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プログラム

9月15日（土）
第１会場（B１F　日野原ホール）

開会の辞
８：00〜8：10

会長：岸本　暢将

海外招請講演 
 共催：ノバルティス ファーマ株式会社 メディカル本部／マルホ株式会社 メディカルアフェアーズ部

８：10〜９：10
座長：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寄附講座）
　　　岡田　正人（聖路加国際病院　Immuno-Rheumatology Center）

 IL１ 「Emerging therapies for the management of psoriatic arthritis」
○ Philip J. Mease
Swedish Medical Center and University of Washington School of Medicine,
Seattle, Washington, USA.

 IL２ 「乾癬のトータルマネージメント」
○山口　由衣
横浜市立大学大学院医学研究科　環境免疫病態皮膚科学

一般演題１「脊椎関節炎（1）」
９：15〜10：10

座長：川人　　豊（京都府立医科大学　医学部　内科学教室　内分泌・免疫内科学部門）
　　　萩野　　昇（帝京大学ちば総合医療センター　内科（リウマチ））

 １ 「HLA-B dimer型を呈した強直性脊椎炎 -四国二地域での検討-」
○公文　義雄1）、答島　章公2）、吉田　剛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）JA 徳島厚生連　阿南共栄病院　内科

 ２ 「日本人の脊椎関節炎（SpA）の臨床的特徴」
○澤田　治紀、岸本　暢将
　聖路加国際病院　Immuno-Rheumatology Center

プ
ロ
グ
ラ
ム



11

プ
ロ
グ
ラ
ム

 ３ 「蜂窩織炎後の胸椎化膿性脊椎炎の一例」
○仲田　公彦1）、中島　保典2）、矢倉　奈央2）、東本　貴弘3）、江川　治彦3）、
　小畠　あかね3）、小林　洋子4）

1）東大阪病院　リウマチ科、2）東大阪病院　整形外科、3）東大阪病院　内科、
4）東大阪病院　放射線科

 ４ 「妊娠後期に発症し早期診断が困難であった左化膿性仙腸関節炎の１例」
○伊藤　孝典、加藤　瑞樹、土師　陽一郎
　社会医療法人宏潤会　大同病院　膠原病リウマチ内科

 ５ 「アダリムマブでbamboo spineの進行が抑制されたと考えられる強直性脊椎炎の１例」
○佐藤　正夫、谷　知久、大橋　俊郎
　大橋・谷整形外科

 ６ 「難治性座瘡を伴う未分類脊椎関節炎の一例」
○山村　裕理子1）、川畑　智子1）、浅野　洋介1）、林　啓悟1）、平松　澄恵1）、
　森下　美智子1）、大橋　敬司1）、渡辺　晴樹1）、楢崎　真理子1）、松本　佳則1）、
　山村　昌弘2）、佐田　憲映1）、和田　淳1）

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　腎・免疫・内分泌代謝内科学講座、
2）岡山済生会総合病院　リウマチ・膠原病センター

一般演題２「その他の関節炎」
10：15〜10：42

座長：渡部　昌平（JCHO 宇和島病院　整形外科）
　　　松本美富士（桑名市総合医療センター　内科・リウマチ科）

 ７ 「当院におけるリウマチ性多発筋痛症の検討　～DMARDsの有効性について～」
○友澤　翔、渡部　昌平、黒河　健、河野　宗平、藤田　勝、冨永　康浩、
　藤井　充、松田　芳郎
　JCHO 宇和島病院　整形外科

 ８ 「当院における胸鎖関節病変の検討」
○甲斐　基一1）、小川　邦和1）、玉置　繁憲2）、加藤　隆司3）、田中　郁子2, 4）

1）医療法人 IRO 三重膠原病リウマチ痛風クリニック、
2）医療法人 IRO 名古屋膠原病リウマチ痛風クリニック、
3）国立長寿医療研究センター　放射線診療部、4）IRO 統括臨床研究センター

 ９ 「仙腸関節および恥骨病変を伴った抗CCP抗体陽性の多関節炎の１例」
○首藤　敏秀、小薗　敬洋、鈴木　周一、和氣　聡
　千代田病院　リウマチ科・整形外科
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七川アッヴィ賞受賞講演
10：45〜11：15

総　会
11：15〜11：45

一般演題３「脊椎関節炎（２）」
13：10〜14：00

座長：金子　祐子（慶応大学病院　リウマチ・膠原病内科）
　　　岡本　奈美（大阪医科大学　小児科）

 10  「日本人の活動性強直性脊椎炎患者を対象としたセクキヌマブ第Ⅲ相試験（MEASURE 
２-J）-52週までの成績」

○多田　久里守1）、小林　茂人2）、谷口　敦夫3）、藤重　綾子4）、金子　周平4）、
　Porter　Brian5）、Haemmerle　Sibylle6）、岸本　暢将7）

1）順天堂大学医学部附属順天堂医院　膠原病・リウマチ内科、
2）順天堂大学附属越谷病院　リウマチ内科、
3）東京女子医科大学病院　膠原病リウマチ内科、4）ノバルティス ファーマ株式会社、
5）Novartis Pharmaceuticals Corporation, New Jersey, USA、
6）Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland、
7）聖路加国際病院　リウマチ膠原病センター

 11 「当院における脊椎関節炎の特徴」
○藤川　敬太1）、溝上　明成1）、塚田　敏昭2）、峰　雅宣3）、上谷　雅孝4）、川上　純5）

1）JCHO 諌早総合病院リウマチ科、2）愛野記念病院リウマチ膠原病内科、
3）菅整形外科リウマチセンター、4）長崎大学医歯薬総合研究科放射線診断治療学、
5）長崎大学医歯薬総合研究科先進予防医学講座リウマチ膠原病学分野

 12 「広範囲疼痛を主訴として受診した外国人脊椎関節炎の症例」
○浦野　房三、小野　静一、飯村　幸哉、倉科　淳一、安村　匡弘、田中　知樹、
　鈴木　貞博
　JA 南長野医療センター篠ノ井総合病院　リウマチ膠原病科

 13 「潰瘍性大腸炎の寛解期に発症した末梢性脊椎関節炎の一例」
○平田　愛美、廣瀬　啓、藤田　計行、上野　明子、山村　昌弘
　岡山済生会総合病院　リウマチ・膠原病センター
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 14 「若年発症炎症性腰背部痛の一症例」
○谷口　義典1）、西川　浩文1）、猪谷　哲司1）、天野　絵梨1）、辻　慶紀2）、石原　正行2）、
　藤枝　幹也2）、岸本　暢将3）、杉本　英治4）、小林　茂人5）、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　小児科、
3）聖路加国際病院　Immuno-Rheumatology Center、4）自治医科大学　放射線科、
5）順天堂大学附属越谷病院　リウマチ内科

特別講演 
 共催：アッヴィ合同会社／エーザイ株式会社

14：05〜15：05
座長：岸本　暢将（聖路加国際病院　Immuno-Rheumatology Center）
　　　西本　憲弘（大阪リウマチ・膠原病クリニック）

 SL 「 Update: Diagnosis and treatment of spondyloarthritis
  ~Controversies in ASAS classification criteria ~」

◯ Filip Van den Bosch
Ghent University Department of Internal medicine

一般演題４「乾癬性関節炎」
15：05〜16：10

座長：佐野　　統（兵庫医科大学　内科学講座　リウマチ・膠原病科）
　　　田巻　弘道（聖路加国際病院　リウマチ膠原病センター）

 15  「尋常性乾癬及びPsA患者におけるセクキヌマブの後向き観察を含む長期安全性・有効性
を検討した特定使用成績調査（中間集計）」
○森田　明理1）、長尾　竜治2）、笹島　隆義2）、谷　裕美子2）、照井　正3）

1）名古屋市立大学病院　皮膚科、2）ノバルティス ファーマ株式会社、
3）日本大学医学部附属板橋病院　皮膚科

 16 「超音波を用いた乾癬および乾癬性関節炎患者における爪周囲組織の腫脹についての検討」
○山下　依未1）、岡野　匡志2）、武田　節子1）、吉田　祐子1）、山田　祐太郎2）、
　万代　幸司2）、杉岡　優子3）、乾　健太郎2）

1）大阪市立大学医学部附属病院　中央臨床検査部、
2）大阪市立大学大学院医学研究科　整形外科、
3）大阪市立大学大学院医学研究科　高齢者運動器変性疾患制御講座

 17 「体軸病変を有する乾癬性関節炎の機能障害についての検討」
○立石　晶子1, 2）、神田　浩子1, 2）、大野　久美子3）、廣瀬　旬4）、吉崎　歩5）、
　浅野　善英5）、佐藤　伸一5）、田中　栄4）、藤尾　圭志2）

1）東京大学大学院医学系研究科　免疫療法管理学、
2）東京大学医学部附属病院　アレルギー・リウマチ内科、
3）東京大学　医科学研究所　関節外科、
4）東京大学医学部附属病院整形外科・脊椎外科、
5）東京大学医学部附属病院皮膚科・皮膚光線レーザー科
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 18  「生物学的製剤が効果不十分な乾癬性関節炎／関節症性乾癬に対する顆粒球単球吸着除去
療法(GMA)」
○扇谷　咲子1）、土橋　人士1）、草生　真規雄2）、山路　健2）、金蔵　拓郎3）、池田　志斈1）

1）順天堂大学　皮膚科学講座、2）順天堂大学　膠原病・リウマチ内科、
3）鹿児島大学　皮膚科学講座

 19  「生物学的製剤治療を施行しても股関節変形が進行し人工股関節置換術に至った乾癬性関
節炎の１例」

○平野　裕司、山田　梨沙、紀平　大介
　豊橋市民病院　リウマチ科

 20  「ウステキヌマブにて加療した乾癬性関節炎の３症例」
○紀平　大介、平野　裕司
　豊橋市民病院　リウマチ科

 21  「治療抵抗性の関節炎と非特異的腸炎による栄養吸収不良が示唆された乾癬性関節炎の１例」
○土師　陽一郎、伊藤　孝典、加藤　瑞樹
　大同病院　膠原病リウマチ内科

イブニングセミナー 
 共催：日本イーライリリー株式会社

16：15〜17：15
座長：田村　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）
　　　森田　明理（名古屋市立大学大学院医学研究科　加齢・環境皮膚科学）

 ES１ 「脊椎関節炎と鑑別疾患」
○金城　光代
　沖縄県立中部病院　リウマチ膠原病科

 ES２ 「乾癬性関節炎治療Update」
○辻　　成佳
　独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター　臨床研究部　免疫異常疾患研究室
　リウマチ・膠原病・アレルギー科

閉会の辞
17：15〜

情報交換会（聖路加国際病院　１F　レストラン　エスペランス）
17：30〜18：45
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第２会場（３F　3301講義室）

画像セミナー１ 
 共催：富士フイルムメディカル株式会社

９：15〜10：15
座長：杉本　英治（自治医科大学　医学部　放射線医学講座）

 IS1-1 「脊椎関節炎の画像診断と知っておきたい鑑別診断」
○野崎　太希
　聖路加国際病院　放射線科

一般演題５「脊椎関節炎（３）」
10：20〜11：10

座長：八田　和大（天理よろづ相談所病院　膠原病センター）
　　　秋岡　親司（京都府立医科大学　小児科学）

 22 「多施設共同疫学研究による体軸性脊椎関節炎の実態調査 2018」
○吉川　卓宏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）、大西　直樹7）、渥美　達也7）、佐々木　貴紀8）、竹内　勤8）、
　公文　義雄9）、梅田　雅孝10）、川上　純10）、田村　直人2）、松井　聖1）

1）兵庫医科大学内科学講座リウマチ ･ 膠原病科、2）順天堂大学医学部膠原病内科、
3）順天堂大学医学部整形外科・スポーツ診療科、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、
7）北海道大学大学院医学研究科免疫・代謝内科学分野、
8）慶應義塾大学医学部リウマチ内科、9）近森病院リウマチ・膠原病内科、
10）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

 23  「Bamboo spineを呈する軸性脊椎関節炎患者で高頻度を示したHLA-B40(B60,61)」
○答島　章公、辻本　賀美、前田　悠作、森本　佳奈、藤野　ひかる、
　鈴江　愛、多田　真理枝、茶本　真由美、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

 24 「長崎県北部における脊椎関節炎の体軸病変に対する治療とその効果」
○荒牧　俊幸1）、小島　加奈子1）、来留島　章太1）、辻　良香1）、寺田　馨1）、辻　創介1）、
　梅田　雅孝2）、古賀　智裕2）、岩本　直樹2）、一瀬　邦弘2）、江口　勝美1）、
　植木　幸孝1）、川上　純2）

1）白十字会　佐世保中央病院　リウマチ膠原病センター、
2）長崎大学大学院・医歯薬学総合研究科　先進予防医学共同専攻　リウマチ・膠原病内科学
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 25  「交通事故による全身打撲後に発症した治療抵抗性の体軸性脊椎関節炎に対してセクキヌ
マブが有効であった１症例」

○田村　誠朗、吉川　卓宏、橋本　哲平、森本　麻衣、東　直人、北野　将康、
　松井　聖
　兵庫医科大学内科学リウマチ膠原病科

 26 「炎症性腸疾患に伴う若年性体軸性脊椎関節炎の一例」
○謝花　幸祐1）、岡本　奈美1）、杉田　侑子1）、進藤　圭介1）、村田　卓士1, 2）、
　奥平　尊1）、梶　恵美里1）、青松　友槻1）、余田　篤1）、玉井　浩1）

1）大阪医科大学　小児科、2）むらた小児科

ランチョンセミナー 
「脊椎関節炎の合併症マネージメント～ TNFα阻害の意義を考える」 
 共催：田辺三菱製薬株式会社

11：55〜12：55
座長：小林　茂人（順天堂越谷病院）
　　　公文　義雄（近森病院）

 LS１ 「消化器領域：「炎症性腸疾患におけるTNF-alphaの役割」」
○渡邉　智裕
　近畿大学　医学部内科学教室　消化器内科部門

 LS２ 「皮膚科領域：「乾癬におけるTNFαの役割」」
○多田　弥生
　帝京大学医学部　皮膚科学講座

一般演題６「SAPHO症候群・反応性関節炎」
13:10〜14：00

座長：吉永　泰彦（倉敷成人病センター　リウマチ膠原病センター）
　　　後藤　仁志（大阪市立総合医療センター　総合診療科・リウマチセンター）

 27 「掌蹠膿疱症性骨関節炎88例の臨床的特徴，治療方法および治療効果の検討」
○辻　成佳1）、石原　陽子2）、谷口　義典3）、西川　浩文3）、岸本　暢将4）、冨田　哲也5）

1）NHO 大阪南医療センター　臨床研究部・リウマチ科、
2）霞が関アーバンクリニック　整形外科、
3）高知大学医学部付属病院　腎臓膠原病内科・リウマチセンター、
4）聖路加国際病院　Immuno-Rheumatology Center、
5）大阪大学　整形外科・運動器バイオマテリアル学

 28 「TNF阻害薬、IL-17阻害薬を導入した掌蹠膿疱症性骨関節炎の検討」
○西川　浩文、谷口　義典、寺田　典生
　高知大学医学部附属病院　腎臓膠原病内科・リウマチセンター
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 29 「大腿骨骨髄炎および同部位の骨肥大を生じたSAPHO症候群の２例」
○平野　裕司、岡田　裕也、紀平　大介
　豊橋市民病院　リウマチ科

 30  「リウマチ性多発筋痛症／高齢発症関節リウマチと診断された慢性再発性多発性骨髄炎／
SAPHO症候群にセクキヌマブが著効した一例」
○廣瀬　啓、平田　愛美、藤田　計行、上野　明子、山村　昌弘
　岡山済生会総合病院　リウマチ・膠原病センター

 31 「リウマチ性多発筋痛症様症状を呈し、経時的観察で強直性脊椎炎と診断した一例」
○中村　友之、山中　英樹、清水　克修、関　香織、埴岡　裕介、中村　遼太、
　山上　啓子、後藤　仁志
　大阪市立総合医療センター　総合診療科

画像セミナー２ 
 共催：小野薬品工業株式会社／ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

15：10〜16：10
座長：谷口　義典（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）
　　　川崎　　拓（滋賀医科大学　医師臨床教育センター）

 IS2-1 「関節エコーを用いた付着部の撮像方法とその解釈について　～ハンズオンセミナー～」
○岡野　匡志
　大阪市立大学大学院医学研究科　整形外科学

 IS2-2 「超音波による滑膜炎評価法/手指超音波ハンズオン」
○六反田　諒
　聖路加国際病院　Immuno-Rheumatology Center

第３会場（３F　3302講義室）

ハンズオンセミナー１ 
 共催：あゆみ製薬株式会社

９：15〜10：15
座長：山村　昌弘（岡山済生会総合病院　リウマチ・膠原病センター）

 HS1-1 「脊椎関節炎患者に対するリハビリテーションのポイント」
○多田　久里守
　順天堂大学医学部　膠原病内科

プ
ロ
グ
ラ
ム



18

ハンズオンセミナー２ 
 共催：ヤンセンファーマ株式会社

15：10〜16：10
座長：亀田　秀人（東邦大学医療センター大橋病院　膠原病リウマチ科）

 HS2-1 「スペシャリストから学ぶ乾癬と鑑別の必要な皮膚疾患－実際の症例写真から－」
 HS2-2 「日常診療における乾癬の重症度スコア(PASIスコアを含む)について」

○梅澤　慶紀
　東京慈恵会医科大学附属病院　皮膚科
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