12 月 5 日(土)
9：00～10：00
第一会場 (メインホール)
一般演題 １
ＲＡ Ⅰ (1-1 ～ 1-6)
＜座長＞
田村 直人
(順天堂大学医学部附属 順天堂医院 膠原病・リウマチ内科)

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6

演者(演者所属)
講演タイトル
亀田 貞彦 (亀田内科)
他
「関節リウマチの抗リウマチ薬、及び、生物学的製剤のＩＭＴに対する良き効果について」
亀井 亮佑 (東京大学 医学部附属病院 アレルギーリウマチ内科)
他
「イグラチモドによる薬剤性急性間質性肺炎を生じた関節リウマチの一例 」
丹下 沙羅 (群馬大学 医学部 整形外科)
他
「トシリズマブの投与経路変更により投与時反応が出現した関節リウマチの一例」
朝田 尚宏 (行徳総合病院 整形外科)
他
「ADA 維持療法を施行したRA患者におけるPSLの離脱とMTXの意図的減量の達成の検討」
綾部 敬生 (慶友整形外科病院)
他
「当院におけるトファシチニブ投与後52週経過した12例の検討」
越部 麻友子 (独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター)
他
「アダリムマブ（ADA）で皮疹と関節炎の増悪を認め、ウステキヌマブが奏功した乾癬性関節炎の一例」

12 月 5 日(土)
10：00～10：50
第一会場 (メインホール)
一般演題 ２
ＳＬＥ (2-1 ～ 2-5)
＜座長＞
藤尾 圭志
(東京大学医学部附属病院 アレルギーリウマチ内科)

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

演者(演者所属)
講演タイトル
山崎 龍太郎 (獨協医科大学 呼吸器・アレルギー内科) 他
「ループス腎炎加療中にループス胸膜炎、腸炎を起こしたSLEの一例」
鈴木 翔太郎 (帝京大学 ちば総合医療センター リウマチ科)
他
「門脈圧亢進症を合併した抗リン脂質抗体陽性全身性エリテマトーデスの1例」
山田 紗依子 (国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 膠原病科)
他
「当院入院歴のある全身性エリテマトーデス（SLE）における胸膜炎合併例の検討」
中野 正博 (国立国際医療研究センター リウマチ膠原病科)
他
「脳血管障害を契機に確定診断した全身性エリテマトーデス、3例の検討」
福栄 亮介 (日本医科大学 アレルギー膠原病内科)
他
「全身性エリテマトーデス(SLE)様症状を呈したParvovirus B19感染症の１例」

12 月 5 日(土)
13：30～14：20
第一会場 (メインホール)
一般演題 ３
ＡＰＳ (3-1 ～ 3-5)
＜座長＞
佐藤 慎二
(東海大学医学部内科学系 リウマチ内科)

3-1
3-2
3-3
3-4
3-5

演者(演者所属)
講演タイトル
山田 壮一 (東邦大学 医学部 医学科 内科学講座 膠原病学分野)
他
「リツキシマブにて寛解した劇症型高リン脂質抗体症候群(CAPS)の1例」
増井 良則 (国立国際医療研究センター 国府台病院 リウマチ科)
他
「多彩な免疫現象による症状を呈した慢性活動性EBウイルス感染症(CAEBV)の1例」
戸田 麻衣子 (埼玉医科大学総合医療センター リウマチ・膠原病内科)
他
「副腎皮質ステロイドと血漿交換に反応せずリツキシマブが著効した、自己免疫性血小板減少症の１症例」
小宮 孝章 (横浜市立大学大学院医学研究科 病態免疫制御内科学)
他
「リツキシマブが有用であった難治性の二次性血栓性血小板減少性紫斑病の一例」
前田 英昭 (群馬大学 医学部 大学院 生体統御内科)
他
「肺胞出血を契機に診断された原発性抗リン脂質抗体症候群の一例」

12 月 5 日(土)
14：20～15：30
第一会場 (メインホール)
一般演題 ４
筋炎 (4-1 ～ 4-7)
＜座長＞
五野 貴久
(自治医科大学附属さいたま医療センター)

4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7

演者(演者所属)
講演タイトル
加藤 愛美 (横浜労災病院 リウマチ科・膠原病内科) 他
「関節リウマチ様症状で発症した皮膚筋炎の一例」
海老原 理穂 (虎の門病院 リウマチ膠原病科) 他
「高CK血症と著明な筋力低下を伴い、急速進行性に呼吸不全に至った抗MDA-5抗体陽性皮膚筋炎の一例」
菅野 瑛梨 (川崎市立川崎病院 総合診療内科) 他
「難治性下痢の副作用のためタクロリムス（Tac）をシクロスポリンA（Cy-A）へ変更し、下痢の改善と共に病勢の改善を得た抗MDA-5抗体陽性CADMの一例」
新井 脩泰 (独立行政法人国立病院機構 東京医療センター 膠原病内科) 他
「難治性間質性肺炎にアバタセプトが著効した皮膚筋炎の1例」
高田 大輔 (虎の門病院分院 リウマチ膠原病科) 他
「慢性的に緩徐の進行経過をとった壊死性筋症の一例」
村中 清春 (帝京大学ちば総合医療センター 血液リウマチ内科) 他
「典型的な筋炎症状を呈し治療抵抗性の間質性肺炎を合併した抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎の一例」
横地 律子 (帝京大学ちば総合医療センター 血液・リウマチ内科) 他
「リツキシマブで治療を行った急速進行性間質性肺炎合併皮膚筋炎の4例の検討」

12 月 5 日(土)
9：00～9：50
第二会場 (サブホール)
一般演題 ５
血管炎 Ⅰ (5-1 ～ 5-5)
＜座長＞
廣瀬 晃一
(千葉大学医学部附属病院 アレルギー膠原病内科)

5-1
5-2
5-3
5-4
5-5

演者(演者所属)
講演タイトル
岡田 悠介 (埼玉医科大学総合医療センター 初期臨床研修プログラム) 他
「トシリズマブ単独療法が奏功した、vasa vasorum vasculitisを呈した巨細胞性動脈炎の一例」
知原 有子 (帝京大学ちば総合医療センター 初期研修医) 他
「PET-CT (positron emission tomography-computed tomography)で側頭動脈および滑液包に集積を認めた巨細胞性動脈炎の一例」
本田 卓 (横浜市立みなと赤十字病院 膠原病リウマチ科) 他
「リウマチ性多発筋痛症の経過中に側頭動脈炎と腸間膜動脈瘤を合併した1例」
牧山 彩子 (順天堂大学 医学部 膠原病内科) 他
「経過中に滑車神経麻痺を認めた結節性多発動脈炎の症例」
阪 久美子 (自治医科大学附属さいたま医療センター) 他
「血痰で発見された多発肺動脈瘤の黒人男性」

12 月 5 日(土)
10：00～11：00
第二会場 (サブホール)
一般演題 ６
ＲＡ Ⅱ (6-1 ～ 6-6)
＜座長＞
森 俊仁
(独立行政法人国立病院機構相模原病院 統括診療部長)

6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6

演者(演者所属)
講演タイトル
矢内 紘一郎 (群馬大学 大学院 整形外科学)
他
「関節リウマチにより両側高度鉤爪変形を呈したリウマチ手の治療経験」
大宮 俊宣 (東京大学 医学部 整形外科)
他
「関節リウマチ患者における肩関節症状が身体に及ぼす影響の検討」
窪田 綾子 (東邦大学 医療センター 大森病院 整形外科)
他
「関節リウマチ患者におけるFINE 人工足関節置換術の中期成績」
宮前 祐之 (横浜市立大学附属市民総合医療センター)
他
「関節リウマチの外反母趾に対する中足骨水平骨切り術（Scarf変法）」
田村 靖之 (井上病院)
他
「術後にテリパラチドと低出力超音波パルスを併用した両側非定形大腿骨骨折の一例」
阿久津 みわ (獨協医科大学 リウマチセンター)
他
「リウマチ性疾患患者に生じた非定型大腿骨骨折」

12 月 5 日(土)
13：30～14：20
第二会場 (サブホール)
一般演題 ７
血管炎 Ⅱ (7-1 ～ 7-5)
＜座長＞
前澤 玲華
(獨協医科大学病院 リウマチセンター)

7-1
7-2
7-3
7-4
7-5

演者(演者所属)
講演タイトル
古川 恵美 (三井記念病院 内科)
他
「難治性IgA血管炎の経過中に肺胞出血を来した一例」
室崎 貴勝 (自治医科大学附属病院 アレルギー・リウマチ科)
他
「著明な両膝関節炎とCRP高値、アルドラーゼ高値を伴った好酸球性血管浮腫の一例」
石森 加奈 (聖マリアンナ医科大学病院 リウマチ・膠原病・アレルギー内科)
他
「限局皮膚硬化型全身性強皮症に中型血管炎を合併した一例」
津久井 大輔 (帝京大学 医学部 内科学講座)
他
「脳出血を呈して再燃した好酸球性多発血管炎性肉芽種症の一例」
高松 航 (防衛医科大学校 内科学講座 血液・膠原病・アレルギー内科)
他
「多発臓器内動脈瘤を伴い急性膵炎を合併した、結節性多発動脈炎の一例」

12 月 5 日(土)
14：30～15：20
第二会場 (サブホール)
一般演題 ８
血管炎 Ⅲ (8-1 ～ 8-5)
＜座長＞
秋山 雄次
(埼玉医科大学病院 リウマチ膠原病内科)

8-1
8-2
8-3
8-4
8-5

演者(演者所属)
講演タイトル
田中 英基 (東京医科大学八王子医療センター リウマチ性疾患治療センター)
他
「眼，鼻，耳病変に限局した多発血管炎性肉芽腫症GPAの2例」
高橋 秀典 (筑波大学医学医療系内科（膠原病・リウマチ・アレルギー）)
他
「ステロイド治療により両側中耳炎、難聴、下垂体腫瘤の改善を認めたMPO-ANCA陽性多発血管炎性肉芽腫症の一例」
入江 珠子 (東邦大学医療センター佐倉病院 内科 呼吸器内科)
他
「PR3-ANCA陽性と視神経周囲炎から多発血管炎性肉芽腫症との鑑別を要したPOEMS症候群の1例」
早川 哲 (立正佼成会附属佼成病院 腎臓・リウマチ膠原病内科)
他
「可逆性白質脳症を呈した顕微鏡的多発血管炎の一症例」
村田 興則 (慶應義塾大学 医学部 リウマチ内科)
他
「「肺筋症候群」を呈した顕微鏡的多発血管炎（MPA）の一例」

12 月 5 日(土)
9：00～10：00
第三会場 (特別会議室)
一般演題 ９
種々の炎症性疾患 (9-1 ～ 9-6)
＜座長＞
佐藤 健夫
(自治医科大学附属病院 アレルギー・リウマチ科)

9-1
9-2
9-3
9-4
9-5
9-6

演者(演者所属)
講演タイトル
宮崎 友晃 (昭和大学藤が丘病院 腎臓内科)
他
「サイトメガロウイルス肺炎とニューモシスチス肺炎を併発した混合性結合組織病（MCTD）の一例」
金下 峻也 (聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center)
他
「サルコイドーシスによる急性腎障害、高Ca血症に対してステロイドとインフリキシマブが著効した一例」
崔 賢民 (横浜市立大学 整形外科)
他
「若年性特発性関節炎患者に発症した腸腰筋膿瘍の起因菌同定にリアルタイムPCRが有用であった一例」
佐々木 俊治 (国立国際医療研究センター 膠原病科)
他
「多発性筋炎に対する治療経過中に播種性糞線虫症を発症した１例」
石井 悠翔 (東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター)
他
「20代で診断されたクリオピリン関連周期熱症候群（CAPS）の1症例」
川崎 達也 (東京医科歯科大学 医学部附属病院 膠原病・リウマチ内科)
他
「骨髄異形成症候群を背景に多中心性Castleman病を発症した一例」

12 月 5 日(土)
10：00～11：00
第三会場 (特別会議室)
一般演題 １０
シェーグレン・IgG４関連疾患 (10-1 ～

10-6)

＜座長＞
川畑 仁人
(国立大学法人 東京医科歯科大学 膠原病・リウマチ内科)

10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6

演者(演者所属)
講演タイトル
上野 愛 (杏林大学医学部付属病院 第一内科（腎臓・リウマチ膠原病内科）)
他
「急性心外膜炎を繰り返した原発性シェーグレン症候群の一例」
井畑 淳 (国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 リウマチ感染症内科)
他
「多発結節影とリンパ節腫脹、IL-6・炎症反応高値を認めたシェーグレン症候群の一例」
林 智樹 (昭和大学病院 リウマチ膠原病内科)
他
「妊娠中に尿細管性アシドーシスによる低カリウム性四肢麻痺を発症し、シェーグレン症候群の診断に至った1例」
永田 亘 (防衛医科大学校 内科学講座 血液・膠原病・アレルギー内科)
他
「両側眼瞼腫脹のみを呈し、シェーグレン症候群やIgG4関連疾患との鑑別を要した濾胞性リンパ腫の一例」
前田 淳子 (国立国際医療研究センター病院 総合診療科)
他
「IgG4関連疾患の眼窩内腫瘤と診断できた木村病の一例」
田島 実紅 (東京慈恵会医科大学附属病院 リウマチ膠原病内科)
他
「IgG4関連疾患に尿崩症を伴う下垂体炎を合併した一例」

12 月 5 日(土)
13：30～14：30
第三会場 (特別会議室)
一般演題 １１
ＲＡ Ⅲ (11-1 ～ 11-6)
＜座長＞
西村 慶太
(帝京大学医学部附属病院 整形外科)

11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6

演者(演者所属)
講演タイトル
西村 幸治 (埼玉メディカルセンター)
他
「Abatacept使用中のRA患者に合併した Nocardia Farcinica による多発筋膿瘍の一例」
大下 優介 (昭和大学 横浜市 北部病院 整形外科)
他
「インフリキシマブ投与後に肺ノカルジアを発症した関節リウマチの1例」
太田 宗夫 (さいたま赤十字病院 膠原病内科)
他
「アダリムマブ投与中に結核性腹膜炎を合併した関節リウマチの一例」
藤澤 有希 (東邦大学 医学部 内科学講座 膠原病学分野 （医療センター大橋病院）)
他
「関節リウマチと非結核性抗酸菌症が同時に診断され、生物学的製剤と化学療法で治療した一例」
荒井 完周 (おゆみの中央病院 内科リウマチ科)
他
「EORA（高齢発症 RA）と鑑別を要した RS3PE の１例」
高畑 敏子 (上都賀総合病院 リウマチ膠原病内科)
他
「関節リウマチに粘膜型類天疱瘡を合併した一例」

