Web開催

令和2年度

関東・甲信越地区リウマチの治療とケア教育研修会のご案内
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。
今年の関東・甲信越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Web配信での開催に切り替えて、田辺三菱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。
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。
新型コロナウイルス感染症が一日も早く収束しますことを願っております。

開 催 日

2020年10月11日
（日）9:00〜16:55

開催方法

※お申込みの上、受講料をお支払いいただいた方のみに視聴用URLを後日お送りいたします。
※講演内容の撮影・録画・録音はお断りさせていただいております。

世 話 人

丸の内病院 リウマチ科・診療部長

共

催

公益財団法人日本リウマチ財団・田辺三菱製薬株式会社

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、
一般社団法人長野県医師会

後

受

講

料

Web開催

日本リウマチ財団登録医
一般医
臨床研修医・大学院生

山﨑 秀

7,000円
10,000円
3,000円

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
メディカルスタッフ

3,000円
3,000円
3,000円
5,000円

※指定された期日までにお振り込みください。
なお、
キャンセルやご欠席されました場合においては、
返金はいたしません。
予めご承知おきください。

単 位 数

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：各0.5単位
カリキュラムコード：61・73・62・77・13・19・26・71・4・10・80
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
※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。

申込方法
同封の「申込方法」をご参照の上､専用申込ページから所定欄に必要事項をご記入いただき、9月30日までに送信ください。
お申込みの上、受講料をお支払いいただいた方のみに視聴用URLを後日お送りいたします。

問合せ先
令和2年度 関東・甲信越地区リウマチの治療とケア教育研修会 事務局代行
〒541-0042

大阪市中央区今橋4-4-7

京阪神淀屋橋ビル2階 日本コンベンションサービス株式会社

E-mail : ra-kyouiku@convention.co.jp
TEL：06-6221-5937

担当：川田

令和2年度 関東・甲信越地区リウマチの治療とケア教育研修会
プログラム

開 催 日

2020年10月11日（日）9:00〜16:55

開催方法

Web開催
丸の内病院 リウマチ科・診療部長 山﨑 秀 先生

9：00−9：05

開会の辞

9：05−9：10

リウマチの治療とケア教育研修会の趣旨

第1部

9：10−9：55

9：55−10：40

冨田 哲也 先生

座長：信州大学 内科学第三教室 准教授

下島 恭弘 先生

（看）2-1・2-2・2-3 （薬）2-1・2-2・2-3 （理・作）2-1・2-2・3-1

関節リウマチの病態・鑑別

演者：聖路加国際病院 リウマチ膠原病センター 部長 岡田 正人 先生

関節リウマチの最新薬物療法

（看）2-1・2-2・2-3 （薬）2-1・2-2・2-3 （理・作）2-1・2-2・3-1

10：40−10：50

休

演者：新潟県立リウマチセンター 副院長

伊藤 聡 先生

座長：新潟県立リウマチセンター 院長

石川 肇 先生

憩

第2部
10：50−11：35

日本リウマチ財団 教育研修委員会 委員長

関節リウマチの手術治療（15年前と比べて変わったこと・変わらないこと）（看）2-1・2-2・2-3

（薬）2-1・2-2・3-1 （理・作）2-1・2-2・2-3

演者：横浜市立大学附属市民総合医療センター リウマチ・膠原病センター 部長 診療教授

11：35−12：20

関節リウマチ合併例を含む骨粗鬆症の
トータルマネージメント

12：20−12：30

休

特別講演

持田 勇一 先生

（看）2-1・2-2・3-4 （薬）2-1・2-2・3-4 （理・作）2-1・2-2・3-4

演者：信州大学 整形外科 准教授 中村 幸男 先生
憩

座長：信州大学医学部附属病院リハビリテーション科 教授 堀内 博志 先生

12：30−13：30

関節リウマチのリハビリテーション医療の
（看）2-1・2-3・3-1 （薬）2-1・2-5・3-1 （理・作）2-2・2-3・3-3
これまでとこれから
演者：大阪医科大学 総合医学講座 リハビリテーション医学教室 教授 佐浦 隆一 先生

13：30−13：40

休 憩

第3部

座長：信州大学医学部 皮膚科学教室 教授

13：40−14：25

14：25−15：10

奥山 隆平 先生

（看）1-1・2-2・2-3 （薬）1-1・2-2・2-3 （理・作）1-1・2-2・3-4
WoCBA（Women of Child -Bearing Age）の
関節リウマチ診療における課題 演者：国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター 医員 金子 佳代子 先生

皮膚科から見た乾癬性関節炎

（看）2-1・2-2・3-4 （薬）2-1・2-2・3-4 （理・作）2-1・2-2・3-4

演者：信州大学医学部 皮膚科学教室 講師

15：10−15：20

小川 英作 先生

休 憩

第4部

座長：丸の内病院 リウマチ科・診療部長 山﨑 秀 先生

15：20−15：50

EULAR リコメンデーションにおける
看護師の役割と当院の実際

15：50−16：20

薬剤師による関節リウマチ患者への関わりと
チームの一員として薬剤師に期待すること

（看）1-2・3-1・3-4 （薬）1-2・3-1・3-4 （理・作）1-2・3-1・3-4

16：20−16：50

関節リウマチの外来リハビリテーション
〜理学療法士の立場から〜

（看）1-2・3-1・3-4 （薬）1-2・3-1・3-4 （理・作）2-3・2-5・3-3

16：50−16：55

閉会の辞

（看）1-2・3-1・3-3 （薬）1-2・3-1・3-3 （理・作）1-2・3-1・3-4

演者：新宿南リウマチ膠原病クリニック 看護師

紀平 瑞希 先生

演者：長野赤十字病院 薬剤師 田幸 稔 先生

演者：丸の内病院 理学療法士

芳川 茉莉子 先生

丸の内病院 リウマチ科・診療部長 山﨑 秀 先生

＊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

共催：公益財団法人日本リウマチ財団／田辺三菱製薬株式会社

