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開会の辞
会長：公文

13：00〜13：10

義雄
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一般演題１「脊椎関節炎（1）」
座長：行岡
秋岡

13：10～14：05

正雄（行岡病院）
親司（京都府立医科大学小児科学教室）

1 「若年性特発性関節炎における指趾炎合併例の検討」
○謝花 幸祐1）、岡本 奈美1）、杉田 侑子1）、進藤
1）
大阪医科大学 小児科、 2 ）むらた小児科

圭介1）、村田

卓士1, 2）、玉井

浩1）

2 「当施設の JIA 患者における3つの乾癬性関節炎分類基準 validation 結果の検討」
○岡本 奈美1）、杉田 侑子1）、進藤 圭介1）、謝花 幸祐1）、村田 卓士1, 2）、玉井
1）
大阪医科大学大学院医学研究科 小児科学講座、 2 ）むらた小児科

浩1）

3 「小児期の多発性付着部炎は脊椎関節炎へと進行するのか？」
○大内 一孝1, 2）、久保 裕1）、中川 憲夫1）、秋岡 親司1）、細井 創1）
1）
京都府立医科大学 大学院 小児科学、 2 ）綾部市立病院 小児科
4 「女性若年性特発性関節炎に胸郭拡張障害を来した1症例」
○中村 友之1）、せき かおり1）、埴岡 裕介1）、中村 遼太1）、山上
後藤 仁志1）、吉岡 克宣2）
1）
大阪市立総合医療センター 総合診療科、 2 ）四天王寺病院 内科

啓子1）、

5 「関節リウマチが疑われた抗クラミジア・トラコマティス IgG ／ A 抗体両陽性の単関節
滑膜炎の1例」
○小橋川 剛、南家 由紀、山中 寿、小竹 茂
東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター
6 「日本人膀胱癌患者における BCG 膀胱内注入療法後の反応性関節炎、ぶどう膜炎の頻度
および HLA に関する2施設・20年間の後方視的検討」
○谷口 義典1）、辛島 尚2）、西川 浩文1）、吉永 泰彦3）、西山 進3）、高本 均4）、
公文 義雄5）、小林 茂人6）、寺田 典生1）
1）
高知大学医学部附属病院 腎臓膠原病内科／リウマチセンター、
2）
高知大学医学部附属病院 泌尿器科、
3）
倉敷成人病センター リウマチ膠原病センター、 4 ）倉敷成人病センター 泌尿器科、
5）
近森病院 リウマチ膠原病内科、 6 ）順天堂大学医学部附属越谷病院 リウマチ内科
8

一般演題2「SAPHO 症候群他」
14：05～15：00

座長：井上
谷口

康二（大阪リハビリテーション病院七川記念リウマチ骨関節症センター）
義典（高知大学医学部附属病院 腎臓・膠原病内科）

7 「SAPHO 症候群10症例の検討」
○田村 誠朗、松井 聖、東 幸太、壷井 和幸、荻田 千愛、谷 名、吉川
日野 拓哉、西岡 亜紀、森本 麻衣、東 直人、北野 将康、佐野 統
兵庫医科大学内科学リウマチ膠原病科

卓宏、
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8 「最近2年間で TNF 阻害薬を導入した SAPHO 症候群5例の検討」
○西川 浩文、谷口 義典、寺田 典生
高知大学医学部附属病院 内分泌代謝・腎臓膠原病内科
9 「SAPHO 症候群における臨床的特徴および HLA タイピングの検討」
○矢部 寛樹1）、寺井 千尋1）、五野 貴久1, 2）、渡邉 萌理1）、渡邊 晋二1）、
阿部 麻衣1）、越智 健介3）、小柳 貴裕4）
1）
自治医科大学附属さいたま医療センター リウマチ膠原病科、
2）
日本医科大学 アレルギー膠原病内科、 3 ）東京歯科大学市川総合病院 整形外科、
4）
川崎市立井田病院 整形外科
10「脊椎関節炎に合併する坐骨神経痛の検討̶メカニズムと TNF 阻害薬による治療効果̶」
○吉田 剛1, 2）、金城 光代2）
1）
社会医療法人近森会 近森病院 リウマチ・膠原病内科、
2）
沖縄県立中部病院 リウマチ膠原病内科
11「肘関節を中心とした関節炎をきたした潰瘍性大腸炎関連関節炎の3例」
○近澤 宏明1）、吉田 剛1）、北岡 真由子2）、高松 正宏2）、貞廣 哲郎3）、公文 義雄1）
1）
社会医療法人近森会近森病院 リウマチ・膠原病内科、
2）
社会医療法人近森会近森病院 消化器内科、 3 ）フレッククリニック
12「（第2報）ADA 40 mg ／週で軽快した nr-axSpA の1例」
○小橋川 剛、南家 由紀、山中 寿、小竹 茂
東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター
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一般演題3「強直性脊椎炎」
15：05～15：55

座長：井上
後藤

久（順天堂大学医学部附属順天堂医院整形外科・スポーツ診療科）
仁志（大阪市立総合医療センター総合診療科）

13「多発関節炎の発症を契機に、高齢で診断しえた強直性脊椎炎と考えられる２女性例」
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○公文 義雄1）、近澤 宏明1）、吉田 剛1）、浅羽 宏一1）、鄭 明守2）、山形 貞人3）、
井上 久4）
1）
社会医療法人近森会近森病院 リウマチ・膠原病内科、
2）
社会医療法人近森会オルソリハビリテーション病院 オルソリハビリテーション科、
3）
南国中央病院整形外科、 4 ）順天堂大学医学部整形外科
14「上葉優位型肺線維症を合併した強直性脊椎炎の1例」
○平田 愛美、藤田 計行、澁藤 宣行、上野 明子、山村 昌弘
岡山済生会総合病院 膠原病内科 / リウマチ・膠原病センター
15「テリパラチドの使用と外固定で強直脊椎の骨折を骨癒合に導き得た一例」
○仲田 公彦
有隣会 東大阪病院
16「頚椎後靭帯骨化症および腰椎黄色靭帯骨化症に対して手術を施行した強直性脊椎炎の
1例」
○木田 和伸1）、川添 健生1）、谷 俊一1）、公文 義雄2）、近澤 宏明2）、岡上
1）
くぼかわ病院 整形外科、 2 ）近森病院 リウマチ・膠原病内科、
3）
高知大学 整形外科

裕介3）

17「当院における強直性脊椎炎患者に対する TNF 阻害薬の有効性」
○多田 久里守1）、林 絵利1）、米澤 郁穂2）、井上 久2）、小林 茂人3）、山路 健1）、
田村 直人1）
1）
順天堂大学膠原病内科、 2 ）順天堂大学整形外科・スポーツ診療科、 3 ）順天堂越谷病院

10

基調講演「SpA と類縁疾患の治療を考える」

共催：日本イーライリリー株式会社
16：00～17：00

座長：谷口
田村

敦夫（東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター 膠原病リウマチ内科）
直人（順天堂大学医学部附属順天堂医院 膠原病リウマチ内科）

KS-1 「本邦における体軸性脊椎関節炎の現状と課題 - 適正な診断、治療に向けた取り組みについて -」
演者：冨田 哲也
大阪大学大学院医学系研究科運動器バイオマテリアル学
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KS-2 「線維筋痛症と脊椎関節炎との異同と併存」
演者：松本美富士1, 2, 3）
1)
（独）桑名市総合医療センターリウマチ膠原病内科
2)
東京医科大学医学総合研究所
3)
藤田保健衛生大学七栗記念病院内科

イブニングセミナー「診断に向けた診療現場での知恵と工夫」

共催：ノバルティス ファーマ株式会社／マルホ株式会社
17：10～18：10

座長：佐野
山村

統（兵庫医科大学 内科学 リウマチ・膠原病科）
昌弘（岡山済生会総合病院リウマチ膠原病センター）

ES1 「脊椎関節炎の早期診断：MRI の役割について」
演者：杉本 英治
自治医科大学

医学部放射線科

ES2 「関節所見のとり方と診断の考え方」
演者：西本 憲弘
大阪リウマチ ･ 膠原病クリニック
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