
2022年9月3日（土） 神戸国際会議場
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第1会場
（メインホール）

開会式　会長挨拶

第2会場
（国際会議室）

12：15～13：15 ランチョンセミナー2
「全身性エリテマトーデスの病態と最新治療
～I型インターフェロンのSLEにおける役割～」

演者：大村 浩一郎
座長：武内 徹　　共催：アストラゼネカ株式会社

12：15～13：15 ランチョンセミナー1

13：30～13：45 総会

「関節リウマチ治療におけるフィルゴチニブの有効性と安全性
-関節リウマチ治療を早期寛解に導く5つの条件-」

演者：野﨑 祐史　　座長：橋本 求
共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社／エーザイ株式会社

16：50～17：50 教育講演3
「移行して イコカ！～JIAなど小児慢性疾患の

しあわせ視点の移行期医療～」
演者：中岸 保夫　　座長：秋岡 親司

15：10～16：40 シンポジウム1

「2ndスペシャリティーとしての
関節リウマチ専門のススメ」 演者：遠山 将吾

「関節リウマチ診療における画像評価の有用性」 演者：真本 建司

「整形外科医が取り組まなければならない関節
リウマチ治療 ～阪大RAグループの取り組み～」 演者：野口 貴明

「若手整形外科RA専門医を育成するためには」 演者：村田 浩一

座長：田中 康仁、高橋 謙治

18：00～19：00 教育講演6
「ヘルスリテラシーの向上：

SDM（共有意思決定支援）の実践に向けて」
演者：中山 健夫　　座長：森信 暁雄

14：00～15：00 特別講演
「やる気に満ちた「やさしい組織」のつくりかた」

演者：斉藤 徹　　座長：三森経世

15：10～16：40 シンポジウム2
「SLE治療薬の効果検証指標は

実際に患者さんの満足につながるか？」 演者：木田 節
「全身性エリテマトーデス治療における

ベリムマブの使用意義」演者：和田 裕美子
「Type I interferonを標的とすることの期待と不安」演者：加藤 保宏

座長：藤井 隆夫、松井 聖

16：50～17：50 教育講演4
「JAK阻害薬の有効性を考える

―基礎研究から見えてくるもの」 演者：林 申也
「高齢RA患者の治療成績向上を目指して　

～関節破壊抑制と身体的フレイル～」 演者：杉山 昌史
座長：藤本 隆　　共催：アステラス製薬株式会社

18：00～19：00 教育講演7
「関節リウマチの治療戦略」

演者：神野 定男
座長：樋上 謙士　　共催：日本イーライリリー株式会社
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第3会場
（401+402）

10：50～11：50 評議員会

11：00～19：00 ポスター閲覧
機器展示

17：20～18：20 教育講演5

座長：木下 浩二

「全身性強皮症の診療　update」 演者：西村 啓佑
「ANCA関連血管炎の診療update
～新規薬剤：リツキシマブ、アバコパン」演者：日和 良介

12：15～13：15 ランチョンセミナー3
「乾癬性関節炎・強直性脊椎炎の最新治療戦略

～新たな治療選択肢JAK阻害薬の可能性を考える～」
演者：岡野 匡志

座長：安野 翔平　　共催：アッヴィ合同会社

13：50～14：50 一般演題1
「手術・リハビリテーション・骨粗鬆症・脊椎関節炎」

座長：秋田 鐘弼、乾 健太郎

15：00～16：00 教育講演1
「ゼロから始める生体イメージング研究
～病態解明と新たな治療を目指して～」

演者：菊田 順一　　座長：石井 優

16：10～17：10 教育講演2

座長：中嶋 蘭、小谷 卓矢
「膠原病性間質性肺疾患に対する抗線維化治療の実際」演者：小谷 卓矢
「膠原病性間質性肺疾患に対する免疫抑制治療の実際」演者：中嶋 蘭

ポスター会場・機器展示
（レセプションホール）

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
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2022年9月4日（日） 神戸国際会議場
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第1会場
（メインホール）

9：45～10：45

第2会場
（国際会議室）

教育講演8
「整形外科リウマチ医の明日：診断・薬物治療・手術から
リハビリテーション診療まで、目指せ三刀流！」

演者：多田 昌弘　　座長：小池 達也

8：30～9：30 モーニングセミナー1

座長：三枝 淳　　共催：ファイザー株式会社

9：45～10：45 教育講演9
「がん患者やリウマチ性疾患患者の
妊孕性温存に向けた取り組み」
演者：木村 文則　　座長：佐野 統

11：00～12：00
教育講演10（JCR臨床研究推進委員会）

「臨床研究推進のために ～多変量解析の実際、および、
結果を正しく解釈するには？～」
演者：矢嶋 宣幸　　座長：大西 輝

12：15～13：15 ランチョンセミナー4
「RAの肺合併症管理の秘訣」 演者：庄田 武司

座長：安室 秀樹　　共催：旭化成ファーマ株式会社

13：30～15：30 シンポジウム3

15：45～16：45 教育講演11

座長：東 直人、中原 英子

15：45～16：45 教育講演12
「リウマチ性疾患患者における

サルコペニア・フレイルの現状と対策」
演者：酒井 良忠　　座長：史 賢林

「関節リウマチ類似疾患の画像診断」 演者：原 良太

「多職種によるライフステージに応じたRA患者支援」 演者：松井 利浩
「若年性特発性関節炎における移行期医療」 演者：大内 一孝
「妊娠・出産・授乳期における

関節リウマチ患者支援」 演者：平松 ゆり
「看護の視点から」 演者：房間 美恵
「薬剤師の視点から」 演者：辻村 美保
「多職種によるライフステージに応じた関節リウマチ患者支援

理学療法士による“しあわせ”な人生を送るための支援」演者：島原 範芳
「リハビリテーション専門職の視点から-2
作業療法士による〝しあわせな人生を送るための支援〟」 演者：田口 真哉

座長：佐伯 良子、岡本 奈美

「リウマチ性疾患の眼病変を
マネージメントするために」 演者：丸山 和一

「若手に知っておいて欲しい
リウマチ性疾患でみられる皮膚病変」 演者：藤本 徳毅

「JAK阻害剤の位置づけ
-エビデンスに基づいた適切な使用-」 演者：柳田 英寿

「関節リウマチ治療におけるトファシチニブの
ポテンシャル ～有効性と安全性の最新情報～」 演者：渡部 龍

12：15～13：15 ランチョンセミナー5
「関節リウマチにおける骨関節破壊機序とその対策
－コホート研究より考える治療最適化－」

演者：蛯名 耕介
座長：秦 健一郎　　共催：中外製薬株式会社

13：30～15：30 シンポジウム4
「とある免疫内科医が考える未来のリウマチ学」 演者：沖田 康孝
「リウマチ診療における整形外科医の役割」 演者：前田 俊恒
「小児リウマチって大変？？」 演者：佐藤 知実
「基礎研究のすすめ」 演者：辻 英輝
「関節リウマチ患者に寄り添う看護　

～治療満足度向上をめざすために～」 演者：松村 陽美
「関節リウマチのリハビリテーション

医療と活動支援」 演者：土井 博文
座長：渡部 龍、中村 めぐみ

11：00～12：00 一般演題3
「関節リウマチ（RA）・RA、膠原病の合併症」

座長：駒野 有希子、松田 秀一
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13：30～14：30 知っておいてもらいたいシリーズ（2）

座長：大島 至郎、小豆澤 勝幸

第3会場
（401+402）

「内科の先生にも知っておいてもらいたい、
最低限の知識・手技：手術のタイミング」 演者：橋本 淳

「整形外科の先生に知っておいてもらいたい
膠原病・リウマチ性疾患のスクリーニング」 演者：村上 孝作

9：45～10：45 知っておいてもらいたいシリーズ（1）

座長：熊ノ郷 淳、坪井 秀規

8：30～9：30 一般演題2
「シェーグレン症候群・IgG4関連疾患・多発性筋炎・

強皮症・血管炎」
座長：北野 将康、村田 美紀

「臨床医に知っておいてもらいたい基礎研究の
楽しみ方　Never too late to start over」 演者：西出 真之

「内科の先生にも知っておいてもらいたい
リハビリテーション医学・医療の基礎」 演者：原田 理沙

14：30～15：30 知っておいてもらいたいシリーズ（3）

座長：松原 司、緒方 篤

「大学病院やナショナルセンターで勤務する
先生に知っておいてもらいたい保険制度」 演者：永井孝治

「リウマチ医に知っておいてもらいたい
ガイドラインには載っていない診療の手引き」 演者：川人 豊

12：15～13：15 ランチョンセミナー6
「EGPA診療のポイントとメポリズマブの

有用性を考える」
演者：寺田 信

座長：尾﨑 吉郎　　共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

15：45～16：45 教育講演13
「リウマチ学における男女共同参画・

ダイバーシティのススメ」
演者：平井 みどり　　座長：中川 夏子

8：00～16：30 ポスター閲覧
機器展示

ポスター会場・機器展示
（レセプションホール）

11：00～12：00 一般演題4
「基礎研究・全身性エリテマトーデス」

座長：河野 正孝、籏智 さおり
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