
大型血管炎UpToDate 山田秀裕 中外製薬メディカル勉強会 2017.4.11

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 山田秀裕 伊東 宏 第61回日本リウマチ学会学術総会 2017.4.20-22　福岡

浅利佑紗 山崎 宜興 第61回日本リウマチ学会学術総会2017.4.20-22　福岡

山田秀裕

小川実花 川原早苗 第61回日本リウマチ学会学術総会 2017.4.20-22　福岡

阿比留美幸 伊東宏

山田秀裕 小柳諒子

バイオ時代の新治療戦略とこれからのRA診療　〜早期治療から発症予防の時代へ〜 山田秀裕 骨･リウマチセミナー 2017.4.25 川越

間質性肺炎合併顕微鏡的多発血管炎の1例 伊東宏 膠原病肺を語る会 2017.4.28 横浜

ステロイド骨粗鬆症の特殊性と治療戦略 山田秀裕 上白根地域学術連携会 2017.5.23 横浜

プラケニル（ヒドロキシクロロキン）の開発の歴史と臨床効果 山田秀裕 眼科・リウマチ膠原病内科合同セミナー2017.5.30 聖隷横浜病院　

皮膚病変を伴うリウマチ性疾患の新規治療と病診連携 山田秀裕 Skin symptoms associated with collagen disease; Special Seminor 2017.6.8

顕微鏡的多発血管炎に対する低用量リツキシマブとステロイド早期離脱療法の有効性の検討 山田秀裕 伊東宏 第7回膠原病の腎障害研究会 2017.5.31

顕微鏡的多発血管炎に対するリツキシマブ低容量での寛解導入療法の有用性 伊東宏 山田秀裕 第72回神奈川リウマチ医会 横浜 2017.7.8

リウマチ･膠原病センターの特徴について 山田秀裕 西区･保土ケ谷区リウマチ病診連携会 2017.7.11　横浜

リウマチ看護外来の取り組みについて 川原早苗 小川実花 西区･保土ケ谷区リウマチ病診連携会 2017.7.11　横浜

早期関節リウマチの治療について〜実地医家で診るﾘｳﾏﾁ治療を含む 伊東宏 西区･保土ケ谷区リウマチ病診連携会 2017.7.11　横浜
山田秀裕 伊東宏 横浜南部　血液・膠原病疾患を考える会 2017.7.13　横浜

末松直美

最新の膠原病診療と病診連携の意義 山田秀裕 第25回ALLIANCE HODOGAYA 2017定例会 2017.7.22　保土ヶ谷

高齢者の血管炎関連疾患に対する治療戦略 山田秀裕 第29回日本リウマチ学会中部支部学術集会 2017.9.8-9 金沢

バイオ新時代における感染症予防対策 山田秀裕 神奈川県臨床整形外科医会 2017.9.9 横浜

SLEの病態とループス腎炎の治療 山田秀裕 第2回横須賀･三浦　腎広域連携の会 2017.11.14 横須賀

乾癬性関節炎の診療に求められるもの　〜多彩な症状を見逃さない為に〜 山田秀裕 乾癬性関節炎　勉強会 2017.11.15

非生物学的抗リウマチ薬の位置づけと使い分け 山田秀裕 第3回 神奈川北部RAメディカルスタッフ懇親会 2017.11.18 川崎

顕微鏡的多発血管炎に対する低用量リツキシマブとステロイド早期離脱療法の有用性の検討 伊東宏 山田秀裕 第53回神奈川県内科集談会 2017.11.25

高齢者リウマチ性疾患に対する脱ステロイドを目指した治療戦略 山田秀裕 神奈川県内科医学会第１回リウマチ・膠原病対策委員会 学術講演会 2017.11.29　横浜

山田秀裕 小柳諒子 第32回日本臨床リウマチ学会 2017.12.2-3 神戸

小林恵

リウマチ関節の診察の仕方-看護師に期待すること- 山田秀裕 Treat to Targetの実践を考えるリウマチ看護セミナー 2017.12.9

リウマチと膠原病は治療から予防へ、脱ステロイドを目指した治療 山田秀裕 グランドマスト医療セミナー 一日でも長く健康で過ごすために 2017.12.25　横浜

ステロイドパルス療法の功罪 山田秀裕 血液浄化センターセミナー 2018.1.12　聖隷横浜病院

当院への紹介患者さんの転帰報告  高齢者リウマチ性疾患の新しい治療 伊東宏 第3回　リウマチ・膠原病診療連携フォーラム 2018.1.16　横浜

最新の膠原病診療とフォローアップのポイント 山田秀裕 神奈川炎症性疾患セミナー 2018.1.24 横浜

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 Yokohama CTD-PH Conference 2018.2.2
膠原病に伴うPAHの治療戦略〜ガイドラインと実臨床のはざまで〜 山田秀裕 GSK-PAH web講演会 2018.2.13　東京

山崎宜興 山田秀裕 5th Systemic Sclerosis World Congress 2018.2.15　Bordeaux

ほか

膠原病関連腎疾患の新しい治療〜脱ステロイドを目指して〜 山田秀裕 第24回神奈川腎不全セミナー 2018.2.17　横須賀

関節リウマチ診療〜治療から予防の時代へ〜 山田秀裕 東和薬品社内講習会 2018.2.21　横浜

強皮症の病態・診断・治療 山田秀裕 SSc Medical 勉強会 2018.2.28　横浜

畑中理恵子 伊東宏 第640回日本内科学会関東地方会

末松直美 山田秀裕  2018.3.10　東京

中村直哉

新規抗リウマチ薬の位置づけと使い分け 山田秀裕 旭化成社内講演 2018.3.19　横浜

ANCA関連血管炎に対する新規治療戦略 山田秀裕 帝人社内講演 2018.3.22　横浜
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巨細胞性動脈炎 山田秀裕 伊東宏 日本内科学会誌106：2136〜2142, 2017

山田秀裕 血管炎症候群の診療ガイドライン(2017年改訂版) 

*合同研究班班員として

全身性血管炎における血漿交換療法の意義と実際 山田秀裕 伊東宏 呼吸器内科，32（4）：387-391, 2017

全身性血管炎における血漿交換療法の意義と実際 山田秀裕 伊東宏 呼吸器内科，32（4）：1 -5, 2017

巨細胞性動脈炎

MTX治療中に急速に増大する後縦隔腫瘍を呈した関節リウマチの1例

CLINICAL CHARACTERISTICS AND SURVIVAL IN PATIENTS WITH CONNECTIVE TISSUE 

DISEASES-ASSOCIATED PULMONARY HYPERTENSION; COMPARISON BETWEEN 

PATIENTS WITH SYSTEMIC SCLEROSIS AND NON-SYSTEMIC SCLEROSIS

メトトレキサート治療中に巨大縦隔腫瘍をきたした関節リウマチの1例

著書・論文
Lack of partial renal response by 12 weeks after induction therapy predicts poor renal 

response and systemic damage accrual in lupus nephritis class III or IV.

Comparison of renal response to four different induction therapies in Japanese patients 

with lupus nephritis class III or IV: A single-centre retrospective study.
Yamada H, et al.

独居、高齢関節リウマチ患者への多職種での関わり

膠原病・リウマチセンター

リウマチ看護外来の開設と課題

学会発表・講演会・その他（外部活動）等

膠原病に伴う肺高血圧症の臨床像と長期予後：強皮症と非強皮症例の比較


