医学会・医学講演会等
開催情報

日時・場所／

6月8日(金)

18:30～20:00
オーセントホテル小樽

小樽市

よく分かる･すぐ使える血液診療の実践in小樽
｢高齢社会における血液診療を考える」
市立旭川病院血液内科診療部長

(655)30.6.8～30.7.7

柿木康孝

参加資格及び取得単位／医師のみ(0.5単位)
カリキュラムコード／ 60
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111

日本医師会生涯教育講座

日時・場所／

※詳細については各連絡先にお問い合わせください。

6月8日(金)

9:00～18:00
ニトリ文化ホール

ほか

学会・医会・研究会
※開催日順に掲載しております。

日時・場所／

6月8日(金)

第20回日本医療マネジメント学会学術集会
｢急性期医療におけるDPC･医療データ分析」
東北大医学系研究科･医学部医療管理学教授

18:40～21:00
ベルクラシック函館

参加資格及び取得単位／学生可(4単位)
(参加費：一般/研修医/学生 10,000円/5,000円/3,000円)
カリキュラムコード／ 2,6,10
連絡先／医療マネジメント学会学術集会事務局 高橋
☎011-233-0005

函館市

第32回アレルギーと免疫を学ぶ会学術講演会
｢アトピー性皮膚炎と食物アレルギー－パラダイムの変換」
札幌乾癬研究所長/旭川医大名誉教授 飯塚 一
ほか1題
参加資格及び取得単位／医師のみ(2単位)
カリキュラムコード／ 1,45
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001
日時・場所／

6月8日(金)

藤森研司
ほか3題

日時・場所／

6月8日(金)

18:45～20:45
プレミアホテル-TSUBAKI-札幌

学会・医会・研究会

第20回血液病セミナー

19:00～20:30
五島軒本店

｢血液領域における深在性真菌症の克服に向けた予防･治療
戦略」
虎の門病院医長 森 有紀
ほか1題
参加資格及び取得単位／医師のみ(1単位)
(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 1,8
連絡先／血液病セミナー 太田 ☎011-865-0111

函館市

道南産科婦人科医会学術講演会
｢婦人科腹腔鏡手術の実際－子宮内膜症から悪性腫瘍まで－」
富山県立中央病院産科婦人科理事 舟本 寛
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／ 9,53
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001
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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
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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／

19:00～20:50
京王プラザホテル札幌

6月8日(金)

日時・場所／

6月13日(水)

18:30～20:40
JCHO北海道病院

学会・医会・研究会

学会・医会・研究会

第7回北海道膠原病性肺高血圧症研究会

第49回札幌南部呼吸器懇話会

｢循環器内科からみた肺高血圧症の早期診断と治療」
札幌医大附属病院病院管理学兼
循環器･腎臓･代謝内分泌内科学准教授 橋本暁佳
ほか1題
参加資格及び取得単位／特になし(1.5単位)
(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 19,45,73
連絡先／北大医学研究院免疫代謝内科学 千田
☎011-716-2111

｢肺抹消構造解析の新たなアプローチ」
西岡病院名誉院長

名取

博

参加資格及び取得単位／特になし(2単位)
(参加費：(初期研修医､メディカルスタッフは無料) 500円)
カリキュラムコード／ 1,9,45,46
連絡先／札幌南部呼吸器懇話会 秋山 ☎011-821-3851
日時・場所／

6月13日(水)

19:00～20:30
札幌プリンスホテル

学会・医会・研究会
日時・場所／

8:00～17:00
ニトリ文化ホール

6月9日(土)

第4回生活習慣病･ロコモからの脱却と転倒骨折予防を
考える会

ほか

学会・医会・研究会

｢循環器からみた糖尿病治療の現在」
天使病院副院長・診療第1部長

第20回日本医療マネジメント学会学術集会
｢医療安全管理－備えあれば憂いなし－」
北大医療安全管理部教授

南須原康行
ほか5題

久馬理史
ほか1題

参加資格及び取得単位／特になし(1.5単位)
(参加費：医師/メディカルスタッフほか 1,000円/500円)
カリキュラムコード／ 76,77,82
連絡先／北海道医療大病院整形外科 青木 ☎011-778-7575

参加資格及び取得単位／学生可(6単位)
(参加費：一般/研修医/学生 10,000円/5,000円/3,000円)
カリキュラムコード／ 2,7,8,12,81
連絡先／医療マネジメント学会学術集会事務局 高橋
☎011-233-0005

日時・場所／

6月14日(木)

18:15～20:00
コミュニティプラザあおい

江別
日時・場所／

第3回医師研修会

15:00～17:00
札幌市アスティ 45

6月9日(土)

｢心血管イベント抑制を見据えた糖尿病治療戦略」
北大病院内科I助教 渡部

学会・医会・研究会

皮膚疾患エキスパートセミナー -実践治療ですぐに役
立つ！皮膚疾患の診かたと治療のコツ｢帯状疱疹･単純疱疹の治療戦略」
聖隷三方原病院長補佐兼皮膚科部長

白濱茂穂
ほか1題

参加資格及び取得単位／医療従事者に限る(2単位)
カリキュラムコード／ 26,82
連絡先／札幌市内科医会 鎌田 ☎011-611-4181
日時・場所／

6月11日(月)

日時・場所／

｢耐性菌を中心とした診療と感染対策」
国際医療福祉大医学部感染症学主任教授
松本哲哉

18:00～19:20
町立中標津病院

参加資格及び取得単位／医師のみ(1単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 7,8
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

｢糖尿病治療薬処方のトリセツ～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／医師のみ(1単位)
カリキュラムコード／ 76
連絡先／町立中標津病院 山根 ☎0153-72-8200

日時・場所／

6月14日(木)

19:00～20:30
新ひだか町総合町民センター

日高

日高医師会医学講演会

18:45～20:00
札幌厚生病院

｢高齢者心房細動における抗凝固療法」
新ひだか町立静内病院長

学会・医会・研究会

第286回札幌胆膵疾患研究会特別講演

小松幹志

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
カリキュラムコード／ 43,73
連絡先／日高医師会 西田 ☎0146-22-6262

｢膵癌の集学的治療」
関西医大外科学准教授

18:50～20:30
ベルクラシック函館

第27回道南感染対策セミナー

第115回学術講演会

6月11日(月)

6月14日(木)

函館市

根室市外三郡

日時・場所／

拓

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／ 73,76
連絡先／江別医師会 堀籠 ☎011-383-2136

里井壯平

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／ 51,53
連絡先／札幌胆膵疾患研究会事務局 宮川 ☎011-261-5331
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日時・場所／

6月14日(木)

19:00～20:00
北海道グリーンランドサンプラザホテル

日時・場所／

6月15日(金)

18:45～20:30
ベルクラシック函館

岩見沢市

函館市

南空知医師会糖尿病学術講演会

函館糖尿病懇談会平成30年度第1回函館糖尿病療養指
導研修会

｢糖尿病治療の今後の展望」
佐久総合病院佐久医療センター糖尿病･内分泌内科副部長
堀込充章

｢これからの糖尿病治療」
産業医大医学部第一内科学准教授
参加資格及び取得単位／特になし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 12,76,82
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
カリキュラムコード／ 76
連絡先／岩見沢市医師会 吉田 ☎0126-22-5347
日時・場所／

6月14日(木)

岡田洋右

18:30～20:15
ＡＮＡクラウンプラザホテル稚内

日時・場所／

6月15日(金)

18:50～20:00
滝川市ホテルスエヒロ

滝川市

宗谷

学術講演会

滝川T Cellセミナー

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

｢関節リウマチとシェーグレン症候群～最新のトピックス～」
筑波大医学医療系内科教授 住田孝之

参加資格及び取得単位／特になし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 83
連絡先／さくらい整形外科医院 櫻井 ☎0162-23-6121

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
カリキュラムコード／ 61
連絡先／滝川市医師会 木村 ☎0125-24-8744

日時・場所／

6月14日(木)

18:30～19:30
網走厚生病院

日時・場所／

学術講演会

第429回網走医を語る会
｢診断治療に難渋した小児科疾患」
網走厚生病院小児科主任部長

｢高齢者の不眠症治療と地域包括ケアを考える」
砂川市立病院認知症疾患医療センター長 内海久美子

佐々木吉明

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
カリキュラムコード／ 20
連絡先／富良野医師会 成田 ☎0167-22-2767

参加資格及び取得単位／特になし(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

6月14日(木)

18:30～20:30
釧路市生涯学習センターまなぼっと

日時・場所／

6月15日(金)

18:30～20:10
ホテルベルクラシック北見

北見

釧路市

第28回オホーツク骨粗鬆症研究会

札幌医科大学小児科学講座教授退官記念講演会
｢感染症､免疫そしてワクチン」
札幌医大小児科学教授

堤

｢無月経、疲労骨折－部活動をする女子学生への配慮」
旭川医大産科婦人科学講師 加藤育民

裕幸

ほか1題
参加資格及び取得単位／特になし(1.5単位)
(参加費：医師/日整会教育研修会申請医師 1,000円/2,000円)
カリキュラムコード／ 19,77
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

参加資格及び取得単位／医師のみ(2単位)
カリキュラムコード／ 8
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626
日時・場所／

18:45～20:30
ニュー富良野ホテル

富良野

網走

日時・場所／

6月15日(金)

6月14日(木)

19:00～20:40
星野リゾートOMO7旭川

旭川医科大学

日時・場所／

進化する糖尿病治療～包括的に糖尿病治療を考える～
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19:15～20:30
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

釧路市

｢糖尿病治療を再考する」
旭川医科大内科学循環・呼吸・神経病態内科学
地域医療再生フロンティア研究室特任助教 木谷祐也
ほか1題
参加資格及び取得単位／特になし(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 ☎0166-65-2111
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6月15日(金)

学術講演会
｢継続性をコンセプトとした慢性腎臓病診療」
北大大学院医学研究院免疫・代謝内科学教室助教
石川康暢
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／ 73
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626
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日時・場所／

6月15日(金)

18:30～20:00
帯広市北海道ホテル

日時・場所／

6月16日(土)

15:30～18:30
ホテルマイステイズ札幌アスペン

学会・医会・研究会

学会・医会・研究会

第20回帯広不整脈研究会

第20回北海道小児糖尿病研究会

｢高齢者心房細動のトータルケア」
日本医大医学研究科循環器内科学大学院教授

清水

｢糖尿病の合併症」
天使病院周産期母子センター小児科

渉

日時・場所／

6月15日(金)

参加資格及び取得単位／医師のみ(3単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 9,73,76
連絡先／北大小児科 母坪 ☎011-688-7080

18:50～20:30
星野リゾートOMO7旭川
日時・場所／

旭川医科大学

6月16日(土)

15:45～18:30
札幌医大

がんと循環器を考える会in旭川

学会・医会・研究会

｢がん関連血栓症に対するOnco-Cardiologyの役割」
大阪国際がんセンター成人病ドック科主任部長 向井幹夫

第22回北海道アレルギー研究会
｢アレルギー性鼻炎治療の実際－抗アレルギー薬の使い方
とそのコツ－」
日本医大多摩永山病院耳鼻咽喉科部長 後藤 穣

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／ 15
連絡先／旭川医科大学医師会 辻 ☎0166-65-2111
日時・場所／

6月16日(土)

参加資格及び取得単位／医師のみ(1単位)
(参加費：会費 1,000円)
カリキュラムコード／ 39
連絡先／札幌医大医学部耳鼻咽喉科 白崎 ☎011-611-2111

10:00～17:00
ホテルポールスター札幌

学会・医会・研究会

第23回北海道国保地域医療学会
日時・場所／

｢病院に求められる地域包括ケアシステムとの連携」
沖縄県立中部病院感染症内科･地域ケア科医長 高山義浩
ほか1題
参加資格及び取得単位／国保診療施設に勤務する医師及び看
護師その他職員、市町村国保関係職員及び市町村保健師等、
市町村長及び議会議員､研修医､関係する学生(5.5単位)
カリキュラムコード／ 9,10,12,13,80,0
連絡先／北海道国民健康保険団体連合会 稲葉
☎011-231-5443
日時・場所／

6月16日(土)

｢新生児聴覚スクリーニング後にみつかった難聴?」
国立成育医療研究センター感覚器･形態外科部耳鼻咽喉科
医長 守本倫子
ほか1題
参加資格及び取得単位／札幌市耳鼻咽喉科医会会員(2単位)
カリキュラムコード／ 11,38,39
連絡先／札幌市耳鼻咽喉科医会 高木 ☎011-561-0019
日時・場所／

第19回北海道消化器画像･MIT研究会

19:15～20:15
滝川市ホテル三浦華園

中空知脂質異常症セミナー
長川達哉
ほか5題

｢コレステロール超低下療法時代における冠動脈疾患の二
次予防」
日本大医学部内科学系循環器内科学診療教授 廣 高史
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／ 73
連絡先／空知医師会 氏家 ☎0125-54-2313
日時・場所／

15:00～17:05
札幌すみれホテル

6月18日(月)

18:30～19:30
アートホテル旭川

旭川市

学会・医会・研究会

第306回旭川医療センター症例報告会

第95回北海道腸疾患研究会
｢炎症性腸疾患病態と腸内細菌の関わり」
滋賀医大医学部消化器内科教授

6月18日(月)

空知

参加資格及び取得単位／特になし(4単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 18,19,25,27,53,59,73,76
連絡先／札幌医大消化器､総合･乳腺､内分泌外科学 木村
☎011-611-2111

6月16日(土)

17:00～19:15
札幌グランドホテル

第135回札幌市耳鼻咽喉科医会学術研修会

学会・医会・研究会

日時・場所／

6月16日(土)

学会・医会・研究会

14:15～18:30
札幌ビューホテル大通公園

｢膵胆管合流異常の診断」
札幌厚生病院消化器内科（胆膵内科）部長

藤原秀太
ほか2題

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
(参加費：医師のみ 1,000円)
カリキュラムコード／ 43,73
連絡先／満岡内科循環器クリニック 満岡 ☎0155-48-9111

安藤

｢非結核性抗酸菌症の診断と治療」
旭川医療センター呼吸器内科医長

朗

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／ 9
連絡先／小樽掖済会病院 勝木 ☎0134-24-0325

高橋政明
ほか1題

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
カリキュラムコード／ 46,53
連絡先／旭川市医師会 坂上 ☎0166-23-5728
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日時・場所／

18:45～21:00
網走セントラルホテル

6月19日(火)

日時・場所／

6月21日(木)

網走

室蘭市

網走抗血栓療法講演会

西胆振抗凝固フォーラム

｢高血圧と不整脈診療のトピックス」
旭川医大教育センター教授

｢腎機能を考慮した抗凝固療法」
札幌医大医学部循環器・腎臓・代謝内分泌内科学
講師 茂庭仁人
ほか1題
参加資格及び取得単位／特になし(2単位)
カリキュラムコード／ 10,40,43,74
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

佐藤伸之
ほか1題

参加資格及び取得単位／特になし(2単位)
カリキュラムコード／ 43,50
連絡先／網走医師会 小西 ☎0152-44-2386
日時・場所／

19:00～20:30
ベルクラシック函館

6月20日(水)

日時・場所／

函館市

6月21日(木)

函館小児科医会学術講演会

日高

｢小児科領域におけるカルニチン欠乏症について」
北海道立子ども総合医療･療育センター内科部長 渡邊年秀
ほか1題
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／ 35,72
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

日高医師会医学講演会

日時・場所／

6月20日(水)

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／ 13,76
連絡先／日高医師会 西田 ☎0146-22-6262

18:30～20:00
岩見沢平安閣
日時・場所／

南空知医師会学術講演会
｢高齢者のてんかんについて」
札幌医大医学部脳神経外科学教授

｢病診連携を踏まえた抗血栓療法」
地方独立行政法人秋田県立病院機構秋田県立脳血管
研究センター循環器内科診療部部長 阿部芳久
ほか1題
参加資格及び取得単位／ (1.5単位)
カリキュラムコード／ 4,78
連絡先／上川北部医師会 向井 ☎01654-2-5311

18:50～20:30
北見市ホテル黒部

心臓と脳を護る会

｢高齢心不全患者に対する運動療法の工夫」
順天堂大保健医療学部開設準備室特任教授、順天堂大
医学部附属順天堂医院リハビリテーション室室長補佐
高橋哲也
ほか1題
参加資格及び取得単位／特になし(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
日時・場所／

6月20日(水)

日時・場所／

｢RA治療におけるcsDMARDsと生物学的製剤の至適組み合わせ」
白浜はまゆう病院整形外科部長 小池達也
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)(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 61
連絡先／千歳医師会 玄 ☎0123-24-3549

18:50～20:30
星野リゾートOMO7旭川

日時・場所／

｢心筋梗塞の最新の話題 2次予防を目指した糖尿病管理の
重要性（仮）」
兵庫医科大内科学冠疾患科主任教授 石原正治

第1197号

6月22日(金)

19:00～20:00
ベルクラシック函館

函館市

函館消化器病懇談会
｢逆流性食道炎診療における酸分泌抑制薬の位置づけを再
考する」
島根大医学部内科学第二教授 木下芳一
ほか1題
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／ 51,52
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

参加資格及び取得単位／特になし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 76
連絡先／旭川医科大学医師会 辻 ☎0166-65-2111

北海道医報

19:00～20:10
ホテルグランテラス千歳

関節リウマチセミナー in千歳

旭川動脈硬化研究会

平成30年6月1日

6月22日(金)

千歳

旭川医科大学

第45回

18:20～20:15
名寄市グランドホテル藤花

47,500 million ～「今」を知り、ともに真のアドヒ
アランス向上を考える～

三國信啓

北見

オホーツク地区

6月21日(木)

上川北部

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
カリキュラムコード／ 35
連絡先／梶整形外科医院 梶 ☎0123-72-0058

6月20日(水)

19:30～20:30
静内エクリプスホテル

｢できる糖尿病治療の改良－GLP-1受容体作動薬の賢い使い
方－」
医療法人萬田記念病院副院長 種田紳二

空知南部

日時・場所／

18:50～21:00
ホテルサンルート室蘭
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日時・場所／

6月22日(金)

8:00～18:00
ホテルライフォート札幌

日時・場所／

6月26日(火)

17:30～19:00
岩見沢市立総合病院

学会・医会・研究会

岩見沢

第54回日本循環器病予防学会学術集会

平成30年度岩見沢臨床討議会

｢高血圧と循環器疾患予防－Hypertension Paradoxの克服へ－」
鹿児島大心臓血管･高血圧内科学教授 大石 充

｢人工呼吸器装着で救命しえた間質性肺炎先行－多発筋炎・
皮膚筋炎の1例－」
岩見沢市立総合病院呼吸器科 吉田佐保里

参加資格及び取得単位／医師のみ(1単位)
(参加費：医師(会員)/医師以外(会員)/医師(非会員)/医師以
外(非会員) 7,000円/5,000円/10,000円/7,000円)
カリキュラムコード／ 82
連絡先／日本コンベンションサービス㈱北海道支社 松田
☎011-218-2074

ほか2題
参加資格及び取得単位／特に無し(1.5単位)
カリキュラムコード／ 15.32.45
連絡先／岩見沢市医師会 吉田 ☎0126-22-5347
日時・場所／

日時・場所／

6月23日(土)

8:00～15:00
ホテルライフォート札幌

6月27日(水)

19:00～20:10
札幌北広島クラッセホテル

北広島

学会・医会・研究会

学術講演会

第54回日本循環器病予防学会学術集会

｢高齢者の慢性症状に対する漢方の効果およびケアの実践
－頭痛･めまい･不眠･虚弱(フレイル)など－」
札幌いそべ頭痛･もの忘れクリニック院長 磯部千明

｢脳卒中･循環器病克服5か年計画とは」
佐賀大医学部循環器内科教授

野出孝一

参加資格及び取得単位／医師のみ(1単位)
(参加費：医師(会員)/医師以外(会員)/医師(非会員)/医師以
外(非会員) 7,000円/5,000円/10,000円/7,000円)
カリキュラムコード／ 11
連絡先／日本コンベンションサービス㈱北海道支社 松田
☎011-218-2074

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
カリキュラムコード／ 29,83
連絡先／北広島医師会 辻田 ☎011-373-6344

日時・場所／

6月27日(水)

18:30～19:30
ホテルニューえさし

檜山
日時・場所／

6月25日(月)

学術講演会

18:30～20:00
滝川市立病院

｢骨粗鬆症治療に関する最新の話題」
北海道立江差病院整形外科医長

滝川市

第27回滝川リウマチ懇話会
｢関節痛の診断の進め方」
北見赤十字病院第一内科・総合診療科副部長

榊原

釀

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／ 12,77
連絡先／檜山医師会 鈴木 ☎0139-52-1070

栗田崇史

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
カリキュラムコード／ 61
連絡先／滝川市医師会 木村 ☎0125-24-8744

日時・場所／

6月27日(水)

18:45～20:00
遠軽町ホテルサンシャイン

遠軽
日時・場所／

6月26日(火)

遠軽医師会学術講演会

18:45～20:30
ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳

｢慢性便秘症の最新の治療」
旭川医科大遠隔医療・介護共同研究特任准教授
盛一健太郎

千歳

学術講演会
｢新しいガイドラインに基づいた心不全うっ血治療」
富山大大学院医学薬学研究部内科学第二教授 絹川弘一郎
ほか1題
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(1.5単位)
カリキュラムコード／ 10,12,45
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単位)
カリキュラムコード／ 54
連絡先／遠軽医師会 伯谷 ☎0158-42-7710
日時・場所／

6月27日(水)

19:00～20:30
網走厚生病院

網走

網走医師会学術講演会
日時・場所／

6月26日(火)

18:30～19:40
留萌市立病院

｢糖尿病治療のアルゴリズム」
東大和病院副院長/糖尿病センター長

留萌

留萌医師会学術講演会
｢糖尿病と脂肪肝の密接な関係」
島根大医学部附属病院肝臓内科助教

犬飼浩一

参加資格及び取得単位／特になし(1.5単位)
カリキュラムコード／ 11,76
連絡先／網走医師会 小西 ☎0152-44-2386

飛田博史

参加資格及び取得単位／医師・医療関係者(1単位)
カリキュラムコード／ 76,82
連絡先／留萌医師会 木村 ☎0164-43-2020

37

平成30年6月1日

北海道医報

第1197号

日時・場所／

6月27日(水)

18:40～20:00
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

日時・場所／

釧路市

6月29日(金)

19:00～20:00
五島軒本店

函館市

釧路漢方学術講演会

－痛みと漢方－

函館泌尿器科医会学術講演会

｢明日から使える漢方～治打撲一方・越婢加朮湯・柴陥湯・
他～」
初海整形外科院長 初海 宏

｢エビデンスの正しい解釈と実践（仮題）
」
大阪市立大学大学院医学研究科泌尿器病態学講師
玉田 聡

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／ 83
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

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／ 9
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

日時・場所／

6月27日(水)

18:45～20:00
京王プラザホテル札幌

日時・場所／

6月29日(金)

18:45～20:00
釧路センチュリーキャッスルホテル

学会・医会・研究会

釧路市

札幌市小児科医会研究会

肝疾患における亜鉛欠乏症

｢栄養素と小児内分泌疾患」
札幌医大医学部小児科学講師

｢肝疾患における亜鉛欠乏症」
札幌厚生病院消化器内科（肝臓内科）主任部長

鎌﨑穂高

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
カリキュラムコード／ 72
連絡先／札幌市医師会 松島 ☎011-611-4181
日時・場所／

6月27日(水)

18:45～20:00
札幌市医師会館

日時・場所／

6月29日(金)

学会・医会・研究会

札幌市内科医会研修会

第20回十勝消化器癌化学療法懇話会
平山

｢進行消化器癌薬物療法における新潮流」
北大病院腫瘍センター副センター長・化学療法部長
小松嘉人

敦

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／ 27
連絡先／札幌市内科医会 鎌田 ☎011-611-4181
日時・場所／

6月28日(木)

参加資格及び取得単位／医師のみ(1単位)
(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 7,9
連絡先／北海道社会事業協会帯広病院 阿部 ☎0155-22-6600

18:45～20:00
星野リゾートOMO7旭川

旭川医科大学

三木会学術講演会

日時・場所／

｢スポーツによる肩関節障害の診断と治療－最近の進歩－」
整形外科北新病院上肢人工関節・内視鏡センター長
末永直樹

渡島

6月28日(木)

6月30日(土)

17:30～18:30
ホテル函館ロイヤル

渡島医師会学術講演会
｢病診関連を考慮した水利尿薬の使い方（仮）
」
函館五稜郭病院循環器内科主任医長

参加資格及び取得単位／医師のみ(1単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 61
連絡先／旭川医科大学医師会 辻 ☎0166-65-2111
日時・場所／

18:50～20:00
滝川市ホテルスエヒロ

日時・場所／

7月3日(火)

19:00～20:30
ニューオータニイン札幌

学会・医会・研究会

中空知脳卒中医療連携セミナー

札幌肝臓ネットワークの会

｢脳卒中治療の実際－脳外科医の観点から（仮）－」
砂川市立病院脳神経外科部長 古明地孝宏

｢当科のNASH診療の現況について」
札幌厚生病院消化器内科（肝臓内科）部長

参加資格及び取得単位／特に無し(1単位)
カリキュラムコード／ 11.78
連絡先／空知医師会 氏家 ☎0125-54-2313
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多田智洋

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／ 24,66
連絡先／渡島医師会 田原 ☎0138-27-1246

空知

平成30年6月1日

至

18:45～20:30
帯広市北海道ホテル

学会・医会・研究会

｢胆膵疾患における診断と治療の最前線」
札幌厚生病院消化器内科(胆膵内科)部長

小関

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／ 73,81
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

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／ 1,73
連絡先／札幌厚生病院肝臓内科 髭 ☎011-261-5331
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中島知明
ほか1題

日時・場所／

7月6日(金)

18:45～20:00
ベルクラシック函館

日時・場所／

7月6日(金)

18:30～20:15
新富良野プリンスホテル

函館市

富良野

函館泌尿器科医会学術講演会

学術講演会

｢過活動膀胱:高齢化社会における現状と課題」
山梨大大学院総合研究部泌尿器科学准教授 三井貴彦

｢骨粗しょう症について」
秋田大医学系研究科機能展開医学系整形外科学准教授
宮腰尚久

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／ 65,66
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001
日時・場所／

7月6日(金)

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／ 77
連絡先／富良野医師会 成田 ☎0167-22-2767

19:00～21:00
ホテル法華クラブ函館

函館市

函館市外科会学術講演会
｢腹腔鏡下胃切除術について」
がん研究会有明病院消化器センター胃外科副部長 布部創也
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／ 1,7
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

医師年金のおすすめ

医師には医師専用の

「 医師年金 」

があります

医師年金

検 索

http://nenkin.med.or.jp/

受取年金額を
知りたい

医 師 年金ホームページ でご加 入 時 の受 取 年金額のシ
ミュレーションができますのでお試しください。
＜医師年金ホームページ トップページ シミュレー
ション＞

日本医師会に
入会したい

▲

医師年金ホームページをご覧ください。
または、下記までお問い合わせください。
公益社団法人 日本医師会 年金・税制課
TEL：03-3942-6487（平日 9 時半〜 17 時）

▲

医師年金に
ついて詳しく
知りたい

入会手続きは、所属医療機関のある郡市区医師会を通
じて行いますので、直接お問い合わせください。
医師年金は「日本医師会会員」で、
「64 歳 6 ケ月未満」の方がご加
入いただけます（お申込みは 64 歳 3 ケ月まで）。
20171101S10
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