
13：05～
13：20 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　草薙整形外科リウマチクリニック 院長 桃原 茂樹 先生

閉会のご挨拶 次回当番世話人　みつかリウマチクリニック 院長 三束 武司 先生

平野 裕司 先生演者：豊橋市民病院 リウマチ科 部長

RAの最近のトピックス（15分）
桃原 茂樹 先生演者：草薙整形外科リウマチクリニック 院長

《　休　憩　》 （10分）17：35～17：45

《　Cake Break　》 （20分）15：30～15：50

第18回日本リウマチ実地医会
─ 開催のご案内 ─

令和元年11月3日（日）　13：05～18：50

名古屋観光ホテル ３F 那古
名古屋市中区錦一丁目19-30
TEL：052-231-7711㈹

日　　時

日本リウマチ実地医会・あゆみ製薬株式会社共　　催

公益財団法人　日本リウマチ財団後　　援

場　　所

医師 5,000円　メディカルスタッフ・薬剤師 1,000円会　　費

日本リウマチ財団登録医教育研修単位  3単位（3,000円）
日本リウマチ学会教育研修単位  3単位（3,000円）
日本整形外科学会教育研修単位  3単位（1単位 1,000円）
日本医師会生涯教育研修単位（申請中） 3.5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 4.5単位（1,000円）
日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師研修単位 4.5単位（1,000円）
日本リウマチ財団登録理学・作業療法士  4.5単位（1,000円）

研修単位

第18回 日本リウマチ実地医会 プログラム

共催：日本リウマチ実地医会・あゆみ製薬株式会社　後援：公益財団法人　日本リウマチ財団
※講演会終了後、情報交換会を予定しております。

日 時：2019年11月3日（日）　13：05～18：50
場 所：名古屋観光ホテル　3F　那古

RA診療のトピックス
安倍内科医院　理事長　安倍 千之 先生
三宅整形外科医院　院長　三宅 信昌 先生司会

織部リウマチ科内科クリニック　院長　織部 元廣 先生
大阪リウマチ・膠原病クリニック　院長　西本 憲弘 先生司会

松原メイフラワー病院　院長　松原 　司 先生
片山整形外科リウマチ科クリニック　院長　片山　 耕 先生司会

佐川昭リウマチクリニック　院長　佐川 　昭 先生
東仙台リウマチ科内科クリニック　院長　泉山 朋政 先生司会

近藤リウマチ･整形外科クリニック　院長　近藤 正一 先生司会

　仲秋の候、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臨
床的研究やリウマチ性疾患に関する話題について、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。
　今回は、海外のレコメンデーションとRAの併発疾患、外科的療法、チーム医療に関する最新情報を各領域
のスペシャリストの医師やリウマチケアナースによる教育講演を４セッション、最後にRA肩・肘に対する治療
の現状についての特別講演と、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、メディカルスタッフの方・薬剤師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。

草薙整形外科リウマチクリニック　院長　桃原 茂樹
13：20～
13：25

18：45～
18：50

草薙整形外科リウマチクリニック（静岡県静岡市）

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）
みつかリウマチクリニック（千葉県習志野市）
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）
山路医院（東京都足立区）
新横浜山前クリニック（神奈川県横浜市）

桃原　茂樹

佐川　　昭
片山　　耕
泉山　朋政
西間木友衛
三束　武司
安倍　千之
内田　詔爾
山路　　健
山前　正臣

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）
てんじん整形外科リウマチ科（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）
道後温泉病院（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）
織部リウマチ科内科クリニック（大分県大分市）

三宅　信昌
松野　博明
西岡　淳一
西本　憲弘
史　　賢林
松原　　司
藤森　十郎
今井　淳子
近藤　正一
織部　元廣
（順不同）

（第18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

教育講演 Ⅰ13：25～
14：20

RA肩・RA肘に対する治療の現状（60分）

岩堀 裕介 先生演者：医療法人三仁会 あさひ病院 スポーツ医学・関節センター長
/ 愛知医科大学 客員教授

特別講演17：45～
18：45

古谷 武文 先生演者：医療法人平世会 若林医院 院長／ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
  東京女子医科大学病院膠原病リウマチ痛風センター 膠原病リウマチ内科 非常勤講師

吉田 智彦 先生（30分）演者：世田谷リウマチ膠原病クリニック/東信よしだ内科・リウマチ科 統括院長
織田 知佐登 先生（10分）世田谷リウマチ膠原病クリニック 看護師

RA併発疾患のマネジメント教育講演 Ⅱ14：20～
15：30

16：50～
17：35

矢野 紘一郎 先生演者：東京女子医科大学病院整形外科・膠原病リウマチ痛風センター 講師

岩本 卓士 先生演者：慶應義塾大学医学部 整形外科学教室 専任講師

RA外科的治療 －ここまで進んだ手術療法－（外科的治療）教育講演 Ⅲ15：50～
16：50

岩田 典子 先生演者：海津市医師会病院 整形外科・リウマチ科 看護師

粥川 由佳 先生演者：名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校 看護学科 教員

チーム医療 ： RA治療における役割と連携（各15分）教育講演 Ⅳ

1

実地医における
WoCBA （Women of Child-Bearing Age）患者に対する治療

1

手・手関節の手術療法（30分）1

足趾・足関節の手術療法（30分)2

関節リウマチ患者の自己効力感1

薬剤選択における看護師の役割2

中川 幸絵 先生演者：三宅整形外科医院 看護師
クリニックにおける看護師の役割～医師と患者が連携して治療できるために～3

RAにおける骨粗鬆症の実態 ： IORRAコホートにおける検討（30分)2

EULAR2019学会報告
－新EULARレコメンデーションはどう変わるのか？－（40分)

2

○学…日本リウマチ学会単位  ○財…日本リウマチ財団登録医単位  ○整…日本整形外科学会単位 …日本リウマチ財団リウマチケア単位看薬リ

看薬リ

看薬リ○学○財○整〔04〕〔06〕R

看薬リ○学○財○整〔06〕〔09〕R

看薬リ○学○財○整〔06〕R

看薬リ
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