
 
 

 
  

 
    

平成27年度

リウマチ教育研修会
関東・甲信越地区

8月28日(金)までにE-mail、FAXまたは郵送にて下記へお申込みください。
申込受理後、折り返し受講票をお送りいたします。

平成27年度  関東・甲信越地区リウマチ教育研修会  受講申し込み

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 ／ 公益社団法人 日本医師会 ／ 公益社団法人 群馬県医師会

事務局

世話人

受講料

平成２７年９月６日（日）９：００～１６：３５ 【開場 ８：３０】

高崎ワシントンホテルプラザ　ワシントンホール
〒３７０-０８４９ 群馬県高崎市八島町７０

群馬大学整形外科学教室 教授　高岸 憲二 先生

日本リウマチ財団登録医..................................................7,000円
一 般 医 ........................................................................... 10,000円
臨床研修医・大学院生......................................................5,000円
日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師...................5,000円
日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師...........................5,000円
コメディカル .....................................................................7,000円
※下記書籍は、書店及びインターネットよりご購入下さい。
  （関節リウマチのトータルマネジメント／リウマチ病学テキスト）
※昼食は、お弁当をご用意致します。

会　期

会　場

送付先は □ 勤務先 □ 自宅

〒

該当する□に

ゝ

を入れてください。

　□ 日本リウマチ財団登録医（登録医番号：　　　　　　　　　　）　

　□ 一般医　

　□ 臨床研修医・大学院生

　□ 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師（登録番号：TK　　　　　　　　　　）　

　□ 日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師（登録番号：TY　　　　　　　　　　）　

　□ コメディカル（職種：　　　　　　　　　　）　

フリガナ

氏名

勤務先

科名・部署名

ご連絡先 住所

ご連絡先 電話番号

ご連絡先 FAX番号

（個人情報は適切に管理し、当該研修会の参加申込手続き以外の用途には使用いたしません）
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高崎ワシントンホテルプラザ

■JR高崎駅（西口）より徒歩約3分

〒162-0812 東京都新宿区西五軒町13-1  住友不動産飯田橋ビル3号館 8F
エーザイ株式会社内

「平成２７年度 関東・甲信越地区 リウマチ教育研修会」 
担当　株式会社サンプラネット　郡　亜弥

E-mail：a-kori@hhc.eisai.co.jp
TEL：03-5228-7120　FAX：03-5229-0704

申込先



平成27年度 関東・甲信越地区
リウマチ教育研修会

リウマチ教育研修会の趣旨
日本リウマチ財団 専務理事　濵砂  英一

群馬県医師会長挨拶
群馬県医師会長   月岡  鬨夫 先生

9：05～9：20

開会の辞
群馬大学整形外科学教室 教授   高岸  憲二 先生

9：00～9：05

休　憩11：20～11：30

昼　食12：30～13：20

16：30～16：35

群馬大学整形外科学教室 教授　高岸 憲二 先生

閉会の辞

平成２７年９月６日（日）９：００～１６：３５ 【開場 ８：３０】

高崎ワシントンホテルプラザ  ワシントンホール
〒３７０-０８４９ 群馬県高崎市八島町７０

会　期

会　場

休　憩15：20～15：30

単位数： 日本リウマチ財団登録医単位 ...........................................................................................6 単位

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師単位 ............................................................6 単位

日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師単位※..................................................................6 単位
（※研修会参加実績 1回 経過措置期間）

日本リウマチ学会専門医単位 ...................................................... 3 単位 （1 単位  1 ,000 円）

日本整形外科学会研修単位 .......................................... 1 日最大 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， ８， ９， １９， ５９， ６１， ６２， ７３， ７７

※日本リウマチ財団リウマチケア専門職制度研修カリキュラムコード番号　( 看 ): 看護師、( 薬 ): 薬剤師

第3部 座 長：伊勢崎福島病院 副院長　竹内  公彦 先生

演 者：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 機能制御学講座 人体構成学分野

准教授  西田  圭一郎 先生

13：20～14：20 「 関節リウマチの手術適応 」
カリキュラムコード （看）2-1・2-2・2-3  （薬）2-1・2-3・3-3

14：20～15：20 「 関節リウマチのリハビリテーション 」
 

演 者：大阪医科大学 リハビリテーション医学教室 教授　佐浦  隆一 先生

座 長：群馬大学整形外科学教室 助教　米本 由木夫 先生

カリキュラムコード （看）2-1・2-2・3-4  （薬）2-1・3-1・3-2

第4部
座 長：群馬大学整形外科学教室 教授　高岸  憲二 先生

演 者：近畿大学医学部奈良病院 整形外科・リウマチ科 教授　宗圓  聰 先生

15：30～16：30 「 ステロイド性骨粗鬆症の病態と治療 」
カリキュラムコード （看）2-1・2-2・3-2  （薬）2-1・2-2・3-2

第1部 座 長：群馬大学医学部附属病院 腎臓リウマチ内科 助教　池内  秀和 先生

演 者：群馬大学医学部附属病院 腎臓リウマチ内科 講師　金子  和光 先生

9：20～10：20 「 リウマチ性疾患の鑑別診断 」
カリキュラムコード （看）2-1・2-2・2-3  （薬）1-1・1-2・2-1

座 長：医療法人 井上病院 理事長　井上　  博 先生

10：20～11：20 「 関節リウマチ診療における画像検査 」 

演 者：富山大学医学部 整形外科学・リハビリテーション部 准教授　松下　  功 先生

カリキュラムコード （看）2-1・2-2・3-4  （薬）1-1・2-1・3-4

第2部
座 長：群馬大学大学院 生体統御内科学 准教授　廣村  桂樹 先生

演 者：東邦大学医学部 内科学講座 膠原病学分野 教授　亀田  秀人 先生

11：30～12：30 「 関節リウマチの薬物治療 」
カリキュラムコード （看）2-1・2-3・3-2  （薬）2-1・2-2・2-3
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