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第 23 回 日本リウマチ学会 近畿支部学術集会プログラム

開会の辞  　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　 会長  佐野  統  

シンポジウムⅠ  「リウマチ性疾患難治性病態の新しい診断と治療アプローチ」

　　　　　　                 座長：吉川 秀樹    大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科学　　　            
　                                                   三森 経世    京都大学大学院医学研究科  内科学講座 臨床免疫学

1）ループス腎炎の新しい治療アプローチ
　  神戸大学医学部附属病院 総合臨床教育センター    河野 誠司

2）多発性筋炎 / 皮膚筋炎に伴う間質性肺炎の新しい診断と治療アプローチ
　  京都大学大学院医学研究科 内科学講座 臨床免疫学    中嶋   蘭

3）「関節リウマチの間質性肺炎」膠原病科でみる肺病変－膠原病内科の立場から－
　  大阪医科大学  第一内科    槇野 茂樹

4）小児におけるリウマチ性疾患の新しい治療アプローチ　難治性全身型 JIA(sJIA) に対する
　トシリズマブ (TCZ) による治療－ Drug-free 寛解をめざした治療プロトコールの提案
      鹿児島大学医学部保健学科
      鹿児島大学医学部歯学部附属病院小児診療センター　武井 修治

シンポジウムⅡ  「関節リウマチ診療における新規生物学的製剤と生物製剤下での手術の実際」

　　　　                         座長：西本 憲弘    東京医科大学医学総合研究所難病分子制御学部門
                                                                     大阪リウマチ・膠原病クリニック
　　　　　　　　　                松原　  司    松原メイフラワー病院
1）関節リウマチ治療におけるアバタセプトの効果と副作用
　  兵庫医科大学 内科学講座 リウマチ・膠原病科    関口 昌弘、佐野   統

2）RA における TNF 阻害薬投与下での手術の実際
　  京都府立医科大学大学院医学研究科 運動器機能再生外科学（整形外科）   
      徳永 大作、小田   良、谷口 大吾、岸田 愛子、久保 俊一

3）関節リウマチにおけるトシリズマブ投与下での手術の実際
　  白浜医療福祉財団骨リウマチ疾患探索研究所　 
　  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　小池 達也

4）関節リウマチにおけるアバタセプト投与下での手術の実際
　  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

特別講演 1
　
　　　　　　　　　　 座長：中村 孝志    独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター
     骨粗鬆症の新たな治療方針

      近畿大学医学部奈良病院 整形外科・リウマチ科    宗圓   聰

ランチョンセミナー

　　　　                         座長：岩﨑    剛    兵庫医療大学 薬学部  医療薬学科

     関節リウマチにおける関節エコーの実際

　 〜日常臨床における関節超音波検査の有用性〜　
       横浜市立大学附属市民総合医療センター リウマチ膠原病センター    大野   滋
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パネルディスカッション 1　「リウマチ性疾患の診断困難症例と難治性合併症」

　　　　　　　　　 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
　　　　　　　　　             川人     豊　京都府立医科大学大学院医学研究科 免疫内科学
口演： 
　　 1）P1-2、2）P1- 5、3）P1-7、4）P1- 8　（＊ 口演発表者）
パネリスト：

　　 寺田     信　  市立伊丹病院 アレルギー疾患リウマチ科
　　  辻         剛　  神鋼病院 膠原病リウマチセンター
　　  緒方     篤　  大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器免疫アレルギー内科
　　  北野 将康　  兵庫医科大学 内科学講座 リウマチ・膠原病科

まとめ：
　　 ディスカッサー  角田慎一郎　兵庫医科大学 内科学講座 リウマチ・膠原病科

［ポスター演題］

  P1-1 多発筋炎（PM）に合併した難治性再発性化膿性骨髄炎の一症例
 宝塚市立病院 リウマチ科    萩原 敬史、並木 充夫、横山 雄一
＊P1-2 発症早期の間質性肺炎に対する治療機会を得た抗 MDA-5 抗体陽性の Clinically 
　   amyopathic dermatomyositis （CADM）の１例
　   市立伊丹病院  アレルギー疾患リウマチ科    寺田   信

  P1-3 関節リウマチに合併した再燃を繰り返す器質化肺炎の一例
　   大阪医科大学附属病院  第一内科   石田 貴昭、永井 孝治、木坊子 貴生、秦 健一郎、  
　　 吉田 周造、武内   徹、槇野 茂樹、花房 俊昭

  P1-4 小腸の偽性腸閉塞の治療に難渋した強皮症の一例
　    神戸百年記念病院 内科    黒木 康雄
＊P1-5 重度の肺動脈性肺高圧症を合併した強皮症、シェーグレン症候群の Overlap 症例
　   神鋼病院 膠原病リウマチセンター    辻　剛、一瀬 良英、泉 真祐子、阿部 京介、
 梅田 良祐、 熊谷 俊一

  P1-6  原因不明の腹水を来した混合性結合組織病（MCTD）の一例
　   近畿大学 血液・膠原病内科    酒井 健史、李   進海、朝戸 佳世、志賀 俊彦、 矢野 智洋、
 野崎 祐史、船内 正憲、松村   到
＊P1-7  IgG4 関連疾患が疑われた無菌性髄膜炎の一例
　   大阪大学医学部附属病院 免疫アレルギー内科    西出 真之、楢崎 雅司、沈   嬌、濱野 芳匡、
 中林 晃彦、平野   亨、嶋   良仁、緒方  篤、 田中 敏郎、熊ノ郷 淳
＊P1-8 壊疽性膿皮症を初発症状に、Spondyloarthropathy・Aseptic
       Abscesses Syndrome を呈し、初期 Crohn 病と考えられた一例
　   兵庫医科大学 内科学講座  リウマチ・膠原病科     吉川 卓宏、北野 将康、安部 武生、
 荻田 千愛、横山  雄一、石津    桃、古川 哲也、田中 克典、高田 美樹、西岡 亜紀、
 齋藤 篤史、関口 昌弘、東   直人、角田 慎一郎、松井  聖、佐野   統

  P1-9  多彩な症状を呈し診断までに 20 年以上経過した家族性地中海熱の一例
　   神戸大学 膠原病リウマチ内科   津田 耕作

14:10 － 15:00
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パネルディスカッション 2   「関節リウマチにおける治療困難例と手術難治例」

　　　　　　　　　　　　　　 座長：菊池     啓　近畿大学医学部堺病院 整形外科
　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐伯 行彦   国立病院機構大阪南医療センター リウマチ科口演： 
　　 1）P2 -1、2）P2 - 4、3）P2 - 6、4）P2 - 8　（＊ 口演発表者）
パネリスト：

 乾 健太郎　  大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科学教室
　　　 酒井 良忠　  神戸大学大学院医学研究科 整形外科学
　　　 伊藤 　宣　  京都大学医学部附属病院 リウマチセンター
　　　 中川  夏子　  一般財団法人甲南会 甲南加古川病院  リウマチ・膠原病センター 整形外科
まとめ：
　　 ディスカッサー  森信 暁雄　神戸大学大学院医学研究科 免疫内科学講座
　　　　　　　　  　  菊池     啓　 近畿大学医学部堺病院 整形外科

［ポスター演題］ 

＊P2-1 インフリキシマブ投与中に合併した難治性皮膚病変
 大阪市立大学大学院医学研究科  整形外科学講座、高齢者運動器変性疾患制御講座  
 乾 健太郎、多田 昌弘、杉岡 優子、真本 建司、岡野 匡志、小池 達也、中村 博亮

  P2-2  生物学的製剤使用中に、非結核性抗酸菌（NTM）症による気胸と有瘻性膿胸を発症 
 した関節リウマチ（RA）の１例
　  　　香芝旭ヶ丘病院①、奈良県立医科大学附属病院リウマチセンター②　 新名 直樹①②、
 藤村 貴則②、原   良太②、赤井 靖宏②、小畠 康宣②、藤本   隆②、田中 康仁②

  P2-3  多数回手術、肥満、糖尿病などを合併している関節リウマチ患者の感染治療
　  近畿大学医学部堺病院整形外科①、同リハビリテ－ション科② 、PL 病院整形外科③ 

　  三平   整①、黄   昌弘①、春日 浩聡①、伊東 靖宜①、嶋田   亘①、菊池   啓①、辻本 晴俊②、
　  斎藤 政克③ 

＊P2-4  エタネルセプト導入再開後、人工関節感染が再燃し治療に難渋した一例
　   神戸大学大学院医学研究科 整形外科学   林  申也、酒井 良忠、橋本 慎吾、黒田 良祐、
　　　 黒坂 昌弘

  P2-5  薬物療法と合併症、人工関節と関節温存～多くの問題点を有する症例にどう向き合うか？～
　  京都府立医科大学大学院医学研究科 運動器機能再生外科学（整形外科）①、
              同 免疫内科学② 、同  リウマチ・関節機能制御学③   小田  良①、徳永 大作①、谷口 大吾①、 
 岸田 愛子①、妹尾 高宏②③、山本 相浩②、河野 正孝②、川人  豊②、久保俊一①③ 
＊P2-6  整形外科術後感染例に対する生物学的製剤投与 / 再投与の是非と時期
　   京都大学医学部附属病院 リウマチセンター    

       伊藤   宣、布留 守敏、大村 浩一郎、 橋本   求、藤井 隆夫、松田 秀一、三森 経世

  P2-7  後天的恒久性膝蓋骨脱臼を伴う高度外反変形膝を呈した関節リウマチ症例
　   大阪厚生年金病院 整形外科    西川 昌孝、大脇   肇、冨士 武史
＊P2-8  関節リウマチにおける手術困難症例について
　  一般財団法人甲南会 甲南加古川病院 リウマチ膠原病センター整形外科  　中川 夏子、
 畠山 拓也、武部   健、立石 耕司、横山 公信、寺島 康浩、香山 幸造、居村 茂明

特別講演 2
　　　　　　　　　　　　　　 座長：佐野  統   兵庫医科大学 内科学講座  リウマチ・膠原病科

低分子化合物の関節リウマチにおける作用

　　産業医科大学 第一内科学講座    山岡 邦宏、田中 良哉

閉会の辞 　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　会長  佐野  統 

15:05 － 15:55

　

16:00 － 17:00

17:00 － 17:05


