
単
位

開催日 講演時間 会の名称 連絡先 開催場所

1 H31.01.31(木) 19：20～20：20
第16回 呉リウマチ地域連
携ネットワーク講演会

医療法人ｴﾑ・ｴﾑ会 ﾏｯ
ﾀｰﾎﾙﾝﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病
院   白川　泰山
0823-22-6868

広島県呉市
呉阪急ホテル

1 H31.01.31(木) 19：15～20：20
第6回 防府地区リウマチ勉
強会

田辺三菱製薬㈱
小林　竜司
083-972-5311

山口県防府市
アパホテル山口防府

2 H31.01.31(木)
19：00～20：00
20：00～21：00

第15回 栃木骨粗鬆症集談
会

大正富山医薬品㈱
鈴木　聡
080-6830-7629

栃木県宇都宮市
宇都宮グランドホテル

2 H31.01.31(木)
18：30～19：30
19：30～20：30

第21回 「骨とリウマチ研究
会」

中外製薬㈱
斎藤　健大
090-8021-9537

東京都新宿区
京王プラザホテル南館

1 H31.01.30(水) 19：30～20：30
浜松RAフォーラム　-Bio製
剤の安全性を考える-

小野薬品工業㈱
車田　賢一郎
053-454-0119

静岡県浜松市
ホテルクラウンパレス浜
松

1 H31.01.29(火) 19：40～20：40
群馬県リウマチ治療戦略
UP TO DATE
PsA FORUM in GUNMA

日本イーライリリー㈱
名畑　拓秀
048-601-2330

群馬県高崎市
ホテル メトロポリタン高
崎

1 H31.01.28(月) 19：45～20：45
中部地区サリルマブ講演
会

旭化成ファーマ㈱
宮崎　喜敬
098-869-9540

沖縄県中頭郡北谷町
ヒルトン沖縄北谷リゾー
ト

1 H31.01.28(月) 19：30～20：30
第9回 広島膠原病フロン
ティア研究会

田辺三菱製薬㈱
武井　陽平
082-569-5800

広島県広島市
ホテルグランヴィア広島

2 H31.01.27(日)
9：00～10：00
10：00～11：00

第20回 博多リウマチセミ
ナー

医療法人近藤リウマ
チ・整形外科クリニック
近藤　正一
092-762-2380

福岡県福岡市
アクロス福岡

2 H31.01.26(土)
18：00～19：00
19：10～20：10

第6回 沖縄リウマチ・膠原
病診療フォーラム

田辺三菱製薬㈱
植田　淳一
098-869-5515

沖縄県南風原町
沖縄県医師会館

リウマチ財団登録医単位認定研修講演
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1 H31.01.26(土) 17：30～18：30
第11回 関節リウマチ治療
の最前線

田辺三菱製薬㈱
古賀　貴子
06-6205-5716

大阪府大阪市
ヴィアーレ大阪

1 H31.01.26(土) 17：30～18：30
第44回 静岡リウマチ懇話
会

順天堂大学医学部附
属静岡病院
大林　治
055-948-3111

静岡県静岡市
ニッセイ静岡駅前ビル

3 H31.01.26(土)
13：50～14：50
15：00～16：00
16：10～17：10

第6回 大阪・奈良・和歌山
地区　日本リウマチ財団登
録医・ケアナース・登録薬
剤師研修会

ファイザー㈱
森岡　恵一郎
080-5059-1205

大阪府大阪市
グランキューブ大阪

1 H31.01.25(金) 19：15～20：45
第6回 東京リウマチ登録医
の会

小野薬品工業㈱
馬場　博通
03-5640-3703

東京都港区
TKP品川カンファレンス
センター ANNEX

1 H31.01.25(金) 19：15～20：15
Gunma Rheumatology
Update Seminar

旭化成ファーマ㈱
伊藤　隆太
027-320-8393

群馬県高崎市
ホテルグランビュー高
崎

1 H31.01.24(木) 20：15～21：15 西多摩臨床整形外科医会
日本イーライリリー㈱
早野　弘恭
080-1400-1817

東京都立川市
日航ホテル立川東京

1 H31.01.24(木) 20：00～21：00 第50回 広島膠原病研究会
アステラス製薬㈱
石田　哲平
082-545-6325

広島県広島市
ホテルグランヴィア広島

1 H31.01.24(木) 19：30～20：30
第13回 リウマチ病診コネッ
サンス

あゆみ製薬㈱
谷本　憲匡
0120-061-374

愛知県名古屋市
名古屋マリオットアソシ
アホテル

1 H31.01.22(火) 19：00～20：30
札幌関節リウマチT細胞セ
ミナー

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ・ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ
㈱中村　敏浩
011-729-5115

北海道札幌市
京王プラザホテル札幌

2 H31.01.22(火)
19：00～20：00
20：00～21：00

第47回 徳島リウマチ医の
会

ファイザー㈱
小林　照雄
087-835-3391

徳島県徳島市
ホテルクレメント徳島

1 H31.01.19(土) 19：00～20：00
第10回 道北臨床リウマチ
研究会

中外製薬㈱
小島　千佳
0166-24-6311

北海道旭川市
アートホテル旭川



2 H31.01.19(土)
17：00～18：00
18：00～19：00

京滋リウマチ財団登録医
の会

あゆみ製薬㈱
井手尾　健太
0120-061-374

京都府京都市
ホテルグランヴィア京都

1 H31.01.19(土) 17：00～18：00 第25回 東海関節鏡研究会
帝人ファーマ㈱
岩本　行広
052-249-3910

愛知県名古屋市
ウインクあいち

1 H31.01.19(土) 17：00～18：00
第18回 北摂リウマチ病診
連携会

アッヴィ合同会社
大野　正史
03-4577-1147

大阪府大阪市
ブリーゼプラザ

2 H31.01.18(金)
19：10～20：10
20：10～21：10

群馬リウマチアカデミー
第一三共㈱
岡崎　愛
027-325-0643

群馬県高崎市
ホテルグランビュー高
崎

1 H31.01.18(金) 19：00～20：45
第72回 埼玉リウマチ研究
会

武田薬品工業㈱
川口　正英
049-241-7820

埼玉県さいたま市
パレスホテル大宮

1 H31.01.18(金) 19：00～20：30
白川リウマチ・膠原病　地
域連携懇話会

熊本赤十字病院
佐久間　克彦
096-384-2111

熊本県熊本市
熊本赤十字病院　4F
救急401・402研修ホー
ル

1 H31.01.17(木) 19：00～20：40
呼吸器疾患合併リウマチ
治療セミナー

小野薬品工業㈱
宮本　真治
0776-21-0808

福井県福井市
福井商工会議所

1 H31.01.16(水) 20：00～21：00
第12回 線維筋痛症東京
フォーラム

日本臓器製薬㈱
末永　怜
03-5211-3355

東京都豊島区
ホテルメトロポリタン池
袋

1 H31.01.12(土) 19：00～20：00
第3回 北九州臨床免疫
フォーラム

田辺三菱製薬㈱
橋井　政宏
093-521-3931

福岡県北九州市
リーガロイヤルホテル
小倉

1 H31.01.12(土) 19：00～20：00
香川県整形外科医会講演
会

香川県立中央病院
長野　博志
087-811-3333

香川県高松市
JRホテルクレメント高松

1 H31.01.11(金) 19：30～20：30
第15回 ももち浜整形外科・
リウマチ科集談会

ファイザー㈱
河野　裕介
092-281-7031

福岡県福岡市
ヒルトン福岡シーホーク
ホテル



2 H31.01.05(土)
16：25～17：25
17：40～18：40

第26回 新潟リウマチ医の
会

あゆみ製薬㈱
檜田　進
0120-061-374

新潟県新潟市
新潟大学医学部有壬
記念館
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