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（いわて県民情報交流センター８階会議室804A）
岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号  TEL 019-606-1717

東北自動車道盛岡ICから車で8分
JR・IGR盛岡駅から徒歩４分アクセス

アイーナ
駐車場
（有料）

会場のご案内

8月25日（日）2019年
9：00～16：05 【開場8：30】  
アイーナ
（いわて県民情報交流センター８階会議室804A）

〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号

駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック
駒ヶ嶺　正隆
公益財団法人日本リウマチ財団
あゆみ製薬株式会社

リウマチの治療と
ケア教育研修会のご案内

盛岡駅西口地区駐車場（市営：４４８台）
盛岡市盛岡駅西通一丁目１番５号（アイーナ東側向かい）
マリオス立体駐車場（市営：297台）
※アイーナの運営ではありませんので、駐車料金の割引はございません。 

北海道・東北地区令和元年度

　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。
　今年の北海道・東北地区リウマチの治療とケア教育研修会は、あゆ
み製薬株式会社との共催により右記の要領で開催することとなりまし
た。当研修会の受講は、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。
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開 催 案 内 令和元年度 北海道・東北地区 リウマチの治療とケア教育研修会 プログラム

申 込 要 領

2019年8月25日（日） 9：00～16：05 【開場8：30】日 時

2019年 8月 16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　
 「令和元年度　北海道・東北地区 リウマチの治療とケア教育研修会」
　　　　　　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。

申込方法

アイーナ（いわて県民情報交流センター８階会議室804A）
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号　TEL 019-606-1717

（なお、国公立の施設に御所属の先生方におかれましては、事前に御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。）

会 　 場

駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック　駒ヶ嶺　正隆世 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問看護事業協会／一般社団法人岩手県医師会

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 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
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
※昼食は、お弁当をご提供いたします。

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（研修会参加実績1回　経過措置期間）
日本リウマチ財団登録理学療法士・作業療法士単位 6単位（研修会参加実績1回　経過措置期間）
日本リウマチ学会教育研修単位　 3単位（3,000円）
日本整形外科学会研修単位　　　　 5単位（1単位1,000円）

日本医師会生涯教育単位　　　　 5単位
日本理学療法士協会生涯学習ポイント　 10ポイント
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

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、8月初旬より折り返し受講票をお送りいたします。

開　催　日：2019年8月25日（日） 9：00～16：05 
開催場所：アイーナ（いわて県民情報交流センター８階会議室804A）
　　　　　岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号　TEL 019-606-1717

開会の辞
9:00-9:10

世話人／駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック　院長　駒ヶ嶺　正隆　先生

12:25-13:20　　昼食休憩　※お弁当をご用意しております

「関節リウマチに治する看護師/薬剤師の対応」

－リウマチケア看護師としての対応－ 演者：駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック　高橋　紗理　先生

－リウマチ患者への投薬業務の実際－ 演者：こまち薬局　 登録薬剤師　大橋　秀一　先生

演者：つがる総合病院　リウマチ科　科長　浦田　幸朋　先生

閉会の辞
16:00-16:05

世話人／駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック　駒ヶ嶺　正隆　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　専務理事　永井　林　　　　　

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

＊○看：看護師、○薬：薬剤師、○理○作：理学療法士・作業療法士　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

「preclinical RAの考え方と治療」
演題１ 9:10-9:55

演者：東仙台リウマチ科内科クリニック　院長　泉山　朋政　先生

座長：マリオス小林内科クリニック　院長　小林　仁　先生

○看 1-1･2-1･2-2　○薬 1-1･2-1･2-2　○理○作 1-1･2-1･2-2

「関節リウマチと慢性腎臓病」
演題２ 9:55-10:40

演者：岩手県立中央病院　腎臓・リウマチ科長　中屋　来哉　先生

座長：二宮内科クリニック　副院長　二宮　由香里　先生

○看 2-1･2-2･2-3　○薬 2-1･2-2･2-3　○理○作 1-1･2-1･2-2

○看 3-1･3-2･3-3　○薬 3-1･3-2･3-4　○理○作 1-1･2-1･2-2

○看 2-1･2-2･2-3　○薬 2-1･2-2･2-3　○理○作 1-1･2-1･2-2

演題４ 13:20-14:00

【特別講演２】14:00-15:00

○看 1-1･2-1･2-2　○薬 1-1･2-1･2-2　○理○作 1-1･2-1･2-2「関節リウマチの最新治療戦略2019」
【特別講演１】11:25-12:25

演者：慶應義塾大学 リウマチ・膠原病内科　教授　竹内　勤　先生

座長：吉田整形外科リウマチ科クリニック　院長　吉田　昌明　先生

○看 2-1･2-2･2-3　○薬 2-1･2-2･2-3　○理○作 2-1･2-2･2-3「関節リウマチの外科治療法」
演題３ 10:40-11:25

演者：市立秋田総合病院　整形外科　科長　柏倉　剛　先生

座長：岩手医科大学　整形外科学講座　講師　安藤　貴信　先生

座長：孝仁病院　整形外科　佐々木　喜子　先生

座長：盛岡医療センター　リウマチ科　千葉　実行　先生

「悪性腫瘍と関節リウマチ」

演者：東京大学大学院医学系研究科　免疫学　教授　高柳　広　先生
○看 2-1･2-2･2-3　○薬 2-1･2-2･2-3　○理○作 1-1･2-1･2-2

【特別講演３】15:00-16:00 座長：岩手医科大学　整形外科学講座　主任教授　土井田　稔　先生座長：岩手医科大学　整形外科学講座　主任教授　土井田　稔　先生

「関節リウマチと骨免疫学」

Session1

Session2

9：10～ 9：55
9：55～10：40
10：40～11：25
11：25～12：25
14：00～15：00
15：00～16：00

2単位

1単位
1単位
1単位

［6］R

［6］R
［5］［6］R
［1］［6］R

○看 3-1･3-2･3-4　○薬 3-1･3-2･3-3　○理○作 1-1･2-1･2-2
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【特別講演３】15:00-16:00 座長：岩手医科大学　整形外科学講座　主任教授　土井田　稔　先生座長：岩手医科大学　整形外科学講座　主任教授　土井田　稔　先生

「関節リウマチと骨免疫学」

Session1

Session2

9：10～ 9：55
9：55～10：40
10：40～11：25
11：25～12：25
14：00～15：00
15：00～16：00

2単位

1単位
1単位
1単位

［6］R

［6］R
［5］［6］R
［1］［6］R

○看 3-1･3-2･3-4　○薬 3-1･3-2･3-3　○理○作 1-1･2-1･2-2



アイーナ
（いわて県民情報交流センター８階会議室804A）
岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号  TEL 019-606-1717

東北自動車道盛岡ICから車で8分
JR・IGR盛岡駅から徒歩４分アクセス

アイーナ
駐車場
（有料）

会場のご案内

8月25日（日）2019年
9：00～16：05 【開場8：30】  
アイーナ
（いわて県民情報交流センター８階会議室804A）

〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号

駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック
駒ヶ嶺　正隆
公益財団法人日本リウマチ財団
あゆみ製薬株式会社

リウマチの治療と
ケア教育研修会のご案内

盛岡駅西口地区駐車場（市営：４４８台）
盛岡市盛岡駅西通一丁目１番５号（アイーナ東側向かい）
マリオス立体駐車場（市営：297台）
※アイーナの運営ではありませんので、駐車料金の割引はございません。 

北海道・東北地区令和元年度

　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。
　今年の北海道・東北地区リウマチの治療とケア教育研修会は、あゆ
み製薬株式会社との共催により右記の要領で開催することとなりまし
た。当研修会の受講は、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。
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時


