
学会 日時 演者 演題名
第36回　九州リウマチ学会 2008年9月6日 堀内孝彦・吉澤誠司 インフリキシマブとエタネルセプト投与に合併する重症感染症
第53回　日本リウマチ学会総会 2009年4月23日 堀内孝彦・吉澤誠司 ループス腎炎に対するタクロリムスの有効性と安全性　1年経過
第286回　内科学会九州地方会 2009年8月22日 杉部清佳・　吉澤誠司 非定型的症状を呈した側頭動脈炎の2例

第38回　九州リウマチ学会 2009年9月5日 藤健太郎・吉澤誠司
RAに対するトシリズマブの長期成績と承認後のトシリズマブ・アダリムマブ使用
例における感染症

第39回　九州リウマチ学会 2010年3月6日 桑原志実・吉澤誠司 当院で経験した側頭動脈炎の3例
2010年3月6日 小野香菜子・吉澤誠司 関節リウマチに多発性筋炎を合併したオーバーラップ症候群の一例
2010年3月6日 近藤正一・吉澤誠司 関節リウマチにおけるトシリズマブの多施設使用成績の検討
2010年3月6日 宮原寿明・吉澤誠司 関節リウマチにおけるアダリムマブの多施設使用成績の検討

第54回　日本リウマチ学会総会 2010年4月22日 堀内孝彦・吉澤誠司 ルｰﾌﾟｽ腎炎に対するタクロリムスの有効性と安全性　2年経過
2010年4月22日 井上久子・吉澤誠司 多発性筋炎・皮膚筋炎における間質性肺炎に関する多施設共同研究

第40回　九州リウマチ学会 2010年9月4日 福田孝昭・吉澤誠司 関節リウマチに対するインフリキシマブ増量効果の多施設共同研究

2010年9月4日 久本　仁美・吉澤誠司
EBウィルス感染を契機に増悪したと考えられた全身性エリテマトーデス
（SLE)の一例

第292回　内科学会九州地方会 2011年1月29日 豊増　泰・吉澤誠司 著明な両側胸水・心嚢液貯留を来たした成人Still病の１例
第41回　九州リウマチ学会 2011年3月19日 多田芳史・吉澤誠司 多発性筋炎・皮膚筋炎の予後と予後に関連する因子の解析

2011年3月19日 小野伸之・吉澤誠司 ウェゲナー肉芽腫症患者の臨床像および予後についての多施設共同調査
2011年3月19日 松本崇秀・吉澤誠司 抗リン脂質抗体症候群と高安動脈炎の合併が疑われた肺梗塞の1例
2011年3月19日 豊増　泰・吉澤誠司 合併した壊死性強膜炎にインフリキシマブが奏功した関節リウマチの1例

2011年3月19日 高木綾子・吉澤誠司
全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群の経過中に縦隔MALTリンパ腫を
発症した1例

第55回　日本リウマチ学会総会 2011年7月18日 吉澤誠司 インフリキシマブ投与中に肺ノカルジア症を発症した関節リウマチの1例
第42回　九州リウマチ学会 2011年9月10・11日 宮生直実・吉澤誠司 難聴を初発症状としたMPA-ANCA関連血管炎の一例
第295回　内科学会九州地方会 2011年11月20日 魚住友信・吉澤誠司 エタネルセプト治療中に敗血症および門脈血栓症を発症した関節リウマチの1
第43回　九州リウマチ学会 2012年3月10・11日 宮生直実・吉澤誠司 メソトレキサート(MTX)の中止で軽快したMTX関連リンパ増殖性疾患の一例

第56回　日本リウマチ学会総会 2012年4月26-28日
中島　康晴・近藤　正一
・・・吉澤　誠司

RAに対するトシリズマブの多施設使用成績　（第4報）
‒骨関節破壊抑制効果の検討‒

第44回　九州リウマチ学会 2012年9月15・16日 竹田　章吾・吉澤　誠司 SLE・MCTDに合併したくも膜下出血の2例
第299回　内科学会九州地方会 2012年11月25日 芳賀　聡　吉澤　誠司　・・・ 副咽頭間隙に発生し、Garcin症候群を呈した炎症性偽腫瘍の１例
第300回　内科学会九州地方会 2013年1月12日 畑島　皓　吉澤　誠司 メトトレキサート投与中にサイトメガロウィルス胃炎を合併した関節リウマチの一

第45回　九州リウマチ学会 2013年3月9・10日
中島　康晴・近藤　正一
・・・吉澤　誠司

トシリズマブ（TCZ)中止例に対するBio-switchの治療成績

中島　康晴・近藤　正一
・・・吉澤　誠司

RAに対するトシリズマブ（TCZ)の多施設使用成績（第5報）
－寛解達成と維持率の検討－

小田　桂子　吉澤　誠司 原発性抗リン脂質抗体症候群に合併した腎障害の一例

第57回　日本リウマチ学会総会 2013年4月18-20日
押領司　大助　・・・
吉澤　誠司

ループス腎炎に対するタクロリムスの有効性と安全性
－投与後5年経過した29例の解析ー

都留　智巳　・・・・
吉澤　誠司

関節リウマチに対するアバタセプトの臨床効果～52週の報告：福岡RA生物学
的製剤研究会における多施設共同観察研究

中島　康晴・近藤　正一
・・・吉澤　誠司

トシリズマブ中止例におけるBio-switchの治療成績

中島　康晴・近藤　正一
・・・吉澤　誠司

トシリズマブによるRAの寛解達成とその維持の検討

第301回　内科学会九州地方会 2013年5月26日 青山　瑤子　吉澤　誠司 SLEの経過中に発症した眼窩炎症性偽腫瘍の1例
第46回　九州リウマチ学会 2013年9月７・８日 青山　瑤子　吉澤　誠司 SLEに合併した眼窩炎症性偽腫瘍の一例

中野　未来　吉澤　誠司 視力障害・頸部痛が診断の契機となった大動脈炎症候群の一例
第303回　内科学会九州地方会 2013年11月16日 中野　未来　吉澤　誠司 視力障害・頸部痛が診断の契機となった大動脈炎症候群の一例

畑島　皓　吉澤　誠司 関節リウマチ、間質性肺炎を基礎疾患にもつ腸管嚢胞様気腫症の一例
第47回　九州リウマチ学会 2014年3月15・16日 宮原寿明・・・吉澤誠司　 FRAB　Registry におけるRAに対するアダリムマブの長期使用成績(4年）の検

村瀬　美奈子　小田桂子
吉澤　誠司

多発性骨髄腫を合併した関節リウマチの1例

第58回　日本リウマチ学会総会 2014年4月24-26日 新納　宏昭・・・吉澤　誠司
関節リウマチ患者におけるトシリズマブの有効性および酸化ストレスマーカー変
化量の検討-中間解析から得られた知見-

中島　康晴・・・吉澤　誠司 関節リウマチに対するトシリズマブとアバタセプトの有効性の比較

宮原　寿明・・・吉澤　誠司
FRAB　Registry におけるRAに対する十分量MTX併用によるアダリムマブの有
用性の検討

宮原　寿明・・・吉澤　誠司　 FRAB　Registry におけるRAに対するアダリムマブの長期使用成績(4年）の検
小野　伸之・・・吉澤　誠司 MPO-ANCA陽性多発血管炎性肉芽腫の臨床像についての検討

Annual European Congress of
Rheumatology : EULAR 2014
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１４日

N. Ono, A. Ueda, S. ・・・・・ T.
Sawabe, S. Yoshizawa, ・・・・

 CHARACTERISTICS OF MPO-ANCA POSITIVE GRANULOMATOSIS WITH
POLYANGITIS

第48回　九州リウマチ学会 2014年9月6・7日
戸次　宜史　小田桂子
吉澤　誠司

経過中に原発性胆汁性肝硬変を合併した関節リウマチの1例

第29回　日本臨床リウマチ学会 2014年11月29・30日吉澤　誠司
福岡RA生物学的製剤治療研究会におけるセルトリズマブペゴルの有用性・安
全性に関する多施設共同研究

第49回　九州リウマチ学会 2015年3月21.22日
小田桂子・中野未来・土井吾
郎・吉澤誠司

薬剤による多彩な副作用を呈した成人発症Still病の1例

第118回　日本循環器病学会九州地方会2015年6月27日
太田かおり　塩見哲也・・・・
臼井　真　吉澤誠司

シェーグレン症候群および抗リン脂質抗体症候群に合併した肺動脈性肺高血
圧症の1例

第59回　日本リウマチ学会総会 2015年4月23-25日 新納　宏昭・・・吉澤　誠司
関節リウマチ患者におけるトシリズマブの有効性および酸化ストレスマーカー変
化量の検討　-52週解析から得られた知見‐

吉澤　誠司・小田　桂子 アバタセプト投与中に壊疽性膿皮症を発症した関節リウマチの１例

第50回　九州リウマチ学会 2015年9月5・6日
吉村　元樹　福元　遼
吉澤　誠司

眼窩炎症性偽腫瘍を合併した多発血管炎性肉芽種症の1例

2015ACR/ARHP Annual Meeeting 2015年11月6-11日

Hiroaki Niiro, Hiroshi
Tsukamoto
  Seiji Yoshizawa et al

Correlation Between Efficacy of Tocilizumab and Levels of Oxdative Stress
Markers in Patients With Rheumatoid Arthritis : the 52-Week Analysis

第30回日本臨床リウマチ学会 2015年11月21・22日吉澤　誠司　その他 セルトリズマブペゴルの労働生産性に及ぼす効果に関する多施設共同研究

第51回九州リウマチ学会 2016年3月5・6日
清澤　大裕　福元　遼
吉澤　誠司

ミゾリビン（MZR）大量療法が奏功したループス腎炎の1例

第60回日本リウマチ学会総会・学術集会 2016年4月21-23日 新納　宏昭・・・吉澤　誠司
「トシリズマブ治療による関節リウマチ患者の酸化ストレスマーカーの変化
　ｰ52週解析ｰ」

三嶋耕司・・・吉澤　誠司 「関節リウマチの免疫学的異常に対するアバタセプトの経時的効果」

第52回九州リウマチ学会 2016年9月3・4日
河津　宗太郞　福元　遼
吉澤　誠司

不全型ベーチェット病の加療中に血管病変を合併した1例

第31回日本臨床リウマチ学会 2016年10月29・30日都留　智巳　・・・・吉澤　誠司
抗CCP抗体価とRA患者に対するアバタセプトの臨床効果に関する前向き観察
研究

第53回九州リウマチ学会 2017年3月11･12日
河津　宗太郞　福元　遼
吉澤　誠司

左頸部痛で発症した巨細胞性動脈炎の1例

吉澤　誠司 目で見るリウマチ疾患　～リウマチ性疾患の診断に有用な身体所見～

第61回日本リウマチ学会総会・学術集会 2017年4月20-22日 新納　宏昭・・・吉澤　誠司
「トシリズマブ治療による関節リウマチ患者の酸化ストレスマーカーの評価
　ｰ52週解析ｰ」

小野　伸之・・・吉澤　誠司 MPOｰANCA陽性多発血管炎性肉芽腫症の特徴
吉澤　誠司 多施設共同研究によるセルトリズマブ・ペゴルの有効性・安全性の検討
三嶋耕司・・・吉澤　誠司 関節リウマチ患者のリンパ球サブセットに対するアバタセプトの経時的作用

中島康晴・・・吉澤　誠司
実臨床下におけるトシリズマブ皮下注製剤によるRA治療成績ー多施設前向き
研究F-ACT Study-

第318回　内科学会　九州地方会 2017年8月5日 川本　浩大・　吉澤　誠司 眼球結膜、発熱、咳嗽を契機に診断に至った多発血管炎性肉芽腫症の1例
第54回　九州リウマチ学会 2017年9月2・3日 中島康晴・・・吉澤　誠司 実臨床下におけるトシリズマブ皮下注製剤によるRA治療成績　第2報

宮島　一実・横山　佳奈・吉澤
誠司

多発血管炎性肉芽腫（PGA)に脳炎および肥厚性硬膜炎を併発した1例

学会



研究会 日時 演者 演題名
第89回　福岡リウマチ懇話会 2011年8月26日 次郎丸高志・吉澤誠司 難聴で発症したMPO-ANCA関連血管炎の一例
第13回　博多リウマチセミナー 2012年1月22日 吉澤　誠司 ＲＡ発症の環境因子について(ウィルス、喫煙、歯周病)
第100回　福岡リウマチ懇話会 2014年5月16日 戸次　宣史、　吉澤誠司　その他 急性肝障害を合併した関節リウマチの1例

第106回　福岡リウマチ懇話会 2015年11月6日 福元　遼　吉澤　誠司
眼窩炎症性偽腫瘍を合併した多発血管炎性肉芽種症の
1例

研究会


