医学会・医学講演会等
開催情報

日時・場所／

2月10日(土)

16:30～19:00
ホテルライフォート札幌

●北海道医師会

平成29年度認知症サポート医フォローアップ研修
｢認知症サポート医の現状と展望について｣
北海道認知症サポート医連絡協議会幹事長

(651)30.2.8～30.3.7

藤原秀俊

｢北海道の認知症施策について｣
北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者保健福祉課主幹
山谷智彦
ほか2題
参加資格及び取得単位／認知症サポート医(2単位)
カリキュラムコード／ 6,12,13,29
連絡先／北海道医師会 北村 ☎011-231-1725

●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
※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

2月15日(木)

19:30～20:30
京王プラザホテル札幌

○日本イーライリリー㈱

脊椎関節炎 up to date
日時・場所／

2月8日(木)

｢乾癬性関節炎､脊椎関節炎の新しい診断法と治療戦略｣
北大医学研究院免疫･代謝内科学助教 加藤 将

19:00～20:30
プレミアホテル－TSUBAKI－札幌

○第一三共㈱

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／日本イーライリリー㈱ 小磯 ☎080-5786-9017

てんかん治療 Up Date
｢当院におけるてんかん薬物治療｣
新さっぽろ脳神経外科病院

鈴木健吾

｢最新てんかん診療をシンプルに｣
東北大医学系研究科てんかん学教授

中里信和

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／ 35,78
連絡先／第一三共㈱ 岡田 ☎011-221-4660
日時・場所／

2月10日(土)

2月16日(金)

19:15～20:45
えにわステーションホテル

●恵庭市医師会ほか

恵庭市医師会学術講演会
｢てんかん学の新たな領域｣
旭川医大精神医学教授

12:00～17:00
札幌コンベンションセンター

○日本褥瘡学会北海道地方会

第17回日本褥瘡学会北海道地方会学術集会
｢動物の動きの進化から見た介助のあり方｣
士別市立病院療養診療科診療部長

千葉

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 32,35
連絡先／恵庭市医師会 岡本 ☎0123-37-5236

澤口裕二

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：2,000円～ 4,500円)
カリキュラムコード／ 58
連絡先／㈱エムコム 木下 ☎011-728-6188

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

38

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

茂

日時・場所／

2月16日(金)

19:15～21:00
ニューオータニイン札幌

日時・場所／

○帝人ファーマ㈱ほか

｢膠原病・血管炎の皮膚症状へのアプローチ｣
筑波大医学医療系皮膚科教授

平成29年度国立病院機構北海道医療センター「神経
･筋疾患」研修会
藤本

｢筋ジストロフィーの基礎知識｣
八雲病院診療部長/臨床研究部長

学

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(医師のみ))
カリキュラムコード／ 63,73
連絡先／帝人ファーマ㈱ 加藤 ☎011-219-6627

2月17日(土)

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／ 9,10,13
連絡先／北海道医療センター経営企画室 山我
☎011-611-8111

10:00～17:00
北大学術交流会館

第30回北海道骨粗鬆症研究会学術集会-骨粗鬆症治
療の過去･現在･未来｢骨粗鬆症マネージャーについて｣
北海道骨粗鬆症研究会理事長

日時・場所／

伊東

学

第23回北海道下肢と足部疾患研究会

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 62,72
連絡先／第一三共㈱ 平澤 ☎011-221-4660
日時・場所／

○日本内科学会北海道支部ほか

久住麻唯子

｢変形性膝関節症に対する関節温存療法｣
東京女子医大医学部整形外科学教授/講座主任

伊藤圭一郎
ほか6題

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／ 61,62
連絡先／科研製薬㈱ 松本 ☎011-222-2717

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／ 8,16,32,25,53,75,76,0
連絡先／北大医学部内科Ⅱ 相澤 ☎011-706-5915

2月17日(土)

16:00～17:10
札幌第一ホテル

平成30年札幌市整形外科医会学術講演会

｢初期研修医1｣

日時・場所／

2月17日(土)

○科研製薬㈱ほか

第282回日本内科学会北海道地方会

｢初期研修医2｣
手稲渓仁会病院総合内科感染症科研修医

15:00～19:15
第一三共㈱札幌支店

｢小児の足部変形とその対応-新生児から学童期まで-｣
兵庫県立こども病院整形外科部長 薩摩眞一

10:00～17:30
北大臨床大講堂・第三講堂

苫小牧市立病院内科研修医

2月17日(土)

○第一三共㈱ほか

｢当院における骨粗鬆症マネージャーの取り組み｣
札幌清田整形外科病院看護部長 笹木敦子
ほか2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)､1,000円(メディカルスタッフ))
カリキュラムコード／ 10,77,82
連絡先／アステラス製薬㈱ 荒木 ☎080-8411-7478

2月17日(土)

石川悠加

｢筋ジストロフィー ケアの要点｣
八雲病院理学療法室長/臨床研究部筋疾患研究室長
三浦利彦

○アステラス製薬㈱ほか

日時・場所／

13:30～16:30
TKP札幌駅カンファレンスセンター

○北海道医療センター

第6回北海道血管炎研究会学術講演会

日時・場所／

2月17日(土)

日時・場所／

13:00～17:50
札幌市立大学

2月17日(土)

岡崎

賢

17:00～20:30
ホテルオークラ札幌

○テルモ㈱

医療セミナー

○日本口腔看護研究会

浩信

｢地域医療福祉における情報連携とこれからの医療経営－
新たな情報連携の価値と診療報酬における評価－｣
NPO法人長崎地域医療連携ネットワークシステム協議会
専務理事 柴田真吾

｢在宅医療における栄養サポートの重要性とその実際｣
医療法人悠翔会理事長 佐々木淳
ほか1題
参加資格及び取得単位／特に制限なし(3.5単位)
(参加費：3,000円)
カリキュラムコード／ 10,13,80,81
連絡先／日本口腔看護研究会運営事務局 堀 ☎03-5640-0233

｢地域医療を支えるためのICT活用方法－医療･介護連携に
おける情報管理の現状と課題－｣
高橋病院理事長 高橋 肇
ほか1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／ 6,12,13
連絡先／テルモ㈱ 青木 ☎080-1005-7494

日本口腔看護研究会第5回北海道地区セミナー
｢がん患者をサポートする口腔機能管理｣
北海道がんセンター歯科口腔外科医長

秦
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日時・場所／

2月18日(日)

9:30～14:30
札幌市医師会館

日時・場所／

●札幌市医師会

心血管イベント予防セミナー

｢がんのゲノム医療､薬物療法の進歩｣
北大医学研究院腫瘍内科学教授
｢働かないアリは進化できるのか?｣
北大農学研究院動物生態学准教授

｢急性冠症候群における内臓脂肪と炎症の関与｣
北大医学研究院循環病態内科学教授

秋田弘俊

2月19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／ 73,75
連絡先／ＭＳＤ㈱ 後藤 ☎080-2406-9008
日時・場所／

18:30～20:10
京王プラザホテル札幌

｢当院における直腸癌腹腔鏡手術の工夫｣
天使病院外科

｢最新の骨代謝学の知見を整形外科診療にどう活かすか?－
疼痛治療を含めて－｣
北大医学研究院整形外科学准教授 高畑雅彦

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 7,77
連絡先／久光製薬㈱ 長澤 ☎011-611-3979

日時・場所／

｢増加を続ける肺非結核性抗酸菌症－肺MAC症について－｣
JCHO北海道病院副院長 秋山也寸史

｢血管外科医がDOACを処方するタイミング｣
札幌医大医学部心臓血管外科学准教授

伊藤寿朗

｢静脈血栓塞栓症診療のコツ｣
鈴鹿中央総合病院循環器内科部長

太田覚史

日時・場所／

17:30～18:30
ＪＣＨＯ札幌北辰病院

2月24日(土)

13:00～16:50
札幌医大臨床教育研究棟

○北海道保健福祉部ほか

平成29年度北海道合同輸血療法研修会

○JCHO札幌北辰病院

平成29年度第3回医療安全推進研修会
｢当院のハイリスク薬について｣
JCHO札幌北辰病院薬剤科薬剤師

｢血液製剤使用指針の改定のポイント｣
手稲渓仁会病院臨床検査部輸血部門長
藤井達郎

ほか1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／ 1,9,10
連絡先／北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課 野口
☎011-204-5265

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
18:15～19:30
江別市あおい

●江別医師会ほか

江別医師会第10回医師研修会
｢糖尿病診療の個別化－目標設定と薬剤選択の課題と実践－｣
NTT東日本札幌病院副院長/内科診療部長 吉岡成人
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／ 76,82
連絡先／江別医師会 堀籠 ☎011-383-2136

第1193号

三浦邦彦

｢輸血過誤を防止する｣
札幌医大医学部感染制御･臨床検査医学教授 髙橋 聡ほか

｢転倒転落予防－トイレ関連動作について－｣
JCHO札幌北辰病院リハビリテーション部主任理学療法士
三輪昌子

北海道医報

18:50～20:20
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／ 44,45
連絡先／第一三共㈱ 熊谷 ☎080-1011-1643

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／ 18,22,45,46
連絡先／杏林製薬㈱ 児玉 ☎011-707-3891

平成30年2月1日

2月23日(金)

Sapporo Thrombosis Meeting 2018

18:30～20:40
ＪＣＨＯ北海道病院

第48回札幌南部呼吸器懇話会

2月22日(木)

彩

○第一三共㈱

○杏林製薬㈱ほか

日時・場所／

佐藤

｢静脈血栓塞栓症(VTE)の診断と治療－最近の症例とともに－｣
天使病院循環器内科主任科長 久馬理史
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／ 8,0
連絡先／天使病院地域医療連携室 中元 ☎011-711-1042

｢整形外科における基礎研究の重要性－安全かつ有効な治
療法の開発に向けて－｣
北大医学研究院整形外科学教授 岩崎倫政

2月22日(木)

18:30～20:00
天使病院

天使病院地域医療連携講演会

第20回MOS会-Monday Orthopedics Seminar-

日時・場所／

2月23日(金)

○天使病院

○久光製薬㈱ほか

2月21日(水)

安斉俊久

｢冠動脈イメージングからみたoptimal medical therapy｣
川崎医大附属病院循環器内科教授 上村史朗

長谷川英祐
ほか94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／ 29,49,70,74,75,76,80,81
連絡先／札幌市医師会 山口 ☎011-611-4181

日時・場所／

18:50～20:30
ニューオータニイン札幌

○MSD㈱ほか

第43回札幌市医師会医学会

日時・場所／

2月22日(木)
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日時・場所／

2月24日(土)

16:00～19:00
札幌国際ビル

日時・場所／

○国立国際医療研究センター病院AMR臨床リファレンスセンター

北広島医師会学術講演会

｢薬剤耐性(AMR)の現状｣
国立国際医療センター病院AMR臨床リファレンスセンター
情報･教育支援室長 具 芳明
｢風邪の診療と抗菌薬の適正使用｣
北海道薬科大客員教授

｢経口抗凝固療法のワンポイントアドバイス｣
北海道医療大歯学部内科学分野教授

岸田直樹
ほか1題

日時・場所／

CURRENT TOPICS IN SPINE SURGERY 第7回研究会

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 60
連絡先／久光製薬㈱ 長澤 ☎011-611-3979

第4回母体保護法指定医師研修会
｢生命倫理に関するもの｣
札幌医大産婦人科非常勤講師/
エナレディースクリニック生殖医療顧問 遠藤俊明

日時・場所／

福田友洋
ほか1題

10:00～17:00
北大臨床講義棟

｢肝疾患相談センターの現状と取組み｣
札幌医大消化器内科学准教授

佐々木茂

｢C型肝炎の最新治療｣
広島大学病院消化器･代謝内科教授

茶山一彰

参加資格及び取得単位／医師､薬剤師､コメディカルスタッフ
(1.5単位)
カリキュラムコード／ 12,73
連絡先／アッヴィ合同会社 山﨑 ☎080-2112-1390

日本心身医学会北海道支部第43回例会
｢心身医療の実際－心療内科医編－心理師と連携した内科診療｣
北海道医療大病院副院長 森谷 満

日時・場所／

｢心身医療の実際－心理士編－認知行動療法によるアプローチ－｣
北海道医療大歯学部保健衛生学講師 松岡紘史

3月3日(土)

8:50～15:50
北海道医師会館

●北海道医師会ほか

平成29年度北海道がん検診従事者講習会(マンモグ
ラフィ読影(更新)講習会)

ほか1題
参加資格及び取得単位／特に制限なし(3.5単位)
(参加費：3,000円)
カリキュラムコード／ 5,10
連絡先／日本心身医学会北海道支部事務局 小野
☎011-716-1161(内線:5973)

2月27日(火)

19:00～20:30
京王プラザホテル札幌

札幌肝疾患フォーラム

○日本心身医学会北海道支部

日時・場所／

3月2日(金)

○アッヴィ合同会社ほか

参加資格及び取得単位／医師(1.5単位)
(参加費：無料(道医会員)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 石井 ☎011-231-1433

2月25日(日)

19:00～20:10
京王プラザホテル札幌

｢当科における脊椎手術治療戦略の変遷－低侵襲化と合併
症対策－｣
東京大医学部附属病院整形外科･脊椎外科講師 大島 寧

●北海道医師会ほか

日時・場所／

3月2日(金)

○久光製薬㈱ほか

10:00～12:00
北海道医師会館

｢母体保護法の趣旨と適正な運用｣
佐々木総合法律事務所弁護士/医師

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／ 43,49
連絡先／北広島医師会 辻田 ☎011-373-6344

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／ 7,8,9,28,46
連絡先／国立国際医療センター病院ＡＭＲ臨床リファレンス
センター 具 ☎03-6228-0062

2月25日(日)

19:00～20:15
札幌北広島クラッセホテル

●北広島医師会

AMR臨床セミナー

日時・場所／

2月28日(水)

｢マンモグラフィガイドラインの変更点と解説｣
KKR札幌医療センター外科部長

●札幌市医師会ほか

第213回札幌市医師会五支部合同学術講演会
中丸裕爾

｢かゆみを伴う皮膚疾患の治療｣
札幌医大医学部皮膚科学講師

澄川靖之

元

｢乳がん検診の最近の情報と精中機構教育・研修委員会活
動報告｣
総合上飯田第一病院乳腺外科部長 窪田智行
ほか1題
参加資格及び取得単位／医師(3単位)
(参加費：22,680円(道医会員)34,560円(道医非会員))
カリキュラムコード／ 1,7,9
連絡先／北海道医師会 須藤 ☎011-231-1726

19:00～20:15
プレミアホテル-TSUBAKI-札幌

｢鼻炎､副鼻腔炎のフェノタイプ｣
北大病院耳鼻咽喉科診療准教授

田村

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／杏林製薬㈱ 六反 ☎011-707-3891
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日時・場所／

3月3日(土)
3月4日(日)

9:00～19:50

日時・場所／

9:00～16:35
札幌ビューホテル大通公園および北海道医師会館

●札幌市医師会ほか

平成29年度北海道がん検診従事者講習会(マンモグ
ラフィ読影(新規)講習会)
｢乳がん検診へのマンモグラフィ導入の現状と精度管理｣
香川県立中央病院乳腺センター部長 白岩美咲
｢乳がんの病理と画像｣

2月9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

｢膀胱機能障害進展予防も考えた過活動膀胱治療｣
名古屋大医学系研究科泌尿器科学講師 松川宜久

迫井正深

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

｢平成30年度医療･介護同時改定と医療提供体制｣
医療法人財団寿康会理事長 猪口雄二
ほか1題
参加資格及び取得単位／特に制限なし(2.5単位)
(参加費：5,000円)
カリキュラムコード／ 6,12,13
連絡先／㈱ほくやく・竹山ホールディングス 菊地
☎011-631-5236

日時・場所／

18:45～20:00
イマジンホテル＆リゾート函館

道南産科婦人科医会学術講演会
｢婦人科悪性腫瘍術後のHRTの実際－HRTガイドライン2017
年版を踏まえて－｣
弘前大医学研究科産科婦人科学教授 横山良仁

12:30～13:30
札幌第一ホテル

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／ 15
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

北海道産婦人科医会学術研修会
｢HRTガイドラインの改定とこれからの展望｣
徳島大医歯薬学研究部産科婦人科学教授

2月9日(金)

●函館市医師会ほか

○久光製薬㈱ほか

苛原

稔

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
連絡先／久光製薬㈱ 長澤 ☎011-611-3979

3月5日(月)

澄川靖之

澤周

函館泌尿器科医会学術講演会

｢平成30年度診療報酬改定について｣
厚生労働省保険局医療課長

日時・場所／

｢かゆみを伴う皮膚疾患の治療｣
札幌医大医学部皮膚科学講師

日時・場所／

15:00～18:00
ロイトン札幌

医業経営セミナー

3月4日(日)

劉

道 南 ブロック

○㈱ほくやくほか

日時・場所／

｢アレルギー性鼻炎の治療｣
NTT東日本札幌病院耳鼻咽喉科部長

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／ 26,39
連絡先／杏林製薬㈱ 本多 ☎011-707-3891

国立病院機構北海道がんセンター
臨床研究部長 山城勝重
ほか12題
参加資格及び取得単位／医師(11単位)
(参加費：45,360円(道医会員)58,320円(道医非会員))
カリキュラムコード／ 1,2,7,9,10,11,15,0
連絡先／北海道医師会 須藤 ☎011-231-1726

3月3日(土)

19:00～20:15
京王プラザホテル札幌

札幌市医師会四支部合同学術講演会

●北海道医師会ほか

日時・場所／

3月7日(水)

日時・場所／

2月14日(水)

18:45～20:30
フォーポイントバイシェラトン函館

●渡島医師会ほか

渡島医師会北斗･七飯ブロック研修会
｢歯科訪問診療と高齢者口腔ケアの重要性について｣
カワムラ歯科クリニック院長 川村曜補

18:30～20:30
ＫＫＲ札幌医療センター

｢道南における認知症の早期診断と治療｣
市立函館病院脳神経外科主任医長

●札幌市医師会豊平区支部ほか

札幌市医師会豊平区･清田区支部合同第53回症例検討会
｢大腸がん肝転移･腹膜播種にFOLFOX+Panitumumab療法が著
効した1例｣
KKR札幌医療センター外来化学療法室長/消化器内科医長/
腫瘍内科医長 曽我部進

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／ 10,29
連絡先／渡島医師会 田原 ☎0138-27-1246

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／ 12
連絡先／ＫＫＲ札幌医療センター 西浦 ☎011-822-1811

日時・場所／

2月15日(木)

大坂美鈴

18:30～20:30
ベルクラシック函館

●函館市医師会ほか

函館動脈硬化懇談会第44回脳卒中フォーラム
｢地域で診る脳卒中－診断と治療からICFとFIMを用いた地
域連携まで－｣
やわたメディカルセンターリハビリテーション科長
池永康規
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／ 12,13,32
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001
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日時・場所／

2月16日(金)

後 志 ブロック

19:00～20:10
ラビスタ函館ベイ

●函館市医師会ほか

函館消化器病懇談会

日時・場所／

｢未来へつなぐ消化器内視鏡学｣
東京慈恵会医大先進内視鏡治療研究講座教授

2月22日(木)

第324回小樽胃と腸を診る会

19:00～20:30
ベルクラシック函館

C型肝炎治療研究会
｢当院におけるインターフェロン･フリー治療の経験｣
函館五稜郭病院副院長 矢和田敦

2月24日(土)

勝木伸一

｢興味ある形態をとった消化管疾患の一例｣
小樽市立病院

安達雄哉

日時・場所／

2月22日(木)

18:30～19:50
グランドパーク小樽

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

茶山一彰

小樽市医師会学術講演会

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 73
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001
日時・場所／

｢診断･治療に難渋した消化管疾患の一例｣
小樽掖済会病院

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 1,9
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111

●函館市医師会ほか

｢C型肝炎の最新治療｣
広島大学病院消化器･代謝内科教授

19:00～20:30
小樽市立病院

●小樽市医師会ほか

田尻久雄

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／ 1,50
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001
日時・場所／

2月20日(火)

｢COPD患者に対する薬物治療－なぜ積極的治療が必要か?－｣
北大医学研究院･医学院呼吸器内科学教授 西村正治
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／ 45,46
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 阿部
☎011-261-7261

17:00～18:10
八雲遊楽亭

●渡島医師会ほか

渡島医師会山越ブロック学術講演会
｢骨粗鬆症の診断と治療｣
函館中央病院整形外科長

日時・場所／

大羽文博

3月2日(金)

18:40～20:00
小樽市立病院

○㈱ツムラ

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／ 60,61
連絡先／渡島医師会 田原 ☎0138-27-1246
日時・場所／

3月6日(火)

第7回学術講演会-小樽･後志漢方研究会｢使うコツ･効かせるコツ｣
上原内科クリニック院長

上原

聡

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／ 83
連絡先／㈱ツムラ 高島 ☎011-738-8781

19:00～20:00
函館市五島軒本店

●函館市医師会ほか

函館循環器病懇談会
｢動脈硬化予防ガイドライン2017を読み解く｣
済生会熊本病院循環器内科部長

坂本知浩

日 胆 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／ 73,75
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

日時・場所／

2月13日(火)

18:30～20:20
苫小牧市医師会館

○EAファーマ㈱ほか
日時・場所／

3月7日(水)

19:00～20:15
ベルクラシック函館

苫小牧胃と腸を診る会
｢診断･治療に難渋した消化器疾患｣
苫小牧市立病院診療部長

●函館市医師会ほか

函館消化器病懇談会学術講演会
｢慢性肝疾患･残された多くの課題－糖尿病合併NAFLDから
肝疾患QOLまで－｣
虎の門病院肝臓内科医長 芥田憲夫

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／ 12,15
連絡先／ＥＡファーマ㈱ 十和田 ☎090-6480-1810

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

日時・場所／

2月14日(水)

山本文泰

18:45～20:30
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
｢新概念｢フレイル･オーラルフレイル｣から考える高齢者マ
ネジメント｣
東京大医学部附属病院高齢社会総合研究機構教授 飯島勝矢
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 19,22
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393
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日時・場所／

2月14日(水)

19:00～20:00
アール・ベル・アンジェ室蘭

日時・場所／

●室蘭市医師会ほか

Epilepsy Forum in DATE 2018

｢認知症の早期発見･早期治療について｣
旭川圭泉会病院精神科医長

｢失神とてんかん｣
伊達赤十字病院神経内科部長

森川文淑

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／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

2月15日(木)

18:45～20:30
伊達市ホテルローヤル

●胆振西部医師会ほか

のぼりべつ多職種連携セミナー

日時・場所／

3月2日(金)

松岡

健

｢重症心身障害者(児)の方々のために私たちができること｣
北海道療育園診療部長 徳光亜矢
参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 13,35,73
連絡先／大塚製薬㈱ 佐々木 ☎011-241-0002

18:50～20:30
室蘭市蓬 殿

●室蘭市医師会ほか

室蘭市医師会学術講演会

空 知 ブロック

｢内科疾患に併存する不安症状に対する適切な薬物療法｣
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(1.5単位)
カリキュラムコード／ 69,70
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

日時・場所／

2月13日(火)

18:00～19:00
岩見沢市立総合病院

●岩見沢市医師会ほか

平成29年度岩見沢臨床病理討議会
日時・場所／

2月22日(木)

｢1年前より10kgの体重減少､食思不振を認め､腎不全増悪､
両側胸水､腹水にて入院となり8日後死亡された剖検例｣
岩見沢市立総合病院初期研修医 石塚千紘ほか

19:00～20:30
ホテルサンルート室蘭

○㈱モロオ

2018年度診療報酬改定セミナー
｢2018年度診療報酬改定のポイント｣
仲野メディカルオフィス代表

仲野

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／ 22,66
連絡先／岩見沢市医師会 吉田 ☎0126-22-5347

豊

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(北海道病院協会非会員)､無料(その他))
カリキュラムコード／ 6
連絡先／㈱モロオ 斉藤 ☎0143-44-8811

日時・場所／

2月15日(木)

18:00～19:00
砂川市立病院

●空知医師会

第43回病診連携クリニカルカンファレンス
日時・場所／

2月23日(金)

｢症例検討｣

18:30～20:00
苫小牧市グランドホテルニュー王子

○㈱モロオ

2018年度診療報酬改定セミナー
｢2018年度診療報酬改定のポイント｣
仲野メディカルオフィス代表

仲野

豊

日時・場所／

2月23日(金)

横田良一

砂川市立病院消化器外科医長

本間友樹

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／ 10,0
連絡先／空知医師会 熊谷 ☎0125-54-2313

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
連絡先／㈱モロオ 吉田 ☎0144-33-8539
日時・場所／

砂川市立病院消化器外科部長
｢症例検討｣

19:00～20:30
大川原脳神経外科病院

2月21日(水)

19:00～20:15
奈井江町立国民健康保険病院

●空知医師会ほか

第20回血管内分泌懇話会

●室蘭市医師会ほか

｢糖尿病患者の脂質治療について｣
北大医学研究院免疫･代謝内科学助教

西胆振てんかん診療を考えるセミナー
｢新規抗てんかん剤の処方経験｣
三村病院長

浜市修嘉

｢最新のてんかん治療に関して｣
旭川医大病院脳神経外科学教授

鎌田恭輔

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／ 73,75
連絡先／興和創薬㈱ 前田 ☎080-1388-8440

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 32,35
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

日時・場所／

2月27日(火)

18:45～20:15
芦別市都会館

●芦別市医師会ほか

芦別三師会学術講演会
｢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
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／芦別市医師会 笹原 ☎0124-23-0973
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安孫子亜津子

日時・場所／

2月28日(水)

18:30～20:10
滝川市立病院

日時・場所／

●滝川市医師会ほか

第7回あさひかわ痙縮治療ネットワーク研究会

｢滝川市立病院においての患者指導･取組について｣
滝川市立病院管理栄養士 山田光樹

｢脳性麻痺を中心とした小児に対するボツリヌス療法の実際｣
札幌医大医学部リハビリテーション医学兼任助教
土岐めぐみ

｢糖尿病連携について－滝川市における糖尿病連携状況など－｣
滝川市立病院診療部長 藤井 渉

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／ 72
連絡先／旭川医大病院リハビリテーション科 辻野
☎0166-68-2873

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／ 10,12,76
連絡先／小野薬品工業㈱ 米道 ☎011-841-8611

日時・場所／

道 北 ブロック
2月8日(木)

19:00～20:30
旭川グランドホテル

Asahikawa Depression Conference 2018
｢高齢者うつ病の薬物療法－認知症とうつ病の関連も含めて－｣
青南病院長 深澤 隆

18:30～20:00
旭川グランドホテル

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／ 70
連絡先／持田製薬㈱ 東 ☎0166-25-5177

第2回道北アレルギー懇話会
｢当科で行った金属パッチテストのまとめ｣
旭川医大皮膚科学

松尾梨沙

｢アレルギー疾患と抗ヒスタミン薬｣
秋田大医学系研究科耳鼻咽喉科･頭頸部外科学教授
山田武千代

日時・場所／

2月13日(火)

18:30～20:00
アートホテル旭川

●旭川市医師会ほか

第19回旭川赤十字病院医療連携の集い

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／ 26,39
連絡先／大鵬薬品工業㈱ 松川 ☎0166-25-4377

2月8日(木)

2月9日(金)

●旭川医科大学医師会ほか

●旭川市医師会ほか

日時・場所／

19:00～20:00
旭川赤十字病院

●旭川市医師会ほか

中空知糖尿病連携推進ミーティング

日時・場所／

2月9日(金)

｢脳神経外科治療と地域連携｣
旭川赤十字病院脳神経外科部長

瀧澤克己ほか

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／ 12,31,32
連絡先／旭川赤十字病院 田澤 ☎0166-22-8111(内線:1188)

19:00～20:30
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

日時・場所／

｢肝硬変腹水治療の最新の知見｣
北大医学研究院消化器内科学教授

2月9日(金)

19:00～20:00
藤田観光ワシントンホテル旭川

●旭川市医師会ほか

坂本直哉

第10回旭川漢方勉強会-入門編-

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／深川医師会 千葉 ☎0164-23-4406
日時・場所／

2月13日(火)

｢風邪漢方のイロハ｣
市立旭川病院耳鼻咽喉科診療部長

佐藤公輝

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

18:50～20:30
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

旭川急性冠症候群(ACS)フォーラム
｢心臓リハビリテーションとフレイル｣
旭川医大内科学循環･呼吸･神経病態内科学助教

日時・場所／

伊達

2月13日(火)

19:00～20:45
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

歩

第27回旭川CCU症例検討会

｢循環器疾患における抗血栓療法－EvidenceとExperience－｣
倉敷中央病院循環器内科主任部長 門田一繁

｢頻脈を伴う早朝高血圧に対するB1遮断薬の使用経験｣
木原循環器科内科医院長 木原

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／第一三共㈱ 篠原 ☎0166-29-7431

｢不整脈に対する薬物治療｣
杏林大医学部付属病院循環器内科教授

一

副島京子

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／ 43,44
連絡先／トーアエイヨー㈱ 大内 ☎011-251-1317
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日時・場所／

2月14日(水)

18:30～20:10
富良野協会病院

日時・場所／

○エーザイ㈱ほか

｢日常診療・診断に苦慮した一例｣
司会;富良野協会病院副院長

肝硬変･肝性脳症セミナー
｢非代償期肝硬変症例に対する難吸収性抗菌薬投与効果に
対する検討｣
旭川赤十字病院消化器内科 相馬 学

小山内裕昭

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／ 7,15
連絡先／エーザイ㈱ 加藤 ☎090-2400-4348

2月15日(木)

19:00～20:50
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

第23回富良野地域臨床研究会

日時・場所／

2月22日(木)

｢肝性脳症症例に対する難吸収性抗菌薬の効果検討｣
旭川医大内科学消化器･血液腫瘍制御内科学講師 澤田康司
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／ 19,32
連絡先／あすか製薬㈱ 渡邊 ☎080-6645-9348

19:15～20:15
旭川グランドホテル

●旭川医科大学医師会ほか

第25回道北脳神経懇話会

2月24日(土)

14:00～16:30
旭川トーヨーホテル

｢脳腫瘍のウイルス療法－医師主導治験の現状と展望－｣
東京大医科学研究所先端医療研究センター先端がん治療教授
藤堂具紀

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／ 9
連絡先／第一三共㈱ 澤井 ☎0166-29-7431

｢高齢者のてんかん診療｣
旭川医療センター脳神経内科医長

油川陽子

｢聞いて､話して､納得!-しせつ･シセツ･施設-｣
神楽･西神楽地域包括支援センター長

今井

日時・場所／

2月19日(月)

●旭川市医師会ほか

平成29年度旭川市医療･介護連携推進研修会

18:30～19:30
旭川医療センター

●旭川市医師会ほか

第302回旭川医療センター症例報告会
｢当院におけるリウマチ患者の動向｣
旭川医療センター消化器(リウマチ･膠原病)内科部長
平野史倫
｢吃逆で発症した視神経脊髄炎関連疾患の一例｣
旭川医療センター脳神経内科

日時・場所／

2月21日(水)

｢ARONJに関わるオーラルマネージメントと医療連携｣
大西病院歯科口腔外科部長 鳥谷部純行
｢骨粗鬆症治療における医科歯科連携の重要性とその課題｣
国立病院機構旭川医療センター
消化器内科･糖尿病リウマチセンター長 平野史倫

19:00～20:50
旭川グランドホテル

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／ 10,77
連絡先／中外製薬㈱ 齋藤 ☎0166-24-6311

T2DM Forum in 旭川
｢2型糖尿病のPrecision Medicine｣
琉球大医学研究科内分泌代謝･血液･膠原病内科学
(第二内科)教授 益崎裕章

日時・場所／

19:00～20:30
旭川グランドホテル

糖尿病医療連携フォーラム
森川秋月

｢佐賀県における糖尿病地域連携の取り組みについて｣
佐賀大医学部肝臓･糖尿病･内分泌内科教授 安西慶三
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／ 10,12,76
連絡先／田辺三菱製薬㈱ 門平 ☎0166-26-3800
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｢cryoballoon ablationについて｣
旭川医大内科学循環･呼吸･神経病態内科学助教

田邊康子

｢心房細動を促える｣
筑波大医学医療系循環器内科教授

青沼和隆

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／ 11,15
連絡先／第一三共㈱ 土橋 ☎0166-29-7431

●旭川市医師会ほか

平成30年2月1日

19:00～20:45
旭川グランドホテル

旭川脈の日講演会

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／ 73,76
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 川勝
☎090-2183-8781

｢旭川糖尿病地域連携パスの現状と今後の展望｣
旭川赤十字病院副院長

3月2日(金)

●旭川医科大学医師会ほか

｢心血管イベント･心不全発症抑制を目指した糖尿病治療－
SGLT2阻害薬の意義－｣
信州大医学部循環器内科学教授 桑原宏一郎

2月22日(木)

19:30～21:05
旭川トーヨーホテル

旭川顎骨壊死医科歯科合同研究会
坂下建人

●旭川医科大学医師会ほか

日時・場所／

2月28日(水)

●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／ 61,0
連絡先／旭川医療センター 黒田 ☎0166-51-3161
日時・場所／

敦

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／ 12,13,32,80,81
連絡先／旭川市居宅介護支援事業所等連絡協議会 斧木
☎0166-63-8830
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日時・場所／

2月21日(水)

18:30～20:00
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

●釧路市医師会ほか
日時・場所／

2月14日(水)

平成29年度北海道病院協会釧根支部研修会

18:30～19:30
網走厚生病院

｢診療･介護同時改定と病院経営のゆくえ－先行指標が示す
構造改革の実像－｣
石井公認会計士事務所長 石井孝宜

●網走医師会ほか

第426回網走医を語る会
｢診断・治療に難渋した皮膚科疾患の症例｣
網走皮膚科クリニック院長

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／ 6
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

川嶋利瑞

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／ 26
連絡先／エーザイ㈱ 江藤 ☎011-205-0235

日時・場所／
日時・場所／

2月21日(水)

19:00～20:30
美幌グランドホテル

釧路糖尿病食後血糖勉強会
｢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

学術講演会
稲葉

泉

藤田

力

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／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

｢認知症患者の包括ケア｣
桂が丘クリニック院長

18:50～20:00
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

●釧路市医師会ほか

●美幌医師会

｢認知症治療における最近の考え方｣
道東脳神経外科病院副理事長

2月22日(木)

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／美幌医師会 鳥本 ☎0152-72-4849

日時・場所／

2月22日(木)

19:00～20:50
ホテル日航ノースランド帯広

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

十勝医療連携講演会-地域医療支援を考える日時・場所／

2月28日(水)

｢抗凝固薬内服中の出血－選択すべき薬剤は?－｣
函館新都市病院長

18:45～20:00
ホテルベルクラシック北見

●北見医師会ほか

｢地域医療構想と診療報酬改定から見るこれからの十勝医
療圏｣
東北大医学系研究科医療管理教授 藤森研司

Diabetes Forum 2018
｢循環器医がSGLT2阻害薬に期待する事｣
平光ハートクリニック院長

原口浩一

平光伸也

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／ 7,12
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／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

日時・場所／

道 東 ブロック

2月23日(金)

19:00～20:30
帯広市北海道ホテル

○アッヴィ合同会社

十勝肝炎学術講演会
日時・場所／

2月8日(木)

19:00～20:00
ホテル日航ノースランド帯広

｢肝癌制圧に向けた最新のC型肝炎治療戦略｣
虎の門病院分院長

○キッセイ薬品工業㈱

第2回北海道透析フォーラムin十勝
｢仁楡会病院でのスクロオキシ鉄の使用経験｣
仁楡会病院副院長

熊田博光

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
連絡先／アッヴィ合同会社 三浦 ☎070-1316-6198

前野七門

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／キッセイ薬品工業㈱ 岩尾 ☎011-717-2291

日時・場所／

3月2日(金)

19:00～20:30
ホテル日航ノースランド帯広

○㈱モロオ

2018年度診療報酬改定セミナー
日時・場所／

2月8日(木)

19:00～20:30
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

｢2018年度診療報酬改定のポイント｣
仲野メディカルオフィス代表

●釧路市医師会ほか

Cough Forum-咳から診えるものは何か｢止まらない｢せき｣の診かた｣
医大前南4条内科院長

仲野

豊

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(北海道病院協会非会員)､無料(その他))
カリキュラムコード／ 6
連絡先／㈱モロオ 渡邊 ☎0155-22-8211

田中裕士

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／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

47

平成30年2月1日

北海道医報

第1193号

