
― 20 ―

日程表　第1日目　12月18日（土）

富山国際会議場 ANA クラウンプラザホテル富山 ANA クラウンプラザホテル富山 富山県民会館 富山商工会議所
【3F】メインホール 【2F】多目的会議室 201-204 【2F】特別会議室 鳳 1 鳳 2 鳳 3 ASUKA 【2F】ホール 【3F】304 号室 【10F】ホール

8：00 第 1 会場 第 2 会場 第３会場 第 4 会場 第 5 会場 第 6 会場 第 7 会場 第 8 会場 第 9 会場 第 10 会場 8：00

開会式　8：20～
8：30～10：20

特別企画 1
関節リウマチの過去と

未来

【座長】 田村 直人、持田 勇一
【演者】 天野 宏一、佐川 昭、

宗圓 聰、髙崎 芳成、仲村 一郎、
松本 功、三森 経世、黒柳　元

8：30～9：55
シンポジウム 2

注目すべきリウマチの
基礎的研究

【座長】 石井 優、菅野 祐幸
【演者】 塚崎 雅之、茂呂 和世、

岡田 随象、石井 優

8：30～9：30
一般演題 1

RA の疫学・病態
合併症 - 疫学①

【座長】 中村 洋
【演者】 吉井 一郎、伊藤 史宙、小

嶋 雅代、玉井 慎美、渡邉 良太

8：30～9：30
一般演題 5

多発性筋炎 / 皮膚筋炎
【座長】 橋本 求

【演者】 二見 秀一、志村 佳瑚、
橋本 詠仁、泉 勇人、白石 尚基

8：30～9：30
一般演題 6

RA の薬物療法①
【座長】 松原 司

【演者】 服部 恭典、木戸 敏喜、山崎 秀、
祖父江 康、田中 良哉、金崎 克也

8：30～9：30
一般演題 10

血管炎症候群
【座長】 藤永 洋

【演者】 西野 慶、吉田 理恵、川上 瑛子、
三好 俊太郎、小坂 峻平

8：30～9：55

シンポジウム 4
脊椎関節炎の診断と治療

【座長】 冨田 哲也、山村 昌弘
【演者】 山村 昌弘 , 辻 成佳、 

杉本 英治、岸本暢将、 
多田 久里守

8：30～9：55
シンポジウム 7

関節リウマチの画像診
断の進歩

【座長】 池田 啓、川上 純
【演者】 平田 信太郎、千葉 恒、
小倉 剛久、神島 保、山下 裕之

8：30～9：30
教育講演 5

関節リウマチの肺病変：
その評価と対処法

【座長】堀内 孝彦
【演者】桑名 正隆

9：00 9：00

9：30～11：30

スポンサードシンポジウム 2
高齢リウマチ

【座長】 渥美 達也
桃原 茂樹

【演者】 杉原 毅彦
西田 圭一郎

岡田 正人

共催：旭化成ファーマ㈱

9：35～10：35
一般演題 7

RA の薬物療法②
【座長】 金子 祐子

【演者】 太田 悟、松井 利浩、須藤 真則、van der 
Heijde Desiree（田中 良哉）、日髙 利彦、金山 康秀

9：40～11：40
スポンサードシンポジウム 1
これからのリウマチ治療

～up to date 
Baricitinib の有用性～

【座長】 土橋 浩章
松原 司

【演者】 渡部 龍
守田 吉孝

共催：日本イーライリリー㈱

9：40～10：40
一般演題 11

リウマチ疾患及びその他
【座長】 佐藤 健夫

【演者】 佐藤 正夫、寺澤 慧、
都留 智巳、柏戸 佑介

9：40～10：40
教育講演 3

関節リウマチ診療ガイドライン 2020
～作成の背景とアップデート内容に

ついて～
【座長】 田中 康仁

【演者】 川人 豊

10：00 10：00

10：10～11：35
シンポジウム 3

関節リウマチの外来リハ
ビリテーション医療

【座長】 三浦 靖史、松下 功
【演者】 戸田 佳孝、菱川 法和、

島原 範芳、田口 真哉、
松尾 絹絵

10：10～11：10
教育講演 4

リウマチ性疾患の妊娠
管理

【座長】 種部 恭子
【演者】 村島 温子

10：10～11：35
シンポジウム 6

チームで取り組むリウ
マチ医療

【座長】 房間 美恵、小嶋 雅代
【演者】 中原 英子、吉川 朋、

舟橋 惠子、山原 裕史、
松山 宜之、高橋 伸典

10：30～11：30
教育講演 1

リウマチ・膠原病と新型
コロナウイルス感染症

【座長】 松野 博明
【演者】 竹内 勤

10：30～11：30
一般演題 2

RA の疫学・病態
合併症 - 疫学②

【座長】 天野 宏一
【演者】 西山 進、河野 紘輝、竹村 正男、

三宅 剛平、中澤 卓也

10：40～11：40
一般演題 8

RA の薬物療法③
【座長】 松村 竜太郎

【演者】 鎌倉 政城、福居 顕宏、宮本 茂輝、
塚田 敏昭、平野 裕司

11：00 11：00

11：45～12：45
ランチョンセミナー 1

関節リウマチ治療戦略におけ
る IL-6 阻害療法の位置づけ

【座長】 竹内　勤
【演者】 日髙 利彦

共催：旭化成ファーマ㈱

11：45～12：45
ランチョンセミナー 2

関節リウマチにおける課題と JAK 阻害薬
【座長】 堀内 孝彦

【演者】 中山田 真吾
共催：アステラス製薬㈱

11：45～12：45
ランチョンセミナー 6

リウマチ・痛みに潜む骨系統疾患
【座長】 山岡 邦宏

【演者】 福岡 秀規、田中 栄
共催：アレクシオンファーマ（合）/ 協和キリン㈱

11：45～12：45
ランチョンセミナー 5

整形外科医から見た PsA の治療、
IL-23 の可能性

【座長】 藤尾 圭志
【演者】 辻 成佳

共催：ヤンセンファーマ㈱ / 大鵬薬品工業㈱

11：45～12：45
ランチョンセミナー 8

JAK 阻害薬の基礎と臨床
【座長】 小嶋 俊久

【演者】 松本 功
共催：ファイザー㈱

11：45～12：45
ランチョンセミナー 3

関節リウマチ治療におけ
る TNF 阻害薬の有用性

【座長】 髙木 理彰
【演者】 中野 和久

共催：田辺三菱製薬㈱

11：45～12：45
ランチョンセミナー 7

ループス腎炎を伴う SLE における
治療戦略とベリムマブの位置付け

【座長】 伊藤 聡 
【演者】 嶋 良仁、一瀬 邦弘

共催：グラクソ・スミスクライン㈱

11：45～12：45
ランチョンセミナー 4

関節リウマチの治療戦略
【座長】 持田 勇一

【演者】 橋本 求、金子 祐子
共催：小野薬品工業㈱／ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱

12：00 12：00

12：45～13：15
総会

表彰式
13：00 13：00

13：15～13：40
会長講演

【座長】渥美 達也
【演者】松野 博明

13：45～15：45

看護シンポジウム
リウマチ診療における

看護師の役割

【座長】 黒江 ゆり子、中原 英子
【演者】 房間 美恵、橋本 聡美、

洲崎 みどり、竹本 美由紀、
永井 薫、松浦 江美、村島 温子

13：45～14：45
一般演題 3

RA の疫学・病態
合併症 - 疫学③

【座長】 川畑 仁人
【演者】 吉永 泰彦、森 裕亮、吉井 一郎、

沼田 ひとみ、河野 紘輝

13：45～14：45
スポンサードセミナー 1

ベーチェット病の臨床 
【座長】 桑名 正隆

【演者】 岸本 暢将、菊地弘敏
共催：アムジェン㈱

13：45～14：45
一般演題 9

チーム医療
【座長】 石川 肇

【演者】 本村 友和、坂井 雅俊、
福山 圭吾、宮崎 徹、堀内 智成

13：45～14：45
一般演題 12

RA の外科療法とリハビ
リテーション - 手術療法

【座長】 中川 夏子
【演者】 島崎 貴幸、小嶋 俊久、佐原 輝、

倉田 愛子、辻川 勇次、佐藤 信治

13：45～15：45
スポンサードシンポジウム 3
関節リウマチの薬物治療 
ー JAK 阻害薬フィルゴチ

ニブがもたらす価値ー

【座長】 日髙 利彦
【演者】 三枝 淳

林 太智

共催：ギリアド・サイエンシズ㈱ /
エーザイ㈱

13：45～14：45
教育講演 6

リウマチ性疾患の臨床研究に使用さ
れる医療統計を理解するために

【座長】 黒田 良祐
【演者】 針谷 正祥

13：45～14：45
一般演題 13

RA の薬物療法 
生物学的製剤①
【座長】 岡田 正人

【演者】松村 竜太郎、平野 裕司、 
佐々木 則子、藤井 敏之、松井 利浩

14：00 14：00
14：00～15：20

シンポジウム 1
私がこの JAK 阻害薬を

選択する理由

【座長】 金子 祐子、松原 司
【演者】 織部 元廣、望月 猛、
加藤 将、太田 悟、棗田 将光

15：00 14：50～15：50
一般演題 14

RA の薬物療法 
生物学的製剤②

【座長】 田村 直人
【演者】 田中 良哉、宮 正彦、大野 祐輔、

藤井 康行、川村 大介

15：00
15：00～16：00

一般演題 4
RA の疫学・病態
合併症 - 疫学④

【座長】 西田 圭一郎
【演者】 村上 大嗣、宗田 憲治、鈴木 望人、

小杉山 裕亘、水木 伸一、塚本 名奈子

15：00～16：30
シンポジウム 5

関節リウマチと類縁した膠
原病：診断・治療の進歩
【座長】 岡田 正人、佐藤 慎二

【演者】 押領司 健介、
桑名 正隆、佐藤 慎二、
川野 充弘、田巻 弘道、

駒形 嘉紀

16：00 15：50～16：50
医療倫理を考える会

無用の医事紛争を回避するため
に　患者側代理人の立場から

【座長】 西村 慶太
【演者】 安原 幸彦

15：50～16：50
教育講演 2

RA とともに生きる人々のレジリ
エンスの向上をめざした看護

【座長】 針谷 正祥
【演者】 黒江 ゆり子

16：0015：55～16：55
一般演題 15

RA の薬物療法 
生物学的製剤③

【座長】 堀内 孝彦
【演者】 竹内 勤、亀田 秀人、日髙 利彦、

織部 元廣、吉田 智彦17：00 17：00
17：00～18：00

イブニングセミナー 1
若年女性のライフイベントを見
据えた最適な関節リウマチ診療

【座長】 森　雅亮
【演者】 齋藤 滋

土橋 浩章
共催：アステラス製薬㈱ / ユーシービージャパン㈱

17：00～18：00
イブニングセミナー 2
乾癬性関節炎の最新治療戦略

【座長】 平野 裕司
【演者】 三崎 健太、神田 浩子

共催：アッヴィ（合）

17：00～18：00
イブニングセミナー 3

関節リウマチ標準治療のポイント 
～バイオシミラーを活用する～

【座長】 天野 宏一
【演者】 川合 眞一

共催：日医工㈱

17：00～18：00
イブニングセミナー 6

EGPA の病態と臨床実態を探る
【座長】 菅野 祐幸
【演者】 田巻 弘道

共催：グラクソ・スミスクライン㈱

17：00～18：00
イブニングセミナー 4

関節リウマチ治療の Beyond 
Remission 達成に向けて

【座長】 田中 康仁
【演者】 松下 功、佐藤 信治

共催：ヤンセンファーマ㈱ / 田辺三菱製薬㈱

17：00～18：00
イブニングセミナー 5

関節リウマチの最新治療戦略
【座長】 佐藤 慎二

【演者】 橋本 求、亀田 秀人
共催：中外製薬㈱

18：00 18：00

全員懇親会　18：30～ 全員懇親会　18：30～19：00 19：00

総会及び表彰式を Web 開催
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8：00 第 1 会場 第 2 会場 第３会場 第 4 会場 第 5 会場 第 6 会場 第 7 会場 第 8 会場 第 9 会場 第 10 会場 8：00

開会式　8：20～
8：30～10：20

特別企画 1
関節リウマチの過去と

未来

【座長】 田村 直人、持田 勇一
【演者】 天野 宏一、佐川 昭、

宗圓 聰、髙崎 芳成、仲村 一郎、
松本 功、三森 経世、黒柳　元

8：30～9：55
シンポジウム 2

注目すべきリウマチの
基礎的研究

【座長】 石井 優、菅野 祐幸
【演者】 塚崎 雅之、茂呂 和世、

岡田 随象、石井 優

8：30～9：30
一般演題 1

RA の疫学・病態
合併症 - 疫学①

【座長】 中村 洋
【演者】 吉井 一郎、伊藤 史宙、小

嶋 雅代、玉井 慎美、渡邉 良太

8：30～9：30
一般演題 5

多発性筋炎 / 皮膚筋炎
【座長】 橋本 求

【演者】 二見 秀一、志村 佳瑚、
橋本 詠仁、泉 勇人、白石 尚基

8：30～9：30
一般演題 6

RA の薬物療法①
【座長】 松原 司

【演者】 服部 恭典、木戸 敏喜、山崎 秀、
祖父江 康、田中 良哉、金崎 克也

8：30～9：30
一般演題 10

血管炎症候群
【座長】 藤永 洋

【演者】 西野 慶、吉田 理恵、川上 瑛子、
三好 俊太郎、小坂 峻平

8：30～9：55

シンポジウム 4
脊椎関節炎の診断と治療

【座長】 冨田 哲也、山村 昌弘
【演者】 山村 昌弘 , 辻 成佳、 

杉本 英治、岸本暢将、 
多田 久里守

8：30～9：55
シンポジウム 7

関節リウマチの画像診
断の進歩

【座長】 池田 啓、川上 純
【演者】 平田 信太郎、千葉 恒、
小倉 剛久、神島 保、山下 裕之

8：30～9：30
教育講演 5

関節リウマチの肺病変：
その評価と対処法

【座長】堀内 孝彦
【演者】桑名 正隆

9：00 9：00

9：30～11：30

スポンサードシンポジウム 2
高齢リウマチ

【座長】 渥美 達也
桃原 茂樹

【演者】 杉原 毅彦
西田 圭一郎

岡田 正人

共催：旭化成ファーマ㈱

9：35～10：35
一般演題 7

RA の薬物療法②
【座長】 金子 祐子

【演者】 太田 悟、松井 利浩、須藤 真則、van der 
Heijde Desiree（田中 良哉）、日髙 利彦、金山 康秀

9：40～11：40
スポンサードシンポジウム 1
これからのリウマチ治療

～up to date 
Baricitinib の有用性～

【座長】 土橋 浩章
松原 司

【演者】 渡部 龍
守田 吉孝

共催：日本イーライリリー㈱

9：40～10：40
一般演題 11

リウマチ疾患及びその他
【座長】 佐藤 健夫

【演者】 佐藤 正夫、寺澤 慧、
都留 智巳、柏戸 佑介

9：40～10：40
教育講演 3

関節リウマチ診療ガイドライン 2020
～作成の背景とアップデート内容に

ついて～
【座長】 田中 康仁

【演者】 川人 豊

10：00 10：00

10：10～11：35
シンポジウム 3

関節リウマチの外来リハ
ビリテーション医療

【座長】 三浦 靖史、松下 功
【演者】 戸田 佳孝、菱川 法和、

島原 範芳、田口 真哉、
松尾 絹絵

10：10～11：10
教育講演 4

リウマチ性疾患の妊娠
管理

【座長】 種部 恭子
【演者】 村島 温子

10：10～11：35
シンポジウム 6

チームで取り組むリウ
マチ医療

【座長】 房間 美恵、小嶋 雅代
【演者】 中原 英子、吉川 朋、

舟橋 惠子、山原 裕史、
松山 宜之、高橋 伸典

10：30～11：30
教育講演 1

リウマチ・膠原病と新型
コロナウイルス感染症

【座長】 松野 博明
【演者】 竹内 勤

10：30～11：30
一般演題 2

RA の疫学・病態
合併症 - 疫学②

【座長】 天野 宏一
【演者】 西山 進、河野 紘輝、竹村 正男、

三宅 剛平、中澤 卓也

10：40～11：40
一般演題 8

RA の薬物療法③
【座長】 松村 竜太郎

【演者】 鎌倉 政城、福居 顕宏、宮本 茂輝、
塚田 敏昭、平野 裕司

11：00 11：00

11：45～12：45
ランチョンセミナー 1

関節リウマチ治療戦略におけ
る IL-6 阻害療法の位置づけ

【座長】 竹内　勤
【演者】 日髙 利彦

共催：旭化成ファーマ㈱

11：45～12：45
ランチョンセミナー 2

関節リウマチにおける課題と JAK 阻害薬
【座長】 堀内 孝彦

【演者】 中山田 真吾
共催：アステラス製薬㈱

11：45～12：45
ランチョンセミナー 6

リウマチ・痛みに潜む骨系統疾患
【座長】 山岡 邦宏

【演者】 福岡 秀規、田中 栄
共催：アレクシオンファーマ（合）/ 協和キリン㈱

11：45～12：45
ランチョンセミナー 5

整形外科医から見た PsA の治療、
IL-23 の可能性

【座長】 藤尾 圭志
【演者】 辻 成佳

共催：ヤンセンファーマ㈱ / 大鵬薬品工業㈱

11：45～12：45
ランチョンセミナー 8

JAK 阻害薬の基礎と臨床
【座長】 小嶋 俊久

【演者】 松本 功
共催：ファイザー㈱

11：45～12：45
ランチョンセミナー 3

関節リウマチ治療におけ
る TNF 阻害薬の有用性

【座長】 髙木 理彰
【演者】 中野 和久

共催：田辺三菱製薬㈱

11：45～12：45
ランチョンセミナー 7

ループス腎炎を伴う SLE における
治療戦略とベリムマブの位置付け

【座長】 伊藤 聡 
【演者】 嶋 良仁、一瀬 邦弘

共催：グラクソ・スミスクライン㈱

11：45～12：45
ランチョンセミナー 4

関節リウマチの治療戦略
【座長】 持田 勇一

【演者】 橋本 求、金子 祐子
共催：小野薬品工業㈱／ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱

12：00 12：00

12：45～13：15
総会

表彰式
13：00 13：00

13：15～13：40
会長講演

【座長】渥美 達也
【演者】松野 博明

13：45～15：45

看護シンポジウム
リウマチ診療における

看護師の役割

【座長】 黒江 ゆり子、中原 英子
【演者】 房間 美恵、橋本 聡美、

洲崎 みどり、竹本 美由紀、
永井 薫、松浦 江美、村島 温子

13：45～14：45
一般演題 3

RA の疫学・病態
合併症 - 疫学③

【座長】 川畑 仁人
【演者】 吉永 泰彦、森 裕亮、吉井 一郎、

沼田 ひとみ、河野 紘輝

13：45～14：45
スポンサードセミナー 1

ベーチェット病の臨床 
【座長】 桑名 正隆

【演者】 岸本 暢将、菊地弘敏
共催：アムジェン㈱

13：45～14：45
一般演題 9

チーム医療
【座長】 石川 肇

【演者】 本村 友和、坂井 雅俊、
福山 圭吾、宮崎 徹、堀内 智成

13：45～14：45
一般演題 12

RA の外科療法とリハビ
リテーション - 手術療法

【座長】 中川 夏子
【演者】 島崎 貴幸、小嶋 俊久、佐原 輝、

倉田 愛子、辻川 勇次、佐藤 信治

13：45～15：45
スポンサードシンポジウム 3
関節リウマチの薬物治療 
ー JAK 阻害薬フィルゴチ

ニブがもたらす価値ー

【座長】 日髙 利彦
【演者】 三枝 淳

林 太智

共催：ギリアド・サイエンシズ㈱ /
エーザイ㈱

13：45～14：45
教育講演 6

リウマチ性疾患の臨床研究に使用さ
れる医療統計を理解するために

【座長】 黒田 良祐
【演者】 針谷 正祥

13：45～14：45
一般演題 13

RA の薬物療法 
生物学的製剤①
【座長】 岡田 正人

【演者】松村 竜太郎、平野 裕司、 
佐々木 則子、藤井 敏之、松井 利浩

14：00 14：00
14：00～15：20

シンポジウム 1
私がこの JAK 阻害薬を

選択する理由

【座長】 金子 祐子、松原 司
【演者】 織部 元廣、望月 猛、
加藤 将、太田 悟、棗田 将光

15：00 14：50～15：50
一般演題 14

RA の薬物療法 
生物学的製剤②

【座長】 田村 直人
【演者】 田中 良哉、宮 正彦、大野 祐輔、

藤井 康行、川村 大介

15：00
15：00～16：00

一般演題 4
RA の疫学・病態
合併症 - 疫学④

【座長】 西田 圭一郎
【演者】 村上 大嗣、宗田 憲治、鈴木 望人、

小杉山 裕亘、水木 伸一、塚本 名奈子

15：00～16：30
シンポジウム 5

関節リウマチと類縁した膠
原病：診断・治療の進歩
【座長】 岡田 正人、佐藤 慎二

【演者】 押領司 健介、
桑名 正隆、佐藤 慎二、
川野 充弘、田巻 弘道、

駒形 嘉紀

16：00 15：50～16：50
医療倫理を考える会

無用の医事紛争を回避するため
に　患者側代理人の立場から

【座長】 西村 慶太
【演者】 安原 幸彦

15：50～16：50
教育講演 2

RA とともに生きる人々のレジリ
エンスの向上をめざした看護

【座長】 針谷 正祥
【演者】 黒江 ゆり子

16：0015：55～16：55
一般演題 15

RA の薬物療法 
生物学的製剤③

【座長】 堀内 孝彦
【演者】 竹内 勤、亀田 秀人、日髙 利彦、

織部 元廣、吉田 智彦17：00 17：00
17：00～18：00

イブニングセミナー 1
若年女性のライフイベントを見
据えた最適な関節リウマチ診療

【座長】 森　雅亮
【演者】 齋藤 滋

土橋 浩章
共催：アステラス製薬㈱ / ユーシービージャパン㈱

17：00～18：00
イブニングセミナー 2
乾癬性関節炎の最新治療戦略

【座長】 平野 裕司
【演者】 三崎 健太、神田 浩子

共催：アッヴィ（合）

17：00～18：00
イブニングセミナー 3

関節リウマチ標準治療のポイント 
～バイオシミラーを活用する～

【座長】 天野 宏一
【演者】 川合 眞一

共催：日医工㈱

17：00～18：00
イブニングセミナー 6

EGPA の病態と臨床実態を探る
【座長】 菅野 祐幸
【演者】 田巻 弘道

共催：グラクソ・スミスクライン㈱

17：00～18：00
イブニングセミナー 4

関節リウマチ治療の Beyond 
Remission 達成に向けて

【座長】 田中 康仁
【演者】 松下 功、佐藤 信治

共催：ヤンセンファーマ㈱ / 田辺三菱製薬㈱

17：00～18：00
イブニングセミナー 5

関節リウマチの最新治療戦略
【座長】 佐藤 慎二

【演者】 橋本 求、亀田 秀人
共催：中外製薬㈱

18：00 18：00

全員懇親会　18：30～ 全員懇親会　18：30～19：00 19：00

日本リハビリテーション医学会ハ 日本整形外科外科学会整 日本リウマチ財団…リ 看 薬 理 作

整
リ

整
リ

整
リ

整
リ

整
リ

整
リ

整
リ

整
リ

整
リ

看 薬 理 作

リ

整
ハ



― 22 ―

日程表　第2日目　12月19日（日）

富山国際会議場 ANA クラウンプラザホテル富山 ANA クラウンプラザホテル富山 富山県民会館 富山商工会議所
【3F】メインホール 【2F】多目的会議室 201-204 【2F】特別会議室 鳳 1 鳳 2 鳳 3 ASUKA 【2F】ホール 【3F】304 号室 【10F】ホール

8：00 第 1 会場 第 2 会場 第３会場 第 4 会場 第 5 会場 第 6 会場 第 7 会場 第 8 会場 第 9 会場 第 10 会場 8：00

8：30～10：30

シンポジウム 9

関節リウマチの新規治療

【座長】 石黒 直樹、竹内 勤
【演者】 川上 純、山岡 邦宏、

渥美 達也、田中 良哉、
藤尾 圭志

8：30～10：30
シンポジウム 10

主な小児リウマチ性疾
患の移行期医療　～移
行支援ガイド 2020 に

即して～

【座長】 森 雅亮、岡本 奈美
【演者】 森 雅亮、梅林 宏明、

五十嵐 徹、秋岡 親司、
井上 祐三朗

8：30～9：30
一般演題 17

SLE - SLE の臨床
【座長】 元村 拓

【演者】 田畑 智章、玉田 達也、Dorner 
Thomas（許斐綾子）、Ernest C Steven

（植仲 和典）、中野 真依

8：30～9：30
一般演題 20

リウマチ性疾患における看護医療①
【座長】 中原 英子

【演者】 二之宮 篤子、鈴木 絵夢、
寺岡 優、小野澤 恵、石島 和幸

8：30～9：55
シンポジウム 14

関節リウマチの保険診療
【座長】 三宅 信昌、 

織部 元廣
【演者】 神藤 佳孝、 

三宅 信昌、岩橋 充啓、 
織部 元廣、平泉 裕

8：30～9：30
一般演題 22

難治症例・示唆に富む症例報告
【座長】 亀田 秀人

【演者】 竹森 弘光、土生 康雅、 
中村 真由子、東 直人、山内 麻央

8：30～9：55
シンポジウム 11

生物学的製剤治療下の
治療 tapering – いかに

成功させるか –
【座長】 小嶋 俊久、日髙 利彦

【演者】 中野 和久、片山 耕 
岡野 匡志、杉原 毅彦、浅井 秀司

8：30～11：00

シンポジウム 13

最新の薬物治療下での
関節リウマチの手術と

チーム医療

【座長】 石川 肇、西田 圭一郎
【演者】①永谷 祐子

②那須 義久、鍋倉 由佳
③阿部 麻美、後藤 喜代美

④宮原 寿明、櫻庭 康司
⑤平尾 眞、高木 啓至

⑥中川 夏子、小橋 靖子

9：00 9：00

9：40～10：40
一般演題 18

シェーグレン症候群
【座長】 桑名 正隆

【演者】鈴木 知佐子、江崎 慈萌、
崎山 広大、中村 昂生、山本 典子

9：45～10：45
スポンサードセミナー 2

JAK 阻害薬の感染症マネジメント 
【座長】 川人 豊

【演者】 藤井 隆夫、舘田 一博
共催：アステラス製薬㈱
メディカルアフェアーズ本部

10：00 10：00
10：00～12：00

シンポジウム 8
新型コロナウィルス感
染症の感染拡大時の関
節リウマチ診療～この

1 年を振り返って～

【座長】 金子 敦史、 
舟久保 ゆう

【演者】 舟久保 ゆう、 
住友 秀次、吉田 智彦、 

金子 敦史、伊藤 宣

10：10～11：35
シンポジウム 12

関節リウマチの関節破
壊のマネージメント

【座長】 蛯名 耕介、橋本 求
【演者】 村上 孝作、清水 智弘、

原 良太、浅井 秀司、
平田 信太郎

10：40～11：40
特別企画 2

衆議院議員への質問
【座長】 松野 博明

【演者】 橋本 岳
田畑 裕明

10：45～11：45
一般演題 16

リウマチ診断の画像及びその他
【座長】 篠田 晃一郎

【演者】 小笠原 倫大、泉山 朋政、
上田 由美、名和田 雅夫

11：00 11：00
11：00～12：00

一般演題 21
リウマチ性疾患における看護医療②

【座長】 房間 美恵
【演者】 横山 里子、野口 郁代、 

松田 真紀子、沼田 ひとみ、永井 薫

11：00～12：00
一般演題 23

RA の薬物療法 JAK 阻害薬
【座長】 田中 榮一

【演者】 三橋 正季、平野 裕司、織部 元廣、
山岡 邦宏、天野 宏一、竹内 勤12：00 12：00

12：15～13：15
ランチョンセミナー 9

5 剤目 JAK 阻害薬フィルゴチニブの有用性と安全性 
～リウマチ内科医の実臨床に即した着眼点とは～

【座長】 川上 純
【演者】 三崎 健太

共催：ギリアド・サイエンシズ㈱ / エーザイ㈱

12：15～13：15
ランチョンセミナー 10

MOA の視点から見るバリシ
チニブの有効性と安全性

【座長】 田中 良哉
【演者】 加藤 将

共催：日本イーライリリー㈱

12：15～13：15
ランチョンセミナー 14

RA 治療で残された課題と
今後の展望

【座長】 門野 夕峰 
【演者】 中野 和久

共催：あゆみ製薬㈱

12：15～13：15
ランチョンセミナー 13

関節リウマチ治療のプレシ
ジョンメディスンを考える

【座長】 三浦 靖史
【演者】 平田 信太郎

共催：ヤンセンファーマ㈱ / 田辺三菱製薬㈱

12：15～13：15
ランチョンセミナー 11
更年期以降の手指の不定愁

訴：その背景と対策
【座長】 中原 英子
【演者】 平瀬 雄一
共催：大塚製薬㈱

12：15～13：15
ランチョンセミナー 15
関節リウマチ治療の最前線 ～

JAK 阻害薬の知見をふまえて～
【座長】 田中　榮一
【演者】 中村 幸男

共催：日本イーライリリー㈱

12：15～13：15
ランチョンセミナー 12

関節リウマチにおける寛
解達成に向けた治療戦略

【座長】 中島 亜矢子
【演者】 押領司 健介、松本 佳則

共催：アッヴィ（合）

13：00 13：00

13：30～14：30
教育講演 8

関節リウマチにおける
生物学的製剤選択の基準

【座長】 亀田 秀人
【演者】 伊藤 聡

13：30～14：30
教育講演 9

関節リウマチの
骨粗鬆症治療方針

【座長】 髙木 理彰
【演者】 田中 栄

13：30～14：30
一般演題 19

リウマチ診療及びその他
【座長】 阿部 麻美

【演者】 中村 磨浪、小松 亮、菅原 悠、
工藤 翔子、大矢 佳寛

13：30～14：30
教育講演 7

関節リウマチと脊椎関節炎
における画像所見の捉え方

【座長】 桃原 茂樹
【演者】 門野 夕峰

13：30～14：30
スポンサードセミナー 3
関節リウマチ伴う骨関節破壊機序

とその対策　-RANKL 制御の意義 -
【座長】 中島 康晴
【演者】 蛯名 耕介
共催：第一三共㈱

13：30～14：30
教育講演 10

関節リウマチと鑑別を
要する疾患について

【座長】 中村 正
【演者】 藤井 隆夫

13：30～14：30
教育講演 11

関節リウマチの
血液検査所見の見方

【座長】 土橋 浩章
【演者】 中島 亜矢子

14：00 14：00

閉会式　14：40
15：00 15：00

15：00～17：00

市民公開講座

【演者】 田中 栄
　　　 竹内 勤

【司会】 木佐 彩子
　　　 松野 博明

共催：日本イーライリリー㈱

16：00 16：00

17：00 17：00

18：00 18：00

19：00 19：00

整
リ
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整
リ

看 薬 理 作
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富山国際会議場 ANA クラウンプラザホテル富山 ANA クラウンプラザホテル富山 富山県民会館 富山商工会議所
【3F】メインホール 【2F】多目的会議室 201-204 【2F】特別会議室 鳳 1 鳳 2 鳳 3 ASUKA 【2F】ホール 【3F】304 号室 【10F】ホール

8：00 第 1 会場 第 2 会場 第３会場 第 4 会場 第 5 会場 第 6 会場 第 7 会場 第 8 会場 第 9 会場 第 10 会場 8：00

8：30～10：30

シンポジウム 9

関節リウマチの新規治療

【座長】 石黒 直樹、竹内 勤
【演者】 川上 純、山岡 邦宏、

渥美 達也、田中 良哉、
藤尾 圭志

8：30～10：30
シンポジウム 10

主な小児リウマチ性疾
患の移行期医療　～移
行支援ガイド 2020 に

即して～

【座長】 森 雅亮、岡本 奈美
【演者】 森 雅亮、梅林 宏明、

五十嵐 徹、秋岡 親司、
井上 祐三朗

8：30～9：30
一般演題 17

SLE - SLE の臨床
【座長】 元村 拓

【演者】 田畑 智章、玉田 達也、Dorner 
Thomas（許斐綾子）、Ernest C Steven

（植仲 和典）、中野 真依

8：30～9：30
一般演題 20

リウマチ性疾患における看護医療①
【座長】 中原 英子

【演者】 二之宮 篤子、鈴木 絵夢、
寺岡 優、小野澤 恵、石島 和幸

8：30～9：55
シンポジウム 14

関節リウマチの保険診療
【座長】 三宅 信昌、 

織部 元廣
【演者】 神藤 佳孝、 

三宅 信昌、岩橋 充啓、 
織部 元廣、平泉 裕

8：30～9：30
一般演題 22

難治症例・示唆に富む症例報告
【座長】 亀田 秀人

【演者】 竹森 弘光、土生 康雅、 
中村 真由子、東 直人、山内 麻央

8：30～9：55
シンポジウム 11

生物学的製剤治療下の
治療 tapering – いかに

成功させるか –
【座長】 小嶋 俊久、日髙 利彦

【演者】 中野 和久、片山 耕 
岡野 匡志、杉原 毅彦、浅井 秀司

8：30～11：00

シンポジウム 13

最新の薬物治療下での
関節リウマチの手術と

チーム医療

【座長】 石川 肇、西田 圭一郎
【演者】①永谷 祐子

②那須 義久、鍋倉 由佳
③阿部 麻美、後藤 喜代美

④宮原 寿明、櫻庭 康司
⑤平尾 眞、高木 啓至

⑥中川 夏子、小橋 靖子

9：00 9：00

9：40～10：40
一般演題 18

シェーグレン症候群
【座長】 桑名 正隆

【演者】鈴木 知佐子、江崎 慈萌、
崎山 広大、中村 昂生、山本 典子

9：45～10：45
スポンサードセミナー 2

JAK 阻害薬の感染症マネジメント 
【座長】 川人 豊

【演者】 藤井 隆夫、舘田 一博
共催：アステラス製薬㈱
メディカルアフェアーズ本部

10：00 10：00
10：00～12：00

シンポジウム 8
新型コロナウィルス感
染症の感染拡大時の関
節リウマチ診療～この

1 年を振り返って～

【座長】 金子 敦史、 
舟久保 ゆう

【演者】 舟久保 ゆう、 
住友 秀次、吉田 智彦、 

金子 敦史、伊藤 宣

10：10～11：35
シンポジウム 12

関節リウマチの関節破
壊のマネージメント

【座長】 蛯名 耕介、橋本 求
【演者】 村上 孝作、清水 智弘、

原 良太、浅井 秀司、
平田 信太郎

10：40～11：40
特別企画 2

衆議院議員への質問
【座長】 松野 博明

【演者】 橋本 岳
田畑 裕明

10：45～11：45
一般演題 16

リウマチ診断の画像及びその他
【座長】 篠田 晃一郎

【演者】 小笠原 倫大、泉山 朋政、
上田 由美、名和田 雅夫

11：00 11：00
11：00～12：00

一般演題 21
リウマチ性疾患における看護医療②

【座長】 房間 美恵
【演者】 横山 里子、野口 郁代、 

松田 真紀子、沼田 ひとみ、永井 薫

11：00～12：00
一般演題 23

RA の薬物療法 JAK 阻害薬
【座長】 田中 榮一

【演者】 三橋 正季、平野 裕司、織部 元廣、
山岡 邦宏、天野 宏一、竹内 勤12：00 12：00

12：15～13：15
ランチョンセミナー 9

5 剤目 JAK 阻害薬フィルゴチニブの有用性と安全性 
～リウマチ内科医の実臨床に即した着眼点とは～

【座長】 川上 純
【演者】 三崎 健太

共催：ギリアド・サイエンシズ㈱ / エーザイ㈱

12：15～13：15
ランチョンセミナー 10

MOA の視点から見るバリシ
チニブの有効性と安全性

【座長】 田中 良哉
【演者】 加藤 将

共催：日本イーライリリー㈱

12：15～13：15
ランチョンセミナー 14

RA 治療で残された課題と
今後の展望

【座長】 門野 夕峰 
【演者】 中野 和久

共催：あゆみ製薬㈱

12：15～13：15
ランチョンセミナー 13

関節リウマチ治療のプレシ
ジョンメディスンを考える

【座長】 三浦 靖史
【演者】 平田 信太郎

共催：ヤンセンファーマ㈱ / 田辺三菱製薬㈱

12：15～13：15
ランチョンセミナー 11
更年期以降の手指の不定愁

訴：その背景と対策
【座長】 中原 英子
【演者】 平瀬 雄一
共催：大塚製薬㈱

12：15～13：15
ランチョンセミナー 15
関節リウマチ治療の最前線 ～

JAK 阻害薬の知見をふまえて～
【座長】 田中　榮一
【演者】 中村 幸男

共催：日本イーライリリー㈱

12：15～13：15
ランチョンセミナー 12

関節リウマチにおける寛
解達成に向けた治療戦略

【座長】 中島 亜矢子
【演者】 押領司 健介、松本 佳則

共催：アッヴィ（合）

13：00 13：00

13：30～14：30
教育講演 8

関節リウマチにおける
生物学的製剤選択の基準

【座長】 亀田 秀人
【演者】 伊藤 聡

13：30～14：30
教育講演 9

関節リウマチの
骨粗鬆症治療方針

【座長】 髙木 理彰
【演者】 田中 栄

13：30～14：30
一般演題 19

リウマチ診療及びその他
【座長】 阿部 麻美

【演者】 中村 磨浪、小松 亮、菅原 悠、
工藤 翔子、大矢 佳寛

13：30～14：30
教育講演 7

関節リウマチと脊椎関節炎
における画像所見の捉え方

【座長】 桃原 茂樹
【演者】 門野 夕峰

13：30～14：30
スポンサードセミナー 3
関節リウマチ伴う骨関節破壊機序

とその対策　-RANKL 制御の意義 -
【座長】 中島 康晴
【演者】 蛯名 耕介
共催：第一三共㈱

13：30～14：30
教育講演 10

関節リウマチと鑑別を
要する疾患について

【座長】 中村 正
【演者】 藤井 隆夫

13：30～14：30
教育講演 11

関節リウマチの
血液検査所見の見方

【座長】 土橋 浩章
【演者】 中島 亜矢子

14：00 14：00

閉会式　14：40
15：00 15：00

15：00～17：00

市民公開講座

【演者】 田中 栄
　　　 竹内 勤

【司会】 木佐 彩子
　　　 松野 博明

共催：日本イーライリリー㈱

16：00 16：00

17：00 17：00

18：00 18：00

19：00 19：00

日本リハビリテーション医学会ハ 日本整形外科外科学会整 日本リウマチ財団…リ 看 薬 理 作
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