2021年

9月4日（土）

第１日目
第２会場

第１会場

（会議室203・204）

（会議室205・206）

10：00

10：30 〜 11：30 運営委員会（会議室201・202）

11：00

11：40 〜 12：00 評議員会（会議室201・202）

12：00
12：20 開会式

会長挨拶

12：30 〜 13：30 ランチョンセミナー 1
13：00

「全身性エリテマトーデスの難治性病態とその治療」
演者：藤井 隆夫
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

座長：松井 聖

12：30 〜 13：30 ランチョンセミナー 2

「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〜」

演者：石井 優
座長：川人 豊
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

13：30 〜 13：45 総会
14：00
14：00 〜 15：00 特別講演

「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」
座長：三森 経世

演者：長田 重一

15：00
15：10 〜 16：30 特別企画1

16：00

“どう治療する？専門医の治療戦略”
「１．間違いだらけの全身性エリテマトーデスの治療戦略」

“RA 患者に対する手術のコツとピットフォール”
「１．RA 患者に対する上肢手術のコツとピットフォール」

「２．脊椎関節炎（乾癬性関節炎を中心に）」

「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」

演者：大村 浩一郎
演者：後藤 仁志

座長：村上 孝作、冨田 哲也

17：00

16：40 〜 17：40 口演セッション1
（一般演題）

「全身性エリテマトーデス・血管炎」
O-1 ～ O-8
座長：野㟢 祐史

18：00

17：45 〜 18：45 口演セッション2
（一般演題）

「筋炎・強皮症・混合性結合組織病」
O-9 ～ O-15
座長：河野 正孝

19：00

18：50 〜 19：50 口演セッション3
（一般演題）

「その他の結合織疾患」
O-16 ～ O-22
座長：前田 悠一

20：00

6

15：10 〜 16：30 特別企画2

演者：小畠 康宣
演者：橋本 淳

座長：田中 康仁、小池 達也

16：40 〜 17：40 口演セッション4
（一般演題）

「関節リウマチの薬物治療」
O-23 ～ O-30
座長：菊田 順一

17：45 〜 18：45 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」
O-31 ～ O-38
座長：中川 夏子

18：50 〜 19：50 口演セッション6
（一般演題）

「関節リウマチのリハビリと看護」
O-39 ～ O-46
座長：：三浦 靖史

2021年

9月5日（日）

第２日目
第２会場

第１会場

（会議室203・204）
8：00

8：00 〜 9：00 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）”
「１．トファシチニブ治療戦略 update」演者：礒田 健太郎
「２．免疫抑制下における帯状疱疹の予防と対策」演者：浅田 秀夫
9：00

座長：藤井 隆夫

共催：ファイザー株式会社

9：10 〜 10：10 特別企画3

「CTD-ILD の治療における抗線維化薬の位置付け」

（会議室205・206）
8：00 〜 9：00 モーニングセミナー 2

「リウマチ性疾患に伴う骨関節破壊機序とその対策」
演者：蛯名 耕介

座長：伊藤 宣

9：10 〜 9：50 教育講演
（JCR企画）
「臨床研究のすすめ～臨床研究に携わるキャリア～」
演者：木原 まり
座長：西本 憲弘

演者：桑名 正隆

10：00

座長：武内 徹、山本 佳史

共催：旭化成ファーマ株式会社

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

10：00 〜 11：00 特別企画5
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” S1 〜 S3
座長：武内 徹、山本 佳史

“自然免疫とリウマチ性疾患”
「1．自然免疫系と全身性若年性特発性関節炎の炎症病態」演者：西小森 隆太
「2．内科領域で経験する自己炎症性疾患」演者：右田 清志
座長：岡本 奈美、平野 亨

11：00
11：00 〜 12：00 特別企画4

「関節リウマチ難治性病態のマネジメント」
演者：金子 祐子

座長：森信 暁雄、乾 健太郎

11：10 〜 11：40 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” S7 〜 S9
座長：岡本 奈美、平野 亨

共催：中外製薬株式会社

11：50 〜 12：30 特別企画6

12：00
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” S4 〜 S6

「リウマチ性疾患による眼炎症」演者：大黒 伸行

座長：尾㟢 吉郎

共催：エーザイ株式会社／アッヴィ合同会社

座長：森信 暁雄、乾 健太郎

13：00

12：50 〜 13：50 ランチョンセミナー 3

「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－」

演者：橋本 求
座長：熊ノ郷 淳 共催：ヤンセンファーマ株式会社／田辺三菱製薬株式会社

12：50 〜 13：50 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”
「１．患者目線で考えるリハビリテーション医療」演者：池嶋 香
「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―」演者：望月 猛
座長：多田 昌弘

共催：アステラス製薬株式会社

14：00
14：00 〜 16：00 シンポジウム1

“多様性を繋いだリウマチ・チーム医療”
座長：佐浦 隆一

15：00

「１．オーバービュー」
演者：佐浦 隆一

「２．生物学的製剤全盛期におけるリウマチチーム医療」
演者：大西 誠

「３．多職種による討議」

共催：日本イーライリリー株式会社

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”
「1．画像評価に必要な末梢関節および付着部の解剖・組織」
演者：篠原 靖司

「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」演者：池田 啓
「3．PMR と RS3PE の関節エコー所見」演者：中込 大樹
「4．画像検査から末梢性脊椎関節炎の病態を理解する」
演者：岡野 匡志
座長：三崎 健太、原 良太

共催：アッヴィ合同会社

16：00
16：10 〜 16：30 優秀演題表彰、閉会挨拶

17：00

18：00

7

