
共 催：公益財団法人日本リウマチ財団 ／ エーザイ株式会社

後 援：一般社団法人 日本リウマチ学会 ／ 公益社団法人 日本整形外科学会 ／
　　　 一般社団法人 日本臨床リウマチ学会 ／ 社団法人 日本医師会 ／ 一般社団法人 栃木県医師会

 
 

 

  

自治医科大学  アレルギー・リウマチ科  教授  簑田  清次      

日本リウマチ財団登録医…………７,０００円
一般医……………………………１０,０００円
※書籍購入希望者は、当日受付にて別途販売いたします。

・関節リウマチのトータルマネジメント…4,400円
・リウマチ病学テキスト……………………5,250円

・治療ガイドライン　登録医………………4,700円
　　　　　　　　　　一般医………………5,250円

平成24年度

関東甲信越地区リウマチ教育研修会
P R O G R A M

平成２４年１０月１４日（日）９：００～１６：２０ 【受付開始 ８：００～】
ホテル東日本宇都宮  2階 平安の間
〒３２０-００１３ 栃木県宇都宮市上大曽町492番地1
TEL028-643-5555（代）

会　期

会　場

世話人

受講料

■ ネットでのお申し込み
https://www.regconf.jp/rheuma2012kanto/ にアクセスしてお申し込み下さい。

■ 郵送又はＦＡＸでのお申し込み
下記申込み項目にご記入の上、郵送かＦＡＸにてお申し込み下さい。

平成24年度  関東甲信越地区リウマチ教育研修会  受講申し込み

〒112-0012 東京都文京区大塚3-5-10 住友成泉小石川ビル7階
株式会社サンプラネットＭＣＶ事業本部
「平成24年度 関東甲信越地区リウマチ教育研修会」 担当宛
ＴＥＬ 03－5940－2613

氏 名

氏名フリガナ

勤務先

科 名

E-mailアドレス

連絡先電話番号

ご連絡先住所

日本リウマチ財団登録医

備 考

日本リウマチ財団登録医

単位以外で

当日ご希望（予定）単位

（□にチェックして下さい）

郵送先

03-3942-6396
「平成24年度 関東甲信越地区リウマチ教育研修会」担当宛 

※お申し込み完了後、郵送又はFAXにて受講票を返信致します。

FAX

送付先は □ 勤務先 □ 自宅

〒

□ 登録医である 登録医番号「           」（不明な場合は未入力で可）

□ 登録医でない

□ 日本リウマチ学会専門医研修単位

□ 日本整形外科学会研修単位

□ 日本医師会生涯教育単位

宇
都
宮
駅

ＪＲ

ホテル
東日本宇都宮



関東甲信越地区リウマチ教育研修会

平成２４年１０月１４日（日）９：００～１６：２０ 【受付開始 ８：００～】
ホテル東日本宇都宮  2階 平安の間
〒３２０-００１３ 栃木県宇都宮市上大曽町492番地1
TEL028-643-5555（代）

会　期

会　場

平成24年度

P R O G R A M

プログラム

研修単位 　日本リウマチ財団登録医単位………………………6単位

日本リウマチ学会専門医研修単位…………………3単位（3,000円）

日本整形外科学会研修単位…………………………4単位（1単位 1,000円）

日本医師会生涯教育単位……………………………5単位（無料）

カリキュラムコード：1, 2, 10, 13, 18, 19, 60, 61, 73, 77 

開会の辞

栃木県医師会長挨拶

リウマチ教育研修会の趣旨

慈啓会白澤病院  理事長  太田 照男 先生

世話人：自治医科大学  アレルギー・リウマチ科  教授  簑田 清次 先生

日本リウマチ財団  専務理事  森 　眞一

講演 １「リウマチの診断から初期治療へ」
座 長：自治医科大学  アレルギー・リウマチ科  准教授  岩本 雅弘 先生

演 者：平田クリニック  院長  平田 大介 先生

講演 2「 ～ここまで使える関節超音波検査～
　　　　　  　Ｔ2Ｔに則した日常診療での応用」

座 長：自治医科大学  アレルギー・リウマチ科 准教授  岩本 雅弘 先生
演 者：財団法人 倉敷中央病院 内分泌代謝・リウマチ内科 副医長  三崎 健太 先生

講演 3「リウマチの鑑別診断」
座 長：獨協医科大学  呼吸器・アレルギー内科  准教授  倉沢 和宏 先生
演 者：東京大学医学部附属病院  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アレルギー・リウマチ内科　助教  久保 かなえ 先生

講演 4「ＭＴＸが使用できない患者への対応」
座 長：獨協医科大学  呼吸器・アレルギー内科  准教授  倉沢 和宏 先生

演 者：おあしす内科リウマチ科クリニック　院長  太田 修二 先生

昼　食

09：00～09：10

09：10～09：55

09：55～10：40

10：40～11：25

11：25～12：10

12：10～13：00

休　憩14：30～14：40

16：10～16：20

講演 5「関節リウマチにおける生物学的製剤の実際の使用方法」
座 長：自治医科大学  アレルギー・リウマチ科  教授  簑田 清次 先生
演 者：北見赤十字病院　第一内科・総合診療科  部長  佐藤 健夫 先生

講演 6「リウマチのリハビリテーション」
座 長：自治医科大学  アレルギー・リウマチ科 教授  簑田 清次 先生

演 者：神戸大学大学院保健学研究科　准教授  三浦 靖史 先生

講演 7「リウマチの手術（末梢関節）」
座 長：獨協医科大学  整形外科  教授  玉井 和哉 先生

演 者：日本医科大学  リウマチ科  准教授  中村　 洋 先生

講演 8「リウマチの手術（頚椎）」
座 長：獨協医科大学  整形外科  教授  玉井 和哉 先生

演 者：自治医科大学  整形外科  准教授  星地 亜都司 先生

14：40～15：25

15：25～16：10

13：00～13：45

13：45～14：30

世話人：自治医科大学  アレルギー・リウマチ科  教授  簑田 清次 先生
閉会の辞


