（１）日本整形外科学会（１単位につき受講料1,000円）
開催日時
セッション名
演題名
9月17日（土）＜1日目＞
10：00-11：00
特別講演
ゲノム編集技術と医学研究・難病治療への応用
第1会場 KFC Hall
9月17日（土）＜1日目＞
人類初の古細菌による感染症
11：00-12：00
特別講演
―認知症や運動障害を呈する新しい脳脊髄炎の発
第1会場 KFC Hall
見―
9月18日（日）＜2日目＞
ランチョン
12：00-13：00
線維筋痛症とオピオイド治療の注意点
セミナー4
第2会場 Room115
9月17日（土）＜1日目＞
イブニング
17：00-18：00
線維筋痛症の痛みの定量化
セミナー1
第1会場 KFC Hall

講師

単位認定

浅原 弘嗣

専門医資格継続単位 1単位
（分野：1. 整形外科基礎科学）

髙嶋 博

専門医資格継続単位 1単位
（分野：6. リウマチ性疾患・感染症
分野：8. 神経・筋疾患 ）

三木 健司

専門医資格継続単位 1単位
（分野：6. リウマチ性疾患・感染症）

岡 寛

専門医資格継続単位 1単位
（分野：6 リウマチ性疾患・感染症
分野：8 神経・筋疾患 ）

（２）日本リウマチ学会認定教育研修会（1単位につき受講料1,000円）
開催日時
セッション名
演題名

講師

単位認定

9月17日（土）＜1日目＞
10：00-11：00
第1会場 KFC Hall

特別講演

ゲノム編集技術と医学研究・難病治療への応用

浅原 弘嗣

教育研修単位 1単位

9月17日（土）＜1日目＞
12：00-13：00
第2会場 Room115

ランチョン
セミナー1

線維筋痛症におけるSNRI製剤の治療の位置付け

岡 寛

教育研修単位 1単位

9月18日（日）＜2日目＞
12：00-13：00
第3会場 Room111

ランチョン
セミナー5

慢性疼痛症におけるアセトアミノフェンの治療の位置づけ

岡 寛

教育研修単位 1単位

（３）日本リウマチ財団認定教育研修会
（単位取得証明料：登録医1単位につき受講料1,000円、リウマチのケアに関する教育研修単位証明書料： 単位数に関わらず一律1,000円）
開催日時
セッション名
演題名
講師
単位認定
9月17日（土）＜1日目＞
9：15～10：00
第1会場 KFC Hall

理事長講演

慢性疼痛から見えてきた新しい病態

① 西岡 久寿樹

9月17日（土）＜1日目＞
10：00-11：00
第1会場 KFC Hall

特別講演

ゲノム編集技術と医学研究・難病治療への応用

② 浅原 弘嗣

9月17日（土）＜1日目＞
17：00-18：00
第1会場 KFC Hall

イブニング
セミナー1

線維筋痛症の痛みの定量化

③岡 寛

9月18日（日）＜2日目＞
11：00-12：00
第1会場 KFC Hall

シンポジウム4

線維筋通症における関節超音波検査の役割

④ 西森 美佐子

登録医教育研修単位 1単位（2演題受講で）
リウマチのケアに関する教育研修 カリキュラム
コード（看護師： 2-1、薬剤師： ①2-1, 2-2, 3-4
②2-1, 2-3 ,3-4 ）

登録医教育研修単位 1単位

登録医教育研修単位 1単位
（３演題受講で）

9月18日（日）＜2日目＞
11：00-12：00
第1会場 KFC Hall

シンポジウム4

9月18日（日）＜2日目＞
11：00-12：00
第1会場 KFC Hall

シンポジウム4

仙腸関節MRI所見により,非X線的軸性脊椎関節炎が判明し
⑥ 浦野 房三
た線維筋痛症の検討

9月18日（日）＜2日目＞
12：00-13：00
第2会場 Room115

ランチョン
セミナー4

線維筋痛症とオピオイド治療の注意点

⑦ 三木 健司

9月18日（日）＜2日目＞
12：00-13：00
第3会場 Room111

ランチョン
セミナー5

慢性疼痛症におけるアセトアミノフェンの治療の位置づけ

⑧岡 寛

脳イメージングからみた線維筋痛症の病態と精神科的アプ
ローチ

リウマチのケアに関する教育研修 カリキュラム
コード（看護師： 2-1 薬剤師：2-1, 2-2, 3-4 ）

⑤ 臼井 千恵
リウマチのケアに関する教育研修 カリキュラム
コード（看護師： 2-1 薬剤師：2-1, 3-1, 3-4）

登録医教育研修単位 1単位
リウマチのケアに関する教育研修 カリキュラム
コード（看護師： 2-1 薬剤師：2-1, 2-2, 2-3）
登録医教育研修単位 1単位

＜リウマチのケアに関する教育研修単位 カリキュラムコード＞
リウマチケア看護師： ①②③④⑤⑥⑦⑧ 2-1
リウマチ財団登録薬剤師： ①③ 2-1, 2-2, 3-4 ②2-1, 2-3 ,3-4 ④⑤⑥2-1, 3-1, 3-4 ⑦⑧2-1, 2-2, 2-3

リウマチのケアに関する教育研修 カリキュラム
コード（看護師： 2-1 薬剤師：2-1, 2-2, 2-3）

（４）日本手外科学会
開催日時
9月18日（日）＜2日目＞
11：00-12：00
第3会場 Room111
9月18日（日）＜2日目＞
12：00-13：00
第2会場 Room115

セッション名

演題名

講師

単位認定

教育講演

線維筋痛症における分子整合栄養医学に基づいた
姫野 友美
栄養療法の効果

教育研修単位 1単位

ランチョン
セミナー4

線維筋痛症とオピオイド治療の注意点

教育研修単位 1単位

三木 健司

上記、（1）～（4）の各学会は、３F受付にて受付が必要です。

（5）日本医師会生涯教育制度
学会名

東京都医師会認定

認定単位

単位申請に関する問い合わせ・連絡先

公益社団法人 東京都医師会
申請可能なカリキュラムコード・プログラム一覧を会場の受付にて受け
〒101-8328 東京都千代田区神田駿河台2-5 TEL：03-3294取り、後日、各自で東京都医師会に申請

上記（５）は、会場受付にて申請に必要な一覧表を配布しますので、後日各自申請してください。
（6）その他
学会名

認定単位

単位申請に関する問い合わせ・連絡先
一般社団法人日本ペインクリニック学会
〒101-0052 東京都千代田区神田駿河台 1-8-11 東京YWCA 会
館210 号室
TEL.03(5282)8808 FAX.03(5282)8809 E-mail;

日本ペインクリニック学会

専門医更新 3点

日本心身医学会

専門医・認定医 認定更新 3単位

一般社団法人 日本心身医学会 事務局
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町15-12 八重洲カトウビル8F
TEL ： 03-6661-9230FAX ： 03-6661-9231
e-mail ： mail@shinshin-igaku.com

日本心身医学会

認定医療心理士認定更新 3単位

一般社団法人 日本心身医学会 事務局
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町15-12 八重洲カトウビル8F
TEL ： 03-6661-9230FAX ： 03-6661-9231
e-mail ： mail@shinshin-igaku.com
一般社団法人 日本児童青年精神医学会学会事務局
〒603-8148 京都市北区小山西花池町1-8
（株）土倉事務所内 Tel : 075-451-4844 Fax : 075-441-0436

日本児童青年精神医学会

認定医更新１点

日本心療内科学会

専門医の更新時に必要な研修実績としての取得可能単位 3単位

特定非営利活動法人 日本心療内科学会 事務局
〒272-0827 千葉県市川市国府台3-2-20 エルカーサ103 FAX：
047-374-8302 E-mail：jspim@nifty.com

精神科専門医制度 40点

公益社団法人 日本精神神経学会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-4 本郷弓町ビル5F
E-Mail：info@jspn.or.jp

グループ研修・自己研修の単位申請可能

公益財団法人日本薬剤師研修センター
〒107－0052 東京都港区赤坂１丁目９番１３号 三会堂ビル５Ｆ
TEL: 03-3568-8201 E-Mail：jpec@jpec.or.jp

※ 日本精神神経学会

日本薬剤師研修センター

上記、（6）は各自で各学会へ申請してください

※ 精神神経学会につきましては、当日、会員証をバーコードで読み取る必要があります。
対象の演題は、下記３演題です。

（9/17(土)特別講演 浅原弘嗣 B群 1単位、 特別講演 髙嶋 博 B群 1単位、 9/18(日) 教育講演 姫野友美 B群 1単位）

