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第1会場

第65回日本リウマチ学会総会・学術集会

 13:30-15:30

理 事 会

 17:00-18:30

評 議 員 会

 16:30-17:00

研究倫理
講演

おさえておきたい論文執筆
の研究倫理
講師：桑名 正隆

ライブ配信：2021年4月26日（月）～28日（水）
WEBオンデマンド配信：2021年4月28日（水）～5月31日（月）
※この日程表はライブ配信のプログラムです。
※ACL-LSのライブ配信は5月8日（土）11:00～12:00です。
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シンポジウム5 13:45-16:15
血管炎診療の進歩
座長：吉藤 元、土橋 浩章
演者： 渡部 龍、石井 智徳、長坂 憲治、土橋 浩章、伊藤 秀一

シンポジウム2 9:55-11:55
免疫関連疾患のゲノミクス研究の現在
座長：岡田 随象、大村 浩一郎
演者： 高地 雄太、太田 峰人、松尾 洋孝、 

佐藤 俊朗、桐野 洋平

シンポジウム6 13:45-15:45
我が国における人工足関節置換術の進歩と課題
座長：猪狩 勝則、谷口 晃
演者： 谷口 晃、平尾 眞、矢野 紘一郎

シンポジウム3 9:55-11:55
医師と患者をつなぎ最善のリウマチケアを
実践するための看護師の役割と課題
座長：亀田 秀人、房間 美恵
演者： 亀田 秀人、房間 美恵、中原 英子、 

永井 薫、洲崎 みどり

シンポジウム7 13:45-16:15
小児リウマチ患者のための移行期における
クリニカルクエスチョン
座長：井上 祐三朗、西山 進
演者： 松井 利浩、謝花 幸祐、梅林 宏明、冨板 美奈子、 

岩田 直美、井上 祐三朗

モーニングセミナー1 8:40-9:40
ベーチェット病治療に関する
最新の知見
座長：岳野 光洋
演者： 三宅 幸子、 

多田 久里守

ランチョンセミナー1 12:35-13:35
リウマチ性疾患における
疼痛管理
座長：舟久保 ゆう
演者：川合 眞一

イブニングセミナー1 18:15-19:45
Targeting of the IL-6 pathway for treatment 
of rheumatoid arthritis: past, present and 
future
座長：桑名 正隆、山岡 邦宏
Speaker：Georg Schett、田中 良哉

モーニングセミナー2 8:40-9:40
SELECT試験が示す寛解への
道標
座長：堀内 孝彦
演者：亀田 秀人

ランチョンセミナー2 12:35-13:35
T細胞免疫学の歴史とRA治療
におけるCTLA4-Igの役割
座長：松本 功
演者：橋本 求

アフタヌーンセミナー2 16:30-18:00
脊椎関節炎の最新の知見
座長：髙木 理彰
演者： 中島 友紀、Denis Poddubnyy

イブニングセミナー2 18:15-19:15
ステロイドを含む免疫抑制薬
によるB型肝炎再活性化の
現状と対策
座長：浦田 幸朋
演者：田中 靖人

ランチョンセミナー3 12:35-13:35
膠原病関連間質性肺炎の
新たな展開
座長：田中 良哉
演者：針谷 正祥

アフタヌーンセミナー3 16:30-18:00
Role of IL-6 in rheumatoid arthritis
座長：池田 啓
演者： 池田 啓、Allan Gibofsky

イブニングセミナー3 18:15-19:45
ヒドロキシクロロキン上市後におけるSLE治療
の変化
座長：河野 肇
演者： 花岡 洋成、中山田 真吾、篠田 啓

モーニングセミナー4 8:40-9:40
SLE・ループス腎炎の病態と
治療戦略
座長：田村 直人
演者：一瀬 邦弘

ランチョンセミナー4 12:35-13:35
関節リウマチ治療における
Bone Management
座長：山岡 邦宏
演者：岸本 暢将

アフタヌーンセミナー4 16:30-18:00
乾癬性関節炎治療における多面的アプローチ
座長：冨田 哲也
演者：橋本 求、門野 夕峰

イブニングセミナー4 18:15-19:45
関節リウマチ診療における感染症対策
～肺炎予防とワクチン～
座長：藤井 隆夫
演者：金子 祐子、田坂 定智

モーニングセミナー5 8:40-9:40
全身性強皮症に伴う肺動脈性
肺高血症の生命予後改善の
ためのマネージメント
座長：渥美 達也
演者：松枝 佑

ランチョンセミナー5 12:35-13:35
安全性からみた関節リウマチ
の最新治療戦略
座長：川人 豊、西田 圭一郎
演者：藤井 隆夫、小嶋 俊久

アフタヌーンセミナー5 16:30-18:00
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
演者：古賀 智裕、渡部 龍

イブニングセミナー5 18:15-19:45
高齢者での関節リウマチ治療
座長：田村 直人
演者：多田 昌弘、石井 智徳

モーニングセミナー6 8:40-9:40
骨粗鬆症を合併した関節リウマ
チに対するデノスマブの効果
座長：松田 秀一
演者：松野 博明

ランチョンセミナー6 12:35-13:35
膠原病に合併する臓器障害
～肺と腎～
座長：桑名 正隆
演者：中嶋 蘭、廣村 桂樹

アフタヌーンセミナー6 16:30-17:30
RA治療戦略における
バイオシミラー
座長：持田 勇一
演者：松原 司

イブニングセミナー6 18:15-19:45
EGPAの病態と臨床実態を探る
座長：南木 敏宏
演者：植木 重治、天野 宏一

Meet the Expert 1 10:00-11:00
膠原病関連肺動脈性肺高血圧症
講師：川口 鎮司

Meet the Expert 2 11:20-12:20
成人リウマチ医が小児リウマチ
疾患患者を上手に診るために
講師：伊藤 秀一

Meet the Expert 5 13:50-14:50
関節エコーの臨床活用のため
の基礎知識
講師：岡野 匡志

Meet the Expert 6 15:10-16:10
臨床研究に必要な統計学の
基礎知識
講師：新谷 歩

Meet the Expert 3 10:00-11:00
最新イメージングテクノロジー
で骨関節破壊の本質に迫る
講師：石井 優

Meet the Expert 4 11:20-12:20
副腎皮質ステロイドと精神症状
講師：德倉 達也

Meet the Expert 8 15:10-16:10
リウマチ内科医でも可能な装具
療法・リハビリテーション指導
講師：橋本 淳

Symposium 1 9:55-12:25
Recent Perspectives on Treatments of Systemic Lupus 
Erythematosus
Chairs：Yoshiya Tanaka, Kenji Oku
Speakers:  Eric F. Morand, Hajime Yoshifuji, Hiroaki Niiro,  

Shingo Nakayamada, Jing He

Symposium 4（国際委員会企画） 9:55-12:25
Evolution of Surgery for Rheumatoid Arthritis in Biologic and 
JAK Inhibitor Era—From the Past to the Future—
Chairs：Jochem Nagels, Yuho Kadono
Speakers： Jochem Nagels, Jun Hirose, Massimo Ceruso,  

Jun-ichi Fukushi, Kosuke Ebina

Symposium 8（国際委員会企画） 13:45-16:15
Treatment strategy of systemic rheumatic diseases
—Lessons from clinical trials
Chairs：Masataka Kuwana, Atsushi Kawakami
Speakers： Yoshiya Tanaka, Dinesh Khanna, Chester V. Oddis,  

Denis Poddubnyy, Atsushi Kawakami

Symposium 9 13:45-15:45
Triangular Relationship in Arthritis
—Immune Cells, Synovial Fibroblasts and Bone—
Chairs: Hiroshi Takayanagi, Keishi Fujio
Speakers： Keishi Fujio, Masaru Ishii,  

Soumya Raychaudhuri, Georg Schett,  
Hiroshi Takayanagi

Afternoon Seminar 1 16:30-17:30
Simplifying RA management 
and preventing structural 
joint damage with filgotinib, 
a once-daily oral JAK inhibitor
Chair：Tsutomu Takeuchi
Speaker：Paul Emery

Meet the Expert 7 13:50-14:50
Remission in RA
Lecturer：Paul Emery
Assistant：Hideto Kameda

Morning Seminar 3 8:40-9:40
Innovative strategies for the 
treatment of patients with 
rheumatoid arthritis
Chair：Tsutomu Takeuchi
Speaker：Arthur Kavanaugh
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シンポジウム11 8:00-10:30
関節リウマチ治療に対する感染症のインパクト
座長：針谷 正祥、中島 亜矢子
演者： 酒井 良子、向井 正也、渡辺 大輔、舘田 一博、 

蛯名 耕介

シンポジウム15 14:15-16:15
自然免疫が関連する炎症性疾患
座長：金子 祐子、清水 正樹
演者： 金子 祐子、桐野 洋平、堀田 哲也、 

清水 正樹、西小森 隆太、井澤 和司

シンポジウム12 8:00-10:30
RA関節手術の変遷と現状
座長：石黒 直樹、宮原 寿明
演者： 松田 秀一、中島 康晴、秋田 鐘弼、平尾 眞、 

西田 圭一郎、安藤 圭

シンポジウム13 8:00-10:30
強皮症と筋炎　病態と治療の最新トピックス
座長：安岡 秀剛、勝又 康弘
演者： 安岡 秀剛、勝又 康弘、濱口 儒人、山野 泰彦、 

五野 貴久

シンポジウム14 8:00-10:30
リウマチ学における女性医学―next stageに向けて―
座長：村島 温子、浜谷 敏生
演者： 太田 峰人、浜谷 敏生、松林 秀彦、村島 温子、 

小川 真里子、岡野 浩哉

会長講演 12:00-12:45
関節リウマチ：
新たなる挑戦
座長：山本 一彦 
演者：竹内 勤

モーニングセミナー7 10:45-11:45
腎臓内科医目線のStandard 
of Care in Lupus Nephritis
：「これまで」を総括し「これから」
を考える
座長：山岡 邦宏
演者：林 宏樹

ランチョンセミナー7 13:00-14:00
関節リウマチ治療のアンメット
ニーズへの新たな挑戦
座長：針谷 正祥
演者：池田 啓、三崎 健太

アフタヌーンセミナー7 16:30-18:00
脊椎関節炎ベーシックセミナー2021　

「脊椎関節炎の病態解析と診断・治療の最前線」
座長：山村 昌弘、冨田 哲也
演者：川上 純、森田 明理、冨田 哲也

イブニングセミナー7 18:15-19:45
膠原病に伴う間質性肺疾患診療のポイント
座長：佐藤 慎二
演者：近藤 康博、槇野 茂樹

モーニングセミナー8 10:45-11:45
炎症性サイトカインにおける
IL-6 の役割
座長：山中 寿
演者：熊ノ郷 淳

ランチョンセミナー8 13:00-14:00
治療成績のさらなる向上を目
指して―呼吸器合併症を考慮
したRA治療―
座長：桑名 正隆
演者： 中村 祐太郎、 

新納 宏昭

アフタヌーンセミナー8 16:30-18:00
IL-23阻害剤の関節炎への可能性を考える
座長：小林 茂人
演者：辻 成佳、岸本 暢将

イブニングセミナー8 18:15-19:45
ベーチェット病の分子遺伝学的発症機序から考
えるアプレミラストの作用とReal World Data
座長：森信 暁雄
演者：桐野 洋平

モーニングセミナー9 10:45-11:45
整形外科医からみたフィルゴ
チニブの特徴と今後の課題
座長：田中 栄
演者：西田 圭一郎

ランチョンセミナー9 13:00-14:00
若年女性RA患者のライフイベ
ントを見据えた治療戦略とは
座長：金子 祐子、渥美 達也
演者：中野 和久、土橋 浩章

アフタヌーンセミナー9 16:30-18:00
リウマチ手の外科2021 ～皮下腱断裂～

【パネルディスカッション】
座長：桃原 茂樹、小田 良
パネリスト：秋田 鐘弼、池上 博泰

【特別講演】
座長：西田 圭一郎
演者：石川 肇

イブニングセミナー9 18:15-19:45
WoCBA-RA患者におけるプレコンセプショ
ンケアの重要性について
座長：村島 温子
演者：髙橋 耐子、平松 ゆり

モーニングセミナー10 10:45-11:45
JAK阻害薬Baricitinibが
リウマチ治療達成にもたらす
価値
座長：守田 吉孝
演者： 小笠原 倫大、 

小池 達也

ランチョンセミナー10 13:00-14:00
最新の骨粗鬆症治療の動向 
～抗スクレロスチン抗体の登場
によるパラダイムシフト～
座長：萩野 浩
演者：蛯名 耕介

イブニングセミナー10 18:15-20:15
[学会共催教育企画] 医師・患者間でのコミュニケーションを見つ
め直す ～診療時間の限られたリウマチ医のためのコミュニケー
ションテクニック～
座長：池田 啓
演者：三崎 健太
ファシリテーター：
東 直人、岡野 匡志、柏倉 剛、加藤 将、庄田 宏文、 
坪井 洋人、中川 夏子、深谷 進司、宮﨑 佑介

モーニングセミナー11 10:45-11:45
ベーチェット病診療の
OVERVIEW
座長：水木 信久
演者：久松 理一、南場 研一

ランチョンセミナー11 13:00-14:00
トファシチニブの長期にわたる
有効性と安全性
座長：川上 純
演者：森信 暁雄

アフタヌーンセミナー10
 16:30-17:30
CTD-PAHに対する治療戦略 
～MCTD，シェーグレン症候
群を中心に～
座長：安岡 秀剛
演者：吉藤 元

イブニングセミナー11 18:15-19:45
リウマチ性疾患におけるインフリキシマブ
のBest Use
座長：藤井 隆夫、門野 夕峰
演者：土橋 浩章、伊藤 聡

モーニングセミナー12 10:45-11:45
TNF阻害薬のこれまでとこ
れから―最近の研究結果から
TNF阻害療法を検証する―
座長：亀田 秀人
演者：鈴木 勝也

ランチョンセミナー12 13:00-14:00
関節リウマチにおける画像評価
とその重要性
座長：平田 信太郎
演者：松下 功

アフタヌーンセミナー11 16:30-18:00
関節リウマチ診療におけるMMP-3の位置づけ
座長：小柴 賢洋
演者：高橋 伸典

イブニングセミナー12 18:15-19:45
脊椎関節炎における最新の治療戦略
座長：田中 栄
演者： 多田 久里守、山本 俊幸

Meet the Expert 9 8:00-9:00
リウマチ手指変形に関与する
解剖学的要因
講師：岩本 卓士

Meet the Expert 10 9:20-10:20
ステロイドの最新の話題
講師：田中 廣壽

Meet the Expert 13 14:10-15:10
抗核抗体の基礎・検査・臨床
講師：窪田 哲朗

Meet the Expert 14 15:30-16:30
体軸性脊椎関節炎の診断と
マネジメント
講師：田村 直人

Meet the Expert 11 8:00-9:00
自己炎症性症候群の診療の実際
講師：西小森 隆太

Meet the Expert 12 9:20-10:20
リウマチ性疾患における感染症
マネジメント
講師：林 俊誠

Meet the Expert 15 14:10-15:10
医療現場の行動経済学
講師：平井 啓

Meet the Expert 16 15:30-16:30
膠原病診療における
WoCBA(Women of Child-
Bearing Age)患者の治療 
～妊婦に対する薬物治療を
理解する～
講師：後藤 美賀子

Symposium 10 8:00-10:30
Latest Update in Treatment of Rheumatoid Arthritis
Chairs: Kunihiro Yamaoka, Yoshiya Tanaka
Speakers： Allan Gibofsky, Michiaki Takagi,  

Roy M. Fleischmann, Yukinori Okada,  
Arthur Kavanaugh

Special Symposium 1 8:00-10:00
"EULAR recommends"—addressing clinical 
challenges in 2021?
Chairs： Annamaria Iagnocco, Tsutomu Takeuchi,  

Atsushi Kawakami
Speakers： Johannes W.J. Bijlsma, Daniel Aletaha, 

Iain B. McInnes

Special Symposium 2 14:15-16:15

Animal models and computational biology 
to define mechanisms of arthritis pain and 
inflammation
Chairs：Yoshiya Tanaka, Kazuhiko Yamamoto
Speakers： Soumya Raychaudhuri,  

Anne-Marie Malfait

アフタヌーンセミナー12 16:30-17:30
Meet with Prof. Paul Emery　
－世界のガイドラインと臨床
試験から読み解くFilgotinibの
可能性－
座長：新納 宏昭 
演者：Paul Emery
ディスカッサント： 
蛯名 耕介、加藤 将、 
中山田 真吾、花岡 洋成
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4月27日  火曜日　第2日目
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第65回日本リウマチ学会総会・学術集会

シンポジウム16 8:00-10:00
関節だけじゃない、膠原病疾患における
エコー検査活用
座長：大野 滋、西田 睦
演者： 渡邊 晋二、岩井 孝仁、竹之内 陽子、 

高木 幸則、 
渡邉 恒夫

シンポジウム20 14:30-16:30
COVID-19と免疫・炎症
座長：堀内 孝彦、金子 祐子
演者： 大曲 貴夫、南木 敏宏、奥 健志、木本 泰孝、

松井 利浩、都留 智巳

シンポジウム17（臨床研究推進委員会企画） 8:00-10:00
臨床研究の最新の知見 
～マシーンラーニングから新薬審査まで～
座長：西本 憲弘、矢嶋 宣幸
演者： 佐田 憲映、大西 輝、宮脇 義亜、 

木原 まり

シンポジウム21 14:00-16:30
乾癬性関節炎と強直性脊椎炎の診療　
～症候と作用機序から考える～
座長：門野 夕峰、舟久保 ゆう
演者： 和田 琢、辻 成佳、神田 浩子、谷口 義典、多田 久里守

シンポジウム18 8:00-10:00
よりよい膠原病臨床のための
Translational research
座長：中山田 真吾、庄田 宏文
演者： 中山田 真吾、松下 貴史、鈴木 勝也、 

庄田 宏文

シンポジウム19（日本免疫学会合同企画） 8:00-10:00
Cutting-edge knowledge on pathogenic 
autoantibodies and immune tolerance
座長：藤尾 圭志、石井 優
演者： 新田 剛、伊勢 渉、赤松 政彦、藤井 博司、

松本 功

特別講演 11:30-12:30
医療イノベーションの推進に
向けたPMDAの取組み
座長：竹内 勤
演者：藤原 康弘

モーニングセミナー13 10:15-11:15
治療成績のさらなる向上を目指
して　― 高齢社会におけるRA
治療 ―
座長：保田 晋助
演者： 中山田 真吾、 

岡田 正人

ランチョンセミナー13 12:45-13:45
サリルマブのポテンシャル
座長：藤尾 圭志
演者：押領司 健介

モーニングセミナー14 10:15-11:15
RA治療におけるJAK選択性
の影響
座長：三村 俊英
演者：田中 良哉

ランチョンセミナー15 12:45-13:45
Strategy for management of 
RA: updated evidence from 
JAK inhibitors
座長：竹内 勤
Speakers： 
 Ulf Müller-Ladner、渥美 達也

モーニングセミナー16 10:15-11:15
RA治療において考慮すべき
ポイント
座長：川人 豊
演者： 平田 信太郎、 

田中 真生

ランチョンセミナー16 12:45-13:45
自己免疫疾患・自己炎症性疾患
におけるIL-6シグナル阻害の
意義
座長：亀田 秀人、田村 直人
演者：金子 祐子、針谷 正祥

モーニングセミナー17 10:15-11:15
膠原病内科医がみる肺高血圧症
座長：安岡 秀剛
演者：石井 智徳

ランチョンセミナー17 12:45-13:45
TNF阻害療法の意義を
再考する
座長：佐藤 浩二郎
演者：横田 和浩、蛯名 耕介

モーニングセミナー18 10:15-11:15
関節リウマチ治療におけ
るデノスマブの位置づけ 
―骨粗鬆症非合併RA患者に
おけるデノスマブ休薬に関する
データを中心に―
座長：松原 司
演者：田中 栄

ランチョンセミナー18 12:45-13:45
高齢発症関節リウマチにおける
TNF阻害薬の役割
座長：石黒 直樹
演者：川畑 仁人

Meet the Expert 17 8:00-9:00
間質性肺疾患：Up to date
講師：近藤 康博

Meet the Expert 18 9:10-10:10
人工肩関節update (解剖学的
人工肩関節からリバース型
人工肩関節まで)
講師：永瀬 雄一

Meet the Expert 20 15:20-16:20
臨床視点に立ったリウマチ性
疾患のデータ集積と解析
講師：寺尾 知可史

Meet the Expert 19 8:00-9:00
リウマチ性多発筋痛症を中心
とした高齢者関節炎の臨床
講師：岸本 暢将

Meet the Expert 21 14:00-15:00
Difficult-to-treat RA
講師：田中 榮一

Meet the Expert 22 15:20-16:20
SLEの治療進歩を学ぶ
講師：中野 和久

Symposium 22（国際委員会企画） 14:00-16:30
Advances in research on human systemic autoimmune 
diseases
Chairs：Sachiko Miyake, Keishi Fujio
Speakers： Michael B. Brenner, Iñaki Sanz,  

Timothy J. Vyse, Keishi Fujio

ランチョンセミナー14 12:45-13:45
SSc-ILD up to date
座長：川口 鎮司 
演者： 川口 鎮司、 

Dinesh Khanna

Morning Seminar 15 10:15-11:15
Staying at the cutting-edge: 
Latest update of Upadacitinib
Chair: Akio Morinobu
Speaker: Roy M. Fleischmann
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