
モーニングセミナー
モーニングセミナー 1【ライブのみ】

第3日目　10月10日（日）  8:00～9:00　第1会場
（P. 114）

座長：宗圓　　聰（  そうえん整形外科骨粗しょう症・リウマチクリニック）

MS1 「  骨粗鬆症の逐次療法　－ ビスホスホネートの役割を中心に －」
岩本　　潤（  慶友整形外科病院骨関節疾患センター）

共催：大正製薬株式会社／中外製薬株式会社
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ランチョンセミナー
ランチョンセミナー 1【ライブのみ】

第1日目　10月8日（金）  11:40～12:40　第1会場
（P. 115）

座長：松本　俊夫（  徳島大学藤井節郎記念医科学センター）

LS1 「  続発性骨粗鬆症治療Update」
田中　　栄（  東京大学医学部整形外科）

共催：中外製薬株式会社
　

ランチョンセミナー 2【ライブのみ】
第1日目　10月8日（金）  11:40～12:40　第2会場

（P. 115）
座長：石島　旨章（  順天堂大学大学院医学研究科整形外科・運動器医学）

LS2 「  最新の骨粗鬆症治療の動向 －2021 update－」
蛯名　耕介（  大阪大学大学院医学系研究科運動器再生医学共同研究講座）

共催：旭化成ファーマ株式会社
　

ランチョンセミナー 3【ライブのみ】
第1日目　10月8日（金）  11:40～12:40　第3会場

（P. 116）
座長：井上　大輔（  帝京大学ちば総合医療センター第三内科学講座（内分泌代謝））

LS3 「  健康寿命100年時代を目指す逐次療法のロジックとエビデンス」
斎藤　　充（  東京慈恵会医科大学整形外科学講座）

共催：第一三共株式会社
　

ランチョンセミナー 4【ライブのみ】
第1日目　10月8日（金）  11:40～12:40　第4会場

（P. 116）
座長：岩本　　潤（  慶友整形外科病院骨関節疾患センター）

LS4 「  骨粗鬆症の薬物治療ストラテジー」
宗圓　　聰（  そうえん整形外科骨粗しょう症・リウマチクリニック）

共催：帝人ファーマ株式会社／帝人ヘルスケア株式会社
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ランチョンセミナー 5【ライブのみ】
第2日目　10月9日（土）  12:00～13:00　第1会場

（P. 117）

LS5 「  骨粗鬆症治療の最適化　－骨形成促進作用を持つ薬剤の果たすべき役割－」
蛯名　耕介（  大阪大学大学院医学系研究科運動器再生医学共同研究講座）

共催：日本イーライリリー株式会社
　

ランチョンセミナー 6【ライブのみ】
第2日目　10月9日（土）  12:00～13:00　第2会場

（P. 117）
座長：福本　誠二（  徳島大学先端酵素学研究所藤井節郎記念医科学センター）

LS6 「  低骨量をきたす様々な病態の診断と治療～FGF23関連低リン血症性骨軟化症を中心
に～」

鈴木　敦詞（  藤田医科大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科学）

共催：協和キリン株式会社
　

ランチョンセミナー 7【ライブのみ】
第2日目　10月9日（土）  12:00～13:00　第3会場

（P. 118）
座長：斎藤　　充（  東京慈恵会医科大学整形外科学講座）

LS7 「  悪しき骨血管相関を断つ骨粗鬆症治療」
今西　康雄（  大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学）

共催：旭化成ファーマ株式会社
　

ランチョンセミナー 8【ライブのみ】
第2日目　10月9日（土）  12:00～13:00　第4会場

（P. 118）
座長：田中　良哉（  産業医科大学医学部第 1 内科学講座）

LS8 「  ステロイド性骨粗鬆症の病態と治療」
宗圓　　聰（  そうえん整形外科骨粗しょう症・リウマチクリニック）

共催：第一三共株式会社
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ランチョンセミナー 9【ライブのみ】
第2日目　10月9日（土）  12:00～13:00　第5会場

（P. 119）
座長：松本　俊夫（  徳島大学藤井節郎記念医科学センター）

LS9 「  実臨床における骨粗鬆症治療戦略～関節疾患の話題も含め～」
中村　幸男（  信州大学医学部運動機能学教室）

共催：アステラス製薬株式会社／アムジェン株式会社
　

ランチョンセミナー 10【ライブのみ】
第2日目　10月9日（土）  12:00～13:00　第6会場

（P. 119）
座長：中村　利孝（  東都三軒茶屋リハビリテーション病院）

LS10 「  骨粗鬆症性椎体骨折診療マニュアル（日本整形外科学会骨粗鬆症委員会WG策定）～
診断と治療選択のポイント～」

戸川　大輔（  近畿大学奈良病院整形外科・リウマチ科）

共催：メドトロニックソファモアダネック株式会社
　

ランチョンセミナー 11【ライブのみ】
第3日目　10月10日（日）  12:00～13:00　第1会場

（P. 120）
座長：萩野　　浩（  鳥取大学医学部保健学科）

LS11 「  骨粗鬆症治療の安全と継続を目指した多職種連携」
沖本　信和（  沖本クリニック）

共催：旭化成ファーマ株式会社
　

ランチョンセミナー 12【ライブのみ】
第3日目　10月10日（日）  12:00～13:00　第2会場

（P. 120）
座長：田中　良哉（  産業医科大学医学部第 1 内科学講座）

LS12 「  関節リウマチにおける骨破壊のメカニズムとJAK阻害剤によるその制御」
横田　和浩（  埼玉医科大学リウマチ膠原病科）

共催：アッヴィ合同会社
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ランチョンセミナー 13【ライブのみ】
第3日目　10月10日（日）  12:00～13:00　第3会場

（P. 121）
Radiofrequency Echographic Multi-spectrometry（REMS）:  
State-of-the-art technology using ultrasound for assessing bone in spine and hip.
超音波多重分光法（REMS 法）：超音波を用いて腰椎と大腿骨を測定する最新の骨密度測定法

座長：山本　昌弘（  島根大学医学部内科学講座内科学第一）

LS13 「  Radiofrequency Echographic Multi-Spectrometry（REMS）Technology」
Diana Ovejero Crespo（  Musculo-Skeletal Research Group, Hospital del Mar Research 

Institute, Barcelona, Spain）

共催：東洋メディック株式会社
　

ランチョンセミナー 14【ライブのみ】
第3日目　10月10日（日）  12:00～13:00　第4会場

（P. 121）
座長：市村　正一（  杏林大学医学部付属病院）

LS14 「  骨形成促進薬の特性を理解する」
齋藤　　琢（  東京大学大学院医学系研究科整形外科学／東京大学医学部附属病院骨粗鬆

症センター）

共催：持田製薬株式会社／科研製薬株式会社
　

ランチョンセミナー 15【ライブのみ】
第3日目　10月10日（日）  12:00～13:00　第5会場

（P. 122）
座長：田中　　栄（  東京大学医学系研究科外科学専攻整形外科学）

LS15-1 「  関節エコーにおける関節破壊の評価と生物学的製剤の効果」
岡野　匡志（  大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学）

　
LS15-2 「  関節リウマチにおける骨関節破壊機序とその制御」

宮本　健史（  熊本大学整形外科）

共催：小野薬品工業株式会社／ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社
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イブニングセミナー
イブニングセミナー 1【ライブのみ】

第1日目　10月8日（金）  17:00～18:00　第1会場
（P. 123）

座長：田中　　栄（  東京大学大学院医学系研究科外科学専攻感覚・運動機能医学講座整形
外科学）

ES1 「  Effects of osteoanabolic agents at the tissue level: Lessons from bone 
histomorphometry」

Erik Fink Eriksen（  Spesialistsenteret Pilestredet Park and Faculty of Dentistry, 
University of Oslo）

共催：アムジェン株式会社／アステラス製薬株式会社
　

イブニングセミナー 2【ライブのみ】
第1日目　10月8日（金）  17:00～18:00　第2会場

（P. 123 ～ 124）
骨卒中・脆弱性骨折連鎖への組織的アプローチとそのインパクト

座長：宗圓　　聰（  そうえん整形外科骨粗しょう症・リウマチクリニック）
松下　　隆（  福島県立医科大学外傷学講座／新百合ヶ丘総合病院外傷再建センター）

ES2-1 「  骨粗鬆症治療における費用対効果に優れた治療戦略」
萩野　　浩（  鳥取大学医学部保健学科）

　
ES2-2 「  骨折リエゾンサービスがもたらす患者・医療経済・医師の働き方へのベネフィット」

山本　智章（  新潟リハビリテーション病院整形外科）

共催：ユーシービージャパン株式会社
　

イブニングセミナー 3【ライブのみ】
第2日目　10月9日（土）  18:00～19:00　第1会場

（P. 124）
座長：三浦　雅一（  北陸大学薬学部）

ES3 「  思春期から閉経期まで女性のホルモン療法と骨代謝マーカー」
太田　郁子（  倉敷平成病院婦人科）

共催：ヤマサ醤油株式会社／ベックマン・コールター株式会社
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イブニングセミナー 4【ライブのみ】
第2日目　10月9日（土）  18:00～19:00　第2会場

（P. 125）
座長：田中　　栄（  東京大学大学院医学系研究科外科学専攻感覚運動機能医学講座整形

外科学）

ES4 「  JAK阻害薬の新時代：フィルゴチニブのポテンシャル」
田中　良哉（  産業医科大学医学部第 1 内科学講座）

共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社／エーザイ株式会社
　

イブニングセミナー 5【ライブのみ】
第2日目　10月9日（土）  18:00～19:00　第3会場

（P. 125）
座長：宗圓　　聰（  そうえん整形外科骨粗しょう症・リウマチクリニック）

ES5 「  脊柱変形に対する骨粗鬆症治療戦略～脊椎外科医の視点から～」
和田　圭司（  東京女子医科大学整形外科）

共催：アムジェン株式会社／アステラス製薬株式会社
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