医学会・医学講演会等
開催情報

日時・場所／

3月9日(金)

19:00～20:30
札幌ビューホテル大通公園

○第一三共㈱

第1回脳関連疾患を考える会
｢脳梗塞急性期治療の現況｣
新さっぽろ脳神経外科病院副院長

(652)30.3.8～30.4.7

藤重正人

｢高齢者のてんかん｣
恵み野病院脳神経外科部長

●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

福田

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／ 35,78
連絡先／第一三共㈱ 岡田 ☎011-221-4660

※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。

3月9日(金)

18:30～20:30
札幌市センチュリーロイヤルホテル

○ファイザー㈱ほか

リウマチ医療講演会

中 央 ブロック
日時・場所／

3月8日(木)

｢関節リウマチにおけるJAK阻害剤の有効性と安全性｣
佐世保中央総合病院臨床研修･研究統括部長 植木幸孝
17:30～19:00
市立札幌病院

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／ 10,61
連絡先／ファイザー㈱ 中村 ☎080-3584-4386

○市立札幌病院

第952回学術研修会
｢心房細動治療－アブレーションを中心に－｣
国立病院機構北海道医療センター循環器内科医長

佐藤

実

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／ 43
連絡先／市立札幌病院 袋 ☎011-726-2211(内線:2125)
日時・場所／

3月8日(木)

3月9日(金)

18:50～20:30
札幌プリンスホテル

○アクテリオンファーマシューティカルズジャパン㈱ほか

第11回札幌肺高血圧症研究会
｢膠原病関連肺高血圧症のスクリーニング､診断､治療戦略｣
北大医学研究院免疫･代謝内科学助教 加藤 将

18:30～20:00
札幌市斗南病院

｢PAHに対する薬物治療とCTEPHに対する外科治療の経験｣
京都大医学研究科心臓血管外科学教授 湊谷謙司

○斗南病院消化器病センター

第163回斗南病院臨床病理検討会(二木会)

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／ 1,19,45
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㈱ 工藤
☎011-219-0565

｢症例検討1｣
斗南病院消化器病センター長

住吉徹哉

｢症例検討2｣
斗南病院消化器病センター鏡視下手術センター長 北城秀司
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／ 9,12
連絡先／斗南病院 伊藤 ☎011-231-2121

カリキュラムコード
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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／

3月9日(金)

19:00～20:30
ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌

日時・場所／

○㈱JIMROほか

第33回北海道肩研究会

｢炎症性腸疾患Update｣
東京医歯大消化器内科消化管先端治療学准教授

｢肩周辺骨折に対する最小侵襲治療－手術手技とその倫理
観－｣
岡山大整形外科学助教 島村安則

松岡克善

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／ 53,54
連絡先／㈱ＪＩＭＲＯ 笹森 ☎080-2377-1085

3月10日(土)

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／ 19,61
連絡先／科研製薬㈱ 八幡 ☎011-222-2717

14:00～16:40
札幌医療リハビリ専門学校

○北海道神経難病研究センターほか

日時・場所／

第5回神経難病緩和医療研究会講演会
｢優しさを伝えるケア技術－ユマニチュード®－｣
東京医療センター看護部在宅医療支援室地域医療連携係看護師
盛真知子
｢認知症周辺症状に対する処方｣
札幌中央ファミリークリニック院長

3月10日(土)

3月10日(土)

16:00～19:00
札幌市ＡＣＵ会議室

○参天製薬㈱ほか

札幌眼科集談会
｢白内障術中トラブルシューティング｣
獨協医大眼科学准教授

高橋貴美子

松島博之

｢前視野緑内障とどう向き合うか｣
東北大医学系研究科神経感覚器病態学眼科学教授 中澤 徹
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)
カリキュラムコード／ 15,36
連絡先／参天製薬㈱ 成田 ☎0120-310-106

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／ 29
連絡先／北祐会神経内科病院 横澤 ☎011-631-1161
日時・場所／

15:30～18:30
札幌市教育文化会館

○科研製薬㈱ほか

第9回北海道IBDネットワーク学術講演会

日時・場所／

3月10日(土)

14:00～16:30
TKP札幌カンファレンスセンター

○アステラス製薬㈱ほか

第37回北海道広域医療連携研究会

日時・場所／

｢SS-MIX標準ストレージとその活用｣
国立長寿医療研究センター治験臨床研究推進センター
医療情報室長 渡辺 浩

3月10日(土)

第48回リバーサイド消化器懇話会
｢腸重積で発症した若年性大腸腺腫の検討｣
JCHO北海道病院消化器センター

14:30～17:00
中外製薬㈱北海道支店札幌市

第58回北海道リウマチ膠原病談話会
｢過疎地におけるリウマチ診療の模索－一般内科医とリウ
マチ専門医による併診(Shared Care)の有効性と安全性に
ついて－南宗谷難病医療システム事業の経験から｣
勤医協中央病院運動器･リウマチセンター副センター長
松本 巧

日時・場所／

3月12日(月)

18:30～20:30
札幌厚生病院

○EAファーマ㈱ほか

第283回札幌胆膵疾患研究会
｢胆膵疾患の画像診断について｣
司会;北大消化器外科Ⅱ教授

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 61
連絡先／中外製薬㈱ 高橋 ☎011-271-5311

3月10日(土)

池田明洋ほか

｢肝内胆管癌との鑑別困難であった硬化性胆管炎の検討｣
JCHO北海道病院消化器センター 小泉忠史ほか
ほか1題
参加資格及び取得単位／特に制限なし(2単位)
カリキュラムコード／ 10,27,50,73
連絡先／ＭＳＤ㈱ 工藤 ☎011-261-3150

○中外製薬㈱ほか

日時・場所／

18:20～20:30
ＪＣＨＯ北海道病院

○MSD㈱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／ 9,11,12,13
連絡先／アステラス製薬㈱ 森川 ☎090-2455-0892
日時・場所／

3月12日(月)

平野

聡

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

17:00～18:30
北海道がんセンター

○日本化薬㈱ほか

日時・場所／

第45回北海道食道癌研究会

3月12日(月)

19:30～20:30
札幌市医師会館

●札幌市医師会

｢食道癌に対する放射線療法の進歩と課題｣
近畿大医学部放射線腫瘍学教授

西村恭昌

｢食道がんに対する医療開発｣
京都大医学研究科腫瘍薬物治療学教授

武藤

平成29年度介護保険に関する研修会
｢平成30年度介護保険制度改正について｣
北海道保健福祉部高齢者支援局高齢者福祉課医療参事
三觜 雄

学

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)
カリキュラムコード／ 1
連絡先／日本化薬㈱ 高塩 ☎011-530-6142

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／ 6,13
連絡先／札幌市医師会 鶴巻 ☎011-611-4181
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日時・場所／

3月13日(火)

18:00～19:00
札幌厚生病院

日時・場所／

○札幌厚生病院

○中外製薬㈱

平成29年度第3回緩和ケアフォーラム

北海道消化器がん治療講演会

｢緩和ケアの新しい薬剤と使い方のコツ｣
札幌厚生病院緩和ケアセンター長 医師 福原

｢進化する膵・胆道癌化学療法－予後改善のための試み｣
大阪国際がんセンター検査部消化器検診科副部長 井岡達也

敬

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／

3月13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／ 10,0
連絡先／中外製薬㈱ 石井 ☎011-271-5311

18:50～20:00
ニューオータニイン札幌

日時・場所／

14:00～18:00
ロイトン札幌

3月17日(土)

○科研製薬㈱ほか

○興和創薬㈱

第43回北海道リウマチ研究会

時計台循環器ミーティング

｢特発性大腿骨頭壊死症に関する最近の知見｣
福岡大医学部整形外科学主任教授

｢構造的心疾患(SHD)に対するカテーテルインターベンショ
ンの現状と課題｣
北大医学研究院循環病態内科学教授 安斉俊久

3月14日(水)

19:00～20:15
ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

日時・場所／

14:30～16:00
日本生命札幌ビル

3月17日(土)

○北海道認知症疾患医療センター懇話会

●千歳医師会ほか

第4回全道認知症臨床研修会

千歳医師会学術講演会
｢大腸がんに対する最新治療｣
札幌医大消化器･総合､乳腺･内分泌外科学教授 竹政伊知朗

｢認知症高齢者の人権擁護｣

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／ 7,50
連絡先／千歳医師会 玄 ☎0123-24-3549

参加資格及び取得単位／医師のみ(1.5単位)
カリキュラムコード／ 4,7,29
連絡先／砂川市立病院 大辻 ☎0125-54-2131

東京都立松沢病院長

日時・場所／
日時・場所／

3月14日(水)

19:00～20:20
北広島クラッセホテル

16:00～17:30
札幌市アスティ 45

亜鉛と透析を考える会

学術講演会

｢CKD･透析患者における血清亜鉛管理の意義｣
川崎医大腎臓･高血圧内科学教授

｢高齢者に対するベンゾジアゼピン系薬剤の使用について｣
北広島メンタルクリニック院長 穴澤龍治
｢認知症とうつ病の鑑別診断と治療｣
砂川市立病院認知症疾患医療センター長

3月14日(水)

内海久美子

日時・場所／

18:50～20:00
ホテルエミシア札幌

新さっぽろ呼吸器勉強会

19:00～20:40
プレミアホテル-TSUBAKI-札幌

｢原発性肺癌に対する定位放射線治療と陽子線治療｣
北大病院放射線治療科助教 井上哲也

糖尿病アカデミー 2018
｢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

伊藤洋輔

｢循環器医から見たSGLT2阻害薬の魅力｣
慶應義塾大病院循環器内科准教授

佐野元昭

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
連絡先／日本イーライリリー㈱ 脇坂 ☎011-242-5061

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㈱ 辻岡 ☎011-214-3811
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3月20日(火)

○日本イーライリリー㈱ほか

○田辺三菱製薬㈱ほか

北海道医報

柏原直樹

参加資格及び取得単位／医師(1単位)
カリキュラムコード／ 1
連絡先／ノーベルファーマ㈱ 蔵 ☎050-3183-9901

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／北広島医師会 辻田 ☎011-373-6344

平成30年3月1日

3月17日(土)

齋藤正彦

○ノーベルファーマ㈱ほか

●北広島医師会

日時・場所／

山本卓明

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／ 15,73
連絡先／科研製薬㈱ 福岡 ☎011-222-2754

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／興和創薬㈱ 芝吹 ☎011-231-6037
日時・場所／

18:30～19:45
北海道消化器科病院

3月16日(金)

30

日時・場所／

3月20日(火)

19:00～20:30
プレミアホテル-TSUBAKI-札幌

日時・場所／

○第一三共㈱

18:45～20:00
札幌市医師会館

3月28日(水)

○札幌市内科医会ほか

第6回かかりつけ医のための抗凝固療法を考える会
｢剤型を考慮した脳梗塞患者へのアプローチ｣
新さっぽろ脳神経外科病院

札幌市内科医会研修会
｢帯状疱疹の治療戦略｣
聖隷三方原病院長補佐/皮膚科部長

福島大地

｢高齢者のより効果的な抗凝固療法を考える－かかりつけ
の先生方との協力体制の構築－｣
札幌白石記念病院長 髙橋 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／ 26
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(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

日時・場所／

日時・場所／

3月24日(土)

第31回札幌呼吸器疾患臨床･病理検討会

14:15～16:45
札幌医大記念ホール

｢最近の肺手術症例について｣
札幌南三条病院呼吸器外科部長

第24回北海道周産期研修会
｢産後ケアの現状｣
天使大助産研究科教授/助産院エ･ク･ボ院長

髙室典子

｢妊娠･分娩･産後のメンタルケア｣
朋佑会札幌産科婦人科理事長

郷久 二
日時・場所／

第7回道央エリア関節リウマチ懇話会

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／ 19
連絡先／ファイザー㈱ 大沼 ☎011-241-0993

第3回札幌尿路感染症研究会

｢L-FABPの泌尿器科領域での応用｣
JCHO北海道病院泌尿器科

聡

前鼻健志
ほか1題

日時・場所／

3月24日(土)

18:15～19:30
江別市あおい

3月30日(金)

●江別医師会ほか

参加資格及び取得単位／特に制限なし(2単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 1,8
連絡先／アステラス製薬㈱ 赤津 ☎011-271-1134
日時・場所／

19:00～20:30
ホテルエミシア札幌

3月29日(木)

｢関節炎の診断－そのツボとドツボ－｣
山形大医学部整形外科学科整形外科･リハビリテーション部
主任教授 髙木理彰

○アステラス製薬㈱ほか

髙橋

靖

○ファイザー㈱ほか

15:30～17:30
札幌医大

｢梅毒診療の問題は?｣
札幌医大医学部感染制御･臨床検査医学教授

長

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(年会費))
カリキュラムコード／ 1,0
連絡先／杏林製薬㈱ 上田 ☎011-707-3891

参加資格及び取得単位／特に制限なし(2単位)
(参加費：2,000円(医師)､1,000円(医師以外))
カリキュラムコード／ 10,71
連絡先／キッセイ薬品工業㈱ 木村 ☎090-5195-4731

3月24日(土)

19:00～20:30
札幌南三条病院

3月28日(水)

○杏林製薬㈱ほか

○キッセイ薬品工業㈱ほか

日時・場所／

白濱茂穂

第11回医師研修会
｢高齢者心不全患者の病態－特徴と治療－｣
北大医学研究院循環病態内科学教授

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／ 10,19
連絡先／江別医師会 堀籠 ☎011-383-2136

18:00～19:00
ニューオータニイン札幌

○札幌市産婦人科医会ほか

札幌市産婦人科医会学術講演会
｢OC･LEP普及のために－性教育の役割を含めて－｣
あおもり女性ヘルスケア研究所所長 蓮尾

日時・場所／

●札幌市医師会

豊

在宅医療に関する講演会

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／ 11
連絡先／富士製薬工業㈱ 上田 ☎011-861-7607
日時・場所／

3月26日(月)

13:30～15:00
札幌市医師会館

3月31日(土)

｢始めよう!在宅医療｣
新幌クリニック院長

藤間祐紀

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／ 13,80
連絡先／札幌市医師会 松島 ☎011-611-4181

19:00～20:00
札幌市医師会館

●札幌市医師会

在宅医療に関する研修会
｢本音ベースで考える在宅医と病院の嬉しい連携｣
勤医協中央病院長 田村裕昭
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／ 12
連絡先／札幌市医師会 松島 ☎011-611-4181
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日時・場所／

3月31日(土)

17:45～19:30
ロイトン札幌

日時・場所／

○大日本住友製薬㈱ほか

函館渡島消化器疾患検討会

｢NASHの発症機序から見た治療の方向性－糖尿病治療に携
わる医師との連携－｣
旭川医大内科学病態代謝内科学教授 太田嗣人

｢FGIDs治療のコツ｣
国立病院機構函館病院消化器科がん予防センター長

間部克裕

｢地方における対策型内視鏡検診の実際～初年度を終えて
の問題点～ ｣
とくしま未来健康づくり機構徳島県総合健診センター
青木利佳

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／ 76,82
連絡先／大日本住友製薬㈱ 川上 ☎011-281-6101

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／ 10,12,21
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

道 南 ブロック
3月8日(木)

19:00～20:30
ベルクラシック函館

●函館市医師会ほか

第19回札幌臨床糖尿病研究会

日時・場所／

3月12日(月)

日時・場所／

3月14日(水)

19:00～20:10
ベルクラシック函館

●函館市医師会ほか

18:45～20:00
ベルクラシック函館

函館循環器病懇談会

●函館市医師会ほか

｢実臨床でのTAVI患者のその後｣
市立函館病院循環器内科医長

宜保浩之

｢エビデンスに基づいた変形性膝関節症の保存療法｣
東千葉メディカルセンター整形外科副部長 渡辺淳也

｢TAVIの適応と紹介方法について｣
市立函館病院循環器内科医療部長/科長

蒔田泰宏

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(日整会教育研修1単位､日本運動器科学会
セラピスト認定資格継続単位1単位))
カリキュラムコード／ 19,61
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／ 9,73
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

函館整形外科会学術講演会

日時・場所／

3月8日(木)

日時・場所／

19:00～20:10
温泉ホテルきたひやま

平成29年度第5回函館糖尿病療養指導研修会
｢肥満･糖尿病の病態と治療｣
九州大医学研究院病態制御内科教授/東京医歯大医歯学総合研究科
分子細胞代謝学教授 小川佳宏

学術講演会
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／ 10,20,82
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／ 76,82
連絡先／ノバルティスファーマ㈱ 高瀬 ☎080-3179-5362
日時・場所／

3月10日(土)

日時・場所／

16:00～19:00
三井生命函館若松町ビル

｢卵巣機能不全による不眠に酸棗仁湯が有効であった一症例｣
函館五稜郭病院産婦人科 西岡嘉宏
｢皮膚疾患の漢方治療第5報－肛門周囲膿瘍に対して漢方薬
を使用した乳児症例－｣
えんどう桔梗こどもクリニック院長 遠藤 明
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／ 7,18,19,54,73,83
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

第1194号

18:50～20:30
ベルクラシック函館

函館消化器病懇談会

第32回函館東洋医学研究会症例検討会特別講演会

北海道医報

3月22日(木)

●函館市医師会ほか

●函館市医師会ほか

平成30年3月1日

18:30～20:20
フォーポイントバイシェラトン函館

●函館市医師会ほか

●北部檜山医師会ほか

｢様々な角度から考える2型糖尿病薬物療法｣
北大医学研究院免疫･代謝内科学助教

3月16日(金)

｢酸分泌抑制薬投与による胃粘膜変化の実態｣
国立病院機構函館病院消化器科医長

久保公利

｢胃底腺粘膜関連腫瘍の臨床病理学的特徴｣
順天堂大医学研究科人体病理病態学教授

八尾隆史

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 21,51,52
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001
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日時・場所／

3月8日(木)

18:45～20:45
アール・ベル・アンジェ室蘭

●室蘭市医師会ほか
日時・場所／

3月9日(金)

学術講演会

18:20～19:30
黒松内町保健福祉センター

｢AIは､大腸内視鏡診療をどう変えていくか?｣
昭和大横浜市北部病院消化器センター講師

●寿都医師会ほか

学術講演会

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 52,53
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

参加資格及び取得単位／医師･コメディカル(1単位)
カリキュラムコード／ 73
連絡先／科研製薬㈱ 三上 ☎011-222-2751

日時・場所／

3月13日(火)

18:50～20:40
グランドパーク小樽

18:30～20:20
苫小牧市医師会館

苫小牧胃と腸を診る会
｢診断･治療に難渋した消化器疾患｣
加藤胃腸科・内科クリニック院長

未来を見据えて今､出来ること
｢よりよいAF治療を目指して｣
手稲渓仁会病院循環器内科主任医長/
ハートリズムセンター長 林健太郎

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

｢心血管イベント抑制を見据えた糖尿病治療｣
札幌医大医学部循環器･腎臓･代謝内分泌内科学准教授
三木隆幸

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／ 73,76
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 平戸
☎011-261-7261

3月15日(木)

3月12日(月)

○EAファーマ㈱ほか

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

日時・場所／

悠一

｢GERDに対するPPIの使い分け－最適な治療法とは－｣
小樽掖済会病院副院長/消化器病センター長 勝木伸一

｢整形外科領域における地域完結型の医療を目指した医療
連携｣
小樽市立病院整形外科主任医長 佃 幸憲

日時・場所／

森

3月13日(火)

19:00～20:20
苫小牧市グランドホテルニュー王子

○エーザイ㈱

東胆振てんかん治療を考えるセミナー
｢認知症に隠れたてんかんの治療｣
札幌医大医学部脳神経外科教授

三國信啓

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 35
連絡先／エーザイ㈱ 岡崎 ☎080-9024-1032

18:45～20:00
余市町水明閣ホテル

●余市医師会ほか

余市認知症研究会
｢アルツハイマー型認知症の早期診断･治療の重要性｣
北海道医療大心理学部臨床心理学科教授 中野倫仁

日時・場所／

3月16日(金)

学術講演会
｢認知症診療における骨粗鬆症治療の重要性－寝たきり認
知症を防ぐために－｣
大分大医学部附属病院総合診療･総合内科学診療教授
吉岩あおい

18:30～20:30
小樽市医師会館

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

●小樽市医師会

第85回小樽市医師会会員研究発表会
｢睡眠薬適正使用に向けて－院内の取り組みからの提案－｣
小樽市立病院精神科 澤頭 亮ほか
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／ 20,53
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111

日時・場所／

3月8日(木)

3月15日(木)

19:00～20:30
なの花薬局苫小牧三光店

●苫小牧市医師会ほか

第484回苫小牧市医師会学術講演会
｢当院における糖尿病療養指導の実際－カーボカウントを
中心に－｣
小野百合内科クリニック管理栄養士 佐久間未季

日 胆 ブロック
日時・場所／

18:45～20:15
ホテルサンルート室蘭

●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／ 13,29
連絡先／余市医師会 新谷 ☎0135-23-3232
日時・場所／

3月15日(木)

｢糖尿病食事療法の新しい視点と考え方｣
聖マリアンナ医大代謝内分泌内科教授

18:30～20:00
室蘭市蓬 殿

逸

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

●室蘭市医師会ほか

第19回西胆振腎･糖尿病カンファレンス
｢腎不全･糖尿病と脳血管障害｣
座長;市立室蘭総合病院循環器内科部長

田中

福岡将匡

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
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日時・場所／

3月20日(火)

19:00～20:30
ホテルサンルート室蘭

日時・場所／

●室蘭市医師会ほか

18:50～20:30
アートホテル旭川

●旭川市医師会ほか

学術講演会

C型肝炎治療勉強会in旭川

｢当院の転倒･転落の医療安全に関して｣
製鉄記念室蘭病院医療安全管理室長

｢C型肝炎は治る時代へ－今、医師に求められること－｣
大阪労災病院副院長 平松直樹

松島ひろ代

｢医療安全の観点からみた転倒･転落｣
手稲渓仁会病院顧問

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 8
連絡先／アッヴィ合同会社 大槻 ☎03-4577-1140

樫村暢一

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／ 7,20
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393
日時・場所／

3月9日(金)

3月22日(木)

日時・場所／

3月9日(金)

19:30～20:45
ホテルクレッセント旭川

●旭川市医師会ほか

19:00～20:30
浦河赤十字病院

Asahikawa Breast Cancer Conference
｢ホルモン治療抵抗性の判断と化学療法の選択｣
大阪市立大腫瘍外科学講師

●日高医師会ほか

医学講演会

高島

勉

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1単位)
カリキュラムコード／ 10
連絡先／エーザイ㈱ 菅野 ☎090-7003-9243

｢下肢静脈瘤血管内レーザー焼灼術と術後血栓性合併症｣
新ひだか町立静内病院循環器科医長 菊地誠哉
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／ 23,24
連絡先／日高医師会 西田 ☎0146-22-6262

日時・場所／

3月12日(月)

18:30～19:30
旭川医療センター

●旭川市医師会ほか

第303回旭川医療センター症例報告会

空 知 ブロック
日時・場所／

3月8日(木)

18:30～20:00
岩見沢平安閣

○日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ほか

｢糖尿病腎症に対する新たな治療戦略｣
慶應義塾大病院腎臓内分泌代謝内科准教授

日時・場所／

脇野

修

旭川認知症かかりつけ医講演会
浦

茂久

｢認知症診療の展望－旭川赤十字病院もの忘れ外来での経
験から－｣
旭川赤十字病院神経内科副院長 吉田一人
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／ 12,29
連絡先／日本メジフィジックス㈱ 峯村 ☎011-873-7725

18:30～20:00
旭川厚生病院
日時・場所／

第480回旭川肺を診る会

3月13日(火)

18:30～19:50
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

｢重症喘息治療の現状｣
旭川厚生病院呼吸器科診療部長

旭川市医師会女性医師部会研修会
秋葉裕二

｢身体疾患に伴う不眠の評価と対応のコツ｣
市立札幌病院精神医療センター副医長

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／ 1
連絡先／旭川厚生病院 鎌田 ☎0166-33-7171
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19:00～20:30
旭川グランドホテル

｢認知症とてんかん｣
旭川赤十字病院神経内科部長

●旭川市医師会ほか

平成30年3月1日

3月12日(月)

●旭川市医師会ほか

道 北 ブロック
3月8日(木)

青木裕之

坂東泰子

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／ 76
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 斎藤
☎011-261-7261

日時・場所／

油川陽子

｢縦隔原発非セミノーマ胚細胞腫瘍の1例｣
国立病院機構旭川医療センター外科部長
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／ 35,42
連絡先／旭川医療センター 黒田 ☎0166-51-3161

南空知地区医師会学術講演会-T2DMフォーラム in
岩見沢
｢心腎連関の重要性｣
名古屋大医学部附属病院循環器内科講師

｢当院におけるてんかん診療｣
国立病院機構旭川医療センター脳神経内科医長

第1194号

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／エーザイ㈱ 長岡 ☎090-7633-2126
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上村恵一

日時・場所／

3月13日(火)

19:00～20:40
旭川グランドホテル

日時・場所／

●旭川市医師会ほか

旭川乾癬･アレルギーフォーラム2018

｢上川中部医療圏における糖尿病治療－医療連携と重症化
予防－｣
旭川赤十字病院糖尿病･内分泌内科副院長 森川秋月

｢乾癬関連のテーマ｣

｢身近な甲状腺疾患診療のポイントと最近の話題について｣
札幌厚生病院糖尿病･内分泌内科臨床研修センター主任部長
紅粉睦男

大栗敬幸
佐々木高明
ほか1題

日時・場所／

18:30～19:40
旭川厚生病院

第52回旭川手の外科を考える会
平山隆三

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／ 57,63
連絡先／エーザイ㈱ 安藤 ☎080-9039-7603

竹内利治

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／ 15
連絡先／深川医師会 千葉 ☎0164-23-4406

日時・場所／

3月22日(木)

18:45～20:30
旭川市大雪クリスタルホール

○あさひかわ緩和ケアネットワークほか

あさひかわ緩和ケアネットワーク第24回定例会
｢実践－在宅訪問－｣

18:50～20:15
アートホテル旭川

室蘭ひまわり薬局薬剤師

●旭川市医師会ほか

佐藤一生

｢はじめようやってみよう 在宅訪問 だれでもさいしょは
初心者なんだから…－認知症患者含む在宅患者のメンタル
サポート－｣
㈱中央薬局薬剤師 伊藤裕康

消化器疾患診療におけるトータルマネジメント
｢炎症性腸疾患患者における静脈血栓症｣
旭川医大地域医療支援および専門医育成推進特任助教
安藤勝祥

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／ 13,80
連絡先／ MeijiSeikaファルマ㈱ 富樫 ☎0166-26-2577

｢抗血栓薬服用患者における消化器内視鏡診療の最前線｣
国立病院機構函館病院長 加藤元嗣
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／ 50,53
連絡先／第一三共㈱ 二木 ☎0166-29-7431

3月16日(金)

3月22日(木)

｢神経修復術を行った橈骨神経高位麻痺の1例｣
整形外科進藤病院

18:30～19:45
深川市プラザホテル板倉

学術講演会

日時・場所／

山本智美

●旭川市医師会ほか

●深川医師会ほか

3月15日(木)

18:00～19:00
旭川厚生病院

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）

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／ 41,45,46
連絡先／中外製薬㈱ 島田 ☎0166-24-6311

日時・場所／

3月22日(木)

がん診療連携第59回乳腺画像カンファレンス

｢PD-1/PD-L1抗体の作用機序の違い｣
旭川医大病理学免疫病理講師

｢TAVI治療と抗血栓療法｣
旭川医大内科学循環･呼吸･神経病態内科学講師

本田哲也

｢乳腺の症例検討｣
旭川がん検診センター放射線科外来第二係長

がん免疫療法最新情報アーベント

3月15日(木)

｢皮膚免疫･アレルギー反応の最新の知見｣
京都大医学研究科皮膚科学講師

○旭川厚生病院

●旭川市医師会ほか

日時・場所／

澁谷貴史

日時・場所／

18:45～20:45
アートホテル旭川

｢がん免疫療法の副作用マネジメント体制｣
旭川医大病院呼吸器センター講師

旭川医大皮膚科学助教

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／ 26,73
連絡先／田辺三菱製薬㈱ 門平 ☎0166-26-3800

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／ 15,73,76
連絡先／協和発酵キリン㈱ 高橋 ☎0166-26-9226

3月14日(水)

18:45～20:30
旭川グランドホテル

●旭川市医師会ほか

旭川内科医会学術講演会

日時・場所／

3月16日(金)

日時・場所／

3月23日(金)

18:30～20:10
ニュー富良野ホテル

○㈱三和化学研究所ほか

18:45～20:00
アートホテル旭川

富良野医師会学術講演会

●旭川市医師会ほか

｢尿酸代謝に関する最近の話題と尿路結石症との関係｣
北彩都病院副院長/尿路結石センター長 山口

三木会学術講演会
｢骨粗鬆症と変形性関節症の病態連関からみた同時治療の
実際－医療安全からみた骨質に優しい治療法とは－｣
東京慈恵会医大整形外科学准教授 斎藤 充

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／ 73,82
連絡先／㈱三和化学研究所 佐藤 ☎011-233-2676

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／ 7,77
連絡先／アステラス製薬㈱ 浅地 ☎0166-29-6517
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日時・場所／

3月25日(日)

道 東 ブロック

10:00～12:30
旭川市まなべビル

●旭川市医師会ほか

第1回旭川系統漢方講座

日時・場所／

『冷えと痛み』－高齢者を主に－｣
｢
永山池田クリニック院長

3月29日(木)

18:50～20:30
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㈱ほか

池田隆一

十勝地区学術講演会2018-2018年診療報酬改定と糖
尿病診療について-

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／ 83
連絡先／㈱オーベル 中山 ☎0166-40-2270
日時・場所／

3月13日(火)

｢2018年診療報酬改定の見方－診療報酬改定をどう読むか－｣
メディキャスト㈱ 濱中洋平
｢糖尿病治療はどこへ向かうのか｣
自由が丘横山内科クリニック副院長

19:00～20:40
旭川グランドホテル

本庄

潤

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／ 6,76
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 髙橋
☎080-2183-9514

●旭川医科大学医師会ほか

糖尿病次世代治療研究会
｢良好な血糖コントロールを目指して－Weekly DPP-4阻害薬
の可能性－｣
旭川医大内科学病態代謝内科学医員 竹田安孝

3月14日(水)

18:50～20:30
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

｢糖尿病薬物療法の効果を引き出す工夫－新たな治療アプ
ローチを踏まえて－｣
二田哲博クリニック姪浜院長 下野 大

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／ 73,76
連絡先／ＭＳＤ㈱ 早田 ☎0166-26-8837

｢当院におけるC型肝炎治療の実際｣
釧路労災病院消化器内科部長

寺下勝巳

｢新たな壁を超えるC型肝炎治療｣
北大医学研究院内科学消化器内科学教授

坂本直哉

日時・場所／

3月29日(木)

●釧路市医師会ほか

釧路市C型肝炎学術講演会

19:00～20:40
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(1.5単位)
カリキュラムコード／ 15
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

●旭川医科大学医師会ほか

Core Member Meeting 2018
｢救急医療現場で最近よく見かける抗凝固薬使用患者の特徴｣
自治医大附属病院さいたま医療センター
救命救急センター長救急部教授 守谷 俊
｢心房細動を診たら心不全を疑え!｣
自治医大附属病院さいたま医療センター長

日時・場所／

3月15日(木)

19:00～20:30
帯広市北海道ホテル

○エーザイ㈱

十勝生活習慣病学術講演会
百村伸一

｢慢性肝疾患(脂肪肝)と生活習慣病｣
虎の門病院健康管理センター ･画像診断センター
統括センター長 荒瀬康司

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／ 57,73
連絡先／日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 石井
☎080-2183-9154

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／エーザイ㈱ 仲井 ☎090-2400-5155

北 見 ブロック

日時・場所／

3月22日(木)

19:30～20:45
釧路プリンスホテル

●釧路市医師会ほか
日時・場所／

3月10日(土)

釧路脂質治療を考える会

14:00～17:00
北見市ホテル黒部

｢新ガイドラインを踏まえた脂質異常症治療｣
北大病院内科Ⅱ診療准教授

●北見医師会ほか

第11回オホーツク医学大会

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／ 75
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

｢コーヒーの美味しさを科学する｣
東京農業大

妙田貴生

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／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787
日時・場所／

3月14日(水)

18:30～19:30
網走厚生病院

●網走医師会ほか

第427回網走医を語る会
｢診断・治療に難渋した内科消化器科疾患｣
網走厚生病院内科消化器科

吉河

歩

参加資格及び取得単位／特に制限なし(0.5単位)
カリキュラムコード／ 53
連絡先／エーザイ㈱ 江藤 ☎011-205-0235
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