第１日目

2021年

9月4日（土）

2021年

9月4日（土）

第１会場 （会議室２０３・２０４）

プログラム
第１日目

第 1 会場（会議室 203・204）
12：20

開会式

12：30 〜 13：30

ランチョンセミナー 1

座長：松井

会長挨拶
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

聖（兵庫医科大学 糖尿病内分泌・免疫内科学講座）

「全身性エリテマトーデスの難治性病態とその治療」������������������������������������������������������������������������ ������ 30
藤井 隆夫（和歌山県立医科大学医学部 リウマチ・膠原病科学講座）
単位修得：リウマチ財団，日整会（N-01，N-06），
（R）
13：30 〜 13：45

総会

14：00 〜 15：00

特別講演

座長：三森

経世（医仁会武田総合病院）

「細胞膜フリッパーゼとスクランブラーゼとその異常による病気」���������������������������������������������� 31
長田 重一（大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 免疫・生化学）
単位修得：リウマチ財団，日整会（N-01，N-06），
（R）

15：10 〜 16：30

特別企画 1

“どう治療する？専門医の治療戦略”

座長：村上

孝作（京都大学大学院 医学研究科附属がん免疫総合研究センター がん免疫治療臨床免疫学部門）
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）

1．間違いだらけの全身性エリテマトーデス治療戦略

��������������������������������������������������������������������������� 32

大村 浩一郎（神戸市立医療センター中央市民病院 膠原病・リウマチ内科）

2．脊椎関節炎（乾癬性関節炎を中心に）�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
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）
単位修得：リウマチ財団，日整会（N-01，N-06），
（R）
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2021年

9月4日（土）

第１会場 （会議室２０３・２０４）

口演セッション 1（一般演題）

16：40 〜 17：40

座長：野㟢

第１日目

“全身性エリテマトーデス・血管炎”

祐史（近畿大学医学部付属病院 血液・膠原病内科）

O-1． 演題取り下げ

O-2． 当科 SLE 患者におけるベリムマブの有効性と安全性の検討����������������������������������������������������������������� ������� 60
わたなべ りゅう

○渡部 龍 1），根来 伸夫 1），福本 一夫 1），2），山田 真介 1），橋本 求 1）
1）大阪市立大学医学部附属病院 膠原病・リウマチ内科
2）大阪市立大学医学部附属病院 総合診療科

O-3． 結節性多発動脈炎の加療中に続発性肺胞蛋白症を発症した一例����������������������������������������������������������������� 60
あいない

し

づ

こ

○相内 志津子，西坂 一馬，麥谷 道生，井上 未江，蔭山 豪一
兵庫県立尼崎総合医療センター 膠原病リウマチ内科

O-4． 顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF）製剤投与後に発症した大動脈炎症候群の 2 例������������������������������ 60
おおむら さ と し

○大村 知史，吉岡 聖将，和田 誠，河野 正孝，川人 豊
京都府立医科大学大学院 医学研究科 免疫内科学

O-5． 間質性腎炎を合併した顕微鏡的多発性血管炎の一例��������������������������������������������������������������������������������������� 61
よしみね ゆ う こ

○吉峰 由子 1），沖田 康孝 1），蓑田 紗希 1），平山 健寛 1），船越 健司 1），村上 輝明 1），森田 貴義 1），2），
西出 真之 1），加藤 保宏 1），2），前田 悠一 1），渡邉 あかね 1），4），高松 漂太 1），西田 純幸 1），平野 亨 6），
嶋 良仁 1），4），楢崎 雅司 1），3），熊ノ郷 淳 1），2），5）
1）大阪大学大学院 医学系研究科 呼吸器・免疫内科
2）大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 感染病態分野
3）大阪大学大学院 医学系研究科 先端免疫臨床応用学共同研究講座
4）大阪大学大学院 医学系研究科 血管作動温熱治療学共同研究講座
5）大阪大学 先導的学際研究機構生命医科学融合フロンティア研究部門
6）西宮市立中央病院 リウマチ・膠原病内科

O-6． 発熱と肥厚性硬膜炎を呈し，診断，治療に難渋した多発血管炎性肉芽腫症の一例������������������������������ 61
な が の ひろみち

○長野 広通 1） ，中林 晃彦 1），吉村 麻衣子 1），金 東燮 1），佐藤 恵 1），礒田 健太郎 1），原田 芳徳 1），大島 至郎 1），2）
1）国立病院機構 大阪南医療センター リウマチ・膠原病・アレルギー科
2）国立病院機構 大阪南医療センター 臨床研究部

O-7． IgG4 関連疾患による大動脈瘤が十二指腸大動脈瘻をきたした 1 例����������������������������������������������������������� 61
おか ひ で き

○岡 秀樹 1），住友 秀次 2），志水 隼人 1），山下 大祐 3），西岡 弘晶 1），大村 浩一郎 2）
1）神戸市立医療センター中央市民病院 総合内科
2）神戸市立医療センター中央市民病院 膠原病・リウマチ内科
3）神戸市立医療センター中央市民病院 病理診断科

O-8． 結節性紅斑，多関節痛を主訴に紹介となった肉芽腫性乳腺炎の一例�������������������������������������������������������� 61
ふるかわ て つ や

○古川 哲也，橋本 哲平，東 直人，松井 聖
兵庫医科大学 内科学 糖尿病内分泌・免疫内科
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第１日目

9月4日（土）
第１会場 （会議室２０３・２０４）

口演セッション 2（一般演題）

17：45 〜 18：45

座長：河野

2021年

“筋炎・強皮症・混合性結合組織病”

正孝（京都府立医科大学大学院 医学研究科 免疫内科学）

O-9． 当院で経験した特発性炎症性筋疾患（IIM）に腸管嚢胞状気腫症（PCI）を合併した 3 例�������� ������� 62
やまおか たくみ

○山岡 匠，高橋 宗史，片山 素子，吉田 克之，籏智 さおり，熊谷 俊一
神鋼記念病院 膠原病リウマチセンター

O-10． 抗 PL-7 抗体陽性皮膚筋炎に発症した血栓性微小血管障害（TMA）の一例����������������������������������� ������� 62
にしもと

さ

ゆ

り

○西本 早由里，白杉 郁，坪谷 沙紀，山下 真依，山本 譲，一瀬 良英，山田 啓貴，上田 洋，三枝 淳
神戸大学医学部附属病院

O-11． キャピラロスコピーを使用した全身性強皮症における手指発汗量の評価 ���������������������������������������� ������� 62
たばた

か

よ

こ

○田端 佳世子 1），神人 正寿 2），安武 美紗生 1），松宮 遼 1），田中 克典 1），蔵本 伸生 1），藤井 隆夫 1）
1）和歌山県立医科大学 リウマチ膠原病内科
2）和歌山県立医科大学 皮膚科

O-12． MPO-ANCA 陽性の強皮症腎クリーゼ発症 1 ヶ月後に肺高血圧症を確認した例 ���������������������������������� 62
にしむら のぶしろ

○西村 信城，八田 勇樹，浅田 萌，上谷 沙織，中川 勝則，中村 友洋，服部 貴憲，田口 浩之，川島 浩正，米今 諒，
松岡 秀俊，巽 恵美子，大野 史郎，吉本 清巳，藤本 隆，西尾 健治
奈良県立医科大学附属病院 総合診療科

O-13．	強皮症合併進行性間質性肺炎に対するプレドニゾロンとタクロリムスまたは
アザチオプリン併用療法の治療効果の比較��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63
き

ぼ

し

たかお

○木坊子 貴生 1），槇野 秀彦 1），松田 翔悟 1），金万 淳一 2），鈴鹿 隆保 1），和田 裕美子 1），斯波 秀行 1），秦 健一郎 1），
庄田 武司 1），小谷 卓矢 1），武内 徹 1）
1）大阪医科薬科大学病院 リウマチ膠原病内科
2）淀川キリスト教病院 リウマチ膠原病内科

O-14．	混合性結合組織病の経過中に自己免疫性溶血性貧血の発症および
ⅩⅢ因子の低下により後腹膜血腫をきたした一例������������������������������������������������������������������������������������������� 63
ふたむら

ま

り

こ

○二村 麻理子 1），松田 渉 2），槇野 秀彦 1），辻本 早希 1），嶋元 佳子 1），重坂 実 1），田中 晶大 1），孫 瑛洙 1），
尾崎 吉郎 1），野村 昌作 2）
1）関西医科大学附属病院 リウマチ・膠原病内科
2）関西医科大学 内科学第一講座

O-15． 診断に関節エコー検査が有用であった好酸球性筋膜炎の 1 例�������������������������������������������������������������� ������� 63
ちょうだ な お き

○長田 尚樹 1），2），矢部 萌美 1），2），樽谷 雄介 1），2），山本 真子 1），2），井上 兼史 1），2），土橋 直史 1），2），
三崎 健太 1），2），今泉 泰彦 2）
1）北播磨総合医療センター リウマチ・膠原病内科
2）北播磨総合医療センター リウマチ・膠原病センター
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2021年

9月4日（土）

第１会場 （会議室２０３・２０４）

口演セッション 3（一般演題）

18：50 〜 19：50

座長：前田

第１日目

“その他の結合織疾患”

悠一（大阪大学大学院 医学系研究科 呼吸器・免疫内科学）

O-16． TAFRO 症候群様病態と肺動脈性肺高血圧（PAH）を合併したシェーグレン症候群の一例����������� 64
いしむら か お り

○石村 香織，志賀 俊彦，山澤 広嵩，赤澤 宗輝，芦田 千聖，岡田 晃典，冨田 大介，伊丹 哲，酒井 健史，
岸本 和也，野﨑 祐史，木下 浩二，船内 正憲，松村 到
近畿大学病院 血液・膠原病内科

O-17． DPP-4 阻害薬の関連が疑われた RS3PE 症候群の 1 例����������������������������������������������������������������������������������� 64
や

の

そういちろう

○矢野 聡一朗，中野 真依，田村 誠朗，橋本 哲平，東 直人，松井 聖
兵庫医科大学病院 アレルギー・リウマチ内科

O-18． 難治性の TAFRO 症候群に対してシクロフォスファミド大量静注療法後に改善した 1 例��������������� 64
ふじえだ しゅんすけ

○藤枝 俊輔，礒田 有，佐川 里紗，楠岡 宏朗，和田 誠，河野 正孝，川人 豊
京都府立医科大学大学院 医学研究科 免疫内科学

O-19． IgG4 関連疾患様の病変分布をきたした多中心性キャッスルマン病の 1 例� ��������������������������������������������� 64
ふくもと か ず お

○福本 一夫 1），2），幕内 安弥子 2），野里 聡子 3），渡部 龍 1），山田 真介 1），根来 伸夫 1），北野 将康 3），
首藤 太一 2），橋本 求 1）
1）大阪市立大学医学部附属病院 膠原病・リウマチ内科
2）大阪市立大学医学部附属病院 総合診療科
3）住友病院 膠原病・リウマチ内科

O-20． SAPHO 症候群に伴う肥厚性硬膜炎の 1 例�������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� 65
いわくら のぶあき

○岩倉 伸昂，山本 譲，山田 啓貴，坪谷 沙紀，市川 晋也，白杉 郁，岡野 隆一，上田 洋，三枝 淳
神戸大学医学部附属病院 膠原病リウマチ内科

O-21． 乾癬性関節炎において関節パワードプラスコアは独立した関節破壊の予測因子である��������������������� 65
や ま だ ゆうたろう

○山田 祐太郎 1），乾 健太郎 2），岡野 匡志 1），万代 幸司 2），真本 建司 1），小池 達也 3），立石 千晴 4），鶴田 大輔 4），
中村 博亮 1）
1）大阪市立大学大学院 医学研究科 整形外科
2）大阪府済生会中津病院 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
4）大阪市立大学大学院 医学研究科 皮膚科

O-22． 関節リウマチ滑膜細胞における時計遺伝子を介した炎症性メディエーター産生���������������������������������� 65
なかがわ

か

な

こ

○中川 加奈子 1），金城 健太 1），吉田 幸祐 1），川崎 善子 2），立石 耕司 3），寺島 康浩 3），柴沼 均 4），酒井 良忠 5），
柱本 照 1）
1）神戸大学大学院 保健学研究科 病態解析学
2）神戸海星病院 リウマチ科
3）甲南加古川病院 整形外科
4）神戸海星病院 整形外科
5）神戸大学大学院 医学研究科 リハビリテーション機能回復学
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第１日目

2021年

9月4日（土）

第 2 会場（会議室 205・206）

12：30 〜 13：30

座長：川人

ランチョンセミナー 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

豊（京都府立医科大学大学院 免疫内科学）

「リウマチ炎症・骨破壊の実体解明
〜生体イメージングで見るバイオ製剤の真の作用機序〜」����������������������������������������������������������� ������ 34
石井 優（大阪大学大学院 医学系研究科 免疫細胞生物学）

特別企画 2

第２会場 （会議室２０５・２０６）

15：10 〜 16：30

単位修得：リウマチ財団，日整会（N-01，N-06），
（R）

“RA 患者に対する手術のコツとピットフォール”

座長：田中

康仁（奈良県立医科大学 整形外科）
小池 達也（白浜医療福祉財団 骨リウマチ疾患探索研究所）

1．RA 患者に対する上肢手術のコツとピットフォール

����������������������������������������������������������������������� 35

小畠 康宣（南奈良総合医療センター リウマチ運動器疾患センター・整形外科）

2．RA 患者に対する下肢手術のちょっとしたコツと大きなピットフォール

����������������� ������ 36

○橋本 淳 1），野口 貴明 1），辻 成佳 1），池田 将吾 1），秋田 鐘弼 1），大島 至郎 1），坪井 秀規 2），南平 昭豪 3），
蛯名 耕介 4），平尾 眞 4）
1）国立病院機構 大阪南医療センター
2）労働者健康安全機構 大阪労災病院
3）南平整形外科リウマチ科
4）大阪大学大学院 医学系研究科 器官制御外科学（整形外科）
単位修得：リウマチ財団，日整会（N-06）

16：40 〜 17：40

座長：菊田

口演セッション 4（一般演題）

“関節リウマチの薬物治療”

順一（大阪大学大学院 医学系研究科 免疫細胞生物学）

O-23． サラゾスルファピリジンによる血球減少の有害事象��������������������������������������������������������������������������������������� 66
な か た きみひこ

○仲田 公彦
社会医療法人 有隣会 東大阪病院

O-24．	関節リウマチにおけるメトトレキサート中止で自然退縮する免疫不全関連
リンパ増殖性疾患の特徴と臨床経過��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� 66
くらもと の ぶ お

○藏本 伸生 1），齋藤 俊太郎 2），藤井 隆夫 1），8），金子 祐子 2），8），齋藤 林太郎 3），田中 真生 4），8），高田 秀人 5），
中野 和久 6），8），齋藤 和義 7），8），杉本 直樹 5），佐々木 翔 7），針谷 正祥 5），8），鈴木 康夫 7），8）
1）和歌山県立医科大学 医学部リウマチ・膠原病科学講座
2）慶應義塾大学 医学部 リウマチ・膠原病内科
3）京都大学大学院 医学研究科 内科学講座臨床免疫学
4）京都大学大学院 医学研究科 リウマチ性疾患先進医療学
5）東京女子医科大学 膠原病リウマチ内科
6）産業医科大学 第一内科
7）戸畑総合病院
8）日本リウマチ学会関節リウマチ関連リンパ増殖性疾患ワーキンググループ
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O-25．	メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患（MTX-LPD）後の関節リウマチ（RA）に対して
有効かつ安全にウパダシチニブ（UPA）が使用できた 2 例������������������������������������������������������������������ ������� 66
や

べ

もえみ

○矢部 萌美 1），2），樽谷 雄介 1），2），山本 真子 1），2），井上 兼史 1），2），土橋 直史 1），2），三崎 健太 1），2），今泉 泰彦 2）
1）北播磨総合医療センター リウマチ・膠原病内科
2）北播磨総合医療センター リウマチ・膠原病センター

O-26．	気管圧迫をきたした著明な頸部・縦隔脂肪沈着の原因と考えられた長期・高用量
ステロイドをトシリズマブ投与にて減量し，気管圧排が改善した 1 例��������������������������������������������� ������� 66
ひらやま たけひろ

○平山 健寛 1），船越 健司 1），蓑田 紗希 1），吉峰 由子 1），沖田 康孝 1），森田 貴義 1），2），加藤 保宏 1），2），
前田 悠一 1），渡邉 あかね 1），4），高松 漂太 1），西田 純幸 1），平野 亨 6），嶋 良仁 1），4），楢崎 雅司 1），3），
熊ノ郷 淳 1），2），5）

第２会場 （会議室２０５・２０６）

1）大阪大学大学院 医学系研究科 呼吸器免疫内科学
2）大阪大学 免疫学フロンティア研究センター 感染病態分野
3）大阪大学大学院 医学系研究科 先端免疫臨床応用学共同研究講座
4）大阪大学大学院 医学系研究科 血管作動温熱治療学共同研究講座
5）大阪大学 先導的学際研究機構生命医科学融合フロンティア研究部門
6）西宮市立中央病院 リウマチ・膠原病内科

O-27．	JAK 阻害剤による，B 型肝炎ウイルス陽性キャリアからの再活性化 and/or
薬剤性肝障害が疑われた関節リウマチの一症例������������������������������������������������������������������������������������������������ 67
たけうち た か お

○竹内 孝男 1），早石 雅宥 2），米門 秀行 3），中野 省吾 3），南條 俊也 3）
1）早石病院 リウマチ・膠原病センター
2）早石病院 整形外科
3）大阪赤十字病院 消化器内科

O-28． リウマチ性胸水を合併した関節リウマチに対してレフルノミドを使用した 1 例���������������������������������� 67
よ し だ なおふみ

○吉田 直史，松田 渉，石井 睦康，西澤 徹，安室 秀樹，尾崎 吉郎，野村 昌作
関西医科大学 内科学第一講座

O-29． 関節リウマチ，潰瘍性大腸炎の治療中に発症した Mycobacterium marinum 感染症の 1 例����������� 67
わ

だ

まこと

○和田 誠，礒田 有，井上 拓也，佐川 里紗，藤岡 数記，妹尾 高宏，河野 正孝，川人 豊
京都府立医科大学 免疫内科学

O-30． 血中 18-HEPE は関節リウマチの疾患活動性と負の相関をしめす�������������������������������������������������������������� 67
むらかみ いさお

○村上 功 1），村上 孝作 2），吉田 亜希子 3），森信 暁雄 3）
1）大阪赤十字病院 リウマチ・膠原病内科
2）京都大学大学院 医学研究科附属がん免疫総合研究センター
3）京都大学大学院 医学研究科臨床免疫学

17：45 〜 18：45

座長：中川

口演セッション 5（一般演題）

“関節リウマチと骨代謝・手術療法”

夏子（兵庫県立加古川医療センター リウマチ膠原病センター）

O-31． 関節リウマチ患者において栄養状態がテリパラチドの効果に与える影響の検討���������������������������������� 68
い そ だ けんたろう

○礒田 健太郎 1），金 東燮 1），長野 広通 1），佐藤 恵 1），山本 久留美 1），吉村 麻衣子 1），中林 晃彦 1），原田 芳徳 1），
辻 成佳 1），2），橋本 淳 1），大島 至郎 1），2）
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 臨床研究部
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O-32．	関節リウマチ患者においてテリパラチドは関節リウマチの疾患活動性や治療薬の
影響を受けずに骨塩量を増加させる��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� 68
あ ん の しょうへい

○安野 翔平

1）
，2）

，岡野 匡志 2），真本 建司 2），乾 健太郎 3），小池 達也 4），5），中村 博亮 2）

1）社会福祉法人大阪社会医療センター付属病院 整形外科
2）大阪市立大学大学院 医学研究科 整形外科
3）大阪府済生会中津病院 整形外科
4）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
5）白浜医療福祉財団骨リウマチ疾患探索研究所

O-33．	薬物治療のみでは病勢コントロールが困難であったリウマチ性膝関節炎に対して
関節鏡視下滑膜切除が著効した 1 例��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� 68
す ず き げんいちろう

○鈴木 玄一郎 1），2），日比 新 1），笠原 優人 1），渡部 晃平 1），森 圭市郎 2），森田 信敏 3），山内 伸一 4）

第２会場 （会議室２０５・２０６）

1）洛和会音羽病院 リウマチ科
2）洛和会音羽病院 整形外科
3）榛原総合病院 整形外科
4）寿楽会大野記念病院 整形外科

O-34． リウマチ性足趾病変における Mitchell 法を用いた関節温存手術の術後成績������������������������������������������ 68
○織田 一貴 1），乾 健太郎 2），岡野 匡志 3），真本 建司 3），小池 達也 4），5），多田 昌弘 6），杉岡 優子 4），中村 博亮 3）
1）淀川キリスト教病院
2）済生会中津病院 整形外科
3）大阪市立大学大学院 医学研究科 整形外科学
4）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
5）白浜医療福祉財団骨リウマチ疾患探索研究所
6）大阪市立総合医療センター 整形外科

O-35． 関節リウマチ性と非関節リウマチ性外反母趾に対する水平骨切り術の X 線学的検討����������������� ������� 69
にしむら ひ ろ と

○西村 碩人 1），原 良太 2），3），黒川 紘章 3），谷口 晃 3），尾﨑 裕亮 2），3），岡村 建佑 2），3），川島 浩正 2），4），
松岡 秀俊 2），4），大野 史郎 2），4），新名 直樹 2），7），鮫島 謙一 2），6），藤本 隆 2），7），赤井 靖宏 2），5），
西尾 健治 2），4），田中 康仁 2），3）
1）阪奈中央病院 整形外科
2）奈良県立医科大学 リウマチクリニック
3）奈良県立医科大学 整形外科
4）奈良県立医科大学 総合診療科
5）奈良県立医科大学 地域医療講座
6）奈良県立医科大学 腎臓内科
7）香芝旭ヶ丘病院 リウマチ科

O-36．	全身型若年性特発性関節炎による股関節脱臼に対し大腿骨骨切りを併用した
観血的整復術を行った一例� � � � � � � � � � � � � � � � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69
つかなか

ま

さ

こ

○塚中 真佐子 1），井澤 和司 2），吹上 謙一 3），二見 徹 1）
1）滋賀県立小児保健医療センター 整形外科
2）京都大学医学部附属病院 小児科
3）ボバース記念病院 小児整形外科

O-37． 人工膝関節置換術を要した患者におけるロコモ度の検討����������������������������������������������������������������������� ������� 69
まんだい こ う じ

○万代 幸司，永田 浩之，大橋 弘嗣，乾 健太郎
大阪府済生会中津病院 整形外科

O-38．	荷重時下肢長尺正面（AP）X 線像を用いた内反型変形性膝関節症における
後足部アライメントの評価� � � � � � � � � � � � � � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 69
お ざ き ゆうすけ

○尾﨑 裕亮 1），2），田中 康仁 1），2），原 良太 1），2），岡村 建佑 2），稲垣 有佐 2），小川 宗宏 2），新名 直樹 1），3），
赤井 靖宏 1），4），藤本 隆 1）3）
1）奈良県立医科大学 リウマチクリニック
2）奈良県立医科大学 整形外科
3）香芝旭ヶ丘病院 リウマチ科
4）奈良県立医科大学 総合診療科

21

2021年

9月4日（土）

口演セッション 6（一般演題）

18：50 〜 19：50

座長：三浦

第１日目

“関節リウマチのリハビリと看護”

靖史（神戸大学大学院 保健学研究科 保健学専攻）

O-39． 65 歳以上の関節リウマチ患者におけるオステオサルコペニア合併についての検討����������������������������� 70
うえふじ あ つ お

○上藤 淳郎，中川 夏子，塩澤 和子，吉原 良祐，村田 美紀，西田 美和，天野 典彦，田中 泰史
兵庫県立加古川医療センター

O-40． 関節リウマチ患者の下肢関節アライメントが歩行機能に与える影響������������������������������������������������� ������� 70
の ぐ ち たかあき

○野口 貴明 1），平尾 眞 2），辻 成佳 1），蛯名 耕介 2），橋本 淳 1）

第２会場 （会議室２０５・２０６）

1）大阪南医療センター
2）大阪大学 整形外科

O-41．	脚点と握力の低下は関節リウマチ患者における転倒のリスク因子である
〜前向き観察研究からの検討〜� � � � � � � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70
もり ゆうすけ

○森 裕亮 1），多田 昌弘 1），山田 祐太郎 2），万代 幸司 3），日高 典昭 1）
1）大阪市立総合医療センター 整形外科
2）大阪市立大学 医学部整形外科
3）大阪府済生会中津病院 整形外科

O-42． 当院における関節リウマチ患者へのフットケア実践 5 年間の成果と課題 ���������������������������������������� ������� 70
まさい しずか

○正井 静香 1），天野 典彦 2），西田 美和 2），上藤 淳郎 2），村田 美紀 2），吉原 良祐 2），中川 夏子 2），塩澤 和子 2），
田中 泰史 2）
1）兵庫県立加古川医療センター 看護部
2）兵庫県立加古川医療センター リウマチ・膠原病センター

O-43．	生物学的製剤新規導入関節リウマチ患者における，上肢機能が患者心理・
自己注射経験に与える影響� � � � � � � � � � � � � � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 71
かいづ

ま

い

こ

○海津 真依子 1），大西 輝 2），上田 洋 3），槌谷 綾 1），酒井 良忠 4），三枝 淳 3），三浦 靖史 5）
1）神戸大学医学部附属病院 看護部
2）京都大学医学部附属病院 リウマチセンター
3）神戸大学医学部附属病院 膠原病リウマチ内科
4）神戸大学大学院 医学研究科 リハビリテーション機能回復学
5）神戸大学大学院 医学研究科 リハビリテーション科学領域／神戸大学大学院 医学研究科 整形外科

O-44．	アンケート調査による関節リウマチの治療薬剤の理解，治療に対する満足度，
疾患を理解するための広報活動についての検討����������������������������������������������������������������������������������������� ������� 71
ないとう こうへい

○内藤 浩平 1），福居 顕宏 1），尾﨑 拓郎 2），森 貴子 3），田中 真弓 3），豊田 明子 3），久保 佐千子 4）
1）西の京病院
2）西の京病院
3）西の京病院
4）西の京病院

整形外科
内科
看護部
薬剤部

O-45． 患者の経済状況により生じる，関節リウマチ治療選択の差について�������������������������������������������������������� 71
むらかみ こうさく

○村上 孝作 1），河合 良子 2），河本 大知 2），矢嶋 宣幸 3），福間 真悟 2）
1）京都大学大学院 医学研究科附属がん免疫総合研究センター
2）京都大学大学院 医学研究科人間健康科学系専攻
3）昭和大学 医学部内科学講座リウマチ・膠原病内科学部門

O-46． 独居が高齢関節リウマチ患者に与える影響��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71
たかはし だ い ち

○髙橋 大地 1），多田 昌弘 2），山田 祐太郎 3），万代 幸司 4），日高 典昭 2）
1）清恵会病院
2）大阪市立総合医療センター
3）大阪市立大学大学院 整形外科
4）大阪府済生会中津病院
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会議室 201・202

10：30 〜 11：30

運営委員会

11：40 〜 12：00

評議員会

会議室２０１・２０２
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2021年

9月5日（日）

第２日目

第１会場 （会議室２０３・２０４）

2021年

9月5日（日）

第２日目

第 1 会場（会議室 203・204）
8：00 〜 9：00

座長：藤井

モーニングセミナー 1
“関節リウマチの安全管理（適正使用含む）”

共催：ファイザー株式会社

隆夫（和歌山県立医科大学 リウマチ・膠原病科学）

1．トファシチニブ治療戦略 update

������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ 37

礒田 健太郎（大阪南医療センター リウマチ・膠原病・アレルギー科）

2．免疫抑制下における帯状疱疹の予防と対策

������������������������������������������������������������������������������������������� 38

浅田 秀夫（奈良県立医科大学 皮膚科学）
単位修得：リウマチ財団，日整会（N-01，N-06），
（R）

9：10 〜 10：10

特別企画 3

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

座長：武
 内

徹（大阪医科薬科大学 内科学Ⅳ教室 リウマチ膠原病内科）
山本 佳史（奈良県立医科大学 呼吸器内科）

CTD-ILD の治療における抗線維化薬の位置付け

������������������������������������������������������������������������������������� 39

桑名 正隆（日本医科大学大学院 医学研究科 アレルギー膠原病内科学分野）
単位修得：リウマチ財団，日整会（N-01，N-06），
（R）

10：20 〜 10：50

口演セッション 7（特別企画関連演題）

“膠原病の肺合併症”

座長：武
 内

徹（大阪医科薬科大学 内科学Ⅳ教室 リウマチ膠原病内科）
山本 佳史（奈良県立医科大学 呼吸器内科）

S-1． 続発性肺胞蛋白症を呈した難治性抗 MDA5 抗体陽性間質性肺炎の一例�������������������������������������������������� 72
うえたに さ お り

○上谷 沙織，垣脇 文香，西村 信城，川島 浩正，大野 史郎，吉本 清巳，藤本 隆，西尾 健治
奈良県立医科大学附属病院 総合診療科

S-2． 間質性肺炎合併顕微鏡的多発性血管炎の呼吸器関連死のリスク因子の検討������������������������������������ ������� 72
ま つ だ しょうご

○松田 翔悟，小谷卓矢，鈴鹿 隆保，木坊子 貴生，石田 貴昭，藤木 陽平，斯波 秀行，永井 孝治，秦 健一郎，
庄田 武司，槇野 茂樹，武内 徹
大阪医科薬科大学附属病院 第 IV 内科 リウマチ膠原病内科

S-3． 急性間質性肺炎を呈した抗 RNA ポリメラーゼⅢ抗体陽性強皮症の 1 例����������������������������������������� ������� 72
す ず か たかやす

○鈴鹿 隆保 1），小谷 卓矢 1），庄田 武司 1），野中 麻由美 1），岡崎 彩奈 2），日下部 暢子 2），武内 徹 1）
1）大阪医科薬科大学病院 内科学（Ⅳ）
2）恒昭会 藍野病院 内科

24

第２日目

特別企画 4

9月5日（日）
第１会場 （会議室２０３・２０４）

11：00 〜 12：00

2021年

共催：中外製薬株式会社

座長：森 信

暁雄（京都大学大学院医学研究科 内科学講座臨床免疫学）
乾 健太郎（大阪府済生会中津病院 整形外科）

関節リウマチ難治性病態のマネジメント

�������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ 40

金子 祐子（慶應義塾大学医学部 リウマチ・膠原病内科）
単位修得：リウマチ財団，日整会（N-01，N-06），
（R）

12：10 〜 12：40

口演セッション 8（特別企画関連演題）

“関節リウマチの治療困難例”

座長：森 信

暁雄（京都大学大学院 医学研究科 内科学講座臨床免疫学）
乾 健太郎（大阪府済生会中津病院 整形外科）

S-4． 関節リウマチ患者での腎機能悪化のリスク因子について����������������������������������������������������������������������� ������� 73
な が た ひろゆき

○永田 浩之 1），橋村 剛 1），杉岡 優子 2），多田 昌弘 3），岡野 匡志 4），真本 建司 4），乾 健太郎 5），小池 達也 1），2）
1）白浜はまゆう病院
2）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
3）大阪市立総合医療センター
4）大阪市立大学大学院 医学研究科 整形外科学講座
5）済生会中津病院

S-5． 非結核性抗酸菌症併存関節リウマチに対して JAK 阻害薬による治療が有効であった 3 症例���������� 73
すぎやま まさふみ

○杉山 昌史 1），廣岡 靖章 1），奥田 早紀 1），野崎 祐史 2），木下 浩二 2），船内 正憲 2），松村 到 2）
1）近畿大学奈良病院 膠原病内科
2）近畿大学 医学部血液膠原病内科

S-6．	関節リウマチ治療中に発生するリンパ増殖性疾患（RA-LPD）の自然退縮症例の再発と
生命予後に関する解析� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� 73
さいとう り ん た ろ う

○齋藤 林太郎 1），田中 真生 2），石郷岡 望 1），村上 孝作 3），橋本 求 4），村田 浩一 2），藏本 伸生 6），藤井 隆夫 6），
大村 浩一郎 7），伊藤 宣 8），三森 経世 9），松田 秀一 5），森信 暁雄 1）
1）京都大学大学院 医学研究科 内科学講座 臨床免疫学
2）京都大学大学院 医学研究科 リウマチ性疾患先進医療学講座
3）京都大学大学院 医学研究科附属 がん免疫総合研究センター
4）大阪市立大学医学部附属病院 膠原病・リウマチ内科
5）京都大学大学院 医学研究科 感覚運動系外科学講座 整形外科学
6）和歌山県立医科大学 医学部 リウマチ・膠原病科学講座
7）神戸市立医療センター中央市民病院 膠原病・リウマチセンター
8）倉敷中央病院 整形外科
9）医仁会武田総合病院 膠原病・リウマチ内科
12：50 〜 13：50

座長：熊ノ郷

ランチョンセミナー 3

共催：ヤンセンファーマ株式会社／田辺三菱製薬株式会社

淳（大阪大学大学院 医学系研究科 呼吸器・免疫内科学）

「リウマチ性疾患におけるコホート研究

－リアルワールド・データの重要性－」��������� 41

橋本 求（大阪市立大学大学院 医学研究科 膠原病内科学）
単位修得：リウマチ財団，日整会（N-01，N-06），
（R）
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2021年

9月5日（日）

第１会場 （会議室２０３・２０４）

14：00 〜 16：00

座長：佐浦

第２日目

シンポジウム 1
“多様性を繋いだリウマチ・チーム医療”

共催：日本イーライリリー株式会社

隆一（大阪医科薬科大学 医学部 総合医学講座 リハビリテーション医学教室）

1．オーバービュー

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42

佐浦 隆一（大阪医科薬科大学 医学部 総合医学講座 リハビリテーション医学教室）

2．生物学的製剤全盛期におけるリウマチチーム医療

��������������������������������������������������������������������������� 43

大西 誠（道後温泉病院）

3．多職種による討議

価値観を反映した患者中心の医療を実現するための
ペイシェント・エクスペリエンスを高めるアプローチ��������������������������������������������������������������������� ������ 44
佐伯 良子（京都府立医科大学 医学部 看護学科）

生活機能を維持するために必要なリハビリテーション医療の
アドヒアランスを高めるアプローチ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ 45
中村 めぐみ（森ノ宮医療大学 保健医療学部 作業療法学科）

医療とケアのシームレスな繋がりを担保するためのアプローチ ������������������������������������������������� ������ 46
土井 博文（京都大原記念病院グループ 医療連携室）

単位修得：リウマチ財団，日整会（N-06，N-13），
（Re）

16：10 〜 16：30
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優秀演題表彰、閉会挨拶

第２日目

2021年

9月5日（日）

第 2 会場（会議室 205・206）
モーニングセミナー 2

8：00 〜 9：00

座長：伊藤

共催：旭化成ファーマ株式会社

宣（京都大学大学院 医学研究科 整形外科，倉敷中央病院 整形外科）

リウマチ性疾患に伴う骨関節破壊機序とその対策

����������������������������������������������������������������������������������� 47

蛯名 耕介（大阪大学大学院 医学系研究科 運動器再生医学共同研究講座）
単位修得：リウマチ財団，日整会（N-01，N-06），
（R）

教育講演（JCR 企画）

9：10 〜 9：50

第２会場 （会議室２０５・２０６）

座長：西本

臨床研究推進委員会（JCR 企画）

憲弘（大阪リウマチ・膠原病クリニック，東京医科大学医学総合研究所難病制御部門）

臨床研究のすすめ～臨床研究に携わるキャリア～

����������������������������������������������������������������������������������� 48

木原 まり（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構）

10：00 〜 11：00

特別企画 5

“自然免疫とリウマチ性疾患”

座長：岡
 本

奈美（大阪労災病院 小児科）
平野 亨（西宮市立中央病院 リウマチ・膠原病科）

1．自然免疫系と全身性若年性特発性関節炎の炎症病態

� ��������������������������������������������������������������� ������ 49

○西小森 隆太，田中 征治，荒木 潤一郎，日吉 祐介，北城 恵史郎，井手 水紀（久留米大学 小児科）

2．内科領域で経験する自己炎症性疾患

����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ 50

右田 清志（福島県立医科大学 リウマチ膠原病内科）
単位修得：リウマチ財団，日整会（N-01，N-06），
（R）

11：10 〜 11：40

座長：岡
 本

口演セッション 9（特別企画関連演題）

“自然免疫とリウマチ性疾患”

奈美（大阪労災病院 小児科）

平野 亨（西宮市立中央病院 リウマチ・膠原病科）
S-7． 若年性特発性関節炎におけるリウマチ因子の臨床的意義の検討���������������������������������������������������������� ������� 74
おおうち かずたか

○大内 一孝，久保 裕，中川 憲夫，秋岡 親司
京都府立医科大学大学院 医学研究科 小児科学

S-8． インフリキシマブとコルヒチンが著効した難治性成人発症スティル病の一例�������������������������������� ������� 74
さ と う めぐみ

○佐藤 恵 1），中林 晃彦 1），金 東燮 1），長野 広通 1），山本 久留実 1），吉村 麻衣子 1），礒田 健太郎 1），原田 芳徳 1），
大島 至郎 2）
1）独立行政法人国立病院機構 大阪南医療センター リウマチ膠原病アレルギー科
2）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
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2021年

9月5日（日）

第２日目

S-9． 成人スティル病に合併した肺高血圧症の一例���������������������������������������������������������������������������������������������������� 74
はら ゆ う き

○原 侑紀 1），森田 貴義 1），猪頭 英里 1），行木 紳一郎 1），葛谷 憲太郎 1），Wibowo Tansri1），西出 真之 1），
前田 悠一 1），楢崎 雅司 1），2），熊ノ郷 淳 1）
1）大阪大学大学院 医学系研究科 呼吸器・免疫内科学
2）大阪大学 先端免疫臨床応用学共同研究講座

11：50 〜 12：30

座長：尾㟢

特別企画 6

共催：エーザイ株式会社／アッヴィ合同会社

吉郎（関西医科大学附属病院 リウマチ・膠原病科）

リウマチ性疾患による眼炎症

� � � � � � � � � � � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ 51

第２会場 （会議室２０５・２０６）

大黒 伸行（JCHO 大阪病院 眼科）

12：50 〜 13：50

座長：多田

ランチョンセミナー 4
“心に響くリハビリとエクササイズ”

共催：アステラス製薬株式会社

昌弘（大阪市立総合医療センター 整形外科・リウマチセンター）

1．患者目線で考えるリハビリテーション医療

������������������������������������������������������������������������������������� ������ 52

池嶋 香（社会医療法人 清恵会 清恵会病院 総合リハビリテーション 作業療法科）

2．関節リウマチ治療

―今だからこそ見つめ直す非薬物療法―

� ������������������������������������������������ 53

望月 猛（鎌ケ谷総合病院 整形外科・リウマチ科）
単位修得：リウマチ財団，日整会（N-01，N-13），
（Re）

14：00 〜 16：00

画像セミナー
“関節エコーで迫る関節リウマチと類似疾患”

共催：アッヴィ合同会社

座長：三
 崎

健太（北播磨総合医療センター リウマチ・膠原病内科 リウマチ膠原病センター）
原 良太（奈良県立医科大学 リウマチクリニック 整形外科）

1．画像評価に必要な末梢関節および付着部の解剖・組織

����������������������������������������������������������������� 54

○篠原 靖司（立命館大学 スポーツ健康科学部）
熊井 司（早稲田大学 スポーツ科学学術院）

2．関節リウマチの分子標的薬治療における関節エコー評価の意義

�������������������������������������������� 55

池田 啓（千葉大学医学部附属病院 アレルギー・膠原病内科）

3．PMR と RS3PE の関節エコー所見

�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ 56

中込 大樹（山梨大学 リウマチ膠原病内科）

4．画像検査から末梢性脊椎関節炎の病態を理解する

��������������������������������������������������������������������� ������ 57

岡野 匡志（大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科学）
単位修得：リウマチ財団，日整会（N-01，N-06）
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