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Sugiyama, Katsue Sunahori-Watanabe, Hiroshi Wakabayashi, Tomoko Kawabata, Jun
Wada, Hirofumi Makino
The significance of temporal artery biopsy in patients with giant cell arteritis
第 59 回日本リウマチ学会総会・学術集会
名古屋市
2015.4
Haruki Watanabe, Ken-Ei Sada, Yosuke Asano, Keiji Ohashi, Yoshia Miyawaki, Michiko
Morishita, Eri Katsuyama, Takayuki Katsuyama, Mariko Narazaki, Noriko T Tatebe,
Koichi Sugiyama, Katsue S Watanabe, Hiroshi Wakabayashi, Tomoko Kawabata, Jun
Wada, Hirofumi Makino
Hallmarks of exacerbation of interstitial lung disease in ANCA-associated vasculitis
第 59 回日本リウマチ学会総会・学術集会
名古屋市
2015.4
Eri Katsuyama, Ken-Ei Sada, Takayuki Katsuyama, Haruki Watanabe, Mariko
Narazaki, Noriko Toyota-Tatebe, Koichi Sugiyama, Katsue Sunahori-Watanabe, Hiroshi
Wakabayashi, Tomoko Kawabata, Jun Wada, Hirohumi Makino
Transition of renal prognosis in 148 patients with lupus nephritis in single center
retrospective analysis
第 59 回日本リウマチ学会総会・学術集会
名古屋市

2015.4
大橋 敬司、森下 美智子、勝山 隆行、佐田 憲映、浅野 洋介、宮脇 義亜、勝山 恵理、渡
辺 晴樹、建部 智子、杉山 晃一、渡部 克枝、若林 宏、川畑 智子、和田 淳、槇野 博史
肥厚性硬膜炎と中枢性尿崩症を合併した ANCA 関連血管炎の 2 例
第 59 回日本リウマチ学会総会・学術集会
名古屋市
2015.4

川畑 智子、佐田 憲映、渡辺 晴樹、勝山 恵理、勝山 隆行、建部 智子、杉山 晃一、渡部
克枝、若林 宏、和田 淳、槇野 博史
SAPHO 症候群における骨シンチグラフィーの特徴と有用性の検討
第 59 回日本リウマチ学会総会・学術集会
名古屋市
2015.4
浅野 洋介、佐田 憲映、宮脇 義亜、森下 美智子、大橋 敬司、渡辺 晴樹、勝山 隆行、勝
山 恵理、楢崎 真理子、建部 智子、渡部 克枝、杉山 晃一、若林 宏、川畑 智子、和田 淳、
槇野 博史
寛解導入治療後の多発性筋炎／皮膚筋炎での再燃危険因子の検討
第 59 回日本リウマチ学会総会・学術集会
名古屋市
2015.4

講演会・研修会・新聞など
若林 宏 座長
RA clinical symposium
2019.3
若林 宏
イグラチモドの有効性・安全性の予測因子と csDMARDs の立ち位置
DMARDs を語る会
2019.3
若林 宏 ディスカッションパートコーディネーター

若手リウマチ医のための勉強会
岡山市
2019.2
若林 宏
診断の道しるべ～膠原病を中心として～
若手医師のための臨床セミナー
岡山市
2019.2
若林 宏
新専攻医プログラムによせる内科勤務医の実感
日本リウマチ学会ニュースレター60 号
2018.12
若林 宏 座長
関節リウマチから高齢者医療を考える会
岡山市
2018.11
若林 宏
合併症を有する RA 患者の治療戦略
リウマチエリア WEB セミナー
2018.11
若林 宏 座長
第 11 回北長瀬メディカルフォーラム
岡山市
2018.11
澁藤 信行
腎生検の実際
第 11 回北長瀬メディカルフォーラム
岡山市
2018.11
若林 宏 座長
第 14 回岡山運動器疾患研究会

岡山市
2018.10
若林 宏 座長
Autoimmune Disease Young Expert Meeting 5th
岡山市
2018.10
片山 祐
当院におけるトシリズマブ投与症例の検討
Autoimmune Disease Young Expert Meeting 5th
岡山市
2018.10
佐野 智子
低尿酸血症に伴う急性腎不全の一例
内科疾患学術講演会
岡山市
2018.8
最優秀演題賞受賞
若林 宏 ファシリテーター
リウマチームワークショップ in 大分
大分市
2018.7
若林 宏 座長
第 3 回 OKAYAMA 山陽エリア RA 研究会
岡山市
2018.6
澁藤 宣行
腎臓内科の役割について
第 44 回岡山市立市民病院 病診連携研究会（3S 会）
岡山市
2018.6
若林 宏 座長

Autoimmune Disease Young Expert Meeting 4th
岡山市
2018.5
若林 宏 関節リウマチ治療戦略の基本と最新知見
若手リウマチ医のための勉強会
岡山市
2018.2
若林 宏 座長
第 3 回免疫スキルアップセミナー in 鹿田
岡山市
2018.2
若林 宏 座長
Autoimmune Disease Young Expert Meeting 3rd
岡山市
2017.12
若林 宏 座長
Lupus Erythematosus Expert Meeting in Okayama
岡山市
2017.10
若林 宏 膠原病診療における臨床検査
平成 29 年度岡山市医師会総合メディカルセンター研修会
岡山市
2017.8
若林 宏 関節リウマチ 生物学的製剤の変遷 ～インフリキシマブからデノスマブまで～
百戦錬磨内科塾
岡山市
2017.7
若林 宏 座長
RA と IL-6 MEETING 2017
岡山市
2017.7

若林 宏 RA 治療における薬物治療 ～csDMARDs から tsDMARDs まで～
リウマチナースサミット in 中国
広島市
2017.7
若林 宏 座長
Autoimmune Disease Young Expert Meeting 2nd
岡山市
2017.6
若林 宏 座長、グループワーク総合進行
研修医のための膠原病カンファレンス
岡山市
2017.5
若林 宏 座長
第二回免疫スキルアップセミナー in 鹿田
岡山市
2017.3
若林 宏 テーブルディスカッション座長
若手リウマチ医のための勉強会 ～RA 治療を見直す～
岡山市
2017.3
片山 貴 テーブルディスカッションコメンテーター
若手リウマチ医のための勉強会 ～RA 治療を見直す～
岡山市
2017.3
若林 宏 座長
第 2 回 OKAYAMA 山陽エリア RA 研究会
岡山市
2016.11
若林 宏 抗 ARS 抗体陽性 RA 患者の解析
第 2 回 OKAYAMA 山陽エリア RA 研究会

岡山市
2016.11
若林 宏 リウマチ療養における臨床検査の位置付け
日本リウマチ友の会岡山支部医療講演会・相談会
倉敷市
2016.10
若林 宏 内科と整形外科～診断・治療におけるアプローチの違い
Meet The Expert 薬薬連携の会
岡山市
2016.9
若林 宏 岡山市立市民病院が取り組む関節リウマチ治療について
リウマチパートナーシップ病診連携セミナー
岡山市
2016.7
若林 宏 機序から考える RA 治療
RA Area Web Seminar
2016.6
若林 宏 座長
Autoimmune Disease Young Expert Meeting 1st
岡山市
2016.5
若林 宏 座長
免疫スキルアップセミナーin 鹿田
岡山市
2016.2
若林 宏 これからの経口 DMARDs 治療～ケアラムの使用経験から～
DMARDs を考える会 in 岡山
岡山市
2016.1
若林 宏 機序から考える RA 治療

OKAYAMA 山陽エリア RA 研究会
岡山市
2015.11
若林 宏 膠原病ってどんな病気
レディオモモ
2015.10
若林 宏 膠原病 ～早期発見、早期治療～
2015 年度岡山県女性薬剤師会学術講演会
岡山市
2015.8
若林 宏 コンセンサスディスカッション
CIMZIA Forum 2015 in OKAYAMA
岡山市
2015.7
若林 宏 早期覚解を目指した RA 治療～シムジアの使用経験から～
福山関節リウマチセミナー
福山市
2015.7
若林 宏 パネルディスカッション
エンブレル 10 周年記念講演会 in 岡山
岡山市
2015.6
若林 宏 機序から考える RA 治療
鳥取県中部関節リウマチセミナー
倉吉市
2015.6

教育・インストラクターなど
若林 宏 岡山大学医学部講義免疫系講義（医学科 4 年生対象）
炎症性筋疾患 (多発性筋炎/皮膚筋炎)、全身性硬化症、混合性結合組織病
2018.6.19

若林 宏 岡山大学医学部講義免疫系講義（医学科 4 年生対象）
炎症性筋疾患 (多発性筋炎/皮膚筋炎)、全身性硬化症、混合性結合組織病
2017.6.22
若林 宏 岡山大学医学部講義免疫系講義（医学科 4 年生対象）
炎症性筋疾患 (多発性筋炎/皮膚筋炎)、全身性硬化症、混合性結合組織病
2016.6.9
若林 宏 岡山大学医学部講義免疫系講義（医学科 4 年生対象）
炎症性筋疾患 (多発性筋炎/皮膚筋炎)、全身性硬化症、混合性結合組織病
2015.6.11

