医学会・医学講演会等
開催情報

日時・場所／

5月10日(木)

18:30～20:00
斗南病院

斗南病院消化器病センター

第165回斗南病院臨床病理検討会(二木会)
｢症例検討1｣
斗南病院消化器病センター長

(654)30.5.8～30.6.7

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

日本医師会生涯教育講座

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

※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。

5月12日(土)

14:00～17:20
日本生命札幌ビル

日本リウマチ財団ほか

第25回北海道リウマチ性疾患の治療とケアフォーラム

中 央 ブロック
日時・場所／

5月9日(水)

｢リウマチ患者が医療者に望む医療｣
座長;北海道整形外科記念病院診療部長
18:45～20:00
札幌市センチュリーロイヤルホテル

西尾泰彦

｢リウマチ医療の現在と目指すべき理想的なトータルケア｣
京都府立医大医学研究科免疫内科学病院教授/
膠原病･リウマチ･アレルギー科部長 川人 豊
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／ 1,4,7,10,13
連絡先／北海道リウマチを考える会 佐川 ☎011-271-0770

札幌市小児科医会ほか

札幌市小児科医会研究会
｢治す小児アレルギー治療･アレルゲン免疫療法－アレルギ
ー性鼻炎･気管支喘息･食物アレルギー－｣
神奈川県立こども医療センターアレルギー科長 犬尾千聡
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／ 39,79
連絡先／札幌市医師会 松島 ☎011-611-4181

日時・場所／

5月12日(土)

17:30～19:00
ＴＫＰガーデンシティ札幌駅前

北海道内科医会
日時・場所／

5月10日(木)

平成30年度北海道内科医会学術講演会

17:30～18:30
市立札幌病院

｢血糖モニタリングによる糖尿病診療の方向性｣
札幌厚生病院糖尿病・内分泌内科主任部長

市立札幌病院

第953回学術講演会
｢腎移植の最新の知識と正しい腎代替療法の選択｣
市立札幌病院腎臓移植外科部長 原田

関口雅友

｢糖尿病診療の個別化－治療目標、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

浩

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／北海道内科医会 横山 ☎011-231-7661

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／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

40

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／

5月14日(月)

18:15～20:30
札幌厚生病院

日時・場所／

5月21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

札幌胆膵疾患研究会ほか

札幌胃と腸を診る会ほか

第285回札幌胆膵疾患研究会

第564回札幌胃と腸を診る会

｢胆膵疾患の画像診断について｣
司会;札幌厚生病院消化器内科(胆膵内科)部長

｢診断･治療に難渋した消化管疾患｣
司会;札幌医大消化器内科学講師

長川達哉

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／札幌胆膵疾患研究会 宮川 ☎011-261-5331
日時・場所／

5月15日(火)

｢診断･治療に難渋した消化管疾患｣
司会;KKR札幌医療センター消化器センター部長

千歳医師会

千歳医師会学術講演会
日時・場所／

｢心血管疾患合併糖尿病の治療～ SGLT2阻害薬への期待と
使用法のコツ～ ｣
札幌医大医学部循環器・腎臓・代謝内分泌内科学准教授
丹野雅也

5月22日(火)

19:00～20:00
札幌市医師会館

医療保険に関する研修会
｢平成30年度診療報酬改定について｣
北海道厚生局指導医療官

津久井宏行

佐野晋司

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／ 6
連絡先／札幌市医師会事業二課 山口 ☎011-611-4181
email ／ k-yamaguchi@spmed.or.jp
日時・場所／

5月18日(金)

英幸

札幌市医師会

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／ 9,73
連絡先／千歳医師会 玄 ☎0123-24-3549
日時・場所／

関

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／札幌胃と腸を診る会事務局 吉井 ☎011-623-7000
email ／ s.yoshii@east.ntt.co.jp

19:00～20:40
ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

｢弁膜症手術 update｣
北海道循環器病院理事長

山下健太郎

19:00～21:00
札幌市ＡＣＵ－Ａアスティ４５

5月25日(金)

18:30～19:30
江別市あおい

江別医師会ほか

札幌IBDミニカンファレンスほか

第2回医師研修会

第35回札幌IBDミニカンファレンス

｢心不全におけるバソプレシンV2受容体拮抗薬の役割｣
札幌整形循環器病院心臓血管内科 尾﨑威文

｢炎症性疾患の症例－診断･治療の問題点－｣
市立札幌病院消化器内科医長

小野雄司

｢国立函館病院におけるIBD診療－重要な連携－｣
国立病院機構函館病院消化器科部長

間部克裕

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／ 12,24
連絡先／江別医師会 堀籠 ☎011-383-2136

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／ 50,53,54
連絡先／市立札幌病院消化器内科 小野 ☎011-726-2211
email ／ yujionomd@live.jp

日時・場所／

5月19日(土)

日時・場所／

19:00～21:00
札幌プリンスホテル

臨床心臓研究会ほか

第96回臨床心臓研究会
｢左冠動脈主幹部病変､新たなPCI治療の可能性｣
時計台記念病院循環器センター副センター長 五十嵐康己

17:00～19:00
ニューオータニイン札幌

｢胸部の大動脈痛･大動脈解離に対するステントグラフト治
療－方法とタイミング－｣
山形県立中央病院心臓血管外科循環器病センター長
阿部和男

北海道睡眠研究会ほか

第26回北海道睡眠研究会学術講演会
｢高齢化時代の不眠症治療を考える｣
林下病院理事

5月25日(金)

小林理子

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／ 15,42
連絡先／臨床心臓研究会 五十嵐 ☎011-251-1221
email ／ perforator50@mbg.nifty.com

｢不眠障害に対する認知行動療法のエビデンスと実践｣
東京家政大人文学部心理カウンセリング学科准教授
岡島 義
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(医師のみ))
カリキュラムコード／ 20,69,82
連絡先／北海道睡眠研究会 小林 ☎011-821-6155
e-mailのみ可／ rkobayashi0106@gmail.com
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日時・場所／

5月27日(日)

道 南 ブロック

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

第93回北海道透析療法学会

日時・場所／

｢透析療法変貌に伴うCKD-MBDの変遷と将来｣
和歌山県立医大腎臓内科学教授

重松

函館泌尿器科医会学術講演会
｢前立腺癌治療薬の副作用について｣
市立函館病院薬局係長

19:00～20:00
ニューオータニイン札幌

日時・場所／

北海道労災保険指定病院協会札幌支部

19:00～20:00
市立函館病院

函館小児科医会学術講演会

｢精神障害の労災認定について｣
札幌花園病院長

｢乳幼児の社会性と発達｣
東京大総合文化研究科広域システム科学系教授

松原良次

参加資格及び取得単位／医師(1単位)
カリキュラムコード／ 70
連絡先／北海道労災保険指定病院協会札幌支部 石川
☎011-757-0340

5月31日(木)

5月25日(金)

函館市医師会ほか

第33回医学講演会

日時・場所／

坂田幸雄

｢前立腺癌ガイドライン改訂のポイントと函館市のPSA検診
の現状｣
函館五稜郭病院泌尿器科医員 岡部 洸
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／ 7,13,65
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)
(参加費：1,000円、無料(学生))
カリキュラムコード／ 1,73
連絡先／北海道透析療法学会事務局 佐藤 ☎011-590-0789
email ／ dotoseki2017＠bz04.plala.or.jp

5月29日(火)

18:30～20:30
フォーポイントバイシェラトン函館

函館市医師会ほか

隆

｢副甲状腺の気持ちがわかるカルシウム･リン代謝－PTHの
オシレーションを科学する－｣
大阪市立大医学研究科代謝内分泌病態内科学准教授
今西康雄

日時・場所／

5月25日(金)

開

一夫

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／ 5,72
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001
日時・場所／

18:30～19:45
ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

5月29日(火)

18:00～19:00
北海道立江差病院

檜山医師会ほか

千歳医師会ほか

学術講演会

学術講演会

｢放射線診断医の読影ポイント｣
セントラルCIクリニック院長

｢日本人2型糖尿病治療におけるSGLT2阻害剤の位置付け－
DPP-4阻害薬併用症例を含めて－｣
三浦中央医院長 瀧端正博

玉川光春

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／檜山医師会 鈴木 ☎0139-52-1070

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･メディカルスタッフ(1単位)
カリキュラムコード／ 23,76
連絡先／千歳医師会 玄 ☎0123-24-3549

日時・場所／

5月30日(水)

18:00～19:00
北海道立江差病院

檜山医師会ほか
日時・場所／

6月2日(土)

学術講演会

8:30～10:30
さっぽろ芸文館

｢潰瘍性大腸炎の診断と治療｣
函館五稜郭病院消化器内科長

日本臨床細胞学会

第59回日本臨床細胞学会総会(春期大会)
｢環境に優しい検査室を作る－検査室における化学物質の
取扱いについて－｣
大阪はびきの医療センター病理診断科医務局長/主任部長
河原邦光

日時・場所／

参加資格及び取得単位／第59回日本臨床細胞学会総会(春期
大会)参加者のみ(2単位)(参加費：13,000円(事前参加登録)、
15,000円(当日参加登録))
カリキュラムコード／ 7,17
連絡先／㈱コングレ 山崎 ☎03-5216-5318
email ／ jscc2018@congre.co.jp

5月30日(水)

18:50～20:15
ベルクラシック函館

函館市医師会

函館循環器病懇談会・函館脳血管内治療懇談会
｢RE-CIRCUIT試験/ABRIDGE-J研究を読み解く｣ ～アブレー
ション周術期の抗凝固療法法～ ｣
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(0.5単位)
カリキュラムコード／ 45
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001
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小林寿久

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／ 53,73
連絡先／檜山医師会 鈴木 ☎0139-52-1070
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日時・場所／

6月2日(土)

日 胆 ブロック

16:00～19:00
函館市五島軒本店

函館市医師会ほか

第51回道南眼科集談会

日時・場所／

｢動物の眼科診療の実際｣
かけはた動物病院長
八雲動物病院長

5月17日(木)

18:30～20:30
製鉄記念室蘭病院

室蘭市医師会

掛端健士
北村康也

室蘭市医師会学術講演会
｢Ｂ型肝炎診療

｢糖尿病網膜症に対する外科的治療アップデート｣
東邦大医療センター佐倉病院眼科教授 前野貴俊
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：5,000円(医師)、2,000円(医師以外))
カリキュラムコード／ 1,2,4,7,15,36
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001
email ／ info@hakodate-med.org

最近の話題｣
北大医学研究院消化器内科教授

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／ 8,73
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393
日時・場所／

5月17日(木)

18:50～20:30
ホテルサンルート室蘭

室蘭市医師会

室蘭市医師会学術講演会
｢当院におけるCOPD治療｣
製鉄記念室蘭病院呼吸器内科医長

後 志 ブロック
日時・場所／

5月9日(水)

18:30～20:00
余市町ニッカウヰスキー会館

余市医師会ほか

渡辺裕喜雄

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／ 73
連絡先／余市医師会 新谷 ☎0135-23-3232
日時・場所／

5月17日(木)

日時・場所／

18:15～20:00
ホテルサンルート室蘭

第54回西胆振画像診断検討会
｢核医学検査の現状と将来展望｣
北大医学研究院放射線科学核医学教室准教授

19:00～20:10
グランドパーク小樽

志賀

哲

井上

彰

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／ 27,73
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

第29回あじさい会
｢訪問診療における抗認知症薬の臨床と適正使用について｣
札幌こころの森クリニック院長 鈴木衣穂子

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／ 12,80
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111

5月30日(水)

5月18日(金)

室蘭市医師会

小樽市医師会ほか

日時・場所／

瞬

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／ 45,46
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

第80回余市カンファランス
｢糖尿病と慢性腎疾患の検討｣
わたなべ内科医院長

近藤

｢日常診療でCOPDの診かた－最新のガイドラインと喘息と
の鑑別を含めて－｣
帝京大医学部内科学呼吸器・アレルギー学教授 長瀬洋之

5月18日(金)

18:30～20:00
製鉄記念室菌病院

胆振西部医師会

西胆振緩和ケアネットワーク第8回学術集会
｢がん治療における緩和ケア｣
東北大大学院医学系研究科緩和医療学分野教授

18:45～20:00
グランドパーク小樽

参加資格及び取得単位／医療・介護・福祉関係者(1.5単位)
カリキュラムコード／ 4,81
連絡先／医療法人社団洞仁会洞爺温泉病院理事長・院長 中谷
☎0142-87-2311

小樽市医師会ほか

学術講演会
｢冠動脈疾患の診断と治療－最近の話題－｣
華岡青洲記念心臓血管クリニック理事長・院長 華岡慶一
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／ 42,44
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111

日時・場所／

5月24日(木)

18:30～20:10
ホテルサンルート室蘭

室蘭市医師会

室蘭市医師会学術講演会
｢味覚障害と亜鉛の関係｣
北大歯学部口腔診断内科学

坂田健一郎

「肝疾患における亜鉛欠乏の実態」
札幌厚生病院消化器内科（肝臓内科）主任部長

小関

至

参加資格及び取得単位／医師、
薬剤師、
臨床検査技師(1.5単位)
カリキュラムコード／ 21,73
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393
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日時・場所／

5月31日(木)

19:00～20:30
ホテルサンルート室蘭

日時・場所／

5月31日(木)

18:45～20:30
滝川市ホテル三浦華園

室蘭市医師会

空知医師会ほか

室蘭市医師会学術講演会

学術講演会

｢実例から考える癌・心血管連関～心筋、
肺血管、
凝固異常～｣
札幌医大循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講師 矢野俊之

｢尿酸代謝と酸化ストレス｣
帝京大ちば総合医療センター腎臓内科教授

寺脇博之

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／ 61
連絡先／空知医師会 氏家 ☎0125-54-2313

「消化器がん患者におけるVTE ～現状と将来展望～」
市立札幌病院消化器内科副部長 中村路夫
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／ 19,73
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

日時・場所／

6月7日(木)

18:50～20:00
岩見沢平安閣

岩見沢市医師会ほか

南空知地区医師会学術講演会

空 知 ブロック
日時・場所／

5月17日(木)

｢COPDの診断と治療｣
北海道中央労災病院第四内科部長
｢間質性肺炎の診断｣

18:45～20:00
岩見沢市ホテルサンプラザ

北海道中央労災病院副院長

岩見沢市医師会ほか

｢認知症とうつ病の鑑別診断｣
古瀬

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／ 29,70
連絡先／岩見沢市医師会 吉田 ☎0126-22-5347
email ／ iwamizawa@hokkaido.med.or.jp

日時・場所／

5月23日(水)

道 北 ブロック

18:20～19:45
美唄ホテルスエヒロ

日時・場所／

5月10日(木)

18:30～20:00
旭川厚生病院

美唄市医師会ほか

旭川市医師会

学術講演会-地域医療を考える-

第481回旭川肺を診る会

｢当院の消化器診療について－ヘリコバクターピロリの除
菌など－｣
岩見沢市立総合病院消化器内科診療部長 加藤寛士

｢免疫チェックポイント阻害薬の使用経験｣
旭川厚生病院呼吸器科主任部長

日時・場所／

5月29日(火)

西垣

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／旭川市医師会 坂上 ☎0166-23-5728

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／ 1,12
連絡先／美唄市医師会 辻口 ☎0126-62-3451
日時・場所／

大塚義紀

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／岩見沢市医師会 吉田 ☎0126-22-5347
email ／ iwamizawa@hokkaido.med.or.jp

南空知医師会学術講演会
中野記念病院長

猪又崇志

18:00～19:10
砂川市立病院

5月10日(木)

19:00～20:30
アートホテル旭川

旭川医科大学医師会

空知医師会ほか

脂質異常症治療学術講演会

学術講演会

｢脂質異常症の成因と治療 Up to Date ～最新ガイドライ
ンのポイントを踏まえて～ ｣
自治医科大内分泌代謝学教授 石橋 俊

｢抗凝固薬服用中の出血－選択すべき薬剤は?－｣
名寄市立総合病院循環器内科診療部長

八巻

多

｢心不全診療の現状と将来展望｣
東京大大学院医学系研究科循環器内科学教授

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／ 10,57
連絡先／空知医師会 氏家 ☎0125-54-2313
日時・場所／

5月30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／ 75,76
連絡先／旭川医科大学医師会 辻
☎0166-65-2111(内線：3098)

19:00～20:10
砂川パークホテル

空知医師会ほか

Incretin Seminar in Sorachi
｢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
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／空知医師会 氏家 ☎0125-54-2313
email ／ sorachi@hokkaido.med.or.jp
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日時・場所／

5月11日(金)

18:30～20:15
深川市プラザホテル板倉

日時・場所／

5月17日(木)

18:30～20:00
留萌市立病院

深川医師会

留萌医師会ほか

深川医師会学術講演会

糖尿病を多面的に診る会

｢平成30年度診療報酬改定のポイントとこれからの医療政策｣
メディキャスト㈱厚生政策情報センター事業部 山口 聡

｢心不全を考慮した糖尿病治療－SGLT2阻害薬処方のtips
and tricks－｣
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

｢実臨床における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

｢糖尿病腎症重症化を予防するための集約的治療と地域連携｣
旭川医大内科学病態代謝内科学講師 安孫子亜津子

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／ 9,76
連絡先／深川医師会 千葉 ☎0164-23-4406
日時・場所／

5月11日(金)

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／留萌医師会 木村 ☎0164-43-2020

19:00～20:30
星野リゾートОＭО７旭川
日時・場所／

旭川市医師会

5月18日(金)

18:30～20:00
アートホテル旭川

旭川糖尿病セミナー

旭川医科大学医師会

｢日本人とは？－糖尿病とNAFLDの病態から考える｣
金沢大大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学教授
篁 俊成

第46回道北核医学セミナー

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／ 10,76
連絡先／旭川市医師会 坂上 ☎0166-23-5728

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／旭川医科大学医師会 辻
☎0166-65-5111(内線：3098)

日時・場所／

5月12日(土)

｢心臓PET/CTでわかること-冠動脈疾患編-｣
北大病院循環器内科講師

17:00～18:30
アートホテル旭川
日時・場所／

上川郡中央医師会ほか

5月24日(木)

18:00～19:00
旭川厚生病院

学術講演会

旭川厚生病院

｢当科におけるADPKD治療の現状｣
旭川赤十字病院腎臓内科部長

がん診療連携第60回乳腺画像カンファレンス
小林広学

｢乳腺の症例検討｣
旭川厚生病院副院長/乳腺外科主任部長

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／ 67
連絡先／上川郡中央医師会 鎌田 ☎0166-92-8022
日時・場所／

5月14日(月)

納谷昌直

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)

18:30～19:30
国立病院機構旭川医療センター

旭川市医師会ほか

日時・場所／

第305回旭川医療センター症例報告会

5月28日(月)

18:30～19:45
星野リゾートＯＭＯ７旭川

｢当院における外科手術症例の動向｣
国立病院機構旭川医療センター外科部長

青木裕之

平成30年度市立旭川病院地域医療連携のつどい

｢低血糖脳症の1例｣
国立病院機構旭川医療センター消化器内科医長

柏谷

｢アトピー性皮膚炎治療の基本と今後｣
市立旭川病院皮膚科診療部長

旭川市医師会ほか

朋

日時・場所／

5月16日(水)

18:50～20:30
星野リゾートОＭО７旭川

旭川医科大学医師会

Asahikawa Diabetes Care Seminar
｢生活習慣病の新しい考え方｣
九州大学医学研究院病態制御内科学教授

坂井博之

｢精神科思春期外来の現状－診察室の外で子どもたちを支
える－｣
市立旭川病院精神神経科診療部長 武井 明
参加資格及び取得単位／要事前申込(詳細0166-24-3181内線
5373まで)(1単位)
カリキュラムコード／ 1,12
連絡先／旭川市医師会 坂上 ☎0166-23-5728

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／ 12,76
連絡先／旭川市医師会 坂上 ☎0166-23-5728

日時・場所／

小川佳宏

5月30日(水)

19:00～20:45
ＡＮＡクラウンプラザ稚内

宗谷医師会ほか

｢血糖管理の最新展望～進化する心血管不全治療～ ｣
佐賀大学医学部内科学主任教授 野出孝一

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

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／旭川医科大学医師会 辻
☎0166-65-2111(内線：3098)

参加資格及び取得単位／医師､薬剤師､メディカルスタッフ等
医療関係者(1.5単位)
カリキュラムコード／ 1,11
連絡先／宗谷医師会 早崎 ☎0162-24-1510
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日時・場所／

6月2日(土)

14:50～16:00
アートホテル旭川

日時・場所／

5月19日(土)

17:00～18:30
北見プラザホテル

旭川医科大学医師会

北見医師会ほか

第24回道北循環イメージングセミナー

道東地区産婦人科医会学術講演会

｢炎症を標的にした心血管リモデリングに対する治療戦略｣
北大医学研究院循環病態内科学教授 安斉俊久

｢今､梅毒が増えている－性感染症の動向と皮膚科から見た
診療のポイント－｣
東京慈恵会医大皮膚科教授 石地尚興

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／旭川医科大学医師会 辻
☎0166-65-5111(内線：3098)
日時・場所／

6月6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／ 8
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

18:30～20:10
富良野文化会館

日時・場所／

5月24日(木)

18:30～19:30
網走厚生病院

富良野医師会ほか

網走医師会ほか

第21回富良野地区糖尿病懇話会

第428回網走医を語る会

｢増え続ける高齢患者への指導－先を見すえた看護の必要性－｣
旭川厚生病院代謝・内分泌内科看護師 岡田ふき子

｢診断治療に難渋した外科疾患｣
網走厚生病院外科

｢新時代を迎えた2型糖尿病の薬物療法－個別化治療を基本
として－｣
旭川厚生病院代謝･内分泌内科部長 本間玲子

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／網走医師会 小西 ☎0152-44-2386

参加資格及び取得単位／特に制限なし(1.5単位)
(参加費：200円)
カリキュラムコード／ 9,12,76
連絡先／富良野医師会 成田 ☎0167-22-2767

日時・場所／

5月24日(木)

19:00～20:30
ホテルベルクラシック北見

北見医師会ほか

学術講演会
｢心不全緩和ケアの最新情報｣
北大医学研究院循環病態内科学教授

北 見 ブロック
日時・場所／

5月9日(水)

遠軽医師会ほか

日時・場所／

学術講演会

19:00～20:30
ホテルベルクラシック北見

北見Liverシンポジウム

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／ 4,75
連絡先／遠軽医師会 伯谷 ☎0158-42-7710

5月16日(水)

5月25日(金)

北見医師会ほか

竹内利治

｢Intensive Statin Therapy has a limitation?｣
千葉県循環器病センター総合診療内科/日本慢性疾患
重症化予防学会(JMAP)代表理事 平井愛山

日時・場所／

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／ 73
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

19:10～20:50
遠軽町ホテルサンシャイン

｢当院における脂質異常症の管理状況｣
旭川医大循環･呼吸･神経病態内科学講師

横山良司

｢肝硬変における合併症対策｣
北大病院消化器内科助教

小川浩司

｢肝硬変治療の新しい展開｣
武蔵野赤十字病院消化器科部長

黒崎雅之

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／ 24,73
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

18:50～20:00
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

糖尿病治療を考える会-地域連携の観点から｢地域に展開する糖尿病連携医療パス－NTT東日本関東病院
と東京都南部地域の試み－｣
NTT東日本関東病院糖尿病･内分泌内科部長 林 道夫

日時・場所／

5月25日(金)

19:00～20:45
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

釧路市医師会

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
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

釧路地区消化器関連疾患研究会
｢消化管出血の現状と対策｣
市立釧路総合病院消化器内科部長

鈴木一也

｢GERDに対する薬物療法と内視鏡の新展開｣
福島県立医科大学附属病院内視鏡診療部部長・准教授
引地拓人
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／ 50,52
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626
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日時・場所／

5月31日(木)

17:45～19:15
町立中標津病院

日時・場所／

5月31日(木)

19:00～20:30
釧路プリンスホテル

根室市外三郡医師会

釧路市医師会ほか

第114回学術講演会

釧路てんかんセミナー

｢Common Disease に使えるサイエンス漢方処方｣
静仁会静内病院院長 井齋偉矢

｢てんかん診療Up-to-Date｣
札幌医大医学部脳神経外科学教授

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

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

三國信啓

「緊急臨時的医師派遣事業実施要綱」
の改正について
北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課
平成20年６月より実施しております本事業は、関係団体の協力を得まして都市部の医療機関から医師の確保が
困難な地域の医療機関に対し、緊急臨時的に医師を派遣いただいているところです。
今般、
「原子力医療活動実施要領」の策定（
「緊急被ばく医療活動実施要領」の改正）に伴い、原子力災害医療
を担う医療機関の区分が変更となったことから、平成30年４月１日付けで本事業実施要綱を改正いたしました。
なお、改正に伴う対象医療機関の変更はありません。
本事業は、緊急臨時的な医師の不足に対し、即効性のある対策として大きな役割を担っているところであり、
関係団体はじめ医療機関の皆様におかれましては、今後とも御協力をお願いいたします。

緊急臨時的医師派遣事業実施要綱の改正内容
旧
新
派遣延長が可能な期間
派遣延長が可能な期間
運営委員会において派遣延長が必要と認める場
運営委員会において派遣延長が必要と認める場
合には、６ヶ月毎に協議の上、最長２年まで延長 合には、６ヶ月毎に協議の上、最長２年まで延長
可能とする。
可能とする。
ただし、地域センター病院、初期被ばく医療機
ただし、地域センター病院、原子力災害医療協
関および圏域内の医師数が少ない地域（※）の医 力機関および圏域内の医師数が少ない地域（※）
療機関については、２年を超える派遣期間の延長 の医療機関については、２年を超える派遣期間の
を可能とする。
延長を可能とする。
なお、この取扱いは、同一の派遣先医療機関に
なお、この取扱いは、同一の派遣先医療機関に
おける同一の診療科への派遣に対するものであり、 おける同一の診療科への派遣に対するものであり、
派遣元医療機関が変更になった場合も同様とする。 派遣元医療機関が変更になった場合も同様とする。
※人口10万人当たりの医療施設従事医師数が全道 ※人口10万人当たりの医療施設従事医師数が全道
平均の1/2以下の圏域
平均の1/2以下の圏域
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