令和 3 年度

近畿地区

リウマチの治療とケア教育研修会
ハイブリッド開催（現地開催および Web 開催の併用）

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。

今年の近畿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）感染防止対策を可能な限り講じた上で、現地開催

および Web 開催の併用によるハイブリッド形式にて、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。

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。

開催日時
開催場所
開催方法

2021 年 11 月 14 日（日）9：00 〜 16：35
メルパルク京都 6 階「貴船」

（中面参照）

ハイブリッド開催（現地開催および Web 開催の併用）

世話人

京都府立医科大学大学院

医学研究科

免疫内科学

病院教授

川人 豊

先生

受講料

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。

単

位

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------------------------------------------------------------------------------ 5 単位（1 単位

1,000 円）

※日本リウマチ学会専門医研修単位（3 単位）と日本整形外科学会研修単位（5 単位）の単位取得については「会場で参加された方のみ」
が対象になります。Web 視聴の方は対象外となりますのでご注意ください。

申し込み方法
締め切り
申し込み URL

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ください。
郵送でのお申込は受け付けておりません。
2021 年 11 月 5 日（金）
https://www.ges-inc.jp/kyoto2021/

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／一般社団法人京都府医師会

令和 3 年度

近畿地区リウマチの治療とケア教育研修会

開催日時 ：2021 年 11 月 14 日（日）9：00 〜 16：35
開催場所 ：メルパルク京都 6 階「貴船」

開催方法 ：ハイブリッド開催（現地開催および Web 開催の併用）

共

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

Session 1

京都府立医科大学大学院

催：公益財団法人日本リウマチ財団

中外製薬株式会社

免疫内科学

病院教授

川人

豊 先生

日本リウマチ財団

専務理事

永井

林

医学研究科

リウマチ性疾患の疫学と病態・鑑別診断
座長： 兵庫医科大学 名誉教授

医療法人医仁会武田総合病院

9：10 〜 9：40

9：40 〜 10：10

京都第一赤十字病院

リウマチ性疾患の疫学と病態

佐野

福田
兵庫医科大学

統

先生

三森 経世 先生

副院長 兼 リウマチ内科部長

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

リウマチ性疾患の鑑別診断

院長

亙 先生

糖尿病内分泌・免疫内科

松井

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

教授

聖 先生

休憩（10：10 〜 10：20）

Session 2

RA のトータルマネジメント
座長： 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター

統括診療部長

橋本

兵庫県立加古川医療センター リウマチ科・リウマチ膠原病センター次長  兼  リウマチ科・整形外科部長

10：20 〜 10：40

T2T 実践に向けたリウマチケア看護師の役割

11：00 〜 11：20

先生

〜心理サポートを中心に〜

ひがみリウマチ・糖尿病内科クリニック

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師

松村 陽美 先生

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

10：40 〜 11：00

淳

中川 夏子 先生

社会医療法人神鋼記念会

関節リウマチ診療における薬剤師の関わり

神鋼記念病院

前田

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

翠 先生

丸太町リハビリテーションクリニック

RA 治療における作業療法の役割

櫛田 里恵 先生

（看）1-2、3-1、3-2（薬）1-2、3-1、3-2（理・作）1-2、2-3、3-1
休憩（11：20 〜 11：30）

特別講演
座長：京都府立医科大学大学院

11：30 〜 12：30

関節リウマチ診療ガイドライン 2020

医学研究科

免疫内科学

京都大学大学院医学研究科

（看）2-1、2-2、2-3（薬）2-1、2-2、2-3（理・作）2-1、2-2、2-3
休憩（12：30 〜 12：40）

病院教授

川人 豊

内科学講座臨床免疫学

先生

教授

森信 暁雄 先生

〒 600-8216

京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町 676 番 13

京都タワー

TEL：075-352-7444( 代 )

メルパルク京都

塩小路通り

堀川塩小路

ロータリー

高倉通

JR 京都駅（烏丸中央口）から東へ約１分

不明門通

メルパルク京都 6 階「貴船」

バス／タクシー乗場

東海道新幹線

JR 京都駅

至大阪

Session 3

至東京

それぞれのライフステージにおける課題
座長： 神戸大学大学院 保健学研究科 病態解析学領域 臨床免疫学
大阪市立大学大学院医学研究科

12：40 〜 13：10

膠原病内科学

高齢者の関節リウマチの診療

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター

WoCBA におけるリウマチ診療

国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター

教授

柱本

橋本

照

求

先生

先生

臨床研究部長・免疫疾患センター部長

大島

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

13：10 〜 13：40

教授

至郎 先生

主任副センター長 妊娠と薬情報センター

村島

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

温子 先生

休憩（13：40 〜 13：50）

Session 4

関節リウマチの外科的治療とリハビリテーション
座長：大阪医科薬科大学 総合医学講座 リハビリテーション医学教室
京都府立医科大学大学院医学研究科

13：50 〜 14：20

14：20 〜 14：50

教授

運動器機能再生外科学（整形外科学教室） 教授
倉敷中央病院

佐浦 隆一

高橋 謙治

先生

先生

整形外科

主任部長

伊藤

宣 先生

神戸大学大学院医学研究科外科系講座リハビリテーション機能回復学

特命教授

関節リウマチ患者の機能障害の回復を目指した外科的治療
（看）2-1、2-2、2-3（薬）2-1、2-2、2-3（理・作）2-1、2-2、2-3

関節リウマチのリハビリテーション治療

酒井 良忠 先生

（看）2-1、2-2、2-3（薬）2-1、2-2、2-3（理・作）2-1、2-2、2-3
休憩（14：50 〜 15：00）

Session 5

膠原病に伴う臓器障害
座長：市立長浜病院

リウマチ膠原病内科

京都大学大学院医学研究科

15：00 〜 15：30

15：30 〜 16：00

全身性エリテマトーデスに伴う腎障害

特任部長

リウマチ性疾患先進医療学講座 特定准教授

神戸市立医療センター中央市民病院

大阪医科薬科大学

内科学Ⅳ教室

リウマチ膠原病内科

講師

小谷 卓矢 先生

関節リウマチ患者の経過中に発症するリンパ増殖性疾患について

和歌山県立医科大学医学部リウマチ・膠原病科学講座

閉会の辞

京都府立医科大学大学院

※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

医学研究科

先生

部長

教授

藤井 隆夫 先生

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

16：30 〜 16：35

先生

膠原病・リウマチ内科

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

16：00 〜 16：30

田中 真生

大村 浩一郎 先生

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

強皮症・皮膚筋炎に合併する間質性肺疾患の診療

梅原 久範

免疫内科学

病院教授

川人

豊 先生

（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。

