
令和２年度　北海道・東北地区

リウマチの治療とケア教育研修会

公益財団法人日本リウマチ財団は、リウマチ性疾患の知識向上と多職種協働・地域連携による治療とケア推進を目指して、毎年各地区で「リウ
マチの治療とケア教育研修会」を開催しております。

今年の北海道・東北地区リウマチの治療とケア教育研修会は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大を踏まえ、現地開催を断念
しインターネットを利用した Web 開催に切り替えて、中外製薬株式会社との共催により下記の要領にて実施いたします。例年と違い、開催方法や 
取得単位、申し込み方法が変わりますことに、何卒ご理解をお願い申し上げます。

なお、本研修会の受講は、日本リウマチ財団登録医、日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師、日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師、日本
リウマチ財団登録理学療法士・作業療法士の資格取得・更新条件のひとつになります。

つきましては、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士などリウマチの医療・福祉・介護等に携わる多くの皆様のご参加をお願い 
致したくご案内申し上げます。

共催：公益財団法人日本リウマチ財団／中外製薬株式会社
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／公益社団法人日本リハビリテーション医学会／

公益社団法人日本医師会／公益社団法人日本薬剤師会／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／福島県立医科大学医師会

2021 年 3 月 14 日（日）9：00 〜 16：15

インターネットを利用した Web 開催

福島県立医科大学医学部　リウマチ膠原病内科学講座　主任教授　右田　清志　先生 

日本リウマチ財団登録医 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7,000 円
一般医 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,000 円
臨床研修医・大学院生-------------------------------------------------------------------------------------------------3,000 円
日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師 ------------------------------------------------------------------------3,000 円
日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師 -----------------------------------------------------------------------------3,000 円
日本リウマチ財団登録理学療法士・作業療法士 -----------------------------------------------------------------3,000 円
メディカルスタッフ ------------------------------------------------------------------------------------------------------5,000 円
※一旦お支払い頂いた受講料は理由の如何に関わらず返金には応じることができかねます。ご了承ください。

日本リウマチ財団登録医単位 ------------------------------------------------------------------------------------------ 6 単位
日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師単位 -------------------------------------------------------------------- 6 単位
日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師単位 -------------------------------------------------------------------------- 6 単位
日本リウマチ財団登録理学療法士・作業療法士単位 ------------------------------------------------------------- 6 単位

（研修会参加実績 1 回　経過措置期間）
日本医師会生涯教育単位（CC：10、19、61、62、73、77） ----------------------------------------------------- 6 単位
日本理学療法士協会生涯学習ポイント -------------------------------------------------------------------------10 ポイント
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

裏表紙の申込方法をご参照の上､ 専用ホームページからお申込下さい。今回は Web 開催のため、郵送での
お申込は受け付けておりません。

2021 年 2 月 26 日（金）

http://www.ges-inc.jp/fukushima2020/

〒 112-0002　東京都文京区小石川 1-3-23 　ル • ビジュー 401　株式会社 J ONE 内
令和２年度北海道・東北地区リウマチの治療とケア教育研修会事務局
担当：尹　淳根（ゆん すんぐん）  mail：seminar@j1-sy.co.jp　Tel：070-5016-3142 
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Web開催

※ Web 視聴を推奨しておりますが、視聴環境が確保出来ない方の為に 
サテライト会場もご用意しておりますので、ご希望の方は申込フォーム
よりお申込みください。



令和２年度　北海道・東北地区リウマチの治療とケア教育研修会
開催日時 ：2021 年 3 月 14 日（日）9：00 〜 16：15
開催方法 ：インターネットを利用した Web 開催

開会の辞 福島県立医科大学医学部　リウマチ膠原病内科学講座　主任教授 右田 清志 先生

関節リウマチ足関節・足部変形に対する手術療法  公立岩瀬病院　整形外科　部長

（看）2-1、2-2、2-3（薬）2-1、2-2、2-3（理・作）2-1、2-2、2-3 橋本 慶太 先生

関節リウマチの病態・診断  福島県立医科大学医学部　リウマチ膠原病内科学講座　講師

（看）2-1、2-2、2-3（薬）2-1、2-2、2-3（理・作）2-1、2-2、2-3 浅野 智之 先生

高齢関節リウマチについて 福島赤十字病院　リウマチ膠原病センター　センター長

（看）2-1、2-2、2-3（薬）2-1、2-2、2-3（理・作）2-1、2-2、2-3 宮田 昌之 先生

バイオ時代のリウマチリハビリテーション 山形大学医学部附属病院　リハビリテーション部　病院教授 

（看）2-1、2-2、2-3（薬）2-1、2-2、2-3（理・作）2-1、2-2、2-3 髙窪 祐弥 先生

関節リウマチの薬物治療 福島県立医科大学医学部　リウマチ膠原病内科学講座　講師

（看）2-1、2-2、2-3（薬）2-1、2-2、2-3（理・作）2-1、2-2、2-3 佐藤 秀三 先生

関節リウマチの骨粗鬆症対策 やご内科リウマチクリニック　院長

（看）2-1、2-2、2-3（薬）2-1、2-2、2-3（理・作）2-1、2-2、2-3 八子 徹 先生

リウマチの治療とケア教育研修会の趣旨 日本リウマチ財団　教育研修委員会　委員長 冨田 哲也 先生

9：00 〜 9：05

10：50 〜 11：20

9：10 〜 9：40

12：00 〜 12：40

11：20 〜 11：50

9：40 〜 10：10

10：10 〜 10：40

9：05 〜 9：10

座長：南東北福島病院　副院長　佐藤 弘一郎 先生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

共　　催：公益財団法人日本リウマチ財団　中外製薬株式会社

座長： 西間木医院 院長　西間木 友衛 先生
 すみのやリウマチ整形外科　院長　齊藤 宏一 先生

座長：福島県立医科大学医学部　リウマチ膠原病内科学講座　主任教授　右田 清志 先生

Session 2　関節リウマチの外科的治療とリハビリテーション

Session 1　関節リウマチの診断と治療

特別講演

休憩（10：40 〜 10：50）

休憩（11：50 〜 12：00）

休憩（12：40 〜 12：50）



閉会の辞 福島県立医科大学医学部　リウマチ膠原病内科学講座　主任教授 右田 清志 先生

ひとりひとりの患者さんに合わせたリウマチ看護 なかざわスポーツクリニック　看護師長

（看）1-2、2-3、3-1（薬）1-2、2-3、3-1（理・作）1-2、2-3、3-1 中村 千鶴子 先生

高安動脈炎における病態と治療 東北大学病院　臨床研究推進センター　臨床研究実施部門　特任教授

（看）2-1、2-2、2-3（薬）2-1、2-2、2-3（理・作）2-1、2-2、2-3 石井 智徳 先生

SLE 診療の実際と今後の課題 東京医科歯科大学　膠原病・リウマチ内科学　教授

（看）2-1、2-2、2-3（薬）2-1、2-2、2-3（理・作）2-1、2-2、2-3 保田 晋助 先生

当院におけるリウマチチーム医療での薬剤師の役割 白河厚生総合病院　薬剤部

（看）1-2、2-3、3-1（薬）1-2、2-3、3-1（理・作）1-2、2-3、3-1 山内 啓嗣  先生

関節リウマチに対するこれからのリハビリテーション治療 山形大学医学部附属病院　リハビリテーション部　

（看）1-2、2-3、3-1（薬）1-2、2-3、3-1（理・作）1-2、2-3、3-1 村川 美幸  先生

16：10 〜 16：15

12：50 〜 13：10

14：00 〜 15：00

15：10 〜 16：10

13：10 〜 13：30

13：30 〜 13：50

座長：福島赤十字病院　リウマチ膠原病センター　センター長　宮田 昌之 先生

座長：福島県立医科大学医学部　リウマチ膠原病内科学講座　講師　佐藤 秀三 先生

座長：竹田綜合病院　内科科長　星 健太 先生
Session 3　関節リウマチにおける診療支援

Session 4　リウマチ性疾患のトピックス

休憩（13：50 〜 14：00）

休憩（15：00 〜 15：10）

※日本リウマチ財団リウマチ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、（理・作）：理学療法士・作業療法士

・日本リウマチ財団単位取得証明書等は、本研修会終了後２週間を目安に郵送いたします。
・研修会のパソコン等への保存・録音・録画・撮影は一切お断りいたします。



参加のお申込は専用ホームページからご利用頂けます。下記の手順に従って必要事項を入力し､ 送信してください。
申込受理後､ 折り返し受講番号をメールにてお送りいたします。なお､ 本年度は Web 開催ですので、郵送でのお申
込は受け付けておりません。必ず上記 URL よりお申し込みください。受講番号を受領された後、速やかに受講料の 
お支払いをお願いいたします。

研修会参加のお申込は下記の専用ホームページをご利用ください 

http://www.ges-inc.jp/fukushima2020/

STEP 専用ホームページにアクセスしてください。1
パソコンもしくはスマートフォンから、
http://www.ges-inc.jp/fukushima2020/ にアクセスしてください。
スマートフォンからは上記の QR コードからもご利用頂けます。

STEP 【申込確認メール】が自動送信されます。5

※お送り頂く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致しません。

●お申込の手順

STEP 必要事項を入力してください。2
【申込フォーム】に必要事項を入力してください。

⇒必要事項　①氏名　②フリガナ　③勤務先　④科名・部署名　⑤職種　
⑥メールアドレス　⑦勤務先電話番号　⑧携帯電話番号（固定
電話でも可）　⑨勤務先住所　⑩日本リウマチ財団登録番号　
⑪サテライト会場参加希望（○にチェック）

STEP 送信内容をご確認ください。3
【送信する】ボタンを押す前に､ 入力漏れや間違いがないか再度確認してくだ

さい。

STEP 【送信する】ボタンを押して､ 申込完了です。4

このメールには受講料のお振込のご案内が記載されています。

STEP 【受講番号通知メール】が送信されます。6

STEP 受講料をお支払いください。7

STEP 【ご入金確認メール】が送信されます。8
このメールには本研修会を視聴する際に必要な Web の URL、ID、パスワー
ドなどが記載されています。

STEP 当日ネット上の研修会にご参加ください。9

お申し込み方法のご案内

手続きの締め切り

受講申込締め切り ：2 月 26 日金曜日
受講料お支払締め切り ：3 月 9 日火曜日

・上記の締め切り日を過ぎますと受講頂くこ
とができなくなりますので、早めのお手続
きをお願いいたします。

・受講料ご入金後の返金には応じることがで
きかねますので、ご了承いただきますよう、
よろしくお願いいたします。

※感染拡大防止の為、Web 視聴を推奨しております
※視聴環境が確保出来ない方の為に、各県庁所在地に最小限のサテライト会場をご用意

しております
※収容人数の上限により、ご希望頂いてもお席をご用意出来ない場合もございますので

予めご了承ください
※サテライト会場への参加可否については事務局より開催 1 週間前までにご連絡させて

頂きます


