
回数 開催月日 場　所 座　長 症例発表及び一般演題 特別講演

症例報告
　　「悪性関節リウマチの一例」
　　　　　　産業医科大学　一内科　　　大田　俊行
　　「ＲＡに対するimmuno　modulation　」
　　　　　　北九州総合病院　外科　　　天野　国幹
テーマ：ＲＡのＸ線読影について
症例報告
　　「下　肢」　　九州厚生年金病院　　西崎　博己
　　「上　肢」　　産業医科大学　　　　小林　靖幸
一般演題 「ループスマウスがリウマチにおしえるもの」
　　「ＲＡに対するカルフェニールの使用経験」 　　　　東北大学医学部第一病理学　助教授
　　　　　　産業医科大学　一内科　　田中　良哉 　　　　　　　　　　　　　　　　　野勢　眞人
　　　　　　　　　　　　　大田　俊行、増田　美穂
　　　　　　　　　　　　　斉藤　和義、江藤　澄哉
　　「Ｄ－ベニシラミン使用中に
　　　　　　汎血球減少をきたしたＲＡの一例」
　　　　　　県立嘉穂病院　内科　　　本松　利治
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　光
　　　「慢性関節リウマチの東洋医学的治療」
　　　　　　国立小倉病院　消化器科　　水野　修一
　　　「ＲＡの外科適応」
　　　　　　――滑膜切除を中心に――
　　　　　　産業医科大学　整形外科　　田中　宏明
　　　「カルフェニールが有効であったと思われる１例」 「リウマチの外科的治療」
　　　　　　産業医科大学　整形外科　　小林　靖幸 　　　　大分医科大学　整形外科　助教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥巣　岳彦
　　　「膠原病、リウマチ性疾患のデータの読み方」
　　　　　　産業医科大学　第一内科　　大田　俊行
　　　「ＭＲＡについて」
　　　　　　産業医科大学　整形外科　　小林　靖幸
一般演題 「ＲＡの炎症と寛解導入剤」
　　　「慢性関節リウマチに対する免疫治療」 　　　　九州大学生体防御医学研究所
　　　　　　北九州総合病院　外科　　天野　国幹 　　　　臨床免疫学部門　助教授　　神宮　政男

　　　　　　　　　　内科　田中　龍二、今津　通教

症例報告
　　　「強直性脊椎炎の治療について」
　　　　　　産業医科大学　整形外科　　小林　靖幸
　　　「Seronegative　Spondyloarthritis」
　　　　　　産業医科大学　第一内科　　大田　俊行

北九州・筑豊リウマチ懇話会のあゆみ

第１回 S.62.4.23 小倉医師会館 本松　利治

上崎　典雄九州厚生年金病院S.62.8.6第２回

第３回 S.62.12.3 九州厚生年金病院 上崎　典雄

本松　利治小倉医師会館S.63.4.14第４回

第５回 S.63.7.28 九州厚生年金病院 小林　靖幸

本松　利治九州厚生年金病院S.63.12.1第６回

第７回 H.元.4.27 九州厚生年金病院 大田　俊行

小林　靖幸小倉医師会館H.元.8.3第８回

第９回 H.元.11.30 法華クラブ 本松　利治

第１０回 H.2.5.24 小倉医師会館 大田　俊行
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回数 開催月日 場　所 座　長 症例発表及び一般演題 特別講演

北九州・筑豊リウマチ懇話会のあゆみ

症例報告
　　　「リウマチ性頸椎障害」
　　　　　　福岡県立嘉穂病院　院長　　本松　利治
　　　「リウマチ性頸椎障害」
　　　　　　九州厚生年金病院　整形外科
　　　　　 　リハビリテーション部長　　山口　司
一般演題 「ＲＡの頸椎障害に対する診断と治療」
　　　「慢性関節リウマチと鑑別困難な 　　　　山口大学　整形外科　助教授
            成人型スティル病ＡＯＳＤの一例」 　　　　　　　　　　　　　　　　小田　拓哉
　　　　　 　医療法人　貞元内科医院　　貞元　春美
　　　「ＲＡの人工関節の適応（膝、股関節）」
　　　　　　新日本製鉄㈱八幡製鉄所病院　整形外科
　　　　　　　 　　　　　　　　科長　　香月　一朗
　　　「膠原病の関節症状」
　　　　　　産業医科大学中央検査部
　　　　　　　　　　  　　　 　副部長　大田　俊行

「自己免疫性関節炎のトピックス」
　　九州大学歯学部　口腔生化学　教授　　古賀　敏夫

症例報告
　　　「オーバーラップ症候群」
　　　　　　産業医科大学　　　　　　 　大田　俊行
　　　　　　県立嘉穂病院　　　　　 　　高橋　光
　　　　　　私立医療センター　　　　 　塚本　浩
症例報告
　　　「ＲＡ足の変形に対する治療」
　　　　　　九州厚生年金病院　　　　　　北方　明
　　　　　　産業医科大学　　　　　　　　田中　宏明

「慢性関節リウマチの診療にかかわる諸問題」
　　　　国立加古川病院　院長　　居村　茂明

テーマ：『悪性関節リウマチ』
症例１　北九州市立医療センター　内科　塚本　浩
症例２　産業医科大学　中央臨床検査部　大田　俊行

第１９回 H.5.5.13 小倉医師会館 大田　俊行

第１３回 H.3.5.23

上崎　典雄九州厚生年金病院H.2.8.23第１１回

H.3.12.5第１５回

第１２回 H.3.1.24 法華クラブ 小林　靖幸

第１４回 H.3.8.29 九州厚生年金病院 大田　俊行

八幡医師会館 田中　宏明

小倉医師会館 上崎　典雄

大久保　秀雄小倉医師会館

上崎　典雄小倉医師会館H.4.12.3第１８回

第１６回 H.4.5.14 小倉医師会館 本松　利治

第１７回 H.4.8.6
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回数 開催月日 場　所 座　長 症例発表及び一般演題 特別講演

北九州・筑豊リウマチ懇話会のあゆみ

テーマ：『ＤＭＡＲＤＳの副作用』
「メトトレキサートの副作用」
　　　　産業医科大学　　　田中　宏明・大田　俊行
「メトトレキサートの副作用」
　　　　新日鉄八幡病院　　田山　尚久・香月　一朗
「ブシラミンの副作用」
　　　　市立医療センター　　　　　　　塚本　浩
「ＤＭＡＲＤＳとその副作用」
　　　　県立嘉穂病院　　　　　　　　　本松　利治

「短期貯血式自己血輸血の普及と、
　　　その外科系輸血に及ぼす影響について」
　　　　　　　産業医科大学　輸血部　副部長
　　　　　　　　　　　　　　　　　坂本　久浩

「リウマチ　手に対する外科的治療」
　　　　産業医科大学　整形外科　　　　酒井　昭典
「ＲＡの手の外科的治療」
　　　　麻生飯塚病院　整形外科　　　　小島　哲夫
テーマ：『リウマチ性疾患とアミロイドーシス』
「アミロイドーシスを合併したｍｕｔｉｌａｎｃｅ
ｔｙｐｅ　ＲＡの一例」
　　　　産業医科大学　一内科　　　　　中塚　敬輔
「全身性アミロイドーシスを合併した成人スティル
の一例」
　　　　市立医療センター　内科　　　　古郷　功
「難治性下痢を伴ったＲＡアミロイドーシスの一例」
　　　　県立嘉穂病院　　　内科　　　　高橋　光

「リウマチ性疾患と眼科病変」
　　　久留米大学医学部眼科　教授　　望月　學

「Ｗｅｇｅｎｅｒ肉芽腫症の一例」
　　　　市立医療センター　内科　　　　古郷　功
「慢性関節リウマチと肺病変」
　　　　新日鉄八幡病院　呼吸器内科　　宮崎　直樹
「ＲＡ下肢多関節手術症例の検討」
　　　　産業医科大学　整形外科　　　　河野　公昭
「ＲＡにおける下肢多関節置換の問題点」
　　　　新日鉄八幡病院　整形外科　　　田山　尚久

「動物モデルから見た慢性関節リウマチ」
　　　　産業医科大学　医学部　免疫学

　　　　　　　　　　　　助教授　　垣本　毅一

「ステロイドの使い方」
　　　　県立嘉穂病院　　内科　　　　　高橋　光
　　　　牧山中央病院　　整形外科　　　田中　宏明

第２１回 H.5.12.9 小倉医師会館 大田　俊行

第２０回 H.5.8.19 八幡医師会館 本松　利治

第２３回 H.6.8.18 八幡医師会館 大田　俊行

第２２回 H.6.5.26 ＫＭＭビル 香月　一朗

第２４回 H.6.12.8 法華クラブ 大田　俊行

第２５回 H.7.5.25 八幡医師会館 本松　利治

第２６回 H.7.8.24 八幡医師会館 田中　宏明

第２７回 H.7.12.7 小倉ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ 大田　俊行

第２８回 H.8.4.25 九州厚生年金会館 本松　利治
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回数 開催月日 場　所 座　長 症例発表及び一般演題 特別講演

北九州・筑豊リウマチ懇話会のあゆみ

「興味あるリウマチ性疾患」
　　　　産業医科大学　　一内科　　　　河村　容子
　　　　市立医療センター　内科　　　　古郷　功

「シェーグレン症候群（ＳＳ）の全身症状」
　　　　金沢医科大学　総合医学研究所
　　　　　　　　　　　　　教授　　菅井　進

「慢性関節リウマチの周術期管理」
　　　　新日本製鐵(株)八幡病院麻酔科　竹中伊知郎
「当院におけるリウマチ患者に対する内科的治療の現状」
　　　　県立嘉穂病院　内科　　高橋　光

「リウマチのリハビリテーション」
　　　　　　　　　広島大学医学部保健学科
　　　　　　　　　　　　　　教授　　吉村　理

症例報告1：「Ｍ蛋白と間質性腎炎を伴った
　　　　　　　　　　　　シェーグレン症候群の１例」
　　　　医療センター　内科　　井口　孝介
症例報告2：「ブシラミンによる重篤な副作用を呈した１例」
　　　　　県立嘉穂病院　内科　　高橋　光
講演：「膠原病・リウマチ性疾患データの読み方」
　　　　　医療センター　内科　　古郷　功
「リウマチのＸ線読影について」
　　　新日鉄八幡記念病院　整形外科　　香月　一朗
症例検討１：「高齢発症ＲＡの症例検討」 　「慢性関節リウマチに対する
　　　　　　　　県立嘉穂病院　内科　　高橋　光 　　抗リウマチ剤・免疫抑制剤追加併用療法の
症例検討２：「重症ＲＡの手術適応」 　　　　　　　　  有用性の検討とその作用機序の解析」
　　　　　　　　九州労災病院　整形　　加茂　洋志 　　　　国立別府病院　ﾘｳﾏﾁ膠原病内科　安田正之
症例検討１：「再発性多発性軟骨炎の１例」
　　　　　　　　北九州医療ｾﾝﾀｰ　内科　古郷　功 「ＲＡの手術適応」
症例検討２：「治療に難渋しているﾑﾁﾗﾝｽﾀｲﾌﾟRAの 　　　　　九州労災病院　整形　　前川　正幸
　　　　　　　１例」
　　　　　　　森田整形外科医院　　　森田　道昭
「北九州・筑豊地区の慢性関節リウマチにおける
ＤＭＡＲＤｓの使用状況と効果」
　　　産業医科大学　臨床検査部　　大田　利行

第２９回 H.8.8.22 八幡医師会館 大田　俊行

第３０回 H.8.12.5 ホテルニュー田川 大田　俊行

第３１回 H.9.4.24 九州厚生年金会館 香月　一朗

第３３回 H9.12.4 ホテルニュー田川 加茂　洋志

八幡医師会館 本松　利治H.9.8.21第３２回

第３４回 H10.5.28 九州厚生年金会館 本松　利治

第３５回 H10.8.27 八幡医師会館 加茂　洋志

第３６回 H10.11.26 ホテルニュー田川 上崎　典雄

第３７回 H11.5.27 八幡医師会館 鶴上　浩

第３８回 H11.8.26 九州厚生年金会館 本松　利冶
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回数 開催月日 場　所 座　長 症例発表及び一般演題 特別講演

北九州・筑豊リウマチ懇話会のあゆみ

「ＲＡにおける環軸椎垂直性亜脱臼の
　　　　　　　　　　　　　　　　診察法(sakaguchi-kauppi法)
　　　　熊本整形外科病院　副院長　　坂口　満

「括膜切除術～ＲＡ肘関節を中心に～」
　　　　　　　　　　　　産医大　整形　鶴上　浩
「慢性関節リウマチに対する
　　　　薬物治療効果に関する検討～メトトレキサート～」
　　　　　北九州医療センター　内科　　古郷　功

「慢性関節リウマチに伴う皮膚病変」
　　　　　　　九州大学　皮膚科　　今山　修平

「慢性関節リウマチに伴う脊椎病変」
　　　　　　　　総合せき損センター　　森　英治
「慢性関節リウマチに対する
　　　　薬物治療効果に関する検討　－ブシラミン－」
　　　　　　　　県立嘉穂病院　内科　　高橋　光

「慢性関節リウマチにおける骨関節破壊のメカニズム」
　　　　　　　九州大学　整形外科　首藤　敏秀

「慢性関節リウマチにおける骨量減少」
　　　　　　　－その機序と対策－
　　　　公立玉名中央病院　整形外科　　鶴上　浩
「慢性関節リウマチに対する薬物治療効果に
　　　　　　関する検討　－サラゾスルファピリジン－」
　　　　北九州市立医療センター　内科　部長　　古郷　功

「最新のＲＡ薬物治療」
　埼玉医科大学総合医療センター　第二内科　教授　竹内　勤

「前足部の変形」
　　九州労災病院　　　　整形外科　　副院長　加茂　洋志
　　新日鐵八幡記念病院　リウマチ科　部長　　田山　尚久
　　産業医科大学病院　　整形外科　　助手　　沖本　信和
「シェーグレン症候群に対するミゾリビンの臨床効果」
　　　　　　産業医科大学病院　　第一内科　中山田　真吾
「リウマチ性疾患における骨破壊機序とその制御」
　　　　産業医科大学病院　　第一内科　講師　齋藤　和義

「リウマチ上肢の外科的治療」
　　広島県立身体障害者リハビリテーションセンター
　　　　　　　　　　整形外科　　次長　水関　隆也

「関節リウマチの鑑別疾患について」
　　　　北九州市立医療センター　内科　部長　　古郷　功

「関節リウマチの早期診断」
　　長崎大学医学部　整形外科助教授　　松本　智子

第３９回 H11.11.25 ホテルニュー田川 上崎　典雄

第４０回 H12.5.25 八幡医師会館 加茂　洋志

第４１回 H12.8.24 九州厚生年金会館 本松　利治

第４２回 H12.11.16 ホテルニュー田川 香月　一朗

第４３回 H13.5.24 八幡医師会館 上崎　典雄

第４４回 H13.8.23 九州厚生年金会館 本松　利治

第４５回 H13.11.29
リーガロイヤルホテル

小倉
加茂　洋志

第４６回 H14.5.23 八幡医師会館 香月　一朗

第４７回 H14.8.22 九州厚生年金会館 本松　利治

第４８回 H14.11.28
リーガロイヤルホテル

小倉
大田　俊行

第４９回 H15.5.15 八幡医師会館 上崎　典雄

第５０回 H15.8.21 九州厚生年金会館 田中　良哉

第５１回 H15.11.20
リーガロイヤルホテル

小倉
沖本　信和

第５２回 H16.5.13 八幡医師会館 大田　俊行

第５３回 H16.7.10
リーガロイヤルホテル

小倉
上崎　典雄
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回数 開催月日 場　所 座　長 症例発表及び一般演題 特別講演

北九州・筑豊リウマチ懇話会のあゆみ

「関節リウマチのオーダーメイド治療は可能か」
　　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　
　　病態解析・制御学講座　教授　　江口　勝美

「関節リウマチ：尿検査異常の実態調査とＲＡ検査の動向」
　　産業医科大学病院　臨床検査・輸血部　教授　大田　俊行

『インフリキシマブにより疾患制御と寛解導入の可能性』 産業医科大学　第一内科学　助教授　齋藤　和義
『インフリキシマブにより骨破壊を制御できるか？』 産業医科大学　第一内科学　名和田　雅夫
『インフリキシマブの副作用とその対策』 産業医科大学　第一内科学　鈴木　克典

「 臨床医に役立つ関節炎の鑑別 」
　　　独立行政法人　労働者健康福祉機構　九州労災病院

　院長　鳥巣　岳彦

『シェーグレン症候群おけるミゾリビン療法』
　　産業医科大学　第一内科　助手　中山田　真吾
『関節リウマチの早期診断と早期治療』
　　熊本リウマチセンター　束野　通志
『ＲＡ肘の手術療法』
　　九州労災病院　　　　整形外科　　津留崎　晋
　　産業医科大学　　　　整形外科　　大茂　寿久
　　新日鐵八幡記念病院　リウマチ科　田山　尚久

「 関節リウマチの早期診断と早期治療 」
　　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　医療科学専攻

　　　　　　　　　　展開医療科学講座　　教授　江口　勝美　

『変形性膝関節症に対する最小侵襲手術』
　　済生会八幡総合病院　整形外科　山岡　和弘 「 関節症での軟骨破壊　－予防法と治療法－ 」
『シェーグレン症候群に対するミゾリビの有効性と安全性』 　　名古屋大学　機能構築医学専攻　運動・形態外科講座

　　産業医科大学　第一内科　助手　中山田　真吾 　教授　石黒　直樹　

『 関節リウマチのプラクティスと新展開 』

　　産業医科大学　第一内科　教授　田中　良哉

第５４回 H16.11.4
リーガロイヤルホテル

小倉
田中　良哉

第５５回 H17.5.19 八幡医師会館 古郷　功

第５６回 H17.8.25
リーガロイヤルホテル

小倉
田中　良哉

「 関節リウマチ治療パラダイムシフト 」
 - インフリキシマブが果たす役割、当科の使用経験から - 

第５７回 H17.12.8
リーガロイヤルホテル

小倉
上崎　典雄

第５８回 H18.5.25
リーガロイヤルホテル

小倉
古郷　功

第５９回 H18.8.24 八幡医師会館 香月　一朗

第６０回 H18.11.30
リーガロイヤルホテル

小倉
大田　俊行

第６１回 H19.12.6
リーガロイヤルホテル

小倉
加茂　洋志
田中　良哉

第６２回 H20.11.27
リーガロイヤルホテル

小倉
大田　俊行

「当院の関節リウマチに対する生物学的製剤の導入状況」

医療法人宮本医院麻酔科 整形外科・リウマチ科 彌益清文 先生
「ＴＫＡ術中に内顆骨折をおこし経過中に内反変形をきたしたリウマチの1例」

産業医科大学 医学部 整形外科教室 村井哲平 先生

「ロッキングプレートを使用した手関節固定術の1例」
新日鐵八幡記念病院 整形外科 田山尚久 先生

「疼痛のある末期変形性膝関節症患者の骨密度と人工膝関節置換術（ＴＫＡ）後の変化」

産業医科大学 医学部 整形外科教室 田中伸哉 先生
「Infliximabの安全な投与と患者管理」

産業医科大学 看護部 深川直美
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回数 開催月日 場　所 座　長 症例発表及び一般演題 特別講演

北九州・筑豊リウマチ懇話会のあゆみ

『 変形性関節症：その課題とアプローチへの現状 』

　東京大学大学院医学系研究科感覚・運動機能医学（整形外
科）
    　                             教授　中村　耕三　先生

『 子どもの関節炎・その診断と最新治療 』

　鹿児島大学医学部保健学科
　教授　武井　修治　先生

『 高用量ＭＴＸ時代を迎えてーその対策とは？ 』

  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
  膠原病・リウマチ内科学講座　教授　宮坂　信之　先生

『 骨形成促進薬による骨粗鬆症治療 』

　東京大学大学院医学系研究科
　感覚・運動機能医学講座整形外科学　教授　田中　栄　先生

第６３回 H21.11.26
リーガロイヤルホテル

小倉

（一般演題）
大田　俊行
香月　一朗

（特別講演）
田中　良哉

第６４回 H22.11.18
リーガロイヤルホテル

小倉

（一般演題）
大田　俊行
香月　一朗

（特別講演）
田中　良哉

第６５回 H23.11.24
リーガロイヤルホテル

小倉

（一般演題）
香月　一朗

（特別講演）
田中　良哉

第６６回 H24.11.28
リーガロイヤルホテル

小倉

（一般演題）
香月　一朗
古郷　功

（特別講演）
田中　良哉

「ミゾリビン追加でステロイド減量できた多発性筋炎の２例」
北九州市立医療センター 内科 西坂浩明 先生

「ＴＫＡ術後の歩行能力の推移～前期高齢者と後期高齢者～」
新日鐵八幡記念病院 リハビリテーション部 鈴木裕也 先生

「人工膝関節置換術後患者の運動器不安定症」
福岡済生会八幡総合病院 整形外科・リハビリテーション科 原口和史 先生

「当院における足関節固定術」
九州労災病院 整形外科 津留崎晋 先生

「組織診断に基づいたミゾリビンによるシェーグレン症候群の治療戦略」

産業医科大学 第一内科講座学 齋藤和義 先生

「関節リウマチに合併した腰椎アミロイドーマの1例」
産業医科大学医学部第１内科学講座 久保 智史 先生

「関節リウマチのＭＴＸ治療中に汎血球減少をきたした1例」
北九州市立医療センター 内科 定永 敦司 先生

「治療に難渋している多発痛風結節の症例」
新日鐵八幡記念病院 整形外科 田中 孝明 先生

「当院における生物学的製剤によるＲＡ診療経験」
医療法人 柳整形外科 柳 英浩 先生

「AAアミロイドーシスを併発した関節リウマチの一例」
福岡県済生会八幡総合病院 整形外科 齋藤 武恭 先生

「関節リウマチの前足部変形に対する手術療法」
九州労災病院 整形外科 平本 貴義 先生

「当院における最近のＲＡ新患診療」
医療法人 柳整形外科医院 柳 英浩 先生

「不明熱の一例」
JR九州病院 リウマチ科 古郷 功 先生

「治療に難渋したRA患者大腿骨骨折の1例」
製鉄記念八幡病院 整形外科 川本 泰作 先生

「治療抵抗性後腹膜線維症 」
新小倉病院 リウマチ内科 医長 宮川 弘 先生

「当院におけるＲＡ患者のＭＴＸ治療について 『患者アンケートを含む』」
直方中央病院 内科 部長 中塚 敬輔 先生

「ミゾリビンが有効であった透析リウマチ患者の１例」
済生会 八幡総合病院 整形外科 部長 原口 和史 先生
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回数 開催月日 場　所 座　長 症例発表及び一般演題 特別講演

北九州・筑豊リウマチ懇話会のあゆみ

『 変形性膝関節症に対する保存的治療 』

　京都大学大学院医学研究科 感覚運動系外科学講座 整形外科学
　教授　松田　秀一　先生

『　関節リウマチと自己抗体　』

　順天堂大学医学部　膠原病内科
　　　　　　　　　　教授　髙崎　芳成　先生

『　関節リウマチのゲノム解析と病態研究　』

　東京大学大学院医学系研究科
　アレルギー・リウマチ学　教授　山本　一彦　先生

『　関節リウマチ診療に求められるもの　』

　東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター
　所長　山中　寿　先生

『　骨関節疾患治療の進歩と課題　』

　九州大学大学院医学研究院　臨床医学部門
　　　外科学講座整形外科学分野　教授　中島　康晴　先生

リーガロイヤルホテル
小倉

（一般演題）
香月　一朗
古郷　功

（特別講演）
田中　良哉

第６９回 H27.11.26
リーガロイヤルホテル

小倉

（一般演題）
田山　 尚久

古郷　功
（特別講演）
田中　良哉

第６７回 H25.11.13
リーガロイヤルホテル

小倉

（一般演題）
西坂　浩明

（特別講演）
香月　一朗

第６８回 H26.11.27

第７１回 H29.11.30
リーガロイヤルホテル

小倉

（一般演題）
田山　尚久
塚本　浩

（特別講演）
田中　良哉

第７０回 H28.12.1
リーガロイヤルホテル

小倉

（一般演題）
塚本　浩

（特別講演）
田中　良哉

「多発屈筋腱断裂をきたした関節リウマチ患者の一例」
九州労災病院 整形外科 高﨑 実 先生

「動眼神経麻痺を併発した顕微鏡的多発血管炎の一例」
飯塚病院 膠原病内科 高木 綾子 先生

「リウマチ患者のＢ型肝炎ウイルス感染検査」
済生会八幡総合病院 副院長（整形外科） 原口 和史 先生

「生物学的製剤の効果不十分例に対するタクロリムス追加療法について」
福岡ゆたか中央病院 内科 部長 中塚 敬輔 先生

「生物学的製剤を使用した強直性脊椎炎の１例」
門司掖済会病院 副院長 整形外科 原口 和史 先生

「器質化肺炎が先行し、胸膜炎と同時発症をした関節リウマチの1例」
済生会飯塚嘉穂病院 内科 渡邉 秀之 先生

「壊疽性膿皮症を合併した腸管型ベーチェット病の一例」
飯塚病院 膠原病・リウマチ内科 柏戸 佑介 先生

「 治療困難なRAに対するイグラチモドの使用経験 」
福岡ゆたか中央病院 内科 部長 中塚 敬輔 先生

「 バイオ加療中に軟部腫瘤を合併したRAの1例 」
柳整形外科医院 柳 英浩 先生

「 関節リウマチ患者のサルコペニア 」
門司掖済会病院 副院長 整形外科 原口 和史 先生

「 バイオ製剤使用症例入院患者2700症例の
安全性確保への試み （1st レジストリーより） 」

産業医科大学医学部 第１内科学講座 学内講師 中野 和久 先生

「 関節リウマチ治療機会の窓が閉じて、治療に難渋した一症例 」
竹内リウマチ整形外科クリニック 院長 竹内 一哉 先生

「 関節リウマチ治療におけるTNF阻害剤からの切り替えに関する検討 」
産業医科大学 医学部 第１内科学講座 山口 絢子 先生

「 変形性関節症及びリウマチ性関節症の疼痛管理 」
竹内リウマチ整形外科クリニック 院長 竹内 一哉 先生

「 リウマチ患者における肥満と運動機能 」

健和会大手町病院 整形外科 部長 原口 和史 先生
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回数 開催月日 場　所 座　長 症例発表及び一般演題 特別講演

北九州・筑豊リウマチ懇話会のあゆみ

『　免疫研究と臨床応用
　～IL-6の免疫代謝、がん免疫への関与の話題も含めて～』

　大阪大学大学院医学系研究科
　　　呼吸器・免疫アレルギー内科学　教授　熊ノ郷　淳　先生

『　関節リウマチにおけるIL-6の役割　』

　東京大学医学部附属病院　リウマチ・アレルギー内科
　　　教授　藤尾　圭志　先生

『　母性内科からみたリウマチ性疾患　』

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター　主任副セ
ンター長　村島 温子　先生

第７２回 H30.11.29
リーガロイヤルホテル

小倉

（一般演題）
田山　尚久

（特別講演）
田中　良哉

第74回 R2.11.25
リーガロイヤルホテル

小倉

（一般演題）
塚本　浩

（特別講演）
田中　良哉

第７３回 R1.11.28
リーガロイヤルホテル

小倉

（一般演題）
塚本　浩

（特別講演）
田中　良哉

「 ステロイド減量中の minor flare に対して、
免疫抑制剤の変更が有効であった超高齢MPAの１症例 」

戸畑総合病院 内科 藤田 悠哉 先生

「 IgG４関連疾患による視神経症が疑われた１例 」
九州労災病院 血液内科 副部長 渡邉 秀之 先生

「 関節リウマチの免疫フェノタイプと precision medicine への展開 」

産業医科大学 第１内科学講座 助教 久保 智史 先生

「リンパ増殖性疾患退縮後の RA 治療についての検討 

     ～FIRST レジストリおよび JCR LPD-WG の解析より〜」 

産業医科大学 医学部 第 1 内科学講座 講師 中野 和久 先生 

「 L-6 阻害薬の各世代における長期継続率の検討 ～FIRST registry より～ 」 

 産業医科大学 医学部 第１内科学講座 河邊 明男 先生 

 

「 整形外科医からみた関節リウマチの鑑別疾患 」 

   竹内リウマチ整形外科クリニック 院長 竹内 一哉 先生 
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