
平成30年度

リウマチの治療とケア教育研修会
北海道・東北地区

6月1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30年度 北海道・東北地区リウマチの治療とケア教育研修会　受講申込書

共 催：

後 援：

公益財団法人日本リウマチ財団
エーザイ株式会社
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（予定） ／ 
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
一般社団法人日本骨粗鬆症学会 ／ 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 ／ 
一般社団法人山形県医師会（予定）

世話人

受講料

会　期

会　場

フリガナ

氏　　　名

勤　務　先

科名、部署名

受講票送付先

（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）

山形駅東口より徒歩 6分

＊当日はお弁当をご用意しております。
  （なお、国公立等の施設にご所属の先生方におかれましては、事前にご所属施設の規則等をご確認の上、ご対応いただきますようお願い申し上げます。）

平成30年6月10日（日）  9：00～15：40 ［開場 8：00］

山形国際ホテル 3階 富士東
〒990-0039 山形市香澄町3-4-5

山形大学医学部附属病院 リハビリテーション部 准教授　高窪 祐弥 先生

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
コメディカル 5,000円

事務局

〒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30年度北海道・東北地区 リウマチの治療とケア教育研修会」
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

勤務先名：

所在地：

〒

電話番号：　　　　　　　　　　　　FAX番号：

E-mail：

※受講票を上記勤務先以外（ご自宅等）に送付希望の方のみこちらにご記入ください

〒

該当する□に

ゝ

を入れてください。

□ 日本リウマチ財団登録医　（登録医番号： ）
□ 一般医
□ 臨床研修医・大学院生
□ 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師　（登録番号：TK ）
□ 日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師　　　（登録番号：TY ）
□ コメディカル　　（職種： ）
　 ※具体的な職種をご記入ください。



平成30年度 北海道・東北地区
リウマチの治療とケア教育研修会

開会の辞
山形大学医学部 整形外科学講座 主任教授　髙木  理彰 先生

山形県医師会 会長 　　　 　　 　　

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 委員長　狩野  庄吾 先生

 9:00～9:15

休　憩11:15～11:20

休　憩12:20～12:25

15:35～15:40
平成30年度リウマチの治療とケア教育研修会

北海道・東北地区世話人
山形大学医学部附属病院 リハビリテーション部 准教授　高窪  祐弥 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

閉会の辞

会　期

会　場

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

（経過措置期間　研修会参加実績） 

日本リウマチ財団登録理学療法士・作業療法士（仮称）単位............................................................................ 6 単位
（経過措置期間　研修会参加実績）

日本リウマチ学会教育研修単位 ........................................................................................ 3 単位（1 単位 1,000 円）
日本整形外科学会研修単位 ................................................................................................ 6 単位（1 単位 1,000 円）

（講演Ⅰ：日整会12 or 13 or Re、講演Ⅱ：日整会1 or 6 or R、講演Ⅲ：日整会 9 or 10 or R、ランチョンセミナー：日整会13 or R、講演Ⅳ：日整会11 or 13 or Re、講演Ⅴ：日整会 4 or 7 or R）  

日本医師会生涯教育単位...........................................................................................................................６単位（無料）
（カリキュラムコード１０、１９、６１、６３、７３、７７） 

日本骨粗鬆症学会認定医...................................................................................................................................... 5 単位
日本骨粗鬆症マネージャー .................................................................................................................................. 3 単位
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）

座 長：山形大学医学部 整形外科学講座 講師　成田　  淳 先生

演 者：順天堂大学大学院医学研究科 整形外科・運動器医学 准教授　石島  旨章 先生

「 変形性膝関節症の病態に則した治療
　－保存療法から外科的治療の適応及びリハビリテーションまで－」

座 長：山形大学医学部 内科学第一講座 助教　市川  一誠 先生

演 者：慶應義塾大学医学部 リウマチ・膠原病内科 准教授　山岡  邦宏 先生

「 T2Tに向けた最新の関節リウマチ治療 」

座 長：山形大学医学部 整形外科学講座 講師　佐竹  寛史 先生

演 者：兵庫県立加古川医療センター リウマチ科・整形外科部長　　　　　　　　　
リウマチ膠原病センター部長　中川  夏子 先生

講演Ⅲ
11:20～12:20

講演Ⅱ
10:15～11:15

「 関節リウマチの最新上肢手術と
　　　　　　　　　 そのリハビリテーションについて 」

平成30年6月10日（日）  9：00～15：40 ［開場  8：00］

山形国際ホテル 3階 富士東
〒990-0039 山形市香澄町3-4-5

講演Ⅰ
 9:15～10:15

座 長：済生会山形済生病院 整形外科 診療部長　佐々木  幹 先生

演 者：富山大学附属病院 整形外科・リハビリテーション部
診療教授　松下　  功 先生

「 関節リウマチの下肢手術療法と
　　　　　　　　　　　 リハビリテーションについて 」

座 長：山形県立こども医療療育センター 診療部長
 整形外科（兼）リハビリテーション科長　大類　  広 先生

演 者：新潟大学医歯学総合病院 整形外科 講師　近藤  直樹 先生

「 関節リウマチ診療における骨粗鬆症への対応；
　　　　　　　　　　　　　　　 常に骨を気に懸ける 」

講演Ⅴ
14:35～15:35

講演Ⅳ
13:35～14:35

休　憩13:25～13:35

座 長：香音クリニック リウマチ科・内科 院長　今井  香織 先生

演 者：1）おのぼりクリニック 院長　　　　　　　　　　尾登　  誠 先生
2）おのぼりクリニック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師　右田  貴子 先生

ランチョン
セミナー
12:25～13:25

「 自己効力感を引き出す
　　　 アクティブリハビリテーションとトータルケア 」

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

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

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

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

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

カリキュラムコード （看）２-１・２-２・３-２ （薬）２-１・２-２・３-２
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※受講票を上記勤務先以外（ご自宅等）に送付希望の方のみこちらにご記入ください

〒

該当する□に

ゝ
を入れてください。

□ 日本リウマチ財団登録医　（登録医番号： ）
□ 一般医
□ 臨床研修医・大学院生
□ 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師　（登録番号：TK ）
□ 日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師　　　（登録番号：TY ）
□ コメディカル　　（職種： ）
　 ※具体的な職種をご記入ください。


