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■ 会長挨拶
第50回日本関節病学会
会長

石川 肇

新潟県立リウマチセンター 院長

このたび、
第50回日本関節病学会を2022年10月21日から22日の２日間 新潟市の“朱鷺（とき）
メッセ“ 新潟コンベンションセンターで開催さ
せていただきます。本学会は、
その前身であるリウマチ外科研究会が発足した1973年から数えると、
2022年で半世紀を迎えます。
このよう
に長い伝統を有する本学会を担当させていただくこととなり、
私自身、
大変光栄に存じるとともに、
身が引き締まる思いです。
この学会は、1981年に日本リウマチ･関節外科学会、2007年には日本関節病学会に名称変更となりました。発足当初の関節リウマチ
（RA）
だけではなく変形性関節症、
RA以外の関節炎など幅広く関節病を扱う学会となっています。
この50年の歴史の中で、
先人が作り上
げてきた本会の歴史を踏まえて、
未来に目を向けた斬新な発想に基づく研究成果をフランクに話して討論していただける会となるように努
め、
若手整形外科医にとってより一層魅力ある学会にしていきたいと考えています。
また、
関節病の治療には、
内科医との協力体制とリハビ
リテーションスタッフ、
看護師との連携も極めて重要です。今回は、
メディカルスタッフの方々にも積極的にご参加いただき、
お互いに研鑽を積
みたいと思います。
さて、
今回の学会のテーマを

としました。
この２年あまりコロナパンデミックは、
世界中に拡大し、
社

会、
経済のみならず、
人々のライフスタイルに変革をもたらし、
第48回と第49回の本学会は、
自粛生活の中でのウェブ開催となってしまいまし
た。
いまだコロナ禍からいつ完全脱却できるか見通しが立たない毎日ですが、
これからもワクチン接種による集団免疫の獲得をさらに推し
進め、
コロナに打ち勝たなくてはなりません。今後のポストコロナにおきましては、
元気を取り戻して、
対面式とリモート形式の互いのメリットを
活かした運営様式を考えていきたいと思います。
まさに、
新たな常態への挑戦です。直接、
会員同士が向き合ってワイワイ、
ガヤガヤ楽しく、
本音を語って討論ができる賑やかな学会が復活できることを願っております。参加される方々に満足いただける学会にするため、
全力で努
めていく所存です。
ここで改めて、
皆様のご理解とご支援を賜わりますようよろしくお願い申し上げます。
10月の新潟は、穏やかな天候に恵まれ、
お米、
日本酒、海の幸が大変美味しい季節です。
コロナに勝った暁には、学会参加の合間には
新潟の食文化を是非ともお楽しみください。
多くの皆さまの新潟へのお越しを心からお待ち申し上げます。

■ Welcome Message

President of the 50th meeting of Japanese Society for Joint Diseases

Hajime Ishikawa M.D., Ph.D.

Director, Niigata Rheumatic Center, Japan

The 50th meeting of Japanese Society for Joint Diseases will be held for two days, from October 21st to the 22nd,
2022, at the "Toki Messe" Niigata Convention Center in Niigata City. The Society will celebrate its 50th anniversary in 2022,
counting from 1973, when its predecessor, the Rheumatoid Arthritis Surgical Society, was established. I am very honored
and humbled to be in charge of this society, with its long and storied history.
The name of this society was changed to the Japanese Society of Rheumatism and Joint Surgery in 1981 and the
Japanese Society for Joint Diseases in 2007. It is an academic society that deals with a wide range of joint diseases, focusing
on rheumatoid arthritis (RA) at its inauguration but later expanding to include osteoarthritis and arthritis other than RA.
Based on the history of this society, which our predecessors have built up over the past 50 years, we have striven to hold
conferences where we can present and discuss our research frankly and promote innovative ideas for the future. I would
like to make the society even more attractive to young orthopedic surgeons. In addition, cooperation with physicians and
collaboration with rehabilitation staﬀ and nurses are extremely important for the treatment of joint diseases. We would thus
like to invite medical staﬀ to actively participate in the society and learn from one another.
. Over the past two years, the coronavirus
The theme of this yearʼs meeting is
pandemic has spread all over the world, bringing about changes in not only society and the economy but also people's
lifestyles. The 48th and 49th conferences had to be held virtually while Japan was practicing self-restraint. When we will
be able to completely escape from the corona crisis remains unclear, but we must continue to promote the acquisition of
herd immunity through vaccination and overcome this pandemic. In the future post-corona. We hope, through this experience, to build a new convention style that takes advantage of the mutual merits of face-to-face and remote meetings. The
advent of this “new normal” presents quite a challenge. We hope to eventually return to a lively academic society atmosphere where members can interact directly and have fun, discuss their goals, and converse freely. We will do our utmost
to make the conference satisfying to the attendants and ask for your continued understanding and support.
Niigata in October is blessed with mild weather as well as delicious rice, sake, and seafood dishes. Once the coronavirus pandemic is behind us, we invite you to enjoy the food culture of Niigata while attending the conference. We sincerely
look forward to welcoming you to Niigata.

