
第２０回

ＲＡトータル
 マネジメントフォーラム

ＪＲ・新幹線・京急　「品川駅」港南口より
品川インターシティスカイウェイ（歩行者専用通路）にて徒歩 5 分

【日　時】　平成３１年２月２日（土）１２時３０分～１７時４０分

【場　所】　品川インターシティホール
東京都港区港南２-１５-４　Ｔｅｌ.０３-３４７４-０４６１

【参加費】 1,000 円（事前参加登録は不要です）

【単　位】 日本リウマチ財団登録医単位 ……………………………………… １単位

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師単位 ………………… ５単位

日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師単位 ……………………… ５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
（経過措置期間　研修会参加実績）

共 催：RAトータルマネジメント研究会
エーザイ株式会社

後 援：公益財団法人 日本リウマチ財団
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※医療関係者の方を対象としています。



第 20 回 RAトータルマネジメントフォーラム
プ  ロ  グ  ラ  ム

開会の辞12:30～12:35 RAトータルマネジメント研究会　代表　  　　　　　　
一番町リウマチクリニック　顧問　山本　純己

（発表 6 分、質疑応答 3 分） 座長：岡山大学　西田圭一郎
13:38～14:32 Part 2「全国ＲＡケア活動　推薦演題－2」

8. リウマチサロンの取り組み
　　　  カリキュラムコード（看）２－２・２－３・３－１　（薬）１－２・２－１・３－１

奈良県　天理よろづ相談所病院　リハビリテーションセンター　作業療法士　公文　梨花
9. 人工関節置換術後の利き手箸動作の検討
　　　  カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）１－２・２－１・３－１

富山県　富山大学附属病院　作業療法士　稲垣　実来
10. 関節リウマチ患者の運動習慣と体組成の変化についての検討

　　　  カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）１－２・２－１・２－２
岡山県　おさふねクリニック　理学療法士　清瀬　直子

11. RA 患者の QOL に影響を及ぼす因子の検討
　　　  カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）２－１・２－２・３－２

愛媛県　道後温泉病院　理学療法士　島原　範芳
12. 口腔内清掃に『音波歯ブラシ』と『ネックを曲げた手用歯ブラシ』を併用した悪性関節リウマチ症例

　　　  カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）１－２・２－１・２－３
鹿児島県　鹿児島赤十字病院　リハビリテーション課　作業療法士　松元　義彦

13. 関節リウマチにおける薬剤師の関わり ～課題と展望～
　　　  カリキュラムコード（看）1－2・3－1・3－2　（薬）1－2・3－1・3－2

東京都　昭和大学病院　薬剤師　櫻井　康亮

13:38～

13:47～

13:56～

14:05～

14:14～

14:23

12:35 ～13:38

座長：市民の森病院　日髙　利彦
Part 1「全国ＲＡケア活動　推薦演題－1」

1. 膠原病内科外来でのＢｉｏ導入の実際、今後の課題
　　　  カリキュラムコード（看）１－１・１－２・２－１　（薬）１－１・１－２・２－１

茨城県　筑波大学附属病院　看護部　看護師　小泉沙恵子
2. ポリファーマシーが関節リウマチの服薬アドヒアランスに及ぼす影響
　　　  カリキュラムコード（看）２－１・２－２・３－２　（薬）２－１・２－２・２－３

長野県　長野赤十字病院　薬剤部　薬剤師　田幸　　稔
3. エタネルセプト 先発品からバイオシミラーへスイッチした症例の検討
　　　  カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）２－１・２－２・２－３

福岡県　近藤リウマチ・整形外科クリニック　看護師　木下　哲子
4. オートインジェクターの自己注射指導を開始して ～ RA ケア看護師としての関わり、現状と課題～
　　　  カリキュラムコード（看）１－２・２－１・２－２　（薬）１－２・２－２・２－３

佐賀県　独立行政法人　国立病院機構　嬉野医療センター　看護師　渡辺亜希子
5. 当院での生物学的製剤自己注射手技確認のあり方 ～導入３～４ケ月後の手技確認を開始して～
　　　  カリキュラムコード（看）１－２・２－１・２－２　（薬）１－２・２－２・２－３

熊本県　熊本整形外科病院　看護師　岡崎　瑞栄
6. アダリムマブ新規製剤変更に伴う注射時疼痛軽減に関する研究
　　　  カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）２－１・２－２・２－３

宮崎県　社会医療法人善仁会　市民の森病院　看護師　図師　圭一
7. 自己注射型生物学的製剤はどの剤型が好まれるか？
　　　  カリキュラムコード（看）１－２・２－１・２－２　（薬）１－２・２－２・２－３

福井県　福井総合クリニック　リウマチ膠原病科　看護師　大久保尚美

12:35～

12:44～

12:53～

13:02～

13:11～

13:20～

13:29～

（発表 6 分、質疑応答 3 分）

座長：大阪南医療センター　橋本　　淳
14:32～14:57 Part 3「装具・自助具の工夫展・閲覧」

◆◆◆ ティーブレイク ◆◆◆
歓談するとともに、自助具展示品の閲覧・意見交換・投票を行います。
展示品は出展されたご施設が創作されたものです。

15:51～16:05 休　憩

17:35～17:40 装具・自助具の表彰および閉会の辞

テーマ「RA診療におけるリスクマネジメント」
16:05～17:05 ■シンポジウム■

17:05～17:35 ■特別講演■

座長：JA 静岡厚生連静岡厚生病院　坪井　声示
丸の内病院　山﨑　　秀

1. チームで取り組む副作用・合併症予防対策
　　　  カリキュラムコード（看）２－２・３－１・３－２　（薬）２－１・３－１・３－２

抱生会丸の内病院　薬剤師　徳武　正彦
2. インシデントから学ぶ RA 患者のリスクマネジメント
　　　  カリキュラムコード（看）１－１・３－２・３－４　（薬）１－１・３－２・３－４

名古屋大学医学部附属病院　整形外科　看護師　永井　　薫
3. RA 実地診療でのリスクマネジメント
　　　  カリキュラムコード（看）１－１・３－２・３－４　（薬）１－１・３－２・３－４

佐世保中央病院　リウマチ・膠原病センター　植木　幸孝

座長：佐川昭リウマチクリニック　院長　佐川　　昭

「海外と国内のRA診療事情」
 カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）２－１・２－２・２－３

演者：聖路加国際病院　Immuno-Rheumatology Center　センター長　岡田　正人

座長：京都府立医科大学　川人　　豊
14:57～15:51 Part 4「全国ＲＡケア活動　推薦演題－3」

RAトータルマネジメント研究会　代表  　　　　　　
一番町リウマチクリニック　顧問　山本 純己

14. RA 患者に対しての様々な服薬支援 ～投薬時のやりとりから～
　　　  　カリキュラムコード（看）１－１・１－２・２－２　（薬）１－１・１－２・２－３

宮城県　さつき調剤薬局　薬剤師　西城　俊彦
15. 介護保険に関するアンケート調査 －結果からみえたもの－
　　　  　カリキュラムコード（看）１－１・２－２・２－４　（薬）１－１・２－４・２－５

北海道　佐川昭リウマチクリニック　看護師　沼田ひとみ
16. 関節リウマチ患者への就業継続支援に関する検討
　　　  　カリキュラムコード（看）１－１・２－４・３－１　（薬）１－１・２－４・３－１

新潟県　新潟県立リウマチセンター　看護師　川　　朋
17. リウマチ診療における外来看護師の役割 ～フットケアの実際～
　　　  　カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）２－１・２－３・３－１

群馬県　医療法人井上病院　群馬リウマチクリニック　看護師　青木　　渚
18. リウマチ患者の感染予防行動 口腔ケアの現状
　　　  　カリキュラムコード（看）２－1・２－2・2－3　（薬）２－１・２－３・３－１

鳥取県　鳥取大学医学部附属病院　看護師　浅井　敦子
19. 能登北部における関節リウマチの連携への取り組みと課題
　　～リウマチ看護師の役割～
　　　  　カリキュラムコード（看）２－２・２－３・３－１　（薬）２－１・２－３・３－１

石川県　石川勤労者医療協会　輪島診療所　看護師　二木　優子

（発表 6 分、質疑応答 3 分）

14:57～

15:06～

15:15～

15:24～

15:33～

15:42～

※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



第 20 回 RAトータルマネジメントフォーラム
プ  ロ  グ  ラ  ム

開会の辞12:30～12:35 RAトータルマネジメント研究会　代表　  　　　　　　
一番町リウマチクリニック　顧問　山本　純己

（発表 6 分、質疑応答 3 分） 座長：岡山大学　西田圭一郎
13:38～14:32 Part 2「全国ＲＡケア活動　推薦演題－2」

8. リウマチサロンの取り組み
　　　  カリキュラムコード（看）２－２・２－３・３－１　（薬）１－２・２－１・３－１

奈良県　天理よろづ相談所病院　リハビリテーションセンター　作業療法士　公文　梨花
9. 人工関節置換術後の利き手箸動作の検討
　　　  カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）１－２・２－１・３－１

富山県　富山大学附属病院　作業療法士　稲垣　実来
10. 関節リウマチ患者の運動習慣と体組成の変化についての検討

　　　  カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）１－２・２－１・２－２
岡山県　おさふねクリニック　理学療法士　清瀬　直子

11. RA 患者の QOL に影響を及ぼす因子の検討
　　　  カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）２－１・２－２・３－２

愛媛県　道後温泉病院　理学療法士　島原　範芳
12. 口腔内清掃に『音波歯ブラシ』と『ネックを曲げた手用歯ブラシ』を併用した悪性関節リウマチ症例

　　　  カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）１－２・２－１・２－３
鹿児島県　鹿児島赤十字病院　リハビリテーション課　作業療法士　松元　義彦

13. 関節リウマチにおける薬剤師の関わり ～課題と展望～
　　　  カリキュラムコード（看）1－2・3－1・3－2　（薬）1－2・3－1・3－2

東京都　昭和大学病院　薬剤師　櫻井　康亮

13:38～

13:47～

13:56～

14:05～

14:14～

14:23

12:35 ～13:38

座長：市民の森病院　日髙　利彦
Part 1「全国ＲＡケア活動　推薦演題－1」

1. 膠原病内科外来でのＢｉｏ導入の実際、今後の課題
　　　  カリキュラムコード（看）１－１・１－２・２－１　（薬）１－１・１－２・２－１

茨城県　筑波大学附属病院　看護部　看護師　小泉沙恵子
2. ポリファーマシーが関節リウマチの服薬アドヒアランスに及ぼす影響
　　　  カリキュラムコード（看）２－１・２－２・３－２　（薬）２－１・２－２・２－３

長野県　長野赤十字病院　薬剤部　薬剤師　田幸　　稔
3. エタネルセプト 先発品からバイオシミラーへスイッチした症例の検討
　　　  カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）２－１・２－２・２－３

福岡県　近藤リウマチ・整形外科クリニック　看護師　木下　哲子
4. オートインジェクターの自己注射指導を開始して ～ RA ケア看護師としての関わり、現状と課題～
　　　  カリキュラムコード（看）１－２・２－１・２－２　（薬）１－２・２－２・２－３

佐賀県　独立行政法人　国立病院機構　嬉野医療センター　看護師　渡辺亜希子
5. 当院での生物学的製剤自己注射手技確認のあり方 ～導入３～４ケ月後の手技確認を開始して～
　　　  カリキュラムコード（看）１－２・２－１・２－２　（薬）１－２・２－２・２－３

熊本県　熊本整形外科病院　看護師　岡崎　瑞栄
6. アダリムマブ新規製剤変更に伴う注射時疼痛軽減に関する研究
　　　  カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）２－１・２－２・２－３

宮崎県　社会医療法人善仁会　市民の森病院　看護師　図師　圭一
7. 自己注射型生物学的製剤はどの剤型が好まれるか？
　　　  カリキュラムコード（看）１－２・２－１・２－２　（薬）１－２・２－２・２－３

福井県　福井総合クリニック　リウマチ膠原病科　看護師　大久保尚美

12:35～

12:44～

12:53～

13:02～

13:11～

13:20～

13:29～

（発表 6 分、質疑応答 3 分）

座長：大阪南医療センター　橋本　　淳
14:32～14:57 Part 3「装具・自助具の工夫展・閲覧」

◆◆◆ ティーブレイク ◆◆◆
歓談するとともに、自助具展示品の閲覧・意見交換・投票を行います。
展示品は出展されたご施設が創作されたものです。

15:51～16:05 休　憩

17:35～17:40 装具・自助具の表彰および閉会の辞

テーマ「RA診療におけるリスクマネジメント」
16:05～17:05 ■シンポジウム■

17:05～17:35 ■特別講演■

座長：JA 静岡厚生連静岡厚生病院　坪井　声示
丸の内病院　山﨑　　秀

1. チームで取り組む副作用・合併症予防対策
　　　  カリキュラムコード（看）２－２・３－１・３－２　（薬）２－１・３－１・３－２

抱生会丸の内病院　薬剤師　徳武　正彦
2. インシデントから学ぶ RA 患者のリスクマネジメント
　　　  カリキュラムコード（看）１－１・３－２・３－４　（薬）１－１・３－２・３－４

名古屋大学医学部附属病院　整形外科　看護師　永井　　薫
3. RA 実地診療でのリスクマネジメント
　　　  カリキュラムコード（看）１－１・３－２・３－４　（薬）１－１・３－２・３－４

佐世保中央病院　リウマチ・膠原病センター　植木　幸孝

座長：佐川昭リウマチクリニック　院長　佐川　　昭

「海外と国内のRA診療事情」
 カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）２－１・２－２・２－３

演者：聖路加国際病院　Immuno-Rheumatology Center　センター長　岡田　正人

座長：京都府立医科大学　川人　　豊
14:57～15:51 Part 4「全国ＲＡケア活動　推薦演題－3」

RAトータルマネジメント研究会　代表  　　　　　　
一番町リウマチクリニック　顧問　山本 純己

14. RA 患者に対しての様々な服薬支援 ～投薬時のやりとりから～
　　　  　カリキュラムコード（看）１－１・１－２・２－２　（薬）１－１・１－２・２－３

宮城県　さつき調剤薬局　薬剤師　西城　俊彦
15. 介護保険に関するアンケート調査 －結果からみえたもの－
　　　  　カリキュラムコード（看）１－１・２－２・２－４　（薬）１－１・２－４・２－５

北海道　佐川昭リウマチクリニック　看護師　沼田ひとみ
16. 関節リウマチ患者への就業継続支援に関する検討
　　　  　カリキュラムコード（看）１－１・２－４・３－１　（薬）１－１・２－４・３－１

新潟県　新潟県立リウマチセンター　看護師　川　　朋
17. リウマチ診療における外来看護師の役割 ～フットケアの実際～
　　　  　カリキュラムコード（看）２－１・２－２・２－３　（薬）２－１・２－３・３－１

群馬県　医療法人井上病院　群馬リウマチクリニック　看護師　青木　　渚
18. リウマチ患者の感染予防行動 口腔ケアの現状
　　　  　カリキュラムコード（看）２－1・２－2・2－3　（薬）２－１・２－３・３－１

鳥取県　鳥取大学医学部附属病院　看護師　浅井　敦子
19. 能登北部における関節リウマチの連携への取り組みと課題
　　～リウマチ看護師の役割～
　　　  　カリキュラムコード（看）２－２・２－３・３－１　（薬）２－１・２－３・３－１

石川県　石川勤労者医療協会　輪島診療所　看護師　二木　優子

（発表 6 分、質疑応答 3 分）

14:57～

15:06～

15:15～

15:24～

15:33～

15:42～

※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



第２０回 RAトータルマネジメントフォーラム

装具・自助具の展示募集

【事務局代行】（お問い合わせ先・装具・自助具の展示応募先）

E-mail：n-komuro@hhc.eisai.co.jp
株式会社サンプラネット　担当：小室 奈穂子

〒162-0812 東京都新宿区西五軒町13-1 　エーザイ株式会社内　TEL：03-5228-7120

【事務局】 

エーザイ株式会社　製品戦略本部　担当：吉田　純

1．  装具・自助具展示の概要
１）  学会のポスター展示をさらに和やかにしたイメージでお考え下さい。

２）  ティーブレイクをとりながらの意見交換がメインですので、その時間帯は展示品のそばで説明や
質疑応答をお願いいたします。それ以外の時間は側に立つ必要はありません。

３）  前回に出展された施設におかれましては「その後の改良」や「その後の評価（実際に使われてい
るか）」についての展示も歓迎致します。

４）  すでに商品化されていたり、マーケティングベースで利益を得ているもの、登録商標等を取得して
いるものは採用しません。

５）  会場のテーブル上に実物と資料（後述）を配置することになります。

2．  出展の数について
1 施設あたりの品数に特に制限はありませんが、スペースの都合上、全体の数が 20 品程度のところで、
締め切らせていただくことがありますのでご了承ください。

3．  資料の作成
１）  展示物についての簡潔なコメントをＡ４の用紙1～ 2 枚におまとめ下さい。

２）  内容項目

（1）名称（装具の場合は適応部位が分かるような名前を冠していただく）

（2）適応・目的

（3）制作時のポイント・コツ

（4）装着時（使用時）のポイント・コツ

（5）アイデア上の特徴

（6）デザイン上の特徴（見栄え）

（7）実用度（使われているかどうか）の評価…使用者の印象でも可

（8）問い合わせ先（施設名・住所・所属・名前・TEL）

4．  応募要領
③の資料を添えて、事務局代行までＥメールにてお申し込み下さい。

申込期限：2019 年 1月18 日（金）


