
 
 

 

  

     

平成25年度

リウマチの治療とケア研修会
東海・北陸地区

■ 8月19日（月）からお申込の受付を開始致します。

■ ネットでのお申し込み
https://www.regconf.jp/rheuma2013fukui/  にアクセスしてお申し込み下さい。

■ 郵送又はＦＡＸでのお申し込み
下記申込み項目にご記入の上、郵送かＦＡＸにてお申し込み下さい。

平成25年度  東海・北陸地区リウマチの治療とケア研修会  受講申し込み

フリガナ

氏名

勤務先

部署名

E-mailアドレス
（メールによるお申し込みの方のみ）

ご連絡先 住所

ご連絡先 電話番号

職　種

（ □ にチェックして下さい ）

日本リウマチ財団
登録リウマチケア看護師

〒112-0012 東京都文京区大塚3-5-10   住友成泉小石川ビル7階
株式会社サンプラネットＭＣＶ事業本部
「平成25年度  東海・北陸地区リウマチの治療とケア研修会」 担当宛
ＴＥＬ 03－5940－2613

03-3942-6396
「平成25年度  東海・北陸地区リウマチの治療とケア研修会」担当宛
※お申し込み完了後、郵送又はFAXにて受講票を返信致します。

郵送先

FAX

送付先は □ 勤務先 □ 自宅

〒

医師（ □ リウマチ科　　□ 内科　　□ 整形外科　　□ その他 ）

□ 看護師　 □ 薬剤師　 □ 理学療法士　 □ 作業療法士　 □ 保健師

□ ソーシャルワーカー　 □ 介護福祉士

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 登録看護師である→登録番号「TK　　　　　 　」 （不明な場合は未入力可）

□ 登録看護師でない

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２５年９月２２日（日）１１：００～１６：２５ 【受付開始 １０：００～】
福井商工会議所  B1階  コンベンションホール
〒９１８-８５８０ 福井県福井市西木田2－8－1
TEL. 0776-36-8111

福井総合病院　理事長  林　正岳 先生

2,000円（今年度から受講料を徴収いたします） 
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

・ＪＲ福井駅よりタクシーで3分、徒歩で15分
・北陸自動車道  福井インターより車で15分

福井商工会議所ビル



平成25年度 東海・北陸地区
リウマチの治療とケア研修会

開会の辞
福井総合病院　理事長  林　  正岳 先生

11：00～11：05

講演 1.「 関節リウマチのトータルマネジメントと
　　　　　　　　　　　　　災害時リウマチ患者支援 」
 

座 長：福井総合病院　理事長  林　  正岳 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

11：05～11：45

座 長：国立病院機構あわら病院　院長  津谷 　 寛 先生

12：25～12：55 講演 3.「 関節リウマチにおける最新薬物治療の注意点」
 演 者：金沢大学附属病院　リウマチ・膠原病内科　講師  川野  充弘 先生

演 者：本荘リウマチクリニック　院長  本荘  　茂 先生

11：55～12：25 講演 2.「 生物学的製剤を安全に使用するコツ」

休　憩11：45～11：55

昼　食12：55～13：30

16：20～16：25
福井総合病院　リウマチ科　部長  尾島  朋宏 先生

閉会の辞

平成２５年９月２２日（日）１１：００～１６：２５ 【受付開始 １０：００～】
福井商工会議所  B1階  コンベンションホール
〒９１８-８５８０ 福井県福井市西木田2－8－1　　TEL. 0776-36-8111

会　期

会　場

座 長：福井赤十字病院 ｠副院長・整形外科部長  髙木  治樹 先生

14：00～14：30 講演 5.「 関節リウマチ患者のリハビリテーション 」
演 者：金沢脳神経外科病院　副院長　リハビリテーションセンター長  山口  昌夫 先生

13：30～14：00

演 者：金沢大学附属病院　整形外科　准教授  加畑  多文 先生

講演 4.「 関節リウマチの下肢変形に対する手術的療法」　

休　憩14：30～14：40

座 長：福井大学　整形外科　准教授  内田  研造 先生

15：10～15：30 講演 7.「 当科における外来看護師の役割と
　　　　　　　　　　　　　患者へのかかわり 」   　　　　　　　
 演 者：福井総合クリニック　看護師  小竹  玲子 先生

14：40～15：10

演 者：市立敦賀病院　整形外科　部長  朝田  尚宏 先生

講演 6.「 患者教育における医師と看護師の役割 」　

16：00～16：20 講演 9.「 リウマチ患者さんの医療費負担軽減について 」   　　　　　　　
 演 者：福井総合病院　地域医療連携室　社会福祉士  今井  靖子 先生

15：30～16：00

演 者：金沢大学附属病院　リハビリテーション部　作業療法士  麦井  直樹 先生

講演 8.「 リウマチ患者の生活への介入－筋力や自助具など
　　　　 　　          他のリウマチ性疾患との比較－ 」　

研修単位 　日本リウマチ財団登録医単位…………………………………3単位（3,000円）

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修単位………4単位（1,000円）

日本リウマチ学会専門医研修単位……………………………3単位（3,000円）

日本整形外科学会研修単位……………………………………2単位（1単位1,000円）
　必須分野番号： 6
日本理学療法士協会履修ポイント基準………………………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）

(事務局担当：福井総合病院 リウマチ科 部長　尾島 朋宏 先生) 


