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北九州リウマチ薬物治療懇話会あゆみ 

回数 日時・会場 司会・演者・演題 

１ 

平成 16 年 2 月 19 日（木） 

19:00 

 

北九州プリンスホテル 

「サファイアルーム」 

＜開会の辞＞ 

産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

＜座長＞ 

 東筑病院 内科医長 阿部美穂子 先生 

 

  情報提供：「レミケード」の市販後安全情報 

              田辺製薬株式会社 

 

 「レミケード治療の意義と実際」 

産業医科大学 第一内科 講師 齋藤和義 先生 

＜座長＞ 

産業医科大学 第一内科 講師  齋藤和義 先生 

 

「レミケード投与症例の早期効果について」 

  産業医科大学 第一内科  名和田雅夫 先生 

２ 

平成 16 年 8 月 26 日（木） 

19:00～ 

 

北九州プリンスホテル 

「サファイアルーム」 

＜開会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

＜座長＞ 

 黒崎整形外科病院 院長 安永博 先生 

 

 「レミケード投与 7 症例の報告」 
 ～医療連携にて紹介頂いた RA 患者様にもたらしたもの～ 

    産業医科大学 第一内科  名和田雅夫 先生 

 

＜座長＞ 

新日鐵八幡記念病院 整形外科 部長 香月一朗 先生 

 

 「レミケードはどのような患者様に 

何を期待して投与されるべきか」 

   産業医科大学 第一内科 講師 齋藤和義 先生 
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回数 日時・会場 司会・演者・演題 

３ 

平成 17 年 2 月 24 日（木） 

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「ロイヤルホール」 

＜開会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 講師 齋藤和義 先生 

 

＜座長＞ 

 医療センター 整形外科 主任部長 牛島正博 先生 

 

「レミケード投与 8 症例の報告」 
 ～医療連携にて紹介頂いた RA 患者様にもたらしたもの～ 

産業医科大学 第一内科  名和田雅夫 先生 

＜座長＞ 

 九州労災病院 整形外科 副院長 加茂洋志 先生 

 

「関節リウマチに対する TNFα阻害療法の 

最新情報」 
 ～強力な骨破壊抑制作用を活かした適正使用とは～ 

 産業医科大学 第一内科 講師 齋藤和義 先生 

４ 

平成 17 年 10 月 6 日（木） 

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「ロイヤルホール」 

＜開会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

＜座長＞ 

新日鐵八幡記念病院 整形外科 部長 香月一朗 先生 

 

 「最も効果的な生物学的製剤使用基準の検討」 
 ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ離脱後も症状ｺﾝﾄﾛｰﾙは可能か？その指標とは 

産業医科大学 第一内科 助教授 齋藤和義 先生 

＜座長＞ 

   九州労災病院  院長 鳥巣岳彦 先生 

 

「診療所における新規抗リウマチ薬治療と病診連携」 

 近藤リウマチ整形外科ｸﾘﾆｯｸ 院長 近藤正一 先生 
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回数 日時・会場 司会・演者・演題 

５ 

平成 18 年 4 月 18 日（火） 

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「エンパイヤルーム」 

＜開会の辞＞ 

  産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

＜司会＞ 

 産業医科大学 第一内科 助教授 齋藤和義 先生 

 

「当科 180 症例の解析による、副作用発生患者様の 

           プロファイルと予防対策」 
   ～有害事象による脱落は軽減可能である～ 

産業医科大学 第一内科  鈴木克典 先生 

＜司会＞ 

 産業医科大学 第一内科 助教授 齋藤和義 先生 

 

「Infliximab を離脱することが出来た 

患者様のその後」 

産業医科大学 第一内科  名和田雅夫 先生 

６ 

 

平成 18 年 10 月 19 日（木） 

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「ロイヤルホール」 

 

＜座長＞ 

  産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

「リウマチ治療の流れ」 

～ この 50 年で何が変わったか ～ 

 日本リウマチ学会 理事長 

北海道大学大学院病態内科・第二内科 教授 

               小池隆夫 先生 
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回数 日時・会場・テーマ 司会・演者・演題 

7 

平成 19 年 3 月 30 日（金）

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「エンパイアルーム」 

＜開会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

＜司会＞ 

 新日鐵八幡記念病院 整形部長 香月一朗 先生 

産業医科大学 第一内科 助教授 齋藤和義 先生 

＜テーマ；連携＞ 

 

1,柳整形外科医院     院長 柳 英浩先生 

2,まつもと内科クリニック 院長 松元 茂先生 

3,中村内科医院      院長 中村靖三先生 

4,産業医科大学    第一内科 名和田雅夫先生 

5,直方中央病院    内科部長 中塚敬輔先生 

6 済生会八幡総合病院 整形部長 首藤敏秀先生 

8 

平成 19 年 10 月 26 日（金） 

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「ロイヤルホール」 

 

＜座長＞ 

 産業医科大学 第一内科学講座教授 田中良哉先生 

 

「生物学的製剤使用関節リウマチ患者の 

            リスクマネージメント」 

東京医科歯科大学 膠原病・リウマチ内科学分野 

              教授 宮坂信之 先生 
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回数 日時・会場・テーマ 司会・演者・演題 

9 

平成 20 年 5 月 29 日（木）

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「エンパイアルーム」 

＜開会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

＜司会＞ 

 新日鐵八幡記念病院 整形部長 香月一朗 先生 

産業医科大学 第一内科 助教授 齋藤和義 先生 

 

＜閉会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

 

1,門司メディカルセンター 内科 吾妻妙子先生 

2,産業医科大学     看護師 松永京子先生 

3,直方中央病院    内科部長 中塚敬輔先生 

4,済生会八幡総合病院 整形外科 加茂健太先生 

5,九州労災病院    整形外科 津留崎晋先生 

6 産業医科大学    整形外科 田中伸哉先生 

10 

平成 20 年 10 月 10 日（金） 

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「エンパイアルーム」 

 

＜座長＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

「関節リウマチ治療の Care と Cure」 

 東京女子医科大学附属 膠原病リウマチセンター 

             所長  山中 寿 先生 
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回数 日時・会場・テーマ 司会・演者・演題 

11 

平成 21 年 5 月 21 日（木）

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「エンパイアルーム」 

＜開会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

＜司会＞ 

 新日鐵八幡記念病院 整形部長 香月一朗 先生 

産業医科大学 第一内科 助教授 齋藤和義 先生 

 

＜閉会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

1,柏木内科医院      院長 柏木陽一郎先生 

2,JR 九州病院     内科主任 古郷功先生 

3,中村内科医院      院長 中村靖三先生 

4,柳整形外科医院     院長 柳英浩先生 

5,やます整形外科ﾘｳﾏﾁ科  院長 彌益清文先生 

6 新日鐵八幡記念  ﾘｳﾏﾁ科部長 田山尚久先生 

12 

平成 21 年 10 月 29 日（木） 

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「エンパイアルーム」 

 

＜座長＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

「完全寛解への治療戦略」 

 慶應義塾大学医学部 内科学教室 リウマチ内科 

             教授 竹内 勤 先生 
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回数 日時・会場・テーマ 司会・演者・演題 

13 

平成 22 年 8 月 11 日（水）

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「エンパイアルーム」 

＜開会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

＜司会＞ 

 新日鐵八幡記念病院 整形部長 香月一朗 先生 

JR 九州病院 内科 部長 古郷 功 先生 

 

＜閉会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

1,済生会福岡第二病院   部長 高橋 光先生 

2,新小文字病院    整形部長 竹内一哉先生 

3,済生会八幡総合病院 整形部長 原口和史先生 

4,柳整形外科医院     院長 柳 英浩先生 

5,まつもと内科クリニック  院長 松元 茂先生 

6,直方中央病院    内科部長 中塚敬輔先生 

7,柏木内科医院      院長 柏木陽一郎先生 

14 

平成 22 年 12 月 1 日（水） 

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「エンパイアルーム」 

 

＜座長＞ 

 産業医科大学 第一内科 准教授 齋藤和義 先生 

 

「関節炎の診断と薬物治療の進歩 

   -beyond the paradigm-」 

 東京医科歯科大学 薬害監視学講座  

             教授 針谷 正祥 先生 



21/05/19 

8 

回数 日時・会場・テーマ 司会・演者・演題 

15 

平成23年7月8日（金）19:00

～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「ロイヤルホール」 

＜開会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

＜司会＞ 

 新日鐵八幡記念病院 整形部長 香月一朗 先生 

産業医科大学 第一内科 助教授 齋藤和義 先生 

 

＜閉会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

1,柳整形外科医院     院長 柳 英浩先生 

2,新日鐵八幡記念病院 整形外科 部長 田山尚久先生 

3,東筑病院 リウマチ科   部長 安部美穂子先生 

4,済生会 八幡総合病院 整形外科 谷口秀将先生 

5,直方中央病院    内科部長 中塚敬輔先生 

16 

平成 23 年 11 月 15 日（水） 

19:20～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「エンパイアルーム」 

 

＜開会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 准教授 齋藤和義 先生 

 

＜座長＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

「関節リウマチの早期診断・早期治療」 

 京都大学 内科学講座臨床免疫学 教授 

                三森 経世 先生 

＜閉会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 
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回数 日時・会場・テーマ 司会・演者・演題 

17 

平成 24 年 6 月 26 日（火）

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「ロイヤルホール」 

＜開会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

＜司会＞ 

 製鉄記念八幡病院 整形部長 香月一朗 先生 

JR 九州病院 内科 部長   古郷 功 先生 

 

＜閉会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

1,直方中央病院    内科部長 中塚敬輔先生 

2,柳整形外科医院     院長 柳 英浩先生 

3,北九州市立医療センター 内科部長 西坂浩明先生 

4,製鉄記念八幡病院 整形外科 主任医長 里村匡敏先生 

5,済生会八幡総合病院 副院長  原口和史先生 

6,産業医科大学 第一内科 助教  福與俊介先生 

18 

平成 24 年 11 月 2 日（金） 

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「エンパイアルーム」 

 

＜開会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 講師 山岡邦弘 先生 

 

＜座長＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

「関節リウマチ治療の Up-To-Date」 

 順天堂大学医学部附属順天堂医院 

膠原病･リウマチ内科 教授 

                髙崎 芳成 先生 

＜閉会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 准教授 齋藤和義 先生 



21/05/19 

10 

回数 日時・会場・テーマ 司会・演者・演題 

19 

平成 25 年 7 月 10 日（水）

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「ロイヤルホール」 

＜開会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 准教授 齋藤和義 先生 

 

＜司会＞ 

 製鉄記念八幡病院 整形担当部長 香月一朗 先生 

JR 九州病院 内科 部長     古郷 功 先生 

 

＜閉会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

1,柳整形外科医院     院長 柳 英浩先生 

2,市立医療センター 内科 部長  西坂浩明先生 

3,東筑病院 リウマチ科   部長 安部美穂子先生 

4,産業医科大学 第一内科 非常勤助教 名和田雅夫先生 

5,JR 九州病院 内科 部長    古郷 功先生 

6,産業医科大学産業保健学部 成人･老年看護学 

   教授 佐藤 実先生 

20 

平成 26 年 5 月 28 日（水） 

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「ロイヤルホール」 

 

＜開会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 准教授 齋藤和義 先生 

 

＜座長＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

「関節リウマチにおける画像診断： 

MRI vs 関節エコー」 

 筑波大学医学医療系内科（膠原病･リウマチ･ｱﾚﾙｷﾞｰ） 

 教授  住田 孝之 先生 

＜閉会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 



21/05/19 

11 

回数 日時・会場・テーマ 司会・演者・演題 

21 

平成 26 年 11 月 11 日（火）

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「ロイヤルホール」 

＜開会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 准教授 齋藤和義 先生 

 

＜司会＞ 

 製鉄記念八幡病院 整形担当部長 香月一朗 先生 

JR 九州病院 内科 部長     古郷 功 先生 

 

＜閉会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

１．福岡ゆたか中央病院 看護部 松田美智子 先生 

２．産業医科大学 救急部 助教 染谷一貴 先生 

３．飯塚病院 膠原病リウマチ内科 内野愛弓 先生 

４．まつもと内科クリニック 院長 松元茂 先生 

５．産業医科大学 第 1 内科学 助教 宮川一平 先生 

６．門司掖済会病院 副院長 原口 和史 先生 

22 

平成 27 年 2 月 26 日（木） 

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「ロイヤルホール」 

 

 

＜座長＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

「生物学的製剤時代のリウマチに対する手術療法」 

 製鉄記念八幡病院 整形外科リウマチ科 

担当部長  香月 一朗 先生 
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回数 日時・会場・テーマ 司会・演者・演題 

23 

平成27年8月5日（水）19:00

～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「ロイヤルホール」 

＜開会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

＜司会＞ 

JR 九州病院 内科 部長     古郷 功 先生 

産業医科大学 第一内科 講師  中野 和久先生 

 

＜閉会の辞＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

１．福岡ゆたか中央病院 看護部 松田美智子 先生 

２．産業医科大学病院 看護部   小柳徳子 先生 

３．市立医療センター 内科 主任部長 西坂浩明 先生 

４．門司掖済会病院 副院長 松元茂 先生 

５．産業医科大学 第 1 内科学 准教授 齋藤和義 先生 

24 

平成 27 年 11 月 25 日（水） 

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「ロイヤルホール」 

 

 

＜座長＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

「完全寛解 100％のリウマチ治療を目指して」 

 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 

膠原病･リウマチ内科学 教授 上阪 等 先生 
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25 

平成 28 年 6 月 22 日（水）

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「ロイヤルホール」 

＜一般演題 座長＞ 

JR 九州病院 内科 部長     古郷 功 先生 

産業医科大学 第一内科 講師  中野 和久先生 

 

＜特別講演 座長＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

〈一般演題〉 

１．福岡ゆたか中央病院 看護部 松田美智子 先生 

２．北九州八幡東病院 原口和史 先生  

３．産業医科大学 第 1 内科学 准教授 齋藤和義 先生 

 

〈特別講演〉 

「 画像を応用した関節リウマチの T2T 」 

    長崎大学大学院医歯薬学総合研究科   

先進予防医学共同専攻先進予防医学講座 

  リウマチ・膠原病内科学分野 教授 川上 純 先生 

 

26 

平成 28 年 11 月 24 日（木）

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「ロイヤルホール」 

 

＜座長＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

「日常診療における関節リウマチ治療の目標」  

北海道大学大学院医学研究科免疫・代謝内科学分野  

教授 渥美 達也 先生 
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27 

平成 29 年 5 月 25 日（水）

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「エンパイアルーム」 

＜一般演題 座長＞ 

JR 九州病院 内科 部長     古郷 功 先生 

産業医科大学 第一内科 講師  中野 和久先生 

 

＜特別講演 座長＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

〈一般演題〉 

１． JCHO 福岡ゆたか中央病院 理学療法士  

横田 昌誠 先生 

２． 産業医科大学医学部 呼吸器内科学 助教  

小田 桂士  先生  

 

〈特別講演〉 

「 生物学的製剤の免疫原性 

    ～その制御と臨床への応用～ 」 

    日本医科大学アレルギー膠原病内科学 

教授 桑名 正隆 先生 

 

28 

平成 29 年 12 月 20 日（水）

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「エンパイアルーム」 

 

＜座長＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

 

「TNF-alpha をめぐる関節リウマチの病態と治療」  

東京大学大学院医学系研究科 アレルギー・リウマチ科 

教授 藤尾 圭志 先生 
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29 

平成30年6月5日（火）19:00

～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「エンパイアルーム」 

 

＜一般演題 座長＞ 

JR 九州病院 内科 部長     古郷 功 先生 

産業医科大学 第一内科 講師  中野 和久先生 

 

 

 

＜特別講演 座長＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

〈一般演題〉 

１． 飯塚病院 看護部 工藤 江里子 先生  

２． 国家公務員共済組合連合会新小倉病院 薬剤部 

江隈 綾香 先生 

３． 産業医科大学病院 リウマチコーディネーター 

小柳 徳子 先生 

 

〈特別講演〉 

「 関節炎治療における TNF 阻害薬 」 

    順天堂大学医学部 膠原病内科 

教授 田村 直人 先生 

 

30 

令和元年 6 月 5 日（水）19:00

～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「エンパイアルーム」 

 

＜一般演題 座長＞ 

JR 九州病院 内科 部長     古郷 功 先生 

産業医科大学 第一内科 講師  中野 和久先生 

 

 

 

＜特別講演 座長＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

〈一般演題〉 

１． 飯塚病院 看護部 工藤 江里子 先生  

２． 戸畑総合病院 検査科 倉田 聖子 先生 

３． 産業医科大学病院 リハビリテーション部  

作業療法士 大石 千尋 先生 

 

〈特別講演〉 

「 関節リウマチ治療の変遷と課題 」 

  北里大学医学部 膠原病・感染内科学 

  主任教授 山岡 邦宏 先生 
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31 

令和 2 年 10 月 13 日（火）

19:00～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「エンパイアルーム」 

 

＜総合司会＞ 

 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

〈一般演題〉 

１．新小倉病院 臨床検査科 高橋 由香里 先生 

２．芦屋中央病院 リハビリテーション科 理学療法士

  山下 諒 先生 

３．飯塚病院 看護部 工藤 江里子 先生 

 

〈特別講演〉 

「 RA 診療のアンメットニーズ 」 

    東京医科歯科大学 膠原病・リウマチ内科  

教授 保田 晋助 先生  

 

32 

令和3年6月23日（水）19:00

～ 

 

リーガロイヤルホテル小倉 

「ロイヤルホール」 

 

＜一般演題 座長＞ 

産業医科大学 第一内科 准教授 中山田 真吾 先生 

 

 

 

 

 

＜特別講演 座長＞ 

 産業医科大学 第一内科 教授 田中良哉 先生 

〈一般演題〉 

1. 戸畑総合病院 看護師 馬郡 洋子 先生 

2. JCHO 福岡ゆたか中央病院 理学療法士 

横田 昌誠 先生 

3. 飯塚病院 看護部 工藤 江里子 先生  

 

 

〈特別講演〉 

「 関節リウマチ診療における自己抗体・抗核抗体の臨

床的意義について 」 

和歌山県立医科大学医学部 リウマチ・膠原病科学講座 

教授 藤井 隆夫 先生 

 


