
演題プログラム 

 

第 1 日目 10 月 5 日（金） 

 

開会の挨拶 12:45～12:50 

一般演題Ⅰ：膠原病 1 12:50～13:30 

座長：高橋 裕樹（札幌医科大学第一内科） 

 

1. 運動失語・右片麻痺を呈し，ステロイドパルス療法が著効した抗リン脂質抗体症候

群合併全身性エリテマトーデスの 1 例 （4 分） 

市立札幌病院リウマチ免疫内科 神田 真聡 

2. エカベトナトリウム注腸が奏効した難治性直腸潰瘍合併の全身性エリテマトーデス

（SLE）の一例 （4 分） 

KKR 札幌医療センター斗南病院 古崎  章 

3. 関節エコーが診断に有用であった全身性エリテマトーデスに合併した滑液包炎の一

例 （4 分） 

福島県立医科大学消化器・リウマチ膠原病内科学講座 浅野 智之 

4. ループス腸炎，ループス膀胱炎を合併した全身性エリテマトーデス(SLE) （4 分） 

秋田大学大学院医学系研究科医学専攻腫瘍制御医学系血液・腎臓・膠原病内科 藤原 崇史 

5. インフリキシマブが著効した壊疽性膿皮症合併脊椎関節炎の 1 例 （4 分） 

苫小牧市立病院内科 江辺 広志 

6. 早期に診断し、生物学的製剤が奏効した強直性脊椎炎の 1 症例 （4 分） 

独立行政法人国立病院機構西多賀病院整形外科 中村  聡 

 

一般演題Ⅱ：膠原病 2 13:30～14:10 

座長：堀田 哲也（北海道大学大学院医学研究科内科学講座免疫・代謝内科学分野・第二内科） 

 

7. PAH 合併 MCTD に 3 系統併用療法が奏功した 2 例 （4 分） 

太田総合病院付属西ノ内病院リウマチ科 間  桃子 

8. 無菌性髄膜炎を合併した MCTD の一例 （4 分） 

弘前大学医学部消化器血液内科学講座 蓮井 桂介 

  



9. 間質性肺炎の治療中に急激な経過をたどった混合性結合識病(MCTD) （4 分） 

秋田大学大学院医学系研究科医学専攻腫瘍制御医学系血液・腎臓・膠原病内科 富樫  賢 

10. 神経周囲炎と後腹膜線維症を合併した IgG4 関連疾患の一例 （4 分） 

札幌医科大学医学部内科学第一講座 川上裕次郎 

11. びまん性の間質性肺病変を認めた IgG4 関連疾患の 1 例 （4 分） 

弘前大学医学部附属病院消化器血液膠原病内科 櫻庭 裕丈 

12. IgG4 関連疾患に自己免疫性血小板減少性紫斑病を合併した 1 例 （4 分） 

滝川市立病院内科 宮  愛香 

 

特別講演Ⅰ 14:10～15:10 

座長：高木 理彰（山形大学医学部代謝再生統御学講座運動機能再建・回復学分野 整形外科学講座）

 

トシリズマブの上手な使い方 ‐外来治療から手術療法まで‐ 

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 免疫疾患センター 橋本  淳 

共催：中外製薬株式会社 

 

一般演題Ⅲ：膠原病 3 15:15～15:50 

座長：石井 智徳（東北大学大学院医学部血液・免疫病学分野） 

 

13. シェーグレン症候群関連末梢神経炎 2 例に対する大量γグロブリン療法 （4 分） 

NTT 東日本東北病院 田澤  泰 

14. 無菌性髄膜炎を呈したシェーグレン症候群の一例 （4 分） 

旭川医科大学内科学講座病態代謝内科学分野 江口 耕平 

15. 副腎皮質ホルモンとタクロリムス併用で長期寛解がえられた成人発症ヘノッホ-シ

ェーンライン紫斑病の 1 例 （4 分） 

岩手医科大学医学部呼吸器アレルギー膠原病内科 芳澤 瑠美 

16. 急速に進行し重篤な末梢神経障害をきたした Churg-Strauss 症候群（CSS）の 1 例 

 （4 分） 

岩手医科大学医学部呼吸器アレルギー膠原病内科 村田 興則 

17. 再発性内蔵脂肪織炎の治療中に subcutaneous panniculitis-like T cell lymphoma を発症

した一例 （4 分） 

東北大学医学部血液免疫科 藤井 博司 

18. 深部静脈血栓症の急性期に発症し，ステロイド減量が困難な，RS3PE 症候群と考え

られる 1 例 （4 分） 

JA 秋田厚生連雄勝中央病院整形外科 浦山 雅和 

  



 

 

一般演題Ⅳ：膠原病 4 15:50～16:35 

座長：小林 浩子（福島県立医科大学医学部消化器・リウマチ膠原病内科学講座） 

 

19. 多発性筋炎・強皮症のオーバーラップ症候群に合併した肺高血圧症にアンブリセン

タンが有効であった 1 例 （4 分） 

弘前大学大学院医学系研究科消化器血液内科学講座 平賀 寛人 

20. 血管炎を主症状とした成人皮膚筋炎の 2 例 （4 分） 

北海道大学大学院医学研究科内科学講座免疫・代謝内科学分野 樋口まどか 

21. Clinically amyopathic dermatomyositis(CADM)症例における予後不良因子の検討（5 分） 

秋田大学医学部附属病院血液・腎・膠原病内科 奈良 瑞穂 

22. 非閉塞性腸管虚血（NOMI）様腸管病変を合併した MPO-ANCA 陽性結節性多発動脈

炎の一例 （4 分） 

東北大学大学院医学系研究科血液・免疫病学分野 土屋  聡 

23. 膠原病性肺高血圧加療中に血小板減少を合併した 3 症例 （5 分） 

東北大学血液免疫科 鴨川由紀子 

24. 膠原病に合併した血栓性微小血管障害の 4 例 （5 分） 

北海道大学大学院医学研究科内科学講座免疫・代謝内科学分野 中川 育磨 

 

一般演題Ⅴ：関節リウマチ 1 16:35～17:15 

座長：宮本 誠也（中通総合病院リハビリテーション部・整形外科） 

 

25. RA 膝、OA 膝ともに術後長期良好成績を得ているセメントレス人工関節について 

 （5 分） 

駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック 駒ヶ嶺正隆 

26. 関節リウマチ(RA)による前足部変形に対する MTP 関節温存手術の経験 （5 分） 

駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック 駒ヶ嶺正隆 

27. 関節リウマチ前足部変形に対する関節温存手術の経験 （5 分） 

市立秋田総合病院リハビリテーション科 柏倉  剛 

28. 関節リウマチ手関節障害に対する Sauve-Kapandji 法の治療成績 （5 分） 

厚生連山本組合総合病院整形外科 伊藤 博紀 

29. 生物学的製剤投与中の関節リウマチ患者における手術症例の検討 （5 分） 

山形大学医学部整形外科学講座 高窪 祐弥 

 

  



シンポジウムⅠ『 RA 治療における人工関節手術の現況 』 17:20～18:30 

座長：片岡 洋一（城東整形外科医院） 

西 登美雄（町立羽後病院） 

 

1. RA 治療における人工股関節置換術の現況 

秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座 山田  晋 

2. RA に対する TKA の現況． Present status of Total knee arthroplasty in patients with 

rheumatoid arthritis 

北海道大学大学院医学研究科人工関節・再生医学講座 眞島 任史 

3. リウマチ性足関節障害に対する人工足関節置換術の現況 

奈良県立医科大学整形外科学教室 谷口  晃 

4. 当科における人工肘関節置換術の治療成績 

札幌医科大学医学部整形外科 大木 豪介 

共催：エーザイ株式会社 

 

パネルディスカッション 18:35～19:45 

座長：小松田 敦（秋田大学大学院医学系研究科医学専攻腫瘍制御医学系血液・腎臓・膠原病内科） 

 

1. 関節リウマチと腎障害 

秋田大学大学院医学系研究科医学専攻腫瘍制御医学系血液・腎臓・膠原病内科 奥山  慎 

2. 関節リウマチに合併する肝障害 

福島県立医科大学消化器・リウマチ膠原病内科学講座 小林 浩子 

3. 関節リウマチにおける肺障害 

岩手医科大学呼吸器・アレルギー・膠原病内科 小林  仁 

4. 関節リウマチにともなう造血器障害 

東北大学血液・免疫病学分野 石井 智徳 

 

全体懇親会 19:45～ 

  



 

 

第 2 日目 10 月 6 日（土） 

 

全員総会 8:50～9:00 

一般演題Ⅵ：関節リウマチ 2 9:00～9:45 

座長：竹森 弘光（青森県立中央病院リウマチ膠原病内科） 

 

30. 血流シグナル検出における装置の最適な設定方法について （5 分） 

北海道内科リウマチ科病院 坂本 文彦 

31. 関節リウマチの関節パワードプラ超音波所見は末梢循環不全に影響されない（5 分） 

北海道内科リウマチ科病院 磯部 将人 

32. 関節リウマチに対するパラフィン浴の効果について(第 2 報) （5 分） 

北海道内科リウマチ科病院 高松 尚徳 

33. 80 歳を超える高齢関節リウマチ患者での生物学的製剤治療 （5 分） 

福島赤十字病院内科 宮田 昌之 

34. 関節リウマチ(RA)患者に対するトシリズマブ治療・継続の秋田コホートにおける調

査 （5 分） 

市立秋田総合病院整形外科 櫻場  乾 

35. 東日本大震災後の三陸沿岸地域 RA 患者における臨床検査値の経過と精神的影響 

 （5 分） 

駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック 髙橋 紗理 

 

一般演Ⅶ：関節リウマチ 3 9:45～10:25 

座長：渡部  亘（本荘第一病院整形外科） 

 

36. 関節リウマチ治療中にリンパ腫を併発した 3 例 （5 分） 

山形大学医学部整形外科学講座 佐々木明子 

37. シューグレン症候群(SS)経過中に関節病変が進展した 5 例 ‐滑膜炎を発症し一部

の例は関節リウマチ(RA)へ進展‐ （5 分） 

佐川昭リウマチクリニック 佐川  昭 

38. C 型肝炎を合併した関節リウマチ症例に対する生物学的製剤の使用経験 （5 分） 

中通総合病院整形外科 小林  志 

39. 当科における関節リウマチに合併したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の検

討 （5 分） 

福島県立医科大学医学部消化器・リウマチ膠原病内科学講座 齊藤 理恵 



40. 関節リウマチにおける MTX 併用アダリムマブの中・大関節破壊抑制効果(短期成績)

 （5 分） 

片山整形外科リウマチ科クリニック 片山  耕 

 

特別講演Ⅱ 10:25～11:25 

座長：嶋村  正（岩手医科大学医学部整形外科学講座） 

 

RA 治療の課題 ～生物学的製剤がもたらす関節外科治療の新展開～ 

東邦大学名誉教授 日本人工関節研究所所長 勝呂  徹 

共催：ヤンセンファーマ株式会社／田辺三菱製薬株式会社 

 

一般演題Ⅷ：関節リウマチ 4 11:25～11:55 

座長：相澤 俊朗（北秋田市民病院整形外科） 

 

41. インフリキシマブ投与中に乾癬様皮疹を認めた関節リウマチの一例 （4 分） 

札幌医科大学医学部第一内科 鈴木知佐子 

42. エネタルセプト長期投与中、東日本大震災に被災し結核を発症した 1 例 （4 分） 

岩手医科大学整形外科リウマチ科 安藤 貴信 

43. リツキシマブを投与した難治性 RA の 2 例 （4 分） 

福島第一病院整形外科 千葉 勝実 

44. 関節リウマチ加療中に誘因なく両側大腿骨顆上骨折を生じた 1 例 （4 分） 

秋田大学大学院整形外科学講座 杉村 祐介 

45. インフリキシマブ投与中に悪性腫瘍が発生した関節リウマチの 2 例 （4 分） 

市立角館総合病院整形外科 青沼  宏 

 

一般演題Ⅸ：関節リウマチ 5・その他 11:55～12:25 

座長：佐々木 明子（山形大学医学部代謝再生統御学講座運動機能再建・回復学分野 整形外科学講座）

 

46. トシリズマブで治療した成人スチル病の 2 例 （4 分） 

福島赤十字病院内科 森  冬人 

47. 両膝関節水腫に対してエタネルセプトを局所投与した一例 （4 分） 

釧路三慈会病院整形外科 仲田 公彦 

48. Crowned dens syndrome から発症した偽痛風の 1 例 （4 分） 

つがる西北五区域連合西北中央病院整形外科 田中  大 

49. 外科的加療を要した巨大痛風結節の 1 例 （4 分） 

岩手医科大学医学部整形外科学講座 鈴木  忠 



 

 

50. エタネルセプト投与によりランニング障害が改善した関節リウマチの 1 例 （4 分） 

もりた整形外科医院 森田 裕己 

 

ランチョンセミナー 12:30～13:30 

座長：小玉 弘之（医療法人正和会南秋田整形外科） 

 

関節リウマチの超音波検査 ‐わかってきたこと・求められること‐ 

福島県立医科大学名誉教授 粕川 禮司 

共催：ブリストル・マイヤーズ株式会社 

 

特別講演Ⅲ 13:30～14:30 

座長：島田 洋一（秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座） 

 

関節リウマチにおける骨脆弱性と骨破壊 

東京大学医学部外科学専攻感覚・運動機能医学講座整形外科学 田中  栄 

共催：エーザイ株式会社 ／ アボット ジャパン株式会社 

 

シンポジウムⅡ 『 RA 治療における DMARDs 』 14:35～16:05 

座長：渥美 達也（北海道大学大学院医学研究科内科学講座免疫・代謝内科学分野・第二内科） 

 

1. AORA データベースによる DMARDs 使用の動向 

中通総合病院リハビリテーション部・整形外科 宮本 誠也 

2. 高用量メトトレキサートの功罪 

市立札幌病院リウマチ免疫内科 向井 正也 

3. DMARDs は本当に骨破壊を抑制するか？  

片山整形外科リウマチ科クリニック 片山  耕 

4. DMARDs と寛解 

青森県立中央病院リウマチ膠原病内科 金澤  洋 

5. 関節リウマチに対する経口分子標的治療 

北海道大学大学院医学研究科内科学講座免疫・代謝内科学分野・第二内科 保田 晋助 

共催：ファイザー株式会社 

 

閉会の挨拶 16:05～16:10 

 

 


