
13：00～
13：15 共催会社からの情報提供 あゆみ製薬株式会社

開会の辞 当番世話人　織部リウマチ科内科クリニック　院長 織部　元廣 先生

閉会の辞 第15回当番世話人　大阪リウマチ・膠原病クリニック　院長 西本　憲弘 先生

13：20～
14：20

17：25～
18：25

「笑う治療：//www. non-verbal communication.～関節リウマチの場合～」

近畿大学医学部堺病院　整形外科　教授 菊池　　啓 先生

松野　博明 先生松野リウマチ整形外科　院長

「RA治療の生物学的製剤有効性予測マーカーの検討」（20分)

安倍　千之 先生

松原　　司 先生

安倍内科医院　院長
松原メイフラワー病院　院長

司会

片山　　耕 先生

「csDMARD併用療法の骨破壊抑制効果」（20分)
片山整形外科リウマチ科クリニック　院長

石原　陽子 先生

「注意するべき疾患の診断治療：『掌蹠膿疱症』」（20分）
霞が関アーバンクリニック

《　休　憩　》17：15～17：25

《　休　憩　》14：20～14：30

《　Cake Break　》16：00～16：15

講　演

佐川昭リウマチクリニック　院長 佐川　　昭 先生司会特別講演 Ⅱ

第14回 日本リウマチ実地医会
─ 開催のご案内 ─

平成27年10月11日（日）　13：00～18：30

ホルトホール大分　3階　大会議室
大分県大分市金池南１丁目５ー１
TEL：097-576-7555（代）

日　　時

日本リウマチ実地医会・あゆみ製薬株式会社

カリキュラムコード： 1. 専門職としての使命感 2. 継続的な学習と臨床能力の保持
 3. 公平・公正な医療 13. 地域医療
 19. 身体機能の低下 61. 関節痛

16：15～
17：15

「高齢者における関節炎の鑑別と治療」

日本医科大学付属病院　リウマチ・膠原病内科　教授 桑名　正隆 先生

織部リウマチ科内科クリニック　院長 織部　元廣 先生司会特別講演 Ⅰ

（申請中）（申請中）整学 財（申請中）

（申請中）（申請中）整学 財（申請中）

（申請中）（申請中）整学 財（申請中）

共　　催

場　　所

医師　5,000円会　　費

日本リウマチ財団教育研修単位（申請中）  3単位（1単位 1,000円）
日本リウマチ学会教育研修単位（申請中）  3単位（3,000円）
日本整形外科学会教育研修単位（申請中）  3単位（1単位 1,000円）
医師会認定生涯教育研修単位（申請中）  3単位（無料）

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修単位 3.5単位（1,000円）

研修単位

第14回 日本リウマチ実地医会 プログラム

※プログラム終了後、情報交換会の場をご用意致しております。　共催 日本リウマチ実地医会 あゆみ製薬株式会社

日 時：平成27年10月11日（日）　13：00～18：30
場 所：ホルトホール大分　3階　大会議室

「開業医の立場から」（30分）
生野リウマチ整形外科クリニック　院長 生野　英祐 先生

1

「勤務医の立場から」（30分）
佐世保中央病院　リウマチ・膠原病センター　常務理事 植木　幸孝 先生

2

九州大学病院別府病院　内科　教授 堀内　孝彦 先生

3「大学病院の立場から」（30分）

14：30～
16：00 「関節リウマチの病診連携について」

「日本リウマチ実地医会からのメッセージ：TOPICS」

近藤　正一 先生

今井　淳子 先生

近藤リウマチ・整形外科クリニック　院長
一番町リウマチクリニック　院長

司会

シンポジウム

　仲夏の候、先生方には益々ご健勝のこととお喜び申しあげます。
　本会は日常診療に役立つリウマチ性疾患の臨床的知識の向上を目的としており、リウマチ学の最新の基
礎・臨床的研究やリウマチ性疾患に関する話題について、講演やシンポジウムの中で自由に討議を行い、会
員相互の連携が図れる会にしたいと考えております。
　第14回の今回は、日本リウマチ実地医会世話人からの最新トピックスに始まり、病診連携について開業
医・勤務医・大学病院のそれぞれの立場から九州地区でご活躍されている先生方にご講演頂くシンポジウ
ム、桑名正隆先生、菊池啓先生による特別講演と、明日からのご診察にお役立て頂けるような企画を予定し
ております。
　実地医の皆様の他、コメディカルの方やご関心のある方のご同伴もお待ちいたしております。
　尚、本会は上記のように新しいネットワークを作る組織会ですので開催の主旨、会員の自主性を勘案して
交通費・宿泊費は自費にてお願いしております。
　お忙しいとは存じますが是非ご参加の程、宜しくお願い申しあげます。

織部リウマチ科内科クリニック　院長　織部 元廣 13：15～
13：20

18：25～
18：30

織部リウマチ科内科クリニック（大分県大分市）

佐川昭リウマチクリニック（北海道札幌市）
片山整形外科リウマチ科クリニック（北海道旭川市）
東仙台リウマチ科内科クリニック（宮城県仙台市）
西間木医院（福島県須賀川市）
安倍内科医院（東京都葛飾区）
医療法人内田クリニック（東京都墨田区）

織部　元廣

佐川　　昭
片山　　耕
泉山　朋政
西間木友衛
安倍　千之
内田　詔爾

三宅整形外科医院（静岡県静岡市）
松野リウマチ整形外科（富山県富山市）
西岡医院（滋賀県草津市）
大阪リウマチ・膠原病クリニック（大阪府大阪市）
松原メイフラワー病院（兵庫県加東市）
防府整形・リウマチクリニック（山口県防府市）
一番町リウマチクリニック（愛媛県松山市）
近藤リウマチ･整形外科クリニック（福岡県福岡市）

三宅　信昌
松野　博明
西岡　淳一
西本　憲弘
松原　　司
藤森　十郎
今井　淳子
近藤　正一

（順不同）

（第14回当番）

ご出欠に関しては別紙申し込み用紙にてＦＡＸをお願い致します。

日本リウマチ実地医会　世話人

整財　…日本リウマチ学会教育研修単位　　　…日本リウマチ財団教育研修単位　　　…日本整形外科学会教育研修単位学
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