
関節リウマチによる動脈硬化とその予防 山田 秀裕 第4回内科疾患定例講演会 2018.4.25
症例から学ぶ関節リウマチ診療　バイオの位置づけと使い分け 山田 秀裕 田辺三菱社外講師研修会　症例カンファレンス 2018.5.17
関節リウマチ治療の最新の話題 山田 秀裕 西区･保土ヶ谷区リウマチ病診連携会 2018.7.11 神奈川
リウマチ･膠原病内科と薬剤部〜入院外来に於ける薬剤師の役割 木村 浩一 西区･保土ヶ谷区リウマチ病診連携会 2018.7.11 神奈川
地域との連携により生まれる高齢者の安全なバイオ治療〜セルフケアの支援川原 早苗 西区･保土ヶ谷区リウマチ病診連携会 2018.7.11 神奈川
紹介頂いた症例の経過報告 伊東 宏 西区･保土ヶ谷区リウマチ病診連携会 2018.7.11 神奈川
症例から学ぶ膠原病性肺高血圧症の多様性と治療戦略 山田 秀裕 宮城県PHフォーラム 2018.7.12 宮城
関節リウマチ治療に於けるトシリズマブの位置づけ 山田 秀裕 中外社内研修会 2018.8.22
リウマチケアナースに期待すること〜可能性のさらなる追求 山田 秀裕 第8回リウマチ看護Activeセミナー 2018.9.1
症例から学ぶ膠原病性肺高血圧症の多様性と治療戦略 山田 秀裕 郡山膠原病カンファレンス 2018.9.13 福島
はじめに〜リウマチ包括ケアとは〜 山田 秀裕 第1回リウマチ包括ケア研究会講演会 2018.10.26 神奈川
高齢者診療に於けるリウマチ･膠原病〜早期診断から脱ステロイド治療
へ

山田 秀裕 三区医師会医療連携セミナー 2018.12.5 神奈川
膠原病性PAHに対する早期併用療法の骨 山田 秀裕 PAH Forum for Next Generation in Kanagawa 2018.12.6 神奈川
膠原病の新規治療とその使い分け 山田 秀裕 2018年度第9回横浜市薬剤師会学術研修会 2018.12.7 神奈川
最新の膠原病治療について 山田 秀裕 第49回横浜西部皮膚科臨床研究会 2018.12.8 神奈川
生物学的抗リウマチ薬の位置づけと使い分け 山田 秀裕 小野薬品社内研修会 2019.1.28
関節リウマチの治療:csDMARDの位置付けとケアにおける注意点 山田 秀裕 第2回神奈川リウマチ診療を支えるNsの会 2019.2.9 神奈川
高齢者リウマチ性疾患の特徴と最新治療 山田 秀裕 横浜総合病院生活習慣病セミナー 2019.2.16 神奈川
リウマチ性疾患の最新治療〜早期治療から予防の時代へ〜 山田 秀裕 神奈川炎症性疾患セミナー 2019.3.1 神奈川

リウマチ性疾患のケアにおいてケアマネージャー・在宅訪問看護師に
期待すること

山田 秀裕 横浜メディカルスタッフセミナー 2019.3.15 神奈川

山田 秀裕 小林 恵
小柳 諒子 臼田 奈美
小川 寿子 山崎 宜興
山崎 宜興 浅利 佑紗
山田 秀裕 川畑 仁人
小林 恵 小柳 諒子
臼田 奈美 小川 寿子
山崎 宣興 山田 秀裕
伊東 宏 花岡 洋成
山田 秀裕
松下 広美 山崎 宜興
山田 秀裕 川畑 仁人
山田 秀裕 伊東 宏
花岡 洋成 川原 早苗
小川 実花 小林 恵
臼田 奈美 小柳 諒子

神奈川県内科医学会リウマチ･膠原病対策委員会の活動報告 山田 秀裕 第32回日本臨床内科医学会 2018.9.17 横浜
Matsushita H Yamasak Y
Takakuwa Y Yamada H
Kawahata K

Long-Term Renal Outcome in Pulmonary-Limited Microscopic Polyangiitis. 2018 ACR/ARHP Annual Meeting October 19-24, 2018

小林 恵 小柳 諒子
森 俊子 富田 麻理子
石郷岡 美由樹 小川 寿子
仙内 光子 臼田 奈美
山崎 宜興 山田 秀裕
鈴木 可奈子 山崎 宜興
石森 加奈 内田 麻理奈
山田 秀裕 川畑 仁人

免疫･防御機構疾患①　生体防御と炎症、リウマチ性疾患 山田 秀裕 聖灯看護学校講義① 2018.4.17　横浜
免疫･防御機構疾患②　免疫反応と膠原病 山田 秀裕 聖灯看護学校講義② 2018.4.24　横浜
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Association of MUC5B promoter polymorphism with interstitial lung 
disease in myeloperoxidase-antineutrophil cytoplasmic antibody-
associated vasculitis

Ann Rheum Dis 2019;0:1–2. doi:10.1136/
annrheumdis-2018-214263

Yamada H, et al.

Adult-onset Still disease-associated interstitial lung disease 
represents severe phenotype of the disease with higher rate of 
hemophagocytic syndrome and relapse.

Clin Exp Rheumatol accepted on 10 Dec 2018.

Low-dose rituximab as induction therapy for ANCA-associated 
vasculitis.

Clin Rheumatol. Published online: 25 January 2019.

A low perfusion-metabolic mismatch in 99mTl and 123I-BMIPP 
scintigraphy predicts poor prognosis in systemic sclerosis patients with 
asymptomatic cardiac involvement.

Inter J Rheum Dis accepted on 13 January 2019.

Yamada H, et al

Renal protective effect of antiplatelet therapy in antiphospholipid 
antibody-positive lupus nephritis patients without antiphospholipid 
syndrome.

PLoS One. 2018 May 3;13(5):e0196172.

Association of ETS1 polymorphism with granulomatosis with 
polyangiitis and proteinase 3-anti-neutrophil cytoplasmic antibody 
positive vasculitis in a Japanese population.

J Hum Genet 63: 55-62, 2018.

Yamada H, et al.
Hemodynamic heterogeneity of connective tissue disease patients with 
borderline mean pulmonary artery pressure and its distinctive 
characters from those with normal pulmonary artery pressure: a 
retrospective study.

Clin Rheumatol 37:3373–3380, 2018.Tsuchida K, et al.

複合的な心肺病変による肺高血圧症を合併し診断・治療に難渋した強皮症の一例 第29回日本リウマチ学会関東支部会 2018.12.8 東京

2018年度　学術業績　その他（院外活動等）

膠原病・リウマチセンター

2018年度　学術業績　著書論文

膠原病・リウマチセンター

Hanaoka H, et al.

Association of HLA Class II Alleles with Relapse and Interstitial Lung 
Disease in Myeloperoxidsae (MPO)-ANCA Positive Vasculitis in a 
Japanese Population.

Kawasaki A, et al.
2018 ACR/ARHP Annual Meeting October 19-24, 2018

高齢関節リウマチ患者に対する生物学的抗リウマチ薬の安全性
～重症感染症ゼロを目指したリウマチケアチーム医療の試み～

第33回日本臨床リウマチ学会　2018.11.24 東京

日本人における間質性肺炎合併顕微鏡的多発血管炎患者の
臨床的特徴と長期予後：非合併例との比較検討

第62回日本リウマチ学会学術集会 2018.4.26-28 東京

高齢発症関節リウマチに対する生物学的製剤単独療法の有用性の検
討

第32回日本臨床内科医学会 2018.9.17 横浜

Impact of interstitial lung disease on the long-term survival in 76 
Japanese patients with microscopic polyangiitis

2018 ACR/ARHP Annual Meeting October 19-24, 2018

左心疾患に伴う肺高血圧症の臨床的特徴と生命予後：強皮症と非強皮症での比較 第62回日本リウマチ学会学術集会 2018.4.26-28 東京

生物学的抗リウマチ薬を用いたチーム医療下における
重症感染症発症率と医療者の関わりの実態調査

第62回日本リウマチ学会学術集会 2018.4.26-28 東京
(ワークショップ72)

顕微鏡的多発血管炎の寛解導入療法における
低用量Rituximabと早期ステロイド減量法の有用性の検討

第62回日本リウマチ学会学術集会 2018.4.26-28 東京

2018年度　学術業績　講演会

膠原病・リウマチセンター

2018年度　学術業績　学会発表

膠原病・リウマチセンター

生物学的抗リウマチ薬に関連した重篤な有害事象:実臨床における
実態調査と発症率の比較

第62回日本リウマチ学会学術集会 2018.4.26-28 東京


