医学会・医学講演会等
開催情報

日時・場所／

7月8日(日)

10:00～12:30
イオンモール旭川駅前

旭川市

平成30年度第3回たいせつ透析研究会
｢必要とされる透析患者の栄養･食事指導｣
東京医療保健大医療保健学部医療栄養学科准教授
北島幸枝
ほか1題
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／ 10,73
連絡先／旭川市医師会 坂上 ☎0166-23-5728

(656)30.7.8～30.8.7
日本医師会生涯教育講座

※詳細については各連絡先にお問い合わせください。

日時・場所／

※開催日順に掲載しております。

7月8日(日)

13:30～15:30
ニューオータニイン札幌

学会･医会･研究会

日本精神神経学会精神科専門医制度生涯教育研修会
日時・場所／

7月8日(日)

9:00～17:00
札幌医大

｢うつ病と睡眠｣
日本大医学部精神医学主任教授

学会･医会･研究会

｢女性でも、更年期からは男性ホルモンが元気ホルモンな
のです｣
女性医療クリニック･LUNAグループ理事長 関口由紀
ほか6題
参加資格及び取得単位／特になし(7単位)
(参 加 費： 医 師･歯 科 医 師/コ メ デ ィ カ ル/一 般 10,000円
/5,000円/3,000円)
カリキュラムコード／ 0,18,19,60,72,73,82
連絡先／㈱北海道医療情報サービス 菊地 ☎011-631-5236

7月8日(日)

日時・場所／

7月9日(月)

18:15～20:30
札幌厚生病院

学会･医会･研究会

第287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;北大消化器内科助教

桒谷将城

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／ 51,52,53
連絡先／札幌胆膵疾患研究会 事務局 宮川 ☎011-261-5331

9:30～15:30
北大 臨床大講堂

学会･医会･研究会

第59回日本内科学会北海道支部生涯教育講演会
｢肝疾患診療の最前線｣
大阪大医学系研究科消化器内科学教授

竹原徹郎
ほか4題
参加資格及び取得単位／特になし(5単位)(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 0,9,11,19,78
連絡先／北大医学部内科Ⅱ 相澤 ☎011-706-5915
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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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参加資格及び取得単位／特になし(2単位)(参加費：5,000円)
カリキュラムコード／ 5,20,70,82
連絡先／旭川医大医学部精神医学 山下 ☎0166-68-2473

第14回日本抗加齢医学会北海道研究会

日時・場所／

内山

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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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／

7月9日(月)

18:30～19:30
国立病院機構旭川医療センター

日時・場所／

7月10日(火)

18:45～20:00
小樽市医師会

旭川市

小樽市

第307回旭川医療センター症例報告会

第328回

｢Ⅳ期肺癌の最近の治療｣
国立病院機構旭川医療センター呼吸器内科医師

｢診断･治療に難渋した循環器疾患－ＡＦ－｣
済生会小樽病院循環器内科部長

鈴木北斗
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／ 46,77
連絡先／旭川市医師会 坂上 ☎0166-23-5728
日時・場所／

7月9日(月)

小樽心電図を読む会

参加資格及び取得単位／医師(1単位)
カリキュラムコード／ 10,15
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111

18:30～19:40
倶知安厚生病院

日時・場所／

7月11日(水)

18:00～19:30
札幌国立病院機構北海道医療センター

羊蹄

学会･医会･研究会

羊蹄医師会学術講演会

第8回西区がん診療セミナー

｢COPD治療の新たなストラテジー ｣
ＫＫＲ札幌医療センター呼吸器内科部長代行

福家

｢肺癌化学療法における患者アセスメントと継続看護｣
国立病院機構北海道がんセンターがん化学療法看護認定看護師
高橋由美
ほか1題
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／ 10,12
連絡先／国立病院機構北海道医療センター 菊地
☎011-611-8115

聡

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／ 45,46
連絡先／羊蹄医師会 松原 ☎0136-22-1141
日時・場所／

7月9日(月)

髙田美喜生
ほか1題

18:50～20:10
室蘭プリンスホテル

室蘭市

室蘭ＩＢＤ講演会

日時・場所／

｢クローン病の診断と病勢評価｣
札幌厚生病院ＩＢＤセンター医長

7月9日(月)

地域がん診療連携拠点病院としての医師･メディカル
スタッフ対象研修会
｢恵佑会札幌病院放射線治療科における局所進行食道扁平
上皮癌－最近10年間の治療成績と有害事象に関する報告－｣
恵佑会札幌病院放射線治療科 明神美弥子
参加資格及び取得単位／医師･医療従事者(1単位)
カリキュラムコード／ 10,49
連絡先／恵佑会札幌病院地域医療連携室 古川
☎011-863-8800

18:50～20:30
大川原脳神経外科病院

室蘭市

室蘭市医師会学術講演会
｢脳卒中二次予防における高齢者のDOAC｣
中村記念病院脳神経外科診療本部長脳卒中センター長
上山憲司
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／ 6,29
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393
日時・場所／

7月9日(月)

日時・場所／

7月11日(水)

18:50～20:30
フォーポイントバイシェラトン函館

函館市

第62回臨床動脈硬化診断フォーラム
｢静脈血栓症の診断と治療－実地医家の立場から｣
こにし内科･心臓血管クリニック院長 小西宏明
ほか1題
参加資格及び取得単位／医師(1.5単位)
カリキュラムコード／ 24,73
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

19:30～20:45
ホテル日航ノースランド帯広

学会･医会･研究会

帯広十勝整形外科医会学術講演会
｢頚部痛､上肢痛のしびれの診断と治療｣
けいゆう病院副院長

18:30～19:30
恵佑会札幌病院

学会･医会･研究会

那須野正尚
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／ 53,54
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393
日時・場所／

7月11日(水)

日時・場所／

鎌田修博

7月11日(水)

19:00～20:30
いわない高原ホテル

岩内古宇郡

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
(参加費：日本整形外科学会教育研修会(1単位) 1,000円)
カリキュラムコード／ 63
連絡先／帯広十勝整形外科医会 佐治 ☎0155-31-6111

学術講演会
｢心不全治療のHOW toと水利尿薬の急性期・慢性期の使い方｣
札幌医大医学部循環器・腎臓・代謝内分泌内科学
助教 永野伸卓
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／ 24,45,66
連絡先／岩内古宇郡医師会 坂本 ☎0135-62-8824
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日時・場所／

7月11日(水)

19:15～20:45
恵庭RBパーク

日時・場所／

7月12日(木)

18:45～20:30
北見ホテル黒部

恵庭市

北見

学術講演会

第2回糖尿病性腎症重症化予防プログラム研究会

｢強くて優しい急性心不全の初期治療｣
国立病院機構函館病院循環器科医長/
循環器病センター副センター長 今川正吾
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／ 74,75
連絡先／恵庭市医師会 岡本 ☎0123-37-5236

｢佐賀県における糖尿病コーディネート看護師の取り組み｣
唐津赤十字病院外来係長 諸岡智子

日時・場所／

7月12日(木)

ほか1題
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／ 10,73
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787
日時・場所／

17:30～18:30
市立札幌病院

南空知医師会 脂質異常症学術講演会

第954回市立札幌病院学術研修会

｢冠動脈疾患のリスク因子としてのコレステロール吸収亢進｣
群馬大医学系研究科内科学循環器内科学教授 倉林正彦

和田典男

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／ 75
連絡先／岩見沢市医師会 吉田 ☎0126-22-5347

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／ 74,76
連絡先／市立札幌病院総務課 吉原 ☎011-726-2211
日時・場所／

7月12日(木)

日時・場所／

18:30～20:00
旭川厚生病院

｢肺感染症の診断、治療｣
旭川厚生病院呼吸器科副院長

｢Onco-Cardiology－増加するがんと心血管リスクの併存に
いかに対峙するか－｣
東京大医学部附属病院重症心不全治療開発特任准教授
波多野将

秋葉裕二

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／ 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／医師(1単位)
カリキュラムコード／ 12,78
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

18:30～20:30
アートホテル旭川
日時・場所／

旭川市

第11回

道北腎移植セミナー

｢肺がん治療と緩和ケアについて｣
ＫＫＲ札幌医療センター院長

18:45～20:00
グランドパーク小樽

日時・場所／

宏

7月12日(木)

19:00～20:30
ホテルサンルート室蘭

室蘭市

小樽認知症講演会
｢ＡＢＣ認知症スケールと臨床現場での活用法｣
香川大医学部精神神経医学教授

室蘭市医師会学術講演会
中村

｢服薬アドヒアランス向上を目指したＤＯＡＣ－ＯＤ錠の
臨床投入開始｣
静岡県立大大学院薬学研究院･
薬学部実践薬学教授 並木徳之
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／ 19,73
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

祐

参加資格及び取得単位／医師(1単位)
カリキュラムコード／ 20,29
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111
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磯部

参加資格及び取得単位／医師(1単位)
カリキュラムコード／ 81
連絡先／深川医師会 瀬戸 ☎0164-23-4406

小樽市

平成30年7月1日

19:00～20:15
プラザホテル板倉

深川医師会学術講演会

小林広学
ほか2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／ 4,73
連絡先／旭川市医師会 坂上 ☎0166-23-5728

7月12日(木)

7月12日(木)

深川

｢高齢者ほど腹膜透析の方がよい｣
旭川赤十字病院腎臓内科部長

日時・場所／

19:00～20:10
フォーポイントバイシェラトン函館

函館循環器病懇談会学術講演会

第482回旭川肺を診る会

7月12日(木)

7月12日(木)

函館市

旭川市

日時・場所／

19:00～20:00
岩見沢北海道グリーンランドホテルサンプラザ

岩見沢市

学会･医会･研究会

｢内分泌代謝疾患－各科の取り組み－｣
市立札幌病院糖尿病･内分泌内科部長

7月12日(木)
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日時・場所／

7月13日(金)

8:50～19:10
ロイトン札幌

日時・場所／

7月14日(土)

12:50～17:00
北海道自治労会館

学会･医会･研究会

学会･医会･研究会

第10回日本下肢救済･足病学会学術集会

第7回北海道医療安全研究会

｢糖尿病足病変最前線としての糖尿病診療医への提言｣
下北沢病院足病総合センター /糖尿病センター 富田益臣
ほか3題
参加資格及び取得単位／特になし(4.5単位)
(参加費：会員(医師)/会員(医師以外)/非会員(医師)/非会員
(医師以外)/賛助会員 13,000円/10,000円/15,000円/11,000
円/15,000円)
カリキュラムコード／ 0,1,21,62,76
連絡先／第10回日本下肢救済･足病学会学術集会運営事務局
熊崎 ☎011-280-8008

｢転倒転落アセスメント･ケアプランシートの改定への取り
組み｣
札幌医大附属病院医療安全部 佐々木純子
ほか2題
参加資格及び取得単位／特になし(3単位)(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 9,10,11
連絡先／北海道医療安全研究会 南須原 ☎011-706-7044
日時・場所／

7月14日(土)

15:00～19:05
藤女子大学北16条校舎

学会･医会･研究会
日時・場所／

7月13日(金)

平成30年度日本臨床栄養学会北海道地方会講演会

18:45～20:00
オーセントホテル小樽

｢糖尿病患者用に開発された新規血糖自己測定装置の使用感、
使用成績、以前からの方法との比較－各業種からの提言－｣
国立病院機構北海道医療センター糖尿病･脂質内科医長
加藤雅彦
ほか3題
参加資格及び取得単位／特になし(3単位)(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 15,73,83
連絡先／カレスサッポロ北光記念クリニック 佐久間
☎011-722-1122

小樽市

学術講演会
｢慢性便秘症診療ガイドラインと腸内細菌・糞便移植｣
藤田保健衛生大教授 大宮直木
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／ 11,54
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111
日時・場所／

7月13日(金)

19:00～20:30
プレミアムホテル-TSUBAKI-札幌

日時・場所／

学会･医会･研究会

7月14日(土)

札幌整形外科開業医会第368回例会会長招待講演会

釧路市

｢ビタミンD不足･欠乏と骨折リスクに関して｣
中外製薬㈱学術教育室

｢多発性骨髄腫

第1回

7月13日(金)

19:30～21:10
ベルクラシック函館

日時・場所／

函館市

17:00～19:00
ニューオータニイン札幌

第45回北海道コラーゲン研究会

｢最適な2型糖尿病治療を目指して～食事療法・薬物療法を
含めて～ ｣
京都府立医大内分泌･代謝内科学教授 福井道明

｢膠原病と妊娠－Biologicsなどの薬物治療も含めて－｣
国立成育医療研究センター周産期･母性診療センター
主任副センター長/妊娠と薬情報センター長 村島温子

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／ 73,76,82
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

7月14日(土)

7月14日(土)

学会･医会･研究会

平成30年度第2回函館糖尿病療養指導研修会

日時・場所／

East Hokkaido Hematology Seminar

Up to Date｣
国立病院機構渋川医療センター
血液内科内科系診療部長 松本守生
ほか4題
参加資格及び取得単位／医師(0.5単位)
カリキュラムコード／ 10
連絡先／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

太田良樹
ほか1題

参加資格及び取得単位／医師のみ(1.5単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 59,60,77
連絡先／札幌整形外科開業医会 杉本 ☎011-866-3555
日時・場所／

17:00～19:00
釧路センチュリーキャッスルホテル

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
(参加費：医師のみ/日本リウマチ学会専門医教育研修会(1単
位)/リウマチケア看護師教育研修(1単位)/リウマチケア薬剤
師教育研修(1単位) 1,000円/1,000円/1,000円/1,000円)
カリキュラムコード／ 61
連絡先／北海道コラーゲン研究会事務局 髙橋
☎011-611-2111

8:30～17:10
ロイトン札幌

学会･医会･研究会

第10回日本下肢救済･足病学会学術集会
｢JET合同企画｣
東京ベイ･浦安市川医療センター循環器内科医長 仲間達也
ほか5題
参加資格及び取得単位／特になし(7.5単位)
(参加費：会員(医師)/会員(医師以外)/非会員(医師)/非会員
(医師以外)/賛助会員 13,000円/10,000円/15,000円/11,000
円/15,000円)
カリキュラムコード／ 0,3,6,15,73,82
連絡先／第10回日本下肢救済･足病学会学術集会運営事務局
熊崎 ☎011-280-8008

日時・場所／

7月14日(土)

17:00～19:20
星野リゾートOMO7旭川

旭川医科大学

第25回

旭川めまい塾講演会

｢めまい問答｣
旭川医大耳鼻咽喉科･頭頸部外科講師

岸部 幹
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／ 1,15,31,51
連絡先／旭川医科大学医師会 辻 ☎0166-65-2111
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日時・場所／

7月17日(火)

18:20～20:30
JCHO北海道病院

日時・場所／

7月18日(水)

18:45～20:00
ホテルエミシア札幌

学会･医会･研究会

学会･医会･研究会

第49回リバーサイド消化器懇話会

第20回新さっぽろリウマチ･膠原病懇話会

｢腸間膜嚢胞の検討｣
JCHO北海道病院消化器センター医師

｢AORAにおけるリウマチマネージメント｣
秋田大医学系研究科機能展開医学系整形外科学教授
島田洋一

野嵜 真
ほか3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／ 12,19,53,73
連絡先／ JCHO北海道病院 数井 ☎011-831-5151
日時・場所／

7月17日(火)

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
(参加費：医師のみ/日本リウマチ学会JCR認定教育研修会
（1
単位）
/日本リウマチ財団教育研修
（1単位）
/リウマチケア看護
師･薬剤師教育研修
（1単位）500円/1,000円/1,000円/1,000円)
カリキュラムコード／ 15
連絡先／おおにし内科･リウマチ科クリニック 大西
☎011-890-0023

19:00～20:10
済生会小樽病院

小樽市

第325回

小樽胃と腸を診る会

｢診断･治療に難渋した消化管疾患の一例｣
小樽掖済会病院副院長

日時・場所／

勝木伸一
ほか1題

7月17日(火)

胆振西部医師会学術講演会
｢SGLT2阻害薬の今後の展望(仮)｣
札幌厚生病院 糖尿病･内分泌内科主任部長

19:00～20:30
北大医学部臨床講義棟

北海道大学病院地域医療連携福祉センター第4回地域
連携研修会

日時・場所／

｢慢性閉塞性肺疾患(COPD)と気管支喘息の病態と治療-特に
吸入薬の使い方について｣
北大病院内科Ⅰ助教 鈴木 雅

｢今知っておきたいSilent GI BleedingとGERD｣
東都医療大管理栄養学部教授

日時・場所／

7月18日(水)

19:00～20:45
ホテルWBFグランデ旭川 マルウンホール

Asahikawa Cardiovascular Conference

｢ESDの話題｣

｢大動脈疾患に合併するDICの治療｣
札幌医大医学部心臓血管外科学准教授

清水勇一

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／ 9
連絡先／ JCHO札幌北辰病院 高木 ☎011-893-3000
18:45～20:00
製鉄記念室蘭病院

日時・場所／

7月19日(木)

19:00～20:00
苫小牧グランドホテルニュー王子

室蘭脂質異常症カンファレンス

苫小牧市

｢心血管病と脂質管理を考える｣
北里大大学院医療系研究科循環器内科学准教授
東條美奈子

｢C型肝炎の最新治療
（仮）
｣
北大医学研究院内科学

苫小牧地区Ｃ型肝炎講演会

参加資格及び取得単位／医師(1単位)
カリキュラムコード／ 8,12
連絡先／苫小牧市医師会 大西 ☎0144-33-4720

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／ 75
連絡先／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393
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伊藤寿朗

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／ 16
連絡先／旭川市医師会 坂上 ☎0166-23-5728

室蘭市

平成30年7月1日

剛

旭川市

第55回新さっぽろ消化器懇話会

7月18日(水)

鈴木

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／ 21,52
連絡先／宗谷医師会 早崎 ☎0162-24-1510

学会･医会･研究会

日時・場所／

19:00～20:30
ＡＮＡクラウンプラザホテル稚内

学術講演会

18:30～20:00
ホテルエミシア札幌

北大病院光学医療診療部診療教授

7月18日(水)

宗谷

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／ 73,79
連絡先／北大病院地域医療連携福祉センター 幕田
☎011-706-5629

7月18日(水)

関口雅友

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／田辺三菱製薬㈱ 横山 ☎011-214-3731

学会･医会･研究会

日時・場所／

18:50～20:00
伊達ホテルローヤル

胆振西部

参加資格及び取得単位／医師(1単位)
カリキュラムコード／ 2,9
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111
日時・場所／

7月18日(水)
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須田剛生

日時・場所／

7月20日(金)

18:15～20:00
江別コミュニティプラザあおい

日時・場所／

7月20日(金)

18:50～20:00
星野リゾートOMO7旭川

江別

旭川医科大学

第4回医師研修会

第59回旭川外科手術談話会

｢咳喘息の治療と吸入製剤の吸入指導について(仮)｣
ＫＫＲ札幌医療センター呼吸器内科部長代行 福家

｢胃膵吻合の開発の経緯と成績｣
山王病院

聡

参加資格及び取得単位／医師(1単位)
カリキュラムコード／ 46,79
連絡先／江別医師会 堀籠 ☎011-383-2136
日時・場所／

7月20日(金)

18:30～20:00
小樽協会病院

日時・場所／

7月20日(金)

19:00～20:30
ホテルさっぽろ芸文館

小樽市

学会･医会･研究会

第16回小樽･後志呼吸器カンファレンス

第14回札幌糖尿病プラクティカルセミナー

｢転移性肺腫瘍の病理診断｣
小樽協会病院病理診断科部長

｢インスリンデバイスを考える－患者に適したデバイスを
選択するために－｣
萬田記念病院薬局長 中野玲子
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／ 4,10,76
連絡先／ JCHO北海道病院糖尿病･内分泌内科 井上
☎011-831-5151

飛岡弘敏

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
(参加費：年会費(医師のみ)：500円)
カリキュラムコード／ 15
連絡先／小樽市医師会 事務局 ☎0134-22-4111
日時・場所／

7月20日(金)

渡邊五朗

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 7
連絡先／旭川医科大学医師会 辻 ☎0166-65-2111

18:30～20:30
京王プラザホテル札幌

学会･医会･研究会

第65回札幌心電図懇話会
｢症例検討｣
カレスサッポロ北光記念病院不整脈部門部長

日時・場所／

7月20日(金)

第66回新さっぽろ心臓血管勉強会
｢我が国での経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI)の現状
と今後の展望｣
手稲渓仁会病院心臓血管センター長 廣上 貢
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／ 19
連絡先／ JCHO札幌北辰病院 北 ☎011-893-3000

18:45～20:00
五島軒本店

函館市

函館消化器病懇談会学術講演会

日時・場所／

｢消化器領域の最新の知見(仮題)｣
富山大大学院医学薬学研究部消化器造血器
腫瘍制御内科学教授 杉山敏郎

釧路市

7月20日(金)

7月20日(金)

19:30～20:45
釧路プリンスホテル

釧路市医師会学術講演会
｢冠動脈疾患の残余リスクから考える介入のポイント｣
国立循環器病研究センター副院長(兼)心臓血管内科部門長
安田 聡

参加資格及び取得単位／医師(1単位)
カリキュラムコード／ 50,54
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001
日時・場所／

19:00～20:30
ホテルエミシア札幌

学会･医会･研究会

四倉昭彦
ほか1題

参加資格及び取得単位／企業の方も可(1.5単位)
(参加費：非会員/企業の方 1,000円/2,000円)
カリキュラムコード／ 1,2
連絡先／札幌心電図懇話会 大林 ☎011-280-8008
日時・場所／

7月20日(金)

参加資格及び取得単位／医師(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

18:45～21:00
アパホテル帯広駅前

学会･医会･研究会

7月21日(土)

13:00～17:00
オーベルジュ増毛

とかち膵がんセミナー

日時・場所／

｢治る膵がん発見のために知っておくと役立つ病理｣
京都第一赤十字病院特別顧問 柳澤昭夫

留萌

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／ 27,53
連絡先／北斗病院 河瀬 ☎0155-48-8000

｢後頭蓋窩の外科解剖と手術｣
福岡山王病院脳･神経機能センター長国際医療
福祉大教授 松島俊夫
ほか1題
参加資格及び取得単位／医師(3単位)
カリキュラムコード／ 13,29,74,75,78,80
連絡先／留萌医師会 木村 ☎0164-43-2020

脳神経外科サマーセミナー in 留萌
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日時・場所／

7月21日(土)

13:00～18:00
北大医学部学友会館フラテ

日時・場所／

7月21日(土)

学会･医会･研究会

釧路市

第50回北海道脳卒中研究会

釧路市医師会学術講演会

｢脳卒中に対する細胞療法｣
北大病院長

18:15～19:30
釧路プリンスホテル

｢私が歩んだ皮膚科心療の道｣
東京女子医大名誉教授

寳金清博
ほか1題

川島

眞

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／釧路市医師会 松岡 ☎0154-41-3626

参加資格及び取得単位／特になし(1.5単位)
(参加費：500円、H30年度年会費(年1回)：1,000円)
カリキュラムコード／ 9,35,78
連絡先／北大医学研究院脳神経外科学 中山
☎011-706-5987

日時・場所／

7月24日(火)

18:30～19:40
美唄ホテルスエヒロ

美唄市
日時・場所／

7月21日(土)

美唄市医師会学術講演会

15:45～18:00
アパホテル帯広駅前

｢新規便秘治療薬の選び方｣

学会･医会･研究会

くにもと病院長

第30回道東リウマチ･膠原病談話会

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／ 54
連絡先／美唄市医師会 辻口 ☎0126-62-3451

｢関節リウマチ薬物治療の進歩と道東リウマチ膠原病談話
会の歩み｣
市立釧路総合病院消化器内科･リウマチ科顧問 阿部 敬
参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
(参加費：日整会研修
（1単位）
/日本リウマチ財団登録医研修（1
単位）1,000円/1,000円)
カリキュラムコード／ 61
連絡先／道東リウマチ･膠原病談話会 阿部 ☎0154-41-6121
日時・場所／

7月21日(土)

日時・場所／

｢高齢者てんかんと認知症－症状を見逃さないために－｣
砂川市立病院認知症疾患医療センター長 内海久美子
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／ 29,32
連絡先／空知医師会 氏家 ☎0125-54-2313

第79回北海道セミナー

日時・場所／

南須原康行
ほか1題

7月25日(水)

19:00～20:30
札幌南三条病院

学会･医会･研究会

参加資格及び取得単位／特になし(2単位)
(参加費：500円)
カリキュラムコード／ 7,61
連絡先／札幌医大循環器･腎臓･代謝内分泌内科学 三浦
☎011-611-2111

7月21日(土)

19:00～20:10
滝川ホテルスエヒロ

Epilepsy＆Dementia Seminar in Nakasorachi

学会･医会･研究会

日時・場所／

7月25日(水)

空知

15:50～18:10
エーザイ㈱札幌コミュニケーションオフィス

｢医療安全管理－備えあれば、憂いなし－｣
北大病院医療安全管理部教授

安部達也

第32回札幌呼吸器疾患臨床･病理検討会
｢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

長

靖

参加資格及び取得単位／特になし(1.5単位)
(参加費：年会費として 500円)
カリキュラムコード／ 1,0
連絡先／札幌南三条病院 紺野 ☎011-233-3711

16:00～18:20
メルキュールホテル札幌

学会･医会･研究会

北海道小児最新医療フォーラム
｢HAEの診断と治療－最近の話題－｣
九州大病院別府病院免疫･血液･代謝内科教授

日時・場所／

7月21日(土)

18:00～19:00
旭川厚生病院

旭川市

堀内孝彦
ほか1題

がん診療連携第61回乳腺画像カンファレンス
｢乳腺の症例検討｣

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 24,35
連絡先／北海道小児最新医療フォーラム 白石
☎011-706-5954
日時・場所／

7月26日(木)

旭川赤十字病院放射線科

藤城伸一

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／ 1,10
連絡先／旭川市医師会 坂上 ☎0166-23-5728

17:00～18:40
北見ピアソンホテル

日時・場所／

7月26日(木)

18:30～19:40
プラザホテル板倉

深川

北見

道東地区産婦人科医会学術講演会

深川医師会学術講演会

｢子宮頸がんの治療戦略を再考する｣
北大医学研究院産婦人科学教授

｢軟骨再生医療の現状と展望｣
北大医学研究院機能再生医学整形外科学教授
岩崎倫政

渡利英道

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／ 15,25
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787
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参加資格及び取得単位／医師(1単位)
カリキュラムコード／ 61
連絡先／深川医師会 瀬戸 ☎0164-23-4406
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日時・場所／

7月26日(木)

18:30～19:45
寿都診療所

日時・場所／

7月27日(金)

19:00～20:00
八雲遊楽亭

寿都

渡島

寿都医師会学術講演会

八雲地区連携学術勉強会

｢低腎機能におけるDOACを見直す｣
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

｢高齢者の諸症状に対する漢方治療｣
北祐会神経内科病院診療部部長 野中道夫
参加資格及び取得単位／医師(1単位)
カリキュラムコード／ 83
連絡先／㈱ツムラ 札幌支店 札幌第二営業所 工藤
☎011-738-8781

参加資格及び取得単位／医師､薬剤師､看護師､栄養士､臨床検
査技師(1単位)
カリキュラムコード／ 43
連絡先／寿都医師会 成田 ☎0136-64-5320

日時・場所／
日時・場所／

7月26日(木)

18:30～19:45
サンルート室蘭

7月27日(金)

19:00～20:00
大川原脳神経外科病院

室蘭市

室蘭市

室蘭市医師会学術講演会

室蘭市医師会学術講演会

｢心原性脳塞栓症の臨床｣
中村記念病院脳神経外科診療本部長/脳卒中センター長
上山憲司

｢脳心腎を診る循環器的糖尿病治療のすすめ｣
旭川医大内科学循環・呼吸・神経病態内科学教授
長谷部直幸

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／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

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／室蘭市医師会 西下 ☎0143-45-4393

日時・場所／
日時・場所／

7月26日(木)

18:30～20:00
美幌グランドホテル

不整脈治療のトータルケアを考える-心房細動に出会
ったら-

医業経営講習会
｢診療圏分析と医療経営戦略｣
医療総研㈱代表取締役社長

｢心房細動のいま､次に考えるべき課題｣
関西医大附属病院循環器内科講師

伊藤哲雄

日時・場所／
18:30～20:15
まなみーる岩見沢市民会館・文化センター

7月28日(土)

13:50～18:00
ＷＥＳＴ19

北海道医師会

かかりつけ医等うつ病対応力向上研修

岩見沢市

｢かかりつけ医･産業医のためのうつ病の診断と初期対応｣
北大医学研究院神経病態学精神医学講師 賀古勇輝
ほか2題
参加資格及び取得単位／地域医療に携わる医師･産業医
(3.5単位)
カリキュラムコード／ 1,4,5,70
連絡先／札幌市精神保健福祉センター (札幌こころのセンタ
ー ) 木村 ☎011-622-5190

南空知学術講演会-下肢静脈エコーセミナー ｢超音波検査によるDVT診断ことはじめ－北大病院における
マネージメント－｣
北大病院検査･輸血部副臨床検査技師長/
超音波センター副部長 西田 睦
ほか2題
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／ 7,12,73
連絡先／岩見沢市医師会 吉田 ☎0126-22-5347

日時・場所／
日時・場所／

宮坂陽子

参加資格及び取得単位／医師(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

参加資格及び取得単位／北海道医師会会員及び会員の医療機
関従業員(1単位)
カリキュラムコード／ 0,6
連絡先／北海道医師会総務課 石井 ☎011-231-1433

7月26日(木)

19:00～20:30
ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路

釧路市

北海道医師会

日時・場所／

7月27日(金)

7月26日(木)

19:00～20:10
ANAクラウンプラザホテル千歳

7月28日(土)

14:00～17:00
札幌サンプラザ

学会･医会･研究会

第7回高齢者の終末期医療を考える会

千歳

｢癌や認知症を抱える高齢者の在宅看取りについて｣
北海道訪問看護ステーション連絡協議会長 土田孝行
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／ 1,4,10,29
連絡先／高齢者の終末期医療を考える会 事務局 宮本
☎0126-22-1300

千歳医師会学術講演会
｢フレイルと漢方－健康長寿に向けて－｣
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科漢方薬理学講座特任教授
乾 明夫
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／ 19
連絡先／千歳医師会 玄 ☎0123-24-3549
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日時・場所／

15:00～17:30
北大学術交流会館

7月28日(土)

日時・場所／

8月3日(金)

18:45～20:00
新富良野プリンスホテル

学会･医会･研究会

富良野

第23回札幌感染管理研究会

学術講演会

｢核施設のとりくみについて｣
手稲渓仁会病院感染制御管理室感染管理認定看護師
佐藤由美子
ほか3題
参加資格及び取得単位／特になし(2単位)
(参加費：会費 500円)
カリキュラムコード／ 8,10,11,12
連絡先／北大病院感染制御部 石黒 ☎011-706-5703

｢骨粗鬆症患者における顎骨壊死対策－ポジションペーパ
ー 2016の理解と口腔管理の重要性｣
松本歯科大歯学部歯科放射線学教授 田口 明

日時・場所／

7月28日(土)

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／ 77
連絡先／富良野医師会 成田 ☎0167-22-2767
日時・場所／

16:20～17:50
札幌プリンスホテル

第12回 旭川肺高血圧症研究会
｢膠原病に関連した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
ほか1題
参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
(医師のみ会費として：500円)
カリキュラムコード／ 7,19
連絡先／旭川市医師会 坂上 ☎0166-23-5728

第5回SMU Urology Forum
｢新しい癌医療の道を照らす－光で診て､光で治す－｣
高知大医学部泌尿器科学教授 井上啓史
参加資格及び取得単位／札幌医大医学部泌尿器科学同門医師
(1単位)(参加費：1,000円)
カリキュラムコード／ 65
連絡先／ SMU Urology Forum 舛森 ☎011-611-2111

7月28日(土)

17:00～18:45
ホテルサンシティー函館

日時・場所／

函館市

｢脳動脈瘤塞栓術-守ってきたprincipleと切り開く未来｣
国立循環器病研究センター脳神経外科医長 佐藤 徹
ほか3題
参加資格及び取得単位／特になし(4単位)
(参加費：カンファレンス/懇親会 1,000円/2,000円)
カリキュラムコード／ 15,32,73,78
連絡先／中村記念病院 高畑 ☎011-231-8555

12:40～16:00
北海道医師会館

日時・場所／

学会･医会･研究会

｢若年者の乳腺疾患における画像診断｣
札幌ことに乳腺クリニック理事･統括管理部長

｢人工股関節全置換術後合併症の発生要因と骨粗鬆症を合
併した股関節疾患に対するPTH製剤の可能性｣
旭川医大整形外科学講師 谷野弘昌

白井秀明
ほか2題

参加資格及び取得単位／特になし(1単位)
(参加費：懇話会会費(懇話会会員のみ)/日整会教育研修単位
を申請される方 1,000円/1,000円)
カリキュラムコード／ 77
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787

18:30～20:15
アートホテル旭川

日時・場所／

旭川市
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16:00～19:10
北海道医師会館

北海道眼科医会北海道ブロック講習会
｢日常前眼部診療で役立つステロイド点眼の使い方｣
星ヶ丘医療センター眼科部長 佐々木香る
ほか2題
参加資格及び取得単位／特になし(3単位)
(参加費：北海道眼科医会会員/C会員/北海道眼科医会非会員
医師/北海道眼医医会会員推薦の医師以外 2,000円/1,000円
/5,000円/1,000円)
カリキュラムコード／ 1,2,36
連絡先／ひきち眼科 引地 ☎011-708-1010

金山康秀
ほか1題

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／ 73
連絡先／旭川市医師会 坂上 ☎0166-23-5728
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8月4日(土)

学会･医会･研究会

Summer seminar in Asahikawa
｢RA治療における画像評価の検討｣
豊田厚生病院整形外科･リウマチ科部長

16:00～18:00
北見プラザホテル

第16回オホーツク整形外科懇話会学術講演会

参加資格及び取得単位／特になし(3単位)
(参加費：医師/技師･助産師･看護師(医師以外)
3,000円/1,000円)
カリキュラムコード／ 7,9
連絡先／北大医学部産婦人科 小林 ☎011-706-5941

8月3日(金)

8月4日(土)

北見

北海道産婦人科乳腺医学会第9回学術集会

日時・場所／

12:50～17:40
札幌中村記念病院

第37回ニセコカンファレンス

｢食物アレルギーの診断に直結する問診法と保湿スキンケ
アの重要性｣
北大医学部小児科 竹崎俊一郎
ほか1題
参加資格及び取得単位／医師(1単位)
カリキュラムコード／ 2,73
連絡先／函館市医師会 松本 ☎0138-36-0001

7月29日(日)

8月4日(土)

学会･医会･研究会

函館小児科医会学術講演会

日時・場所／

19:00～20:50
星野リゾートOMO7旭川

旭川市

学会･医会･研究会

日時・場所／

8月3日(金)

34

日時・場所／

8月4日(土)

18:15～20:00
メルキュールホテル札幌

日時・場所／

8月7日(火)

19:00～20:15
ホテルベルクラシック北見

学会･医会･研究会

北見

北海道職場のメンタルヘルス研究会

第3回KISSEI北見透析フォーラム

｢パワハラについて考える－心理学的視点と現場の課題－｣
Liezoカウンセリング＆コンサルティング代表カウンセラー /
看護師/臨床心理士/キャリアコンサルタント 中川貴美子
ほか1題
参加資格及び取得単位／医療従事者(1.5単位)
(参加費：医師のみ 1,000円)
カリキュラムコード／ 11,70
連絡先／いしかわ心療･神経クリニック 小笠原
☎080-6062-8080

｢北海道からの提言：CKD‐MBD関連の腎不全療法の将来｣
伊丹腎クリニック院長 伊丹儀友

日時・場所／

8月5日(日)

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／ 10
連絡先／北見医師会 坂元 ☎0157-23-2787
日時・場所／

19:00～20:45
フォーポイントバイシェラトン函館

渡島

Diabetes & Incretin Seminar in 渡島プライマリー
ケア学術講演会

10:00～12:00
北海道医師会館

｢GLP-1受容体作動薬の早期利用(仮)｣
函館市医師会病院医療部長兼糖尿病･代謝内科科長
廣田則彦
ほか1題
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／ 12,76,82
連絡先／渡島医師会 田原 ☎0138-27-1246

北海道医師会

第1回母体保護法指定医師研修会
｢生命倫理に関するもの｣
NTT東日本札幌病院産婦人科部長

8月7日(火)

西川 鑑
ほか2題

参加資格及び取得単位／医師のみ(1.5単位)
(参加費：北海道医師会非会員 10,800円)
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

※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

主な演題および講師

連

絡

先

JCS 社団法人 日本循環器学会北海道支部 アメリカ心臓協会の心肺蘇生コースのご案内
＊申込締切
８月19日（日）
JCS-ITC北海道支部AHA-BLSプロバイダーコース
８月分：平成30年８月６日(月)必着
８：50～15:00
コースディレクター
札幌医科大学医学部 ８月19日：羽賀 将衛（北海道教育大学 保健管理センター） ９月分：平成30年９月17日(月)必着
※申込方法
基礎医学棟５階
９月29日：斎藤 るり子（市立室蘭総合病院）
①日本循環器学会HPよりアクセス
共通会議室（予定） ９月30日：高橋 弘（製鉄記念室蘭病院)
h
 ttp://www.j-circ.jp/jcs_acls/
・募集人数 ８/19：６名、９/29：18名、９/30：12名
list/course_search.asp
９月29日（土）
・受講料
15,000円
・
受講対象 原則として医療に従事している方、医学教 ②FAX可
９：00～18：10
育に関わっている方、医歯薬学生、看護学生など
(下記までお問い合せください)
９月30日（日）
日本循環器学会 北海道支部事務局
８：30～17：00
小樽協会病院 講堂
横田 卓（事務局小林）
TEL 011-706-6973
FAX 011-706-7874
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