣

｢変形性関節症患者における関節外科の疼痛治療戦略｣
苑田会人工関節センター病院長 杉本和隆

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／ 13,29,80
連絡先／十勝医師会 泉 ☎0155-28-2898

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／ 1,61
連絡先／アステラス製薬㈱ 多田羅 ☎0154-32-7816

日時・場所／

2月1日(木)

18:40～20:00
帯広市北海道ホテル

○大鵬薬品工業㈱ほか

帯広呼吸器外科フォーラム
｢呼吸器外科治療の最前線｣
京都大医学部附属病院呼吸器外科教授

伊達洋至

参加資格及び取得単位／医師､メディカルスタッフ(1単位)
カリキュラムコード／ 7,9
連絡先／大鵬薬品工業㈱ 山口 ☎090-5819-5104

51

平成30年1月1日

北海道医報

第1192号

