
 
 

 
  

 
    

平成28年度

リウマチの治療とケア研修会
九州・沖縄地区

9月16日(金)までにE-mailまたはFAX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28年度  九州・沖縄地区リウマチの治療とケア研修会　受講申込書

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 ／ 
公益社団法人日本リハビリテーション医学会 ／ 公益社団法人日本薬剤師会 ／ 
一般社団法人日本病院薬剤師会 ／ 全国保健師長会 ／ 公益社団法人日本看護協会 ／ 
公益社団法人日本理学療法士協会 ／ 公益社団法人全国病院理学療法協会 ／ 
一般社団法人日本作業療法士協会 ／ 公益社団法人日本介護福祉士会 ／ 
一般社団法人全国訪問看護事業協会

事務局

世話人

受講料

平成２８年９月２５日（日） １３：００～１７：００ ［開場 １２：００］

アクロス福岡　7階　大会議室
〒810‐0001 福岡市中央区天神1丁目1番1号　TEL092-725-9113

近藤リウマチ・整形外科クリニック 院長　近藤 正一 先生

2,000円　出席者には財団発行の修了証書を交付いたします

会　期

会　場

〒

〒

TEL

TEL FAX

医師（ □リウマチ科　・　□内科　・　□整形外科　・　□その他 ）

□看護師　　　□薬剤師　　　□保健師　　　□理学療法士

□作業療法士　　　□ソーシャルワーカー　　　□介護福祉士

□その他（　　　　　　　　　        　　　　　　）

フリガナ

氏　　　名

勤　務　先

部署（科）名

所　在　地

受講票送付先
（勤務先と同じ場合は記入不要）

職　　　種

□に

ゝ

を入れて
ください。

（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）

〒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28年度 九州・沖縄地区リウマチの治療とケア研修会」
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：03-5229-0706

申込先



平成28年度 九州・沖縄地区
リウマチの治療とケア研修会

開会の辞
近藤リウマチ・整形外科クリニック　院長   近藤  正一 先生

13:00～13:05

休　憩15:45～15:55

16:55～17:00

近藤リウマチ・整形外科クリニック　院長　近藤  正一 先生

閉会の辞

平成２８年９月２５日（日） １３：００～１７：００ ［開場 １２:００］ 

アクロス福岡　7階　大会議室
〒810‐0001 福岡市中央区天神1丁目1番1号　TEL092-725-9113

会　期

会　場

単位数： 日本リウマチ財団登録医単位 .......................................................................2 単位（2,000 円）

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師単位 .................................... 3.5 単位（1,000 円）

日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師単位※.......................................... 3.5 単位（1,000 円）
（※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研修単位................................................................2 単位（2,000 円）

日本整形外科学会教育研修単位 ....................................................... 2 単位（2,000 円） [6］ R

日本医師会生涯教育単位 ....................................................................................3.5 単位（無料）
カリキュラムコード　１， ７， １０， １５， １９， ６１， ７３

日本理学療法士協会生涯学習ポイント ......................................................10 ポイント（無料）

日本作業療法士協会生涯教育制度基礎ポイント .........................................1 ポイント（無料）

※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

基調講演 座 長：近藤リウマチ・整形外科クリニック　院長   近藤  正一 先生

演 者：日本リウマチ財団リウマチのケア研究委員会　委員長　　　　　　　　　
一番町リウマチクリニック　顧問　山本  純己 先生

13:05～13:45 「 関節リウマチのトータルマネジメント 」
カリキュラムコード （看）1-2・2-1・3-1  （薬）2-1・3-1・3-4

教育講演
Session 1

座 長：独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター　副院長　宮原  寿明 先生

関節リウマチ診断・治療の最新情報

14:25～15:05 「 リウマチの薬物療法 」 

演 者：九州大学病院別府病院　病院長／内科　教授　堀内  孝彦 先生

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

15:05～15:45 「 リウマチの手術療法 」 

演 者：九州大学大学院医学研究院　整形外科学　准教授　中島  康晴 先生

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

演 者：市民の森病院　副院長／膠原病・リウマチセンター所長　日髙  利彦 先生

13:45～14:25 「 リウマチの早期診断 」
カリキュラムコード （看）1-1・2-1・2-2  （薬）1-2・2-1・3-4

教育講演
Session 2

座 長：古賀病院21　リウマチセンター　センター長　福田  孝昭 先生

関節リウマチケアの実際

16:15～16:35 「 看護師の立場から 」 

演 者：近藤リウマチ・整形外科クリニック　木下  哲子 先生

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

16:35～16:55 「 薬剤師の立場から 」 

演 者：復陽薬局　虎石  裕子 先生

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

演 者：久留米大学医療センター　リハビリテーションセンター　今石  喜成 先生

15:55～16:15 「 理学療法士の立場から 」
カリキュラムコード （看）2-1・2-2・3-1  （薬）2-1・3-1・3-4
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