平成 28 年 講演会
1） 中村博彦
診療情報管理士通信教育 平成 28 年度全国一斉講師会，東京，2016.12.10
2） 大里俊明
Transsylvian approach の基本手技と IC-ACho 動脈瘤のクリッピング
脳血管外科フォーラム 2016 winter，大阪，2016.1.15～16
3） 大里俊明
脳卒中の治療
病態・薬物治療フォローアップ講座（北海道薬科大学主催）
，札幌，2016.2.6
4） 大里俊明
急性期脳卒中治療の実際
空知医療連携セミナー，滝川，2016.2.24
5） 大里俊明
脳卒中の手術の話
脳卒中市民公開講座，札幌，2016.3.5
6） 大里俊明
アテローム血栓症のバイパス手術
第 6 回札幌脳・心・腎カンファレンス，札幌，2016.4.21
7） 大里俊明
脳卒中って？その予防と治療
第 239 回北海道循環器病院

なんでも医療相談，札幌，2016.8.19

8） 大里俊明
診療情報管理士通信教育平成 28 年度前期スクーリング，札幌，2016.8.26
9） 大里俊明
手術で治す脳卒中！切る手術と切らない手術
脳卒中市民公開講座，札幌，2016.10.8
10）大里俊明
脳卒中の手術のはなし
北海道退職校長会 札幌 10 支部連絡会講演，札幌，2016.10.21
11）大里俊明
診療情報管理士通信教育 平成 28 年前期スクーリング，東京，2016.11.19～20
12）大里俊明

札幌中央区脳卒中と糖尿病勉強会，札幌，2016.12.12

13）伊東民雄
悪性グリオーマに対するベバシズマブ療法
中外製薬 社内勉強会，札幌，2016.3.4

14）高梨正美
ガンマナイフと画像診断
バイエル薬品 社内勉強会，札幌，2016.2.25
15）高梨正美
乳癌原発の転移性脳腫瘍の治療
第 5 期 第 2 回乳がん TV 講座，札幌，2016.7.22
16）瀬尾善宣
Transpetrosal approach における合併症予防のための工夫
第 41 回徳島大学脳神経外科同門会，徳島，2016.6.25～26
17）瀬尾善宣
脳神経外科における疼痛
持田製薬株式会社札幌支店社員研修会，札幌，2016.8.30
18）上山憲司
脳卒中ガイドライン 2015 内科治療におけるポイント
十勝病院薬剤師会学術講演会，帯広，2016.1.19
19）上山憲司
心血管イベント抑制を目標とした降圧療法 脳神経外科の立場から
SAPPORO N 型チャネル SEMINAR，札幌， 2016.2.19
20）上山憲司
脳卒中後の降圧療法
STOP HYPERTENSION Seminar in 札幌，札幌，2016.3.5
21）上山憲司
脳卒中のくすりの話
脳卒中市民公開講座，札幌，2016.3.5
22）上山憲司
脳卒中二次予防から見た一次予防への提言
不整脈治療を考える会，札幌，2016.3.8
23）上山憲司
脳卒中再発抑制に対する DOAC の選択
安達医師会学術講演会，福島，2016.4.26
24）上山憲司
脳卒中二次予防における高血圧の重要性
Hypertension Meeting，札幌，2016.5.27
25）上山憲司
心原性脳塞栓症の現状と up to date
大川原脳神経外科病院新病院開院記念講演，室蘭，2016.6.3

26）上山憲司
脳卒中二次予防における抗凝固療法の up to date
NOAC トータルマネジメントフォーラム，札幌，2016.6.11
27）上山憲司
脳神経外科領域における抗凝固療法の最新知見
Stop Stroke Seminar in 西札幌，札幌，2016.6.28
28）上山憲司
脳卒中二次予防における抗凝固療法の up to data
エリキュースインターネット講演会，東京，2016.7.8～9
29）上山憲司
脳卒中と脂肪酸の関係
脂肪酸をリアルに語ろう会，福島，2016.7.14
30）上山憲司
脳卒中二次予防における降圧治療の重要性
函館循環器病懇親会，函館，2016.9.2
31）上山憲司
脳卒中と脂肪酸の関係
北海道 EPA 研究会，札幌，2016.9.7
32）上山憲司
『高血圧性臓器障害の撲滅は可能か』脳神経外科の立場から
高血圧フォーラム 2016，札幌，2016.10.5
33）上山憲司
急げ！脳卒中は緊急症です
脳卒中・市民公開講座，札幌，2016.10.8
34）上山憲司
脳卒中二次予防における降圧療法の重要性
西北五地区 N 型カルシウムチャネル研究会，五所川原，2016.10.14
35）上山憲司
NOAC への切り替え時の注意点と適正使用
MASTER CLASS セッション 2：NOAC と OAC の適する患者像を考える，東京，2016.10.15
～16
36）上山憲司
脳卒中の薬の話
北海道退職校長会 札幌 10 支部連絡会講演，札幌，2016.10.21
37）上山憲司
抗凝固療法の進化と展望

Heart & Brain joint Seminar，札幌，2016.10.26
38）上山憲司
脳卒中二次予防における DOAC の選択と最近の話題
第 17 回日本脳神経血管内治療学会北海道地方会ランチョンセミナー ，札幌，
2016.10.29
39）上山憲司
脳卒中二次予防における DOAC の RCT、RWD そしてわれわれの経験
第 1 回札幌ストロークセミナー，札幌，2016.11.4
40）上山憲司
脳卒中ガイドライン 2015 内科治療のポイント
十勝薬剤師会学術講演会，帯広，2016.11.8
41）上山憲司
高齢者 AF 患者における脳卒中二次予防の現状
高齢者心房細動のトータルマネジメント，札幌，2016.11.10
42）上山憲司
心原性脳塞栓症の二次予防について
ストップ！NO 卒中プロジェクト エリアエキスパート会議 in 札幌，札幌，2016.11.16
43）上山憲司
中和剤がある DOAC の有用性
Network Meeting，札幌，2016.11.17
44）上山憲司
脳卒中二次予防における DOAC のエビデンスと特徴
第 17 回日本クリニカルパス学会 ランチョンセミナー，金沢，2016.11.25
45）上山憲司
心原性脳塞栓症の二次予防について
ストップ！NO 卒中プロジェクト エリアエキスパート会議 in 信州，松本，2016.11.30
46）上山憲司
経口抗凝固薬休薬に関連した脳卒中
循環器科医・消化器科医のための抗凝固療法を考える会，札幌，2016.12.7
47）上山憲司
脳卒中二次予防における DOAC の RCT と RWD
第一三共株式会社 社内講演，札幌，2016.12.20
48）佐藤憲市
新たな脳腫瘍分類とグリオーマの治療について
エーザイ製薬社内勉強会，札幌，2016.11.30
49）野呂秀策

糖尿病患者における脳卒中予防について
札幌中央区脳卒中と糖尿病勉強会，札幌，2016.12.12
50）麓健太朗
脳死下臓器提供と脳死判定
苫小牧市立病院 ドナーアクション委員会 講演会，苫小牧，2016.9.2
51）荻野達也
脳血管内治療の最近の動向 -急性期再開通療法と脳動脈瘤治療を中心に札幌心血管脳卒中研究会 2016，札幌，2016.6.23
52）荻野達也
様々な脳血管障害に対する血管内治療
血管内治療勉強会，札幌，2016.12.12
53）福井崇人

第 20 回北海道脳腫瘍懇話会，札幌，2016.4.9

54）福井崇人
先端巨大症の外科治療
Sapporo Acromegaly Conference 2016，札幌，2016.6.24
55）村橋威夫
脳外科領域における脂質管理
社内研修会，札幌，2016.9.9
56）村橋威夫

大塚製薬脳神経外科勉強会，札幌，2016.11.24

57）佐光一也
最近のパーキンソン病治療について-QOL 向上を目指して増加する選択肢後志病院薬剤師会学術講演会，小樽，2016.3.16
58）佐光一也
最近のパーキンソン病治療について
札幌市医師会「家庭医学講座」
，札幌，2016.4.9
59）佐光一也
パーキンソン病の症状と診断
西胆振パーキンソン病市民講演会，室蘭，2016.4.16
60）佐光一也
認知症治療薬の使い分けについて
Meiji Seika ファルマ株式会社 社内勉強会，札幌，2016.5.23
61）佐光一也
パーキンソン病に対する DBS 治療について
協和発酵キリン株式会社 社内勉強会，札幌，2016.6.29
62）佐光一也
認知症～生活習慣と予防について

市民健康教育講座，札幌，2016.8.31
63）佐光一也
最近のパーキンソン病治療の考え方について
エフピー株式会社 社内勉強会，札幌，2016.11.2
64）佐光一也
進行期パーキンソン病の治療について
Abbie 社内勉強会，札幌，2016.12.12
65）溝渕雅広
てんかんと脳卒中
第 4 回 Epilepsy Forum in ATSUGI，横浜，2016.1.12
66）溝渕雅広
てんかん重積状態の治療
ノーベルファーマ社内研修会，札幌，2016.2.2
67）溝渕雅広
女性とてんかん
神経内科医のためのてんかんセミナー，旭川，2016.2.18
68）溝渕雅広
症例から学ぶ～多彩なてんかんの鑑別と治療～
第 8 回宮城県南神経内科勉強会，仙台，2016.3.10
69）溝渕雅広
イーケプラ静注の使用経験
大塚製薬社内勉強会，札幌，2016.4.6
70）溝渕雅広
てんかん診療 Q and A ―診断・治療から社会制度まで―
第 57 回日本神経学会学術大会 ランチョンセミナー，神戸，2016.5.18
71）溝渕雅広
座談会「てんかん治療における新規ナトリウムチャンネル阻害薬の位置づけ」，
東京，2016.6.3
72）溝渕雅広
てんかんセンターの現状と課題
エーザイてんかん領域社内レクチャー，札幌，2016.6.30
73）溝渕雅広
てんかんと運転免許・就労
第 7 回神経内科医のためのてんかんセミナー，旭川，2016.7.21
74）溝渕雅広
日常生活と内科的治療

学校・職場・社会で「てんかん」への理解を深めるシンポジウム，札幌，2016.9.3
75）溝渕雅広
これからのてんかん治療
第 246 回薬剤師臨床セミナー，札幌，2016.9.15
76）溝渕雅広
てんかんの診断と治療
第一三共株式会社 社内講演会，札幌，2016.9.16
77）溝渕雅広
おとなのてんかん
第 50 回日本てんかん学会 市民公開講座，静岡，2016.10.9
78）溝渕雅広
てんかん治療の新たな潮流
フィコンパ錠適正使用講演会 in 松本，松本，2016.10.20
79）溝渕雅広
新時代のてんかん治療～ペランパネルの位置づけ～
第 46 回日本臨床神経生理学会学術大会 ランチョンセミナー，郡山，2016.10.27～28
80）溝渕雅広
この意識障害は？―NCSE の落とし穴―
「ビムパット錠」新発売講演会 in Tochigi，宇都宮，2016.11.14
81）溝渕雅広
レベチラセタム静注製剤の使用経験
脳研セミナー，札幌，2016.11.11
82）溝渕雅広
第 1 回ペランパネル Advisory Meeting，大阪，2016.11.26
83）溝渕雅広
NCSE を呈した症例
第 9 回臨床医のためのてんかんセミナー，札幌，2016.12.1
84）仁平敦子
頭痛とてんかん・・・片頭痛とてんかんはヒトとクジラの関係か？
Nerurological Common Disease Seminar，神戸，2016.6.24
85）阿部剛典
MS、NMO の症例提示
講師招聘勉強会，札幌，2016.11.18
86）中原岩平
てんかん発作中に心静止を認めた１例
第 8 回臨床医のためのてんかんセミナー，札幌，2016.6.1

87）橋本雅人
眼科診療に必要な眼窩部、頭部画像の撮り方、読み方
第 62 回北海道眼科医会総会生涯教育講座，札幌，2016.2.20
88）橋本雅人
眼科診療のための眼窩，頭部画像診断
第 11 回北九州眼科病診連携研究会，北九州，2016.6.18
89）橋本雅人
緑内障と神経眼科の接点
第 41 回眼科医療従事者講習会，札幌，2016.6.19
90）橋本雅人
視路の見方、考え方
第 12 回北海道視能研究会，旭川，2016.7.9
91）橋本雅人
神経眼科イロハのイ～視神経の見方～
第 1 回眼科サマーキャンプ 2016，札幌，2016.8.27
92）橋本雅人
緑内障と神経眼科の接点～MRI を活用した緑内障，視神経診断～
第 2 回ひまわりの会，札幌，2016.9.2

