
株式会社 船井総合研究所 五反田オフィス
（〒141-8527 東京都品川区西五反田6-12-1）

日 時

会 場

POINT 1 POINT 2

お申込み
お問い合わせ

0120-964-000（平日09：30～17：30）
申し込みに関する問い合わせ：指田 内容に関する問い合わせ：山本

TEL

MAIL

2019年6月13-14日（木・金） 10：30～16:30

中級・上級者向け

障害年金
実務研修
2019

元審査担当の横田眞治氏が
講師を務めます。

横田先生にしかわからない
年金機構での解釈や

実務のノウハウをお伝えいた
します。

横田氏に今抱えている
個別の案件を相談できます。

「この場合はどうなるの？」
など

基礎的な案件から
イレギュラーな案件まで
幅広く質問が可能です。

問い合わせ

セミナー名

障害年金実務研修2019（セミナー番号：S040893）

～診断書から症状・等級を読み取る～

元年金機構の

審査担当が講師！

チャットワークで

実務フォローあり

2018年に開催した初級・中級向け講座
とは別の講座内容になります！

(株)船井総合研究所 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研 大阪本社ビル

精神疾患や肢体障害の
よくある傷病ごとの
診断書の読み方や、

社会的治癒や相当因果関係など
パターンごとにみる診断書の
読み方をお伝えします。

POINT 3

2日間に渡り

診断書の読み方を伝授！



お申込み
お問い合わせ

 眼の障害用の診断書の読み取り方

 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能

の障害用の診断書の読み取り方

 肢体(筋力・関節可動域)の障害用の診断書の読み取り方

 精神の障害用の診断書の読み取り方

 呼吸器疾患の障害用の診断書の読み取り方

 循環器疾患の障害用の診断書の読み取り方

 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書の読み取り方

 血液・造血器・その他の障害用の診断書の読み取り方

※講座の構成は変更する場合がございます。ご了承ください。

講座内容

参加者の声

実務研修でまんべんなく
勉強できたのですごく為になった

横田先生でしかわからない事案や
請求方法を知ることができた

講座から障害年金の認定の根拠を
知ることができた

出席されている他の先生からも
情報交換をすることができた

社会保険労務士 渡辺事務所 森谷志帆様 大西社会保険労務士事務所 大西三千代様

小泉社会保険労務士事務所 代表 小泉金次様 さえきＨＲ社労士事務所 代表 佐伯和則様

日々実務をしていると、お客さんの
傷があるので 自分ではよく分かっ
ていたと思っていた認定基準も 自
分の知識や実務量には偏りがあるん
だなって思いました。
実務研修でまんべんなく勉強できた
のですごく為になりました。

横田先生が年金機構での審査をさ
れているということで 横田先生し
かわからない事案や障害年金の請求
方法を教えていただいたのがとても
参考になりました。
今後に活かせて行けたらと思いまし
た。

実際に障害年金を請求するときに気
が付かない根拠を学ぶことができま
した。
この根拠をもとに、お客様にしっか
り説明をしていきたいと思います。

資料や横田先生の丁寧な解説とか
参考になりました。
審査側の話や、障害年金を請求す
るときにポイントや 出席された
先生方の意見なども聞くことがで
きいい情報共有になると思いまし
た。

1日目
それぞれの診断書の読み方

2日目
よくある傷病ごとの診断書の読み方

 精神疾患

・感情障害・統合失調症・発達障害・知的障害

 肢体障害

・高次脳機能障害・リハビリ・脳血管疾患(脳梗塞・脳出血)

 難病

・エリテマトーデス・HIV・脳脊髄液減少症

・化学物質過敏症・慢性疲労症候群

 パターンごとにみる診断書の読み方

・社会的治癒の考え方・実際の診断書で見る

・社会的治癒を主張するための診断書構成

・相当因果関係の考え方・実際の診断書で見る

・既往症・既存障がいの欄や発症からの治療経過の扱い方

・併合認定の考え方・実際の診断書で見る



※ご提供いただいた住所宛のダイレクトメールの発送を希望
されないときは、チェックを入れて当社宛にご連絡ください。

開

催

要

項

日時・会場

受講料

お申込方法

お振込先

お問合せ

東
京
会
場

開催
時間 10：30 16：30 （受付10：15より）

開始 終了

諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございますので、会場は受講票にてご確認下さい。
また最少催行人数に満たない場合、中止させて頂くことがございます。尚、中止の際、交通費の払戻
し手数料等のお支払いは致しかねますので、ご了承下さい。

一般企業 税抜 150,000円（税込162,000円）/一名様 会員企業 税抜 120,000円（税込129,600円）/一名様

※ご入金の際は、税込金額でのお振込をお願い致します。
●受講料のお振込みは、お申込み後速やかにお願いいたします。 ●ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。
● 万一、開催４営業日前までに受講票の案内が届かない場合や、セミナー開催４営業日前までにお振込みできない場合は、下記へご連絡ください。なお、ご
入金が確認できない場合は、お申込みを取消させていただく場合がございます。 ●ご参加を取り消される場合は、開催日より3営業日（土・日・祝除く）
前の17時迄にお電話にて下記申し込み担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。それ以後のお取消しの場合は、受講料の50％、当日および無断

欠席の場合は、100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。 ●会員企業様とはFUNAIメンバーズPlus、各業種別研究会にご
入会中の企業様です。

下記口座に直接お振込下さい。

《お振込先》三井住友銀行（0009）近畿第一支店（974）普通 No.5785295
口座名義：カ）フナイソウゴウケンキユウシヨ セミナーグチ

お振込口座は当セミナー専用の振込先口座となっております。 ※お振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。

株式会社船井総合研究所

TEL：0120-964-000（平日9:30～17:30) FAX：0120-964-111（24時間対応)

●申込みに関するお問合せ：指田 ●内容に関するお問合せ：山本

講演収録DVD
&テキスト

当日どうしてもご参加頂けない方のために ※会員企業様は20％OFFでご購入頂けます（お試期間を除く）。※商品は代金引換（現金払い）
にて発送致します（送料・代引手数料は弊社負担）。※商品の発送は7月下旬を予定しておりま
すが、諸事情により遅れる場合がございます。※代金引換時の受領伝票が領収証となります。

障害年金実務研修2019 FAX：0120-964-111

お問い合わせNo. S040893 担当：指田宛
フリガナ

会社名

フリガナ

代表者名

業 種 年齢

会社住所 ご連絡
担当者

フリガ
ナ

役職

役職

TEL E-mail

〒

＠

ご参加者
氏名

1

3

フリガナ 役職 年齢

役職 年齢フリガナ

2

4

フリガナ 役職 年齢

役職 年齢フリガナ

上記の課題解決に向け、今回のセミナーにご参加される方に限り、無料個別経営相談を行います。（どちらかにチェックをつけてください）

□セミナー当日、無料個別経営相談を希望する。
□セミナー後日、無料個別経営相談を希望する。（希望日 月 日頃）

ご入会中の弊社研究会があればチェックをお付けください。

□ FUNAIメンバーズPlus □その他各種研究会（ 研究会）

ダイレクトメールの発送を希望しません□

1.申込用紙に記載されたお客様の情報は、セミナーのご案内といった船井総研
グループ各社の営業活動やアンケート等に使用することがあります。（ご案内
は代表者様宛にお送りすることがあります）法令で定める場合のほか、お客様
の承諾なしに他の目的に使用いたしません。
2.お客様の情報管理につきましては船井総研グループ全体で管理いたします。
詳しくはホームページをご確認ください。
3.セミナーのご案内時に、いただきました住所・貴社名・部署・役職・ご担当
者氏名を船井総研グループが個人情報の管理について事前に調査した上で契約
しましたダイレクトメール発送代行会社に発送データとして預託することがご
ざいます。

4.必要となる情報（会社名・氏名・電話番号）をご提供いただけない場合は、
お申込のご連絡や受講票の発送等ができない等、お手続きができない場合がご
ざいます。
5.お客様の個人情報に関する開示、訂正、追加、停止又は削除につきましては、
船井総研コーポレートリレーションズ・顧客データ管理チーム（TEL06-6232-
0199）までご連絡ください。
【個人情報に関するお問い合わせ】
株式会社船井総研ホールディングス 総務部法務課（TEL03-6212-2924）

【個人情報に関する取り扱いについて】

お申込みはこちらから

WEBからのお申込
み

下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。
受講票はＷＥＢ上でご確認いただけます。

FAXからのお申込
み

入金確認後、受講票と地図を郵送いたします。
お振込いただいたにも関わらず、お手元に届かない場合は、下記申込み担当者までご連絡ください。

□申し込む DVD（ ）セット ※商品をお申し込みの際は、FAX受信後必ず確認のお電話をさせていただきます。

2019年6月13日(木)
2019年6月14日(金)

(株)船井総合研究所
五反田オフィス

船井総合研究所 五反田オフィス
〒141-8527 東京都品川区西五反田6-12-1

税抜 150,000円（税込162,000円）

JR「五反田駅」西口より徒歩15分

※ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

Administrator
検


