
単
位

開催日 講演時間 会の名称 連絡先 開催場所

3 R2.06.28(日)
9：30～10：40
10：50～12：20
12：30～13：30

【中止となりました】第8回
中国四国リウマチ医の会
～第57回 徳島リウマチ医
の会～

あゆみ製薬㈱
濱田　学
080-7800-7767

徳島県徳島市
JRホテルクレメント
徳島

1 R2.06.27(土) 17：30～18：30
【中止となりました】第30回
静岡県東部リウマチ膠原
病医会定例学術講演会

エーザイ㈱
植田　秀和
0120-232-075

静岡県沼津市
プラサ ヴェルデ

1 R2.06.27(土) 17：00～18：00
【中止となりました】第14回
リウマチ手足の外科研究
会

あゆみ製薬㈱
荒山　孝洋
0120-061-371

大阪府大阪市
ホテルグランヴィア
大阪

1 R2.06.27(土) 17：45～18：45
【中止となりました】第14回
埼玉リウマチ・膠原病
フォーラム

アステラス製薬㈱
津田　大資
048-650-0871

埼玉県さいたま市
浦和ロイヤルパイ
ンズホテル

2 R2.06.27(土)
15：00～16：00
16：15～17：15

【中止となりました】第8回
泉州リウマチ膠原病談話
会　～夏の連携会～

田辺三菱製薬㈱
大墨　伴来
072-225-0373

大阪府泉大津市
ホテルレイクアルス
ター　アルザ泉大津

1 R2.06.25(木) 19：30～20：30
【中止となりました】第16回
三重RAとIL-6研究会

中外製薬㈱
鷹野　弘幸
059-225-7255

三重県津市
ホテルグリーンパー
ク津

1 R2.06.25(木) 19：15～20：15
【中止となりました】北信整
形外科医会学術講演会

旭化成ファーマ㈱
小林　亮也
026-224-7515

長野県長野市
ホテルメトロポリタ
ン長野

1 R2.06.25(木) 19：30～20：30
【中止となりました】関節リ
ウマチカンファレンス

ファイザー㈱
平山　幸浩
080-3583-8614

愛媛県松山市
道後山の手ホテル

1 R2.06.25(木) 20：00～21：00
【中止となりました】第6回
横浜リウマチのケア研究
会

中外製薬㈱
池田　茉莉香
045-450-7670

神奈川県横浜市
崎陽軒本店

1 R2.06.24(水) 19：50～20：50
【中止となりました】第9回
足立・荒川・葛飾リウマチ
フォーラム

ヤンセンファーマ㈱
上地　真代
080-8127-2123

東京都墨田区
第一ホテル両国

リウマチ財団登録医単位認定研修講演
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1 R2.06.24(水) 19：40～20：40
【中止となりました】第34回
富山抗サイトカイン療法研
究会

アッヴィ(同)
野口　将之
080-2194-6286

富山県富山市
ホテルグランテラス
富山

2 R2.06.24(水)
18：35～19：35
19：35～20：35

【延期となりました】第19回
北海道リウマチ医の会

あゆみ製薬㈱
加藤　翔平
0120-061-374

北海道札幌市
札幌グランドホテル
本館

1 R2.06.20(土) 16：25～17：25
【中止となりました】第27回
愛媛リウマチのケア研究
会

エーザイ㈱
廣田　浩一
090-7630-8400

愛媛県松山市
愛媛県県民文化会
館

1 R2.06.20(土) 18：45～19：45
【中止となりました】大阪臨
床整形外科医会　特別研
修会

堀口整形外科医院
堀口　泰輔
072-752-1420

大阪府大阪市
ヴィアーレ大阪

2 R2.06.20(土)
15：35～16：35
16：45～17：45

【中止となりました】ロコモ
対策 運動器疾患/骨・関
節フォーラム 沖縄会場

㈱メジカルビュー社
山辺　宏尚
03-5228-2089

沖縄県南風原町
沖縄県医師会館

1 R2.06.20(土) 17：00～18：00
【中止となりました】第19回
岐阜整形外科セミナー

岐阜整形外科セミ
ナー　事務局
大橋　俊郎
058-272-0011

岐阜県岐阜市
長良川国際会議場

2 R2.06.20(土)
16：25～17：25
17：35～18：35

【中止となりました】第65回
多摩リウマチ研究会

旭化成ファーマ㈱
小西　貴将
042-537-3071

東京都武蔵野市
吉祥寺第一ホテル

1 R2.06.18(木) 20：00～21：00
【中止となりました】第53回
広島膠原病研究会

旭化成ファーマ㈱
古西　尚幸
082-244-5802

広島県広島市
オリエンタルホテル
広島

1 R2.06.18(木) 19：40～20：50
【中止となりました】第16回
埼玉東部リウマチフォーラ
ム

アステラス製薬㈱
南野　大貴
048-650-0871

埼玉県越谷市
サンシティ越谷

1 R2.06.17(水) 19：45～20：45
【中止となりました】第29回
リウマチ膠原病治療の未
来を考える内科医師の会

田辺三菱製薬㈱
村口　雅紀
099-251-5151

鹿児島県鹿児島市
TKPガーデンシティ
鹿児島中央

1 R2.06.16(土) 17：30～18：30
【中止となりました】第330
回 大阪臨床整形外科医
会研修会

(医)孝瑛会 西沢整
形外科クリニック
西澤　徹
072-288-2001

大阪府大阪市
リーガロイヤルホテ
ル



1 R2.06.13(土) 15：00～16：00

【中止となりました】第5回
地域包括ケアセミナー
～地域に根差した医療に
ついて～

(一財)難病治療開
発機構
川島　千世
03-3580-8531

三重県志摩市
西岡記念セントラル
クリニック　リハビリ
棟

1 R2.06.13(土) 17：00～18：00
【中止となりました】第21回
北摂リウマチ病診連携会

中外製薬㈱
内村　太輝
06-6350-6355

大阪府大阪市
BREEZE PLAZA

1 R2.06.12(金) 19：50～20：50
【中止となりました】第31回
大田・川崎リウマチ懇話会

祐徳薬品工業㈱
舩津　靖司
03-3745-6151

神奈川県川崎市
川崎日航ホテル

1 R2.06.12(金) 19：45～20：45
【中止となりました】第11回
郡山リウマチネットワーク

田辺三菱製薬㈱
上田　司
024-932-1800

福島県郡山市
ホテルプリシード郡
山

1 R2.06.12(金) 18：30～19：30
【中止となりました】第10回
Hokkaido image forum in
Rheumatology

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸ
ｲﾌﾞ㈱櫻井　達生
011-729-5115

北海道札幌市
京王プラザホテル
札幌

各
1

R2.06.11(木)
～08.31(月)

(21日)
12：10～13：10
12：00～13：10

(22日)
12：30～13：40
12：40～13：40

(23日)
12：00～13：10

(24日)
12：00～13：10
12：10～13：10

【延期となりました】第93回
日本整形外科学会学術総
会 ランチョンセミナー

第93回 日本整形外
科学会学術総会
名倉　一則
03-5216-5582

Web開催

各
1

R2.06.11(木)
～08.31(月)

(22日)
11：00～12：00

(23日)
13：25～14：25
17：30～18：30

(24日)
10：30～11：30
14：40～15：40

【延期となりました】第93回
日本整形外科学会学術総
会

第93回 日本整形外
科学会学術総会
名倉　一則
03-5216-5582

Web開催

1 R2.06.11(木) 19：30～20：30
【中止となりました】Meet
The Expert in Hiroshima

アステラス製薬㈱
松井　幸夫
082-545-6325

広島県広島市
オリエンタルホテル
広島

1 R2.06.11(木) 19：40～20：40
【延期となりました】第7回
静岡西部IL-6阻害剤アク
ティブカンファレンス

中外製薬㈱
百田　裕哉
053-452-1161

静岡県浜松市
グランドホテル浜松

1 R2.06.10(水) 20：00～21：00
【中止となりました】第7回
鹿児島IL-6研究会

中外製薬㈱
岡本　健也
099-251-1600

鹿児島県鹿児島市
鹿児島サンロイヤ
ルホテル



1 R2.06.10(水) 19：40～20：40
【延期となりました】アバタ
セプトカンファランス

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸ
ｲﾌﾞ㈱森　麻衣子
092-474-3211

福岡県福岡市
ANAクラウンプラザ
ホテル福岡

1 R2.06.06(土) 18：00～19：00
【中止となりました】第29回
福島県リウマチフォーラム

中外製薬㈱
遠藤　光平
024-933-6303

福島県福島市
コラッセふくしま

2 R2.06.06(土)
17：00～18：00
18：10～19：10

【中止となりました】ロコモ
対策 運動器疾患/骨・関
節フォーラム 岐阜会場

㈱メジカルビュー社
山辺　宏尚
03-5228-2089

岐阜県岐阜市
岐阜都ホテル

2 R2.06.04(木)
18：45～19：45
19：45～20：45

【中止となりました】第11回
姫路骨・関節疾患研究会
学術講演会

中外製薬㈱
篠原　淳
079-288-2841

兵庫県姫路市
ホテル日航姫路
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