
厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患政策研究事業 

自己免疫疾患に関する調査研究班 

強皮症・皮膚線維化疾患の診断基準・重症度分類・診療ガイドライン・疾患レジストリに関する研究班  

合同開催 

医療講演会プログラム 

※患者様対象・事前登録制 
 

日時： 2021年 11月 8日（月）〜12月 5日（日）  

場所： Web開催 オンデマンド配信 

URL・QRコード： 準備中 

共催： 全国膠原病友の会、あすなろ会、ペンタスの会、シェーグレンの会 

 

厚生労働省 難病研究班の取り組み 

 

ご挨拶：森 雅亮 先生 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 生涯免疫難病学講座 

聖マリアンナ医科大学 生涯治療センター/リウマチ・膠原病・アレルギー内科 

国の難病対策の動向 

    演者 : 狩谷 哲芳 先生 厚生労働省 難病対策課  

 

新型コロナウイルス感染症〜COVID-19〜 

 

リウマチ性疾患と COVID-19～ 

ウイルス感染とワクチンについて 

演者 : 井畑 淳 先生 NHO 横浜医療センター 膠原病・リウマチ内科 

 

全身性エリテマトーデス Systemic Lupus Erythematosus  

 

座 長 : 渥美 達也 先生 北海道大学大学院医学研究院 免疫・代謝内科学教室 

講演1） 『全身性エリテマトーデス（SLE）診療ガイドライン2019』および 

『小児SLE診療の手引き2018』に即した、小児期および移行期SLE治療の実際 

     演者：森 雅亮 先生 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 生涯免疫難病学講座 

聖マリアンナ医科大学 生涯治療センター 

/アレルギー・リウマチ・膠原病内科 

講演 2）  SLE について知ろう 

演者：山岡 邦宏 先生 北里大学医学部膠原病・感染内科学 

 

 



 

多発性筋炎・皮膚筋炎 PolyMyositis・DermatoMyositis 

 

講演１） 皮膚筋炎/多発性筋炎の最新情報 

演者 : 藤本 学  先生 大阪大学皮膚科 

講演２） 多発(性)筋炎・皮膚筋炎 －筋症状－ 

     演者 : 本田 真也  先生 山口大学大学院医学系研究科 臨床神経学 

講演３） 皮膚筋炎/多発性筋炎 間質性肺炎の診断と治療 

演者 : 川口 鎮司  先生 東京女子医科大学内科学講座膠原病リウマチ内科学分野 

講演４） 若年性皮膚筋炎  

演者 : 秋岡 親司  先生 京都府立医科大学小児科 

 

混合性結合組織病 Mixed Connective Tissue Disease 

 

講演１） 混合性結合組織病（MCTD） 

      演者 : 田中 良哉  先生 産業医科大学医学部第 1 内科学講座 

講演２） 混合性結合組織病の治療・管理 

        演者 : 亀田 秀人  先生 東邦大学医学部 内科学講座 膠原病学分野 

(東邦大学医療センター大橋病院 膠原病リウマチ科) 

講演３） 混合性結合組織病 ～各病態に対する治療～ 

演者 : 桑名 正隆  先生 日本医科大学付属病院 リウマチ・膠原病内科 

強皮症・筋炎先進医療センター 

 

シェーグレン症候群 Sjögren Syndrome 

 

講演１） 病気の成り立ちと診断 －シェーグレン症候群－ 

演者 : 中村 英樹 先生 日本大学医学部内科系 血液膠原病内科学分野 

講演２） シェーグレン症候群の疾患活動性の評価 

演者 : 西山 進 先生 倉敷成人病センター・リウマチ膠原病センター 

講演３） 口腔乾燥の対処法 ～知って欲しいシェーグレン症候群の口腔症状～  

演者 : 森山 雅文 先生 九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 

顎顔面腫瘍制御学分野 

OBT 研究センター 



講演４） 眼乾燥への対処  

演者 : 篠崎 和美 先生 東京女子医科大学眼科 

講演５） 腺外・全身症状と対処について（妊娠含む） 

     演者 : 東 直人 先生 兵庫医科大学 糖尿病内分泌・免疫内科 

兵庫医科大学病院 アレルギー・リウマチ内科  

講演６） シェーグレン症候群「新たな治療法の展望」  

     演者 : 坪井 洋人 先生 筑波大学医学医療系 膠原病リウマチアレルギー内科学 

厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患政策研究事業 

自己免疫疾患に関する調査研究班 シェーグレン症候群分科会 

講演７） 小児期シェーグレン症候群患者の移行期医療 

     演者 : 冨板 美奈子 先生 国立病院機構下志津病院臨床研究部 

小児アレルギー膠原病センター 

 
若年性特発性関節炎/成人発症スチル病  
Juvenile Idiopathic Arthritis / Adult Onset Still’s Disease 
 

（若年性特発性関節炎）  

座長：森 雅亮 先生 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 生涯免疫難病学講座 

聖マリアンナ医科大学 生涯治療センター/リウマチ・膠原病・アレルギー内科 

講演１） 全身型若年性特発性関節炎 

          演者：清水 正樹 先生 東京医科歯科大学大学院 小児地域成育医療学 

講演２） 若年性特発性関節炎(JIA) ～関節型～ 

演者：岡本 奈美 先生 労働者健康安全機構大阪労災病院 小児科 

 

（成人発症スチル病）  

座長：三村 俊英 先生 埼玉医科大学 リウマチ膠原病科 

講演１） 成人発症スチル病の症状と診断 

          演者：川畑 仁人 先生 聖マリアンナ医科大学 リウマチ・膠原病・アレルギー内科 

講演２） 成人発症スチル病の合併症と治療 

演者：舟久保 ゆう 先生 埼玉医科大学 リウマチ膠原病科 

ディスカッション）  

三村 俊英 先生、川畑 仁人 先生、舟久保 ゆう 先生、 

多田  芳史  先生 佐賀大学医学部 膠原病・リウマチ内科 

 

 



 

 

全身性強皮症 Systemic Sclerosis 

 

ご挨拶  藤本 学 先生 大阪大学皮膚科 

講演１） 強皮症の皮膚潰瘍の治療について ～日常で気を付ける事など～ 

演者 : 茂木 精一郎 先生 群馬大学大学院医学系研究科 皮膚科学  

講演２） 強皮症に伴う肺病変（間質性肺炎、肺高血圧症） 

演者 : 波多野 将 先生 東京大学医学部附属病院 

循環器内科/高度心不全治療センター 

講演３） 全身性強皮症における消化器病変の症状と治療 

演者 : 長縄 達明 先生 / 安岡 秀剛 先生 

藤田医科大学医学部 リウマチ・膠原病内科 

講演４） 強皮症の新しい治療  

演者 : 浅野 善英 先生 東京大学医学部附属病院 皮膚科・強皮症センター 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

＊何かご不明点やお問い合わせがございましたら、以下へご連絡ください 

＊事後アンケートのご協力をお願いいたします。今後の参考にさせていただきます。 

 

(運営) 

株式会社コンベンションリンケージ内 

医療講演会 運営事務局 

E-mail：ad2021_cl@c-linkage.co.jp 

 

(事務局) 

東京医科歯科大学 生涯免疫難病学講座内 

自己免疫疾患に関する調査研究班 

E-mail: autoimm-mhlw.lci@tmd.ac.jp 
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