2日目
第２会場（2F

9月9日（土）

小ホール）

評議員会
8：00〜8：30

プログラム

体操教室
11：10～12：10

“Workouts On Demand”
指導：David Tak Yan Yu
University of California Los Angeles Medical Center

情報交換会会場（かるぽーと

1F

レストラン

タンドルターブル）

情報交換会
14：50～16：50
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第１会場（7F

市民ギャラリー／第1展示室）

一般演題4「乾癬性関節炎」
8：30～9：25

座長：浦野
八田

房三（ JA 長野厚生連南長野医療センター藤ノ井総合病院リウマチ膠原病センター）
和大（天理よろづ相談所病院総合内科／膠原病センター）

○辻 成佳1）、野口 貴明2）、橋本 淳1）、大島 至郎3）、佐伯 行彦3）、東山
毛利 年一5）
1）
大阪南医療センター リウマチ・膠原病・アレルギー科、
2）
大阪南医療センター 整形外科、 3 ）大阪南医療センター 臨床研究部、
4）
日生病院 皮膚科、 5 ）日生病院 整形外科

眞里4）、

19「関節以外の症状で当院救急外来を訪れ、関節症性乾癬と診断された３例」
○答島 章公、森本 佳奈、曽我部 公子、藤野 ひかる、鈴江 愛、多田 真理枝、
安藝 菜奈子、藤本 美幸、井内 貴彦、高橋 秀夫、滝下 誠、篠原 正幸、
東 博之
JA 徳島厚生連 阿南共栄病院 内科・リウマチ科
20「当科における乾癬性関節炎の治療」
○須田 昭子、三橋 正季、加藤 朱利、吉岡
横浜南共済病院 膠原病リウマチ内科

裕二、金井

大輔、長岡

章平

21「乾癬性関節炎の脊椎病変の経時的変化に対する横断的検討」
○赤津 みどり1）、市川 奈緒美1）、小林 里美2）、大澤 彦太1）、瀬戸
谷口 敦夫1）、山中 寿1）
1）
東京女子医科大附属膠原病リウマチ痛風センター、 2 ）聖母病院、
3）
東京女子医科大学八千代医療センターリウマチ膠原病内科

洋平1，3）、

22「イキセキズマブの第3相試験（SPIRIT-P1）：活動性乾癬性関節炎患者における24週
及び52週時の有効性及び安全性評価」
○後藤 仁志1）、森田 明理2）、中條 航3）、本間 剛介3）、Shuler
Lee Chin4）、岡田 正人5）
1）
大阪市立総合医療センター 総合診療科、
2）
名古屋市立大学大学院 医学研究科 加齢・環境皮膚科学、
3）
日本イーライリリー株式会社、 4 ）Eli Lilly and Company、
5）
聖路加国際病院 リウマチ膠原病センター

Catherine4）、

23「当院での脊椎関節炎に対する生物学的製剤治療効果の検討」
○矢部 寛樹1）、寺井 千尋1）、五野 貴久1, 2）、渡邉 萌理1）、渡邊
阿部 麻衣1）
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

晋二1）、
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プログラム

18「乾癬性関節炎患者における血清25- 水酸化ビタミン D（25（OH）D）濃度の検討」

特別講演（スポンサード海外招請講演）
「Non-pharmaceutical management of AS」
座長：小林
公文
SS

共催：田辺三菱製薬株式会社

茂人（順天堂医学部附属 順天堂越谷病院内科）
義雄（社会医療法人近森会 近森病院 リウマチ・膠原病内科）

9：25～10：25

「CENTRAL PAIN IN ANKYLOSING SPONDYLITIS: PATHOGENESIS,   
DIAGNOSIS AND TREATMENT」

プログラム

演者：David Tak Yan Yu M.D.
University of California Los Angeles Medical Center

総会
10：30～11：00

ランチョンセミナー「診療現場での連携を考える」

共催：アッヴィ合同会社・エーザイ株式会社
12：20～13：20

座長：冨田
岸本

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）
暢将（聖路加国際病院 Immumo-Rheumatology Center）

LS1 「ぶどう膜炎と全身疾患」
演者：高瀬
博
東京医科歯科大学眼科
LS2 「炎症性腸疾患と脊椎関節炎」
演者：久松 理一
杏林大学医学部第三内科学
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一般演題5「脊椎関節炎（2）」
座長：渡部
吉永

13：30～14：25

昌平（JCHO 宇和島病院）
泰彦（倉敷成人病センター／リウマチ膠原病センター）

24「多施設共同疫学研究による脊椎関節炎患者の実態調査」

プログラム

○吉川 卓宏1）、松井 聖1）、多田 久里守2）、井上 久3）、小林 茂人4）、
浦野 房三5）、近藤 正一6）、田村 直人2）、佐野 統1）
1）
兵庫医科大学内科学 リウマチ・膠原病科、 2 ）順天堂大学医学部膠原病内科、
3）
順天堂大学医学部膠原病内科、 4 ）順天堂越谷病院、
5）
ＪＡ長野厚生連篠ノ井総合病院 リウマチ膠原病センター、
6）
近藤リウマチ ･ 整形外科クリニック
25「脊椎関節炎における ACPA 陽性率」
○村田 紀和、黒岩 孝則、澤田 仁、小林 久美子、行岡
社会医療法人行岡医学研究会行岡病院 リウマチ科

正雄

26「脊椎関節炎の病状評価法ASDAS を用いた成績の検討」
○浦野 房三、小野 静一、市川 貴規、安村 匡弘、田中 知樹、原
鈴木 貞博
南長野医療センター篠ノ井総合病院 リウマチ膠原病センター

亮祐、

27「Non-radiographic axial SpA とその疑い例における仙腸関節 MRI 上の骨髄浮腫所
見の比較検討」
○首藤 敏秀、小薗 敬洋、鈴木
社会医療法人泉和会千代田病院

周一、和氣 聡
リウマチ科・整形外科

28「仙腸関節炎の MRI 診断：初回読影の audit、re-audit」
○杉本 英治1）、藤田 晃史1）、金澤 英紀2）、篠崎
1）
自治医科大学医学部放射線科、 2 ）芳賀赤十字病院

健史1）

29「HLA-B27陰性の軸性脊椎関節炎患者で有意に高頻度を示した HLA-B61」
○答島 章公、森本 佳奈、曽我部 公子、藤野 ひかる、鈴江 愛、多田 真理枝、
安藝 菜奈子、藤本 美幸、井内 貴彦、高橋 秀夫、滝下 誠、篠原 正幸、
東 博之
JA 徳島厚生連 阿南共栄病院 内科・リウマチ科

閉会の辞
14：25〜14：35

15

