
平成28年度
九州・沖縄地区

リウマチ教育研修会のご案内

謹啓　時下、先生におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
　さて、公益財団法人日本リウマチ財団では、リウマチの知識向上のため毎年6地区で教
育研修会を開催しております。今年の九州・沖縄地区リウマチ教育研修会は、あゆみ製薬
株式会社との共催により開催する運びとなりました。
　本研修会の受講は、日本リウマチ財団登録医および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としての資格取得・更新条件のひとつにな
ります。研修会プログラムも次のとおり決定しておりますのでご案内申し上げます。
　ご多用のこととは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、ご参加くださいますようお願
い申し上げます。

謹白　

沖縄県医師会館
〒901-1105 沖縄県南風原町字新川218-9

TEL 098-888-0087

○沖縄都市モノレール首里駅前バス停から1番（首里牧志線）または14番（牧志開南
　循環線）に乗り、沖縄県立南部医療センター・こども医療センター前または新川営
　業所にて下車
○那覇空港からはタクシーで約25分
○自家用車でお越しの場合、駐車場には限りがあります。あらかじめご了承ください。

アクセス

会場のご案内

2016年 10月16日（日）
9：30～16：35 【開場9：00】

沖縄県医師会館　3F　ホール
（〒901-1105 沖縄県南風原町字新川218-9）

会　場

社会医療法人友愛会豊見城中央病院　顧問　潮平　芳樹
世話人

公益財団法人日本リウマチ財団／あゆみ製薬株式会社

共　催

日　時

【交通のご案内】
●沖縄自動車道那覇
インターチェンジよ
り車で3分

●沖縄自動車道南風
原北インターチェン
ジより車で7分
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開 催 案 内 平成28年度 九州・沖縄地区リウマチ教育研修会 プログラム

申 込 要 領

2016年　10月16日（日）　9：30～16：35　【開場9：00】日 時

2016年 10月 7日（金）
※但し、申込者多数の場合は、定員になり次第締め切りいたします。

申込期限

下記記載事項を、同封の申込書にご記入の上、次の①②③のいずれかの方法でお願いします。

①　e-mail： info-rheuma@ahn-kc.co.jp　（運営事務局代行）
②　F A X： 06-6380-0308　（運営事務局代行）
③　郵　送： 〒564-0063　大阪府吹田市江坂町2-1-43　KYUHO江坂ビル4F
 株式会社エー・エイチ・エヌ内　
 「平成28年度九州・沖縄地区リウマチ教育研修会」　運営事務局代行・吉田 宛
 ※ 郵送の際は、返信用封筒（宛先を書き82円切手を貼付のこと）を同封ください。

※ 同一施設から複数申込の場合は、人数ではなく全ての受講者の氏名等をご記入ください。

申込方法

沖縄県医師会館　3F　ホール
〒901-1105　沖縄県南風原町字新川218-9

　カリキュラムコード　8：感染対策　10：チーム医療　26：発疹　61：関節痛　63：四股のしびれ
　　　　　　　　　　　73：慢性疾患・複合疾患の管理　74：高血圧症　77：骨粗鬆症

会 　 場

社会医療法人友愛会豊見城中央病院　顧問　潮平　芳樹世 話 人

公益財団法人日本リウマチ財団／あゆみ製薬株式会社共 　 催

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
一般社団法人沖縄県医師会

後 　 援

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　　　　　　　　　　5,000円
日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師　5,000円
日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師　　　5,000円
コメディカル　　　　　　　　　　　　　　7,000円

※昼食は、お弁当をご用意いたします。

受 講 料

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
日本リウマチ学会専門医研修単位（申請中）　 3単位（3,000円）
日本整形外科学会研修単位（申請中）　　　　 4単位（1単位1,000円）
日本医師会生涯教育単位　　　　　 4.5単位

単 位

本研修会に参加をご希望の方は、下記の方法により、事前にお申込みをお願いいたします。
申込受理後、9月下旬より折り返し受講票をお送りいたします。

開催日：2016年10月16日(日)　　開催場所：沖縄県医師会館3Fホール（沖縄県南風原町新川）

開会の辞
9:30-9:40

世話人／豊見城中央病院　顧問　潮平　芳樹　先生

「膠原病および類縁疾患の皮膚病変」
9:40-10:25

演者：琉球大学大学院医学研究科 皮膚病態制御学講座　講師　山本　雄一　先生

「関節炎の鑑別診断」
10:25-11:10

講演１

講演２

11:10-11:20　　休憩

12:50-13:20　　昼食休憩　※お弁当をご用意しております

演者：豊見城中央病院　腎臓・リウマチ・膠原病内科　上地　英司　先生

座長：徳山クリニック　院長　徳山　清之　先生

「骨粗鬆症治療update」
演者：近畿大学医学部奈良病院　整形外科・リウマチ科　教授　宗圓　　聰　先生

「関節リウマチ治療における外科的治療とリハビリテーションの役割」

14:50-15:00　　休憩

演者：医療法人社団博恵会　理事／慶應義塾大学　特任教授　桃原　茂樹　先生

座長：琉球大学大学院医学研究科　整形外科学講座　講師　東　　千夏　先生

「肺高血圧症」
演者：日本医科大学大学院医学研究科　アレルギー膠原病内科学分野　教授　桑名　正隆　先生

閉会の辞
16:30-16:35

世話人／豊見城中央病院　顧問　潮平　芳樹　先生

座長：首里城下町クリニック　第二クリニック院長　比嘉　　啓　先生

沖縄県医師会長挨拶 一般社団法人沖縄県医師会　会長　安里　哲好　先生
リウマチ教育研修会の趣旨 公益財団法人日本リウマチ財団　専務理事　濵砂　英一　　　

共催：公益財団法人日本リウマチ財団／あゆみ製薬株式会社

＊日本リウマチ財団リウマチケア専門職制度研修カリキュラムコード番号　　　：看護師、 　：薬剤師薬看

カリキュラムコード 2-1･2-2･2-3 1-1･2-1･3-1薬看

カリキュラムコード 2-1･2-2･2-3 1-2･2-1･3-1薬看

「関節リウマチの治療」
11:20-12:05

演者：慶應義塾大学医学部　リウマチ内科　教授　竹内　　勤　先生

「関節リウマチの慢性疼痛」
12:05-12:50

講演３

講演４

13:20-14:05

14:05-14:50

講演５

講演６

15:00-15:45 講演７

15:45-16:30 講演８

演者：福島県立医科大学医学部　整形外科学講座　教授　紺野　愼一　先生

座長：豊見城中央病院　顧問　潮平　芳樹　先生

カリキュラムコード 2-1･2-3･3-2 2-1･2-2･2-3薬看

カリキュラムコード 1-1･2-3･3-1 2-1･2-2･3-2薬看

カリキュラムコード 2-1･2-2･3-1 2-2･2-3･3-2薬看

カリキュラムコード 2-1･2-2･3-1 2-1･3-1･3-2薬看

カリキュラムコード 2-1･2-3･3-1 2-1･3-1･3-4薬看

「RA診療中に起こる肺合併症の診断と治療」
演者：ＪＣＨＯ東京山手メディカルセンター　呼吸器内科　常勤顧問　徳田　　均　先生

座長：琉球大学大学院医学研究科　感染症・呼吸器・消化器内科学講座　教授　藤田　次郎　先生

カリキュラムコード 2-1･2-2･3-2 2-1･2-2･3-2薬看
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公益財団法人日本リウマチ財団／あゆみ製薬株式会社

共　催

日　時

【交通のご案内】
●沖縄自動車道那覇
インターチェンジよ
り車で3分

●沖縄自動車道南風
原北インターチェン
ジより車で7分

●モノレール首里駅
より車で8分

●那覇空港から10㎞

駐車場有
134台P

西原IC

那覇IC 南風原北IC

南風原南IC
豊見城東IC

331

331

331

507

329

329


