令和3年度

中国・四国地区

リウマチの治療とケア教育研修会のご案内
ハイブリッド開催（現地開催およびＷｅｂ開催） 完全Web開催へ変更となりました

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。
今年の中国・四国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（COVID-19）感染防止対策から完全Web開催にて、旭化成
ファーマ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。

栗林公園（偃月橋）

開 催 日 時

2022 年 2 月 6 日(日)
開催方法
世話人

開催形態変更のお知らせ

完全Web開催
香川大学医学部附属病院

膠原病・リウマチ内科

日本リウマチ財団登録医
受講料

本研修会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、やむを
得ず、開催形態をハイブリッド開催（現地開催及びWeb開催）から、
完全Web開催に変更いたしました。皆様には大変ご迷惑をお掛けい
たしますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

9:00〜15：25

一般医
臨床研修医・大学院生

7,000円
10,000円
3,000円

病院教授

土橋 浩章 先生

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

※受講料は理由の如何に関わらず返金はいたしません。予めご承知おきください。

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(研修会参加実績1回 経過措置期間)

6単位

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

※日本医師会生涯教育単位（6単位）、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。
※日本医師会生涯教育単位、日本リウマチ学会専門医研修単位、日本整形外科学会研修単位は、完全Web開催への開催形態の変更に伴い、
単位取得は出来ませんので、悪しからずご容赦ください。

申し込み方法
締め切り
申し込みURL

申し込み方法をご参照の上、専用ホームページからお申し込みください。
2022年1月28日（金）
https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/ra̲chusikoku2022/

共催：公益財団法人日本リウマチ財団/旭化成ファーマ株式会社
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間看護事業協会/一般社団法人香川県医師会

令和3年度 中国・四国地区リウマチの治療とケア教育研修会プログラム
開催日時 ： 2022年2月6日(日)9:00〜15：25
開催場所 ： JRホテルクレメント高松 3F「玉藻」
開催方法 ： ハイブリッド開催(現地開催およびWeb開催) 完全Web開催へ変更となりました
共
催 ： 公益財団法人日本リウマチ財団/旭化成ファーマ株式会社

開会の辞

9：00〜9：05
香川大学医学部附属病院

趣旨説明

9：05〜9：10

膠原病・リウマチ内科

病院教授

土橋浩章

先生

委員長

冨田哲也

先生

座長 宇多津病院 内科 院長 猪尾昌之
広島大学病院 リウマチ・膠原病科 教授 平田信太郎

先生
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

Session 1

9：10〜10：10 リウマチの診断と鑑別疾患（内科）

「関節リウマチの診断と鑑別」

演者

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

Session 2

10：10〜11：10 リウマチの治療（薬物治療）
座長 香川大学医学部 血液・免疫・呼吸器内科 学内講師 亀田智広
演者 松山赤十字病院 リウマチ膠原病センター 部長 押領司健介

「リウマチ治療におけるIL-6阻害の重要性」
(看)2-1．2-2．2-3 (薬)2-1．2-2．2-3 (理・作)2-1．2-2．2-3

Session 3

11:10〜12：10 リウマチの治療（外科的治療）

「RA手術の周術期薬剤管理と合併症対策」

演者

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

座長 松山赤十字病院 リウマチ膠原病センター 部長 水木伸一
岡山大学学術研究院医歯薬学域 整形外科 准教授 西田圭一郎

休憩

12：10〜12：20

Session 4

12：20〜13：20 リウマチと妊娠

「リウマチ性疾患と挙児希望」
(看)3-1．3-2．3-4 (薬)3-1．3-2．3-4 (理・作)3-1．3-2．3-4

Session 5

座長 島根大学医学部附属病院 難病総合治療センター 教授
演者 香川大学医学部附属病院 膠原病・リウマチ内科 病院教授

座長

先生
先生

高知大学医学部附属病院

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

演者

内分泌代謝・腎臓内科学講座 リウマチセンター
学内講師 谷口義典 先生
東京女子医科大学医学部 内科学講座膠原病リウマチ内科学分野
教授・基幹分野長 針谷正祥 先生

14：20〜15：20 リウマチの多職種連携

「高齢リウマチ患者の多職種連携における看護師の役割」

座長

香川大学医学部附属病院

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

「関節リウマチ治療におけるチームマネージャーとしての薬剤師の役割」
(看)2-1．3-1．3-3 (薬)2-1．3-1．3-3 (理・作)2-1．3-1．3-3

閉会の辞

村川洋子
土橋浩章

先生
先生

13：20〜14：20 リウマチの安全性・合併症マネジメント

「関節リウマチの治療ゴール達成にむけた課題」

Session 6

先生
先生

演者
演者

宇多津病院
宇多津病院

膠原病・リウマチ内科
助教 中島崇作 先生
看護部 宮地大祐 先生
薬剤部 三柳直子 先生

15：20〜15：25
香川大学医学部附属病院

膠原病・リウマチ内科

病院教授

※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
※講演内容の録音・録画・撮影は一切お断りいたします。

土橋浩章

先生

令和3年度

中国・四国地区

リウマチの治療とケア教育研修会

申込方法（Web申し込み）
https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/ra̲chusikoku2022/

01

02

専用ホームページに
アクセスしてください

申込フォームへ必要事項を入力してください

03

04

05

申込受付が完了した旨を
自動返信メールにて
お知らせいたします

後日、事務局にてお申込み内
容を確認し、ご登録いただい
たメールアドレスに受講料の
振込口座をご案内いたします

受講料のお振込確認後、
視聴用のURLを
事務局よりメールにて
お送りいたします

受講申込期日

1月28日（金）

受講料振込期日

2月1日（火）

※個人情報は適切に管理し、当該研修会の申込手続き以外の用途には使用いたしません。
※日本リウマチ財団単位取得証明書等は、本研修終了後2週間を目安に郵送いたします。

令和3年度
事務局

担当
メールアドレス
TEL

中国・四国地区リウマチの治療とケア教育研修会事務局
東武トップツアーズ株式会社メディカルカンファレンスセンター

若林・岩田・惣田

ra̲chusikoku2022@tobutoptours.co.jp
03-6667-0721（受付時間 / 9：30〜17：30 土・日・祝休業）

開催形態変更のお知らせ
本研修会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、やむを得ず、開催
形態をハイブリッド開催（現地開催及びWeb開催）から、完全Web開催に変更
いたしました。皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協
力を賜りますようお願いいたします。
皆様にとりまして、有意義な研修会となりますよう、事務局一同、鋭意準備を進
めてまいります。
新型コロナウイルス感染症が一日も早く収束することを心より願っております。

