
 
 

 
  

 
    

平成29年度

リウマチの治療とケア研修会
中国・四国地区

9月22日(金)までにE-mailまたはFAXにて下記へお申込みください。
申込受理後、折り返し受講票をお送りいたします。

平成29年度  中国・四国地区リウマチの治療とケア研修会　受講申込書

共 催：公益財団法人日本リウマチ財団

　　　 エーザイ株式会社

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 ／ 公益社団法人日本医師会 ／ 

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

事務局

世話人

受講料

平成２９年１０月１日（日） １０：３０～１５：３０ ［開場 ９：３０］

高知市文化プラザ　かるぽーと　11階　大講義室
〒780‐8529 高知市九反田2-1

社会医療法人近森会　近森病院　リウマチ・膠原病センター　部長　公文 義雄 先生

2,000円　出席者には財団発行の修了証書を交付いたします

会　期

会　場

〒

〒

TEL

TEL FAX

医師（ □リウマチ科　・　□内科　・　□整形外科　・　□その他 ）

□看護師　　　□薬剤師　　　□保健師　　　□理学療法士

□作業療法士　　　□ソーシャルワーカー　　　□介護福祉士

□その他（　　　　　　　　　        　　　　　　）

フリガナ

氏　　　名

勤　務　先

部署（科）名

所　在　地

受講票送付先
（勤務先と同じ場合は記入不要）

職　　　種

□に

ゝ

を入れて
ください。

（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いたしません）

〒162-0812 東京都新宿区西五軒町13-1 住友不動産飯田橋ビル3号館 10F
エーザイ株式会社内

「平成29年度 中国・四国地区リウマチの治療とケア研修会」
担当　株式会社サンプラネット　三浦 弘光

E-mail：h4-miura@hhc.eisai.co.jp
TEL：03-5228-7120　FAX：03-5228-7262

申込先



平成29年度 中国・四国地区
リウマチの治療とケア研修会

開会の辞
社会医療法人近森会　近森病院　リウマチ・膠原病センター　部長   公文  義雄 先生

10:30～10:35

休　憩12:05～12:15

休　憩13:15～13:25

15:25～15:30

社会医療法人近森会　近森病院　リウマチ・膠原病センター　部長　公文  義雄 先生

閉会の辞

平成２９年１０月１日（日） １０：３０～１５：３０ ［開場 ９：３０］

高知市文化プラザ　かるぽーと　11階　大講義室
〒780‐8529 高知市九反田2-1

会　期

会　場

単位数： 日本リウマチ財団登録医単位 .......................................................................2 単位（2,000 円）

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師単位 .................................... 4.5 単位（1,000 円）

日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師単位 ............................................ 4.5 単位（1,000 円）

日本リウマチ学会専門医単位 ............................................................申請中（2 単位取得予定）

日本整形外科学会研修単位 ........................................... 2 単位（2,000 円） [6］ R、 [14-5] R

日本医師会生涯教育単位 ....................................................................................... 2 単位（無料）
カリキュラムコード　10、14、61

日本理学療法士協会生涯学習ポイント ......................................................10 ポイント（無料）

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（無料）

※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

Session 1
座 長：高知大学医学部附属病院　腎臓膠原病内科・リウマチセンター　助教　谷口  義典 先生

高齢者と関節リウマチ

Session 2
シンポジウム

基調講演

座 長：高知赤十字病院　第四内科　部長　有井  　薫 先生

関節リウマチと災害医療　～南海地震に備えるために～

演 者：福島赤十字病院　副院長　宮田  昌之 先生

13:25～14:05
東日本大震災と津波・原発事故
～今後も起こりうる災害に備えて我々が行えることは何か？～
カリキュラムコード （看）1-1・3-1・3-2  （薬）2-5・3-1・3-2

演 者：海里マリン病院　リハビリテーション科　宮内  博雄 先生

14:05～14:20 「 理学療法士の立場から 」
カリキュラムコード （看）3-1・3-2・3-4  （薬）3-1・3-2・3-4

演 者：高知赤十字病院　内科　看護師　野中  広子 先生

14:20～14:35 「 看護師の立場から 」
カリキュラムコード （看）3-2・3-3・3-4  （薬）3-1・3-2・3-4

演 者：社会医療法人近森会　近森病院　薬剤部　主任　宮﨑  俊明 先生

14:35～14:50 「 薬剤師の立場から 」
カリキュラムコード （看）3-2・3-3・3-4  （薬）3-1・3-2・3-3

演 者：医療法人永島会　永井病院　院長　市川  德和 先生

14:50～15:05 「 医師の立場から 」
カリキュラムコード （看）1-2・3-2・3-3  （薬）1-2・3-1・3-4

15:05～15:25 総合討論

ランチョン
セミナー 座 長：海里マリン病院　リウマチ内科　木俣  敬仁 先生

チーム医療を考える

演 者：医療法人和陽会　まび記念病院　副院長　　　　　　　　　
　　　　　リウマチセンター長　棗田  将光 先生

12:15～13:15 「 チーム医療と診療連携 ～医師の役割とstaffのチャレンジ～ 」
カリキュラムコード （看）2-4・3-1・3-4  （薬）1-2・3-1・3-3

基調講演 座長：社会医療法人近森会　近森病院　リウマチ・膠原病センター　部長   公文  義雄 先生

演 者：日本リウマチ財団　理事　　　　　　　　　　　　　
一番町リウマチクリニック　顧問　山本  純己 先生

10:35～11:05 「 関節リウマチのトータルマネジメント 」
カリキュラムコード （看）3-1・3-3・3-4  （薬）3-1・3-3・3-4

演題1

演 者：社会医療法人近森会　近森病院　リウマチ・膠原病センター　近澤  宏明 先生

11:05～11:35
「 高齢者のリウマチの特徴とマネジメント 」

カリキュラムコード （看）2-1・2-2・2-3  （薬）2-1・2-2・2-3

演題1

11:35～11:50
「 高齢者リウマチに対するケア（看護師の立場から）」

演 者：医療法人孝訓会　さんさんクリニック　看護師　高橋  順子 先生

カリキュラムコード （看）2-2・2-3・2-4  （薬）3-1・3-2・3-4

演題2

11:50～12:05
「 高齢者のリウマチの問題点とその取り組み 」 

演 者：高知赤十字病院　リハビリテーション科部　徳弘　  健 先生

カリキュラムコード （看）2-1・3-1・3-4  （薬）2-1・3-1・3-4

演題3
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