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はじめに当財団選定による各賞を

ご紹介する。

横浜市立大学名誉教授　腰野富久氏

柏崎リウマチ教育賞は，東京女子

医科大学附属膠原病リウマチ痛風セン

ター名誉所長であった故柏崎禎夫 氏

の御遺志により，リウマチ学の教育に

貢献した方に授与される賞である。リ

ウマチ学は，ともすれば医学会の中で

軽んじられる傾向があることを憂えた

故柏崎氏が，特にリウマチ学の教育に

尽力した方に贈るのがその趣旨であ

る。腰野氏は，横浜市立大学病院を皮

切りに香港や上海などアジアのリウマ

チ学にも貢献する一方，昭和58年に

は日本リウマチ学会賞を「膝骨壊死」

で受賞，平成16年度には日本リウマ

チ財団アボット ジャパン･リウマチ性

疾患臨床医学賞も受賞経験のあるリウ

マチ学のエキスパートである。主な論

文としては「骨切り術」「人工関節置

換術」などが有名である。

国際的にリウマチ性疾患の病因･病

態の解明や，治療法の進歩に著明な貢

献を果たした研究者に贈呈される国際

的な賞が本賞である。過去3人の方，

関節リウマチの免疫制御異常の解明に

貢献した米国カリフォルニア大学のデ

ニス･カーソン教授，リウマチ性疾患の

自己抗体の役割解明に大きな貢献を果

たした米国ラ・ホーヤ，スクリップス

研究所のエン・タン教授，自己免疫疾

患における組織適合複合体の役割を解

明した米国スタンフォード大学のH・

マクディヴィット教授という，いずれ

も錚々たる方たちに授与されている。

今回，本賞を授与されたのは，関節

リウマチ（RA）や全身性エリテマトー

デス（SLE）など，自己免疫疾患にお

けるT細胞の役割を解明したドイツ，

エアランゲン・ニュールンベルグ大学

のJ.R.カルデン教授である。本賞におい

て，米国以外の受賞者は初である。

研究概要は，RAにおいて，Th1バ

イパスの結果生じるTh2の大きな欠

損が，慢性的に持続する炎症過程を惹

起することの解明である。SLEにおい

て，患者から単離した抗dsDNA抗体

を初めて分析。SLEが抗原誘発性に抗

dsDNA抗体を発現し，それがT細胞

依存性であることを証明した。また，

SLEの臓器選択性に自己抗原と抗

dsDNA抗体との交差反応が関与して

いる可能性も示唆し，SLE治療の可能

性を新たに開拓した。現在，生物学的

製剤によって，カルデン 氏はこの研

究の実用化を目指しているという。

長く日本のリウマチ研究振興に寄

与しているのが本賞である。毎回，独

創的な研究に贈呈され，過去に財団常

務理事兼リウマチ学会会長である西岡

久寿樹 氏や弊紙編集長・後藤 眞 氏も

受賞者である。

今回の受賞者は過去の受賞者に劣ら

ず，際立った個性派である聖マリアン

ナ医科大学教授難病治療研究センター

副センター長　中島利博氏である。

中島 氏の受賞研究は，「タンパク質

分解システム異常症としての関節リウ

マチ」というテーマにおいて，「シノ

ビオリン」という関節の滑膜細胞に強

発現している分子を系統的に解析し，
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平成１７年度日本リウマチ財団各賞の
受賞者が発表される

第49回日本リウマチ学会総会･学術集会において

平成１７年度日本リウマチ財団各賞の
受賞者が発表される

「柏崎リウマチ教育賞」
（第8回）

「柏崎リウマチ教育賞」
（第8回）

久理事長と西岡学会長

去る4月17日（日）から20日（水）の間，横浜市みなとみらい地区「パシ

フィコ横浜」で第49回日本リウマチ学会総会･学術集会が開催された。内外の

リウマチ医療に携わる医療者，市民講座参加者など，合わせて約4,500人が参

加し，総演題数1,143にのぼる発表が行われ盛況のうちに閉会した。

本年のリウマチ学会は，日本リウマチ財団常務理事の西岡久寿樹 聖マリア

ンナ医科大学教授 難病治療研究センター長が当番会長を担い，国際シンポジ

ウムや日本医学会（ 久史麿 氏），日本学術会議（黒川 清 氏）とのコラボレ

ーション企画など，意欲的なシンポジウムやセッションが盛り込まれた。一

方，「サイエンスランド」としてポスターセッション会場にビデオシンポのシ

ステムを導入するなど参加者の便宜を図り，ポスター会場にディスカッショ

ンの要素を取

り入れ，演者

と参加者のよ

り密なコミュ

ニケーション

の場を提供し

た斬新なもの

となった。

今号では，

リウマチ財団

が選定と授与

を行った各賞

の概要紹介を

行う。 サイエンスランド風景

柏崎リウマチ賞授与

「日本リウマチ財団･
ワイス国際賞」（第4回）
「日本リウマチ財団･
ワイス国際賞」（第4回）

ワイス国際賞授与

「ノバルティス・リウマチ医学賞」
（第15回）

「ノバルティス・リウマチ医学賞」
（第15回）
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この分子が過剰発現したために病巣で

「小胞体関連タンパク質分解酵素」

（ERAD）が分泌亢進する機序，そし

てその影響についての解明である。ま

た，この亢進の結果，滑膜細胞の増殖

が暴走するHyper-ERADが局所にお

いて観察されることも報告している。

関節リウマチにこのHyper-ERAD病

という視座を導入した点，つまりタン

パク質分解異常の切り口を提示した業

績に本賞は与えられた。

長崎大学大学院医歯学総合研究科

皮膚病態学教授　佐藤伸一氏

リウマチ性疾患の予防，病態，診

断，治療に関する独創性を評価し，リ

ウマチ制圧に寄与した研究に授与され

る本賞の今年度受賞者は，「全身性強

皮症」に対してB細胞を標的とした新

規の治療法開発に尽力した佐藤伸一

氏に贈られた。

佐藤 氏は，10年生存率が約60％で

ある免疫抑制薬中心の現在の強皮症治

療に一石を投じるため，同患者の自己

抗体発現が亢進している事実に基づ

き，自己免疫担当細胞であるB細胞に

早くから着目。この細胞の抗体産生過

程にCD19が関与し

ていることを明ら

かにした。また，

このCD19を強発現

させたマウスにお

いて，リウマチ性

疾患で見られるよ

うな自己抗体産生

を人為的に生じさ

せることにも成功。

さらに，全身性強

皮症由来のB細胞

でもCD19が発現増

加している仮説の

もと，解析の結果その発現を確認し，

またその増加原因をCD19遺伝子多型

に求めて，その存在を明らかにした。

佐藤 氏の研究は，全身性強皮症で

はB細胞に異常があり，特にCD19の

異常が強く関与していることを示唆し

たものである（写真）。同時に，CD19

を欠損させたマウスの作製を行い，皮

膚の硬化症状が改善することも証明。

全身性強皮症の今後の新しい治療法開

拓への道を開いたのである。

主に基礎的研究の見地から授与さ

れることの多い各賞の中で，より臨床

に近い研究分野に対して授与されるこ

との多いのが本賞である。昨年のJ-

ARAMIS研究の東京女子医科大学附

属膠原病リウマチ痛風センター　教授

山中 寿 氏やその前年のメトトレキサ

ート（MTX）適正使用のエビデンス

作成を評価された東海大学医学部内科

学系 助教授 鈴木康夫 氏の場合も臨床

に密接につながっていた。

今回の受賞は東京大学大学院医学

系研究科整形外科教室 助教授 川口 浩

氏による「長寿命型人工関節の開発と

その臨床応用」であった。リウマチ医

療においては，サイエンティフィック

な病理病態解明も重要な分野である

が，患者さんのQOL維持・向上を図

る手術，リハビリテーション術という

ソフト開発部分と，人工関節や補助具

開発のようなハード面，つまりテクノ

ロジカルな分野の研究も欠かせないの

は明らかである。今回の受賞内容も，

人工関節の長寿命化を図るという現在

の人工関節が抱える様々な問題点を一

挙に解決できる，一つのブレークスル

ー研究として，高く評価できるものと

された。

具体的には，人工関節で問題とさ

れる長期間における弛み（loosening）

を回避するために，ナノテクノロジー

を応用した生体適合性ポリマーMPC

（2-methacryloyloxyethyl phosphoryl-

choline）を人工関節摺動面に光学的

にコーティングする方法の確立であ

る。このMPC処理によって，人工関

節摺動面からほとんど磨耗粉が発生せ

ず，磨耗粉による破骨細胞形成を抑制

し，結果的に骨吸収の抑制，人工関節

のloosening抑制が達成できることを

解明したのである。この研究は，きわ

めて臨床応用に近しいものとして，産

学共同でその実用化が進行していると

いう。

日本のリウマチ医療の先進性は広

く認められているところだが，今回も

重要な研究の成果として次の方たちに

日本リウマチ学会から賞が贈られた。

●日本リウマチ学会賞
CD26 up-regulates expression of

CD86 on antigen-presenting cells by

means of caveolin-1

東京大学医科学研究所　先端医療研究

センター免疫病態分野

教授　森本幾夫氏

「ツムラ・骨関節臨床医学賞」
（第13回）

「ツムラ・骨関節臨床医学賞」
（第13回）

ノバルティス賞　中島利博氏

学会賞　森本先生

ツムラ賞授与

日本リウマチ学会賞，奨励賞日本リウマチ学会賞，奨励賞

学会賞

「アボットジャパン･リウマチ
性疾患臨床医学賞」（第16回）
「アボットジャパン･リウマチ
性疾患臨床医学賞」（第16回）

アボット賞

アボット賞　佐藤伸一氏
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●日本リウマチ学会奨励賞
Transcpritional coactivator PGC-1

alpha regulates chondrogenesis via

association with Sox9

国立成育医療センター研究所　移植外

科研究部

部長　浅原弘嗣氏

Inhibilitation of Fractalkine

Ameriorates Murine Collagen-Induced

Arthritis
東京医科歯科大学　膠原病・

リウマチ内科学

助手　南木敏宏氏

Histone Deacetylase Inhibitor

Suppression of Autoantibody-

Mediated Arthritis in Mice via

Regulation of p16INK4a and

p21WAF/Cip1 Expression

岡山大学大学院医歯学総合研

究科　生体機能再生・再建科

学講座　人体構成学分野

助教授　西田圭一郎氏
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（財）日本リウマチ財団　平成17年度　事業計画一覧

（2）平成18年度新規登録医及び更新者

（昭和63年度，平成3年度，平成6

年度，平成9年度，平成12年度及

び平成15年度登録医）の申請受付

を行う。

５．国際交流及び関係団体への助成事業
（1）国際交流を深めるため役員等の海

外派遣を行う。

（2）リウマチ学に関する学術会議等の

開催に対し助成を行う。

（3）リウマチ患者団体の情報提供，医

療相談等の活動に対し助成を行う。

６．その他事業
（1）国立病院機構相模原病院がリウマ

チナショナルセンターとして整備

されるよう引き続き関係方面に働

きかける。

（2）世界的な「リウマチ制圧10か年対

策」運動にちなみ，厚生労働省に

対しさらなるリウマチ対策の推進

を働きかける。

（3）各大学，国公立病院にリウマチ診

療科の設置を関係方面に働きかけ

る。

（4）各都道府県リウマチ登録医の会及

びケア研究会の設置に努める。

（5）賛助会員の増加に努める。

（6）リウマチ調査・研究等の事業に充

当するため募金活動を推進する。

（7）リウマチ関係団体が行う大会，講演

会等リウマチ対策の推進に寄与す

ると認められるものについては後

援，協賛又は図書等の推薦を行う。

（9）日本リウマチ学会の第14回国際リ

ウマチシンポジウムを共催する。

３．教育研修事業
（1）リウマチ登録医等の教育の一層の

推進に寄与するため教育研修会を

開催する。

中央研修会　京都府

地区研修会　6地区（山形県，新

潟県，岐阜県，兵庫県，徳島県，

宮崎県）

（2）（新）インターネットを利用した

ｅラーニングによる教育研修を実

施する。

（3）財団主催以外の教育研修会につい

て研修単位の認定を行う。

（4）海外研修のため医師10人（うち欧

州へ2人以上，奨学金各60万円）

を派遣（公募）する。

（5）諸外国との間で留学生を受入れ又

は派遣する。

（6）リウマチのトータルケア推進のた

めケア研修会及びケアフォーラム

を開催する。

ア 研修会　6地区　（福島県，長

野県，三重県，奈良県，高知

県，沖縄県）

イ　ケアフォーラム　年１回・中

央で開催

４．登録医の養成事業
（1）平成17年度新規登録医の審査登録

及び平成17年度更新者（昭和62年

度，平成2年度，平成5年度，平成

8年度，平成11年度及び平成14年

度登録医）の審査更新を行う。

１．調査・研究及びその助成事業
（1）生活機能病対策への具体的事業に

ついて審議・検討を行う。

（2）中長期的な研究計画のもとにリウ

マチ性疾患の治療研究を行う。

（3）リウマチ性疾患治療薬等の治験の

円滑実施を検討推進する。

（4）リウマチ治療ガイドラインを普及

する。

（5）全国登録医のネットワークを構築

する。

（6）大規模災害時におけるリウマチ患

者支援体制について検討を進める。

（7）リウマチ性疾患の病因究明，治療，

予防，疫学等に関する広範な調

査・研究の助成を行う。

ア　リウマチ性疾患調査研究助成

（公募）

11課題（うち1課題は三浦記念

リウマチ学術研究賞）各100万

円助成

イ　その他

（8）「ノバルティス・リウマチ医学賞」，

「アボット ジャパン・リウマチ性疾

患臨床医学賞」及び「ツムラ・骨

関節臨床医学賞」各賞300万円の表

彰を行う。

（9）「日本リウマチ財団・ワイス国際賞」

500万円の表彰を行う。

（10）リウマチのケアに関する事業を推

進する。

（11）リウマチ登録医のあり方，医療情

報網の整備等について調査研究を

行う。

（12）「柏崎リウマチ教育賞」100万円の表

彰を行う。

２．普及啓発事業
（1）日本リウマチ財団ニュース（医学

情報の分野を充実）を年6回発行

（1回5,500部）し，リウマチ登録医

等に配布する。

（2）リウマチ登録医名簿を作成配布す

る。

全国版（登録医配布用） 4,200部

各地区別（患者，保健所等配布

用） 200～500部

（3）リウマチ月間（６月）用ポスター

を作成し，保健所，市町村保健セ

ンター，医療機関等に配布する。

10,000枚。

（4）「リウマチ月間リウマチ講演会」

を開催する。

平成17年5月30日（月）

東京都中央区日本橋三越劇場

（5）リウマチの正しい知識普及のため，

報道機関等と連携し，リウマチフ

ォーラムを開催する。

（6）リウマチ性疾患に悩む患者に対し

て永年にわたる医学的または社会

的救済活動を通じて著しく貢献の

あった個人または団体に対し，「リ

ウマチ福祉賞」または「リウマチ

福祉奨励賞」を贈呈する。

福祉賞　記念品と賞金（20万円）

福祉奨励賞　賞金 （10万円）

（7）リウマチ登録医の診療レベルの向

上，リウマチ知識普及啓発等事業

の展開を図るためリウマチ登録医

の会又はリウマチ医の会の活動を

推進する。

（8）ホームページ・リウマチ情報セン

ターを運営する。

学会奨励賞授与
ソムリエ田崎真也氏によるセッションも
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シェーグレン症候群（SS）をはじ

めとする自己免疫疾患の多くは，内科，

眼科，皮膚科，婦人科，歯科・口腔外

科などの領域にさまざまな症状を呈

し，その早期発見が予後にかかわるた

めに，各科の専門医との連携が重要で

ある。

SSは乾燥性角結膜炎や口腔乾燥症

などの種々の臓器に乾燥症状を呈する

臓器特異的自己免疫疾患であり，中年

以降の更年期の女性に好発する。臨床

上の特徴から，唾液腺・涙腺を中心と

した外分泌腺に限局して発症する原発

性（一次性）SSと全身性エリテマト

ーデス（SLE）や関節リウマチ（RA）

など他の系統的自己免疫疾患に合併す

る二次性SSに大別されている。SSの

成立には遺伝的素因，内分泌異常，免

疫異常，環境因子が複雑に関与してい

る多因子性疾患と考えられているが，

その詳細は未だに明らかではない。

一方，SSに特徴的な口腔乾燥症

（ドライマウス）を呈する疾患は数多

く報告されており，種々の薬剤の副作

用，腎不全，糖尿病，精神的・心因的

な障害，頭頸部腫瘍の放射線治療後の

障害，スティーブン・ジョンソン症候

群などが挙げられ，これらとの鑑別が

本症の確定診断には不可欠である。

本稿では，本症の鑑別診断を目的に

我々が現在行っている本学ドライマウ

ス専門外来での診断を中心に概説す

る。

SSは涙腺，唾液腺などの腺症状の

みの腺型と，腺以外の臓器に病変がみ

られる腺外型に分けられる。

１．腺症状

ドライマウス，ドライアイに代表さ

れる乾燥症状は多彩である。目の乾燥

症状は，目が疲れやすい，涙が出ない，

目がかゆい，光がまぶしい，目がゴロ

ゴロする，本を読むのがつらいなどで

あり，口の乾燥症状は，口が渇く，水

がないと食事がとれない，声がかすれ

る，口の中が痛い，会話が困難，夜間

の口渇感などである。

他覚的徴候は，ドライアイは目の充

血，ドライマウスは舌乳頭萎縮，舌の

亀裂，口角びらん，カンジダ症などで

ある。

ドライマウス，ドライアイの原因は

前述したように様々であり，SS以外

の原因も念頭に置き診断を進める必要

がある。

２．腺外症状

関節炎，間質性肺炎，間質性腎炎，

悪性リンパ腫などの併発が報告されて

いる。

SSの診断基準には1999年の厚生省

（現厚生労働省）シェーグレン症候群

改訂診断基準，1977年の厚生省シェ

ーグレン病診断基準による確実例の診

断基準，1993年ヨーロッパ診断基準

及びアメリカ・ヨーロッパの合同検討

グループによるシェーグレン症候群改

訂分類基準などがある。われわれは，

基本的に1999年厚生省の診断基準に

準じ診断している（表）。この基準で

は，手技的または設備の問題で口唇生

検，耳下腺造影，シンチグラフィーな

どを行えない施設では診断が困難なた

め，非侵襲的な方法で診断可能な

1993年のヨーロッパ診断基準を用い

ることもある。この診断基準でも精

度・特異性などに顕著な差はなく，ど

の診断基準を用いるかは医師・歯科医

師の裁量となっている。

SSに特徴的な症状の一つであるド

ライマウスの診断は唾液量を検査する

ことからはじめる。唾液分泌低下があ

る場合は，既往歴，合併症を中心に，

検査データ，口腔内ならびに全身的な

診察結果を考え合わせ，その診断が容

易なものから消去法によって順次原因

事項の診断を進める。口腔乾燥感があ

るものの明らかな唾液分泌低下を認め

ない場合は，唾液分泌量よりも口腔か

らの水分の蒸発が多いために乾燥する

と考えられる。その他，実際には口腔

粘膜の明らかな乾燥を認めない症例も

ある。このような，口腔乾燥感を訴え

るものの明らかな唾液分泌低下を認め

ない例は比較的多く，鶴見大学歯学部

附属病院ドライマウス外来を受診した

1,300名の患者の約３割は明らかな唾

液分泌低下を認めなかった。更にSS

で上記の診断基準を満足する確実例は

当外来の受診者の約10％であった。

SSに伴うドライマウスの診療にお

いては，その症状の原因究明が必要で

あるとともに，診断過程を患者に説明

しながら進めることが重要で，その検

査の過程で患者が結果を認識すること

によって自覚症状が軽減される場合も

多い。

１．唾液分泌量低下がある場合は以下

の病態を除外する必要がある

1）放射線治療に後遺する

唾液分泌低下

2）腫瘍や外傷に後遺する

唾液分泌機能低下

3）糖尿病，高血圧に起因する

唾液分泌低下

4）貧血に起因する唾液分泌低下

5）薬物性唾液分泌低下

6）神経性唾液分泌低下

神経性唾液分泌低下はストレス，自

律神経失調症などが原因となるもので

ある。ストレス下では交感神経優位に

なることから，唾液分泌量が低下する

と考えられる。強いストレスが加わる

と，唾液分泌量が低下し，タンパク濃

度が上昇し唾液の粘度が増し，口腔の

不快感を訴える患者が多い。SS患者

は身体的なストレスを受けている場合

が多く，口腔乾燥感，口腔異常感など

のストレスも誘因となって唾液分泌低

下を助長している症例も多い。

7）生理的（老人性）唾液分泌低下

加齢による唾液分泌量の低下は近年

否定されているが，口腔乾燥感を訴え

る高齢者は多い。初診時から加齢を口

腔乾燥の原因と断定して患者に告げる

ことは適切ではなく，前述した事項の

可能性を十分検索することが重要であ

る。

8）複合性の分泌障害

SSと薬物性または神経性唾液分泌

障害の複合など，複数の要因が係わっ

て唾液分泌低下を来すことが多い。薬

物性，神経性は診断が困難な場合が多

いため，これらの原因を念頭に置きつ

つ，治療に対する反応を見ながら対処

する必要がある。

２．唾液分泌量低下が明らかでなく口

腔乾燥感を訴える場合

1）口呼吸

2）睡眠時無呼吸症候群

3）歯周炎，カンジダ症

口腔微生物の質的・量的変化によっ

て，唾液の粘稠感が生じ，これが乾燥

感として出現する場合がある。特に，

カンジダは，肉眼的に明らかな偽膜性

カンジダ症の状態を呈さなくとも，そ

の菌数増加によって口腔の異常感を惹

起することが多い。

4）精神科的疾患

ドライマウスでは自律神経が関与す

る症状を愁訴としているため，身体表

現性自律神経機能不全と考えられる症

例がみられる。これは前述の神経性唾

液分泌低下とは異なるカテゴリーであ

る。

1）安静時唾液

無刺激唾液量の測定であり，患者が

座ったまま咀嚼せず安静な状態で，15

分間自然に流出する唾液をコップに採

取する。1.5mL/15min以下の場合に陽

性とする。

2）ガムテスト

咀嚼運動や味覚などの刺激による刺

激唾液量測定法であり，ガムを噛みな

がら10分間 唾液を採取する。10mL/

10min以下を陽性とする。

3）サクソンテスト

刺激唾液量測定法の一つで，ガーゼ

を噛むことによりその吸収した唾液量

を測定する。この方法は少ない唾液を

測定するのに適しているので，我々は，

この方法は唾液分泌低下が高度でガム

を噛めない患者に対してのみ採用して

いる。2分間で2g以下を陽性とする。

抗Ro/SS-A抗体，抗La/SS-B抗体が

シェーグレン症候群診断基準項目の一

つとなっているが，その他，リウマチ

因子，抗核抗体などが陽性になる例も

少なくない。他の自己免疫疾患の関連

が疑われる場合は，それぞれに特異的

な検査や一般検査を追加する。

SSに限らず唾液腺分泌低下を示す

疾患では，しばしば口腔内にカンジダ

が増殖し，それに伴って疼痛や不快感

が発現する症例が多い。明らかな偽膜

シェーグレン症候群を疑うコツ
ー口腔乾燥症診断

のポイントー
鶴見大学歯学部口腔病理学講座　教授
同　附属病院ドライマウス専門外来

斎藤 一郎

SSの臨床症状

SSにおけるドライマウスの
診断手順

カンジダ培養検査

SSの診断

唾液分泌量の測定法

血液検査

 1.　生検病理組織検査で次のいずれかの陽性所見を認めること �

 A）口唇腺組織で4mm2 あたり1focus（導管周囲に50個以上のリンパ球浸潤）

以上 �

 B）涙腺組織で4mm2 あたり1focus（導管周囲に50個以上のリンパ球浸潤）以上  �

 2.　口腔検査で次のいずれかの陽性所見を認めること �

 A）唾液腺造影で Stage1 （直径1mm未満の小点状陰影）以上の異常所見  �

 B）唾液分泌量低下（ガム試験にて10分間10mL 以下またはサクソンテストに

て2分間2g以下）があり，かつ唾液腺シンチグラフィーにて機能低下の所見  �

 3.　眼科検査で次のいずれかの陽性所見を認めること �

 A）Schirmer 試験で5mm/5分以下で，かつローズベンガル試験�

　 （van Bijsterveld スコア）で 3 以上  �

 B）Schirmer試験で5分間に5mm以下で，かつ蛍光色素試験で陽性 �

 4.　血清検査で次のいずれかの陽性所見を認めること �

 A）抗 Ro/SS-A 抗体陽性 �

 B）抗 La/SS-B 抗体陽性  �

［診断基準］�

   上の4項目のうち，いずれか2項目以上を満たせばSSと診断する�

表　1999年シェーグレン症候群の日本改訂診断基準

図　舌乳頭の萎縮の顕著な平滑舌
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性カンジダ症や肥厚性カンジダ症が存

在しない場合でも，カンジダ増殖の結

果として舌痛症や味覚異常，口角炎を

惹起することがある。したがって，唾

液分泌低下症例においてはカンジダ培

養検査が有用である。

口腔粘膜表面の乾燥や粘膜の発赤，

舌乳頭の萎縮などが特徴的所見である

（図）。しかしながら，必ずしもドライ

マウスに口腔粘膜の変化を伴うわけで

はなく，正常粘膜の状態を呈する場合

もある。一方，各種口腔粘膜疾患の発

症に伴い，口腔乾燥感を含むさまざま

な口腔異常感を惹起することがあるの

で，それらの疾患のドライマウスとの

鑑別は重要である。

以下に代表的な徴候と，口腔乾燥を

訴えて来院する患者の口腔粘膜疾患の

代表的なものを記載する。

１．口腔乾燥所見

口腔粘膜表面の乾燥や粘膜の発赤は

ドライマウスの特徴的所見である

２．舌乳頭萎縮

唾液分泌低下に伴い舌乳頭の萎縮が

みられることがある。完全に乳頭が消

失した状態が平滑舌であり，平滑舌は

貧血の口腔内症状としてよく知られて

いる。

３．口角炎

口腔乾燥に伴い口唇の乾燥，口角び

らんのみられることがある。口角びら

んは口腔乾燥に起因する口腔カンジダ

症の一症状として出現する場合が多

い。

４．カンジダ症

SSのみならずドライマウス患者で

は口腔のカンジダが増え，カンジダ症

を発症することが多い。口腔カンジダ

症は偽膜性カンジダ症や慢性肥厚性カ

ンジダ症など肉眼的に診断が容易な場

合もあるが，ドライマウス患者の多く

は紅斑性カンジダ症であり，その診断

には多くの場合カンジダ培養検査が必

要である。カンジダ菌数は，唾液分泌

低下による自浄作用の低下や加齢など

の因子に関連して増加するが，抗真菌

剤の外用が奏効する。

SSに特徴的な口腔症状の鑑別診断

について概説した。紙面の都合で詳細

な診断手技や治療法については割愛し

たが，本症の鑑別診断の一助となれば

幸甚である。

おわりに

当財団では，リウマチのケアの研修会を下記のように開催する予定です。
医師，看護師，その他保健，医療，福祉，介護，行政等に従事する方ならどなたでも受
講できます。
〔受講料〕無料　参加ご希望の方は，下記の方法で事前にお申し込み下さい。
〔申込方法〕「○○地区リウマチのケア研修会申込」とし，氏名，勤務先，科名，連絡先
住所，電話番号を書き，返信用封筒（宛先を書き80円切手貼付）を同封の上申込先へ
申込みください。
〔研修単位〕登録医教育研修単位　2単位（2,000円）

平成17年度　日本リウマチ財団主催　リウマチケア研修会開催予定

地区名�

北海道・�

東北�

関東・�

甲信越�

開催日�

10月29日�

（土）�

     

6月4日�

（土）�

開催場所�

�松本市�

長野県松本�

文化会館�

福島市�

コラッセ福島�

世話人・申込先�

佐藤 由紀夫 教授�

福島県立医科大学　リウマチ・膠原病・免疫内科�

（〒960-1295　福島市光が丘1）�

鈴木 明夫 院長�

丸の内病院リウマチセンター�

（〒390-8601　松本市開智 2-3-50）�

東海・�

北陸�

津市�

三重県医師会館�

8月20日�

（土）�

細井　哲 副院長�

山田赤十字病院整形外科�

（〒516-0805　度会郡御薗村高向810）�

中・�

四国�

9月10日�

（土）�

谷　俊一 教授�

高知大学整形外科�

（〒783-8505　南国市岡豊町小蓮）�

九州・�

沖縄�

11月26日�

（土）�

潮平 芳樹 副院長�

豊見城中央病院�

（〒901-0295　豊見城市上田25）�

近畿�

10月1日�

（土）�

高知市�

ふくし交流プラザ�

那覇市�

沖縄県女性�

総合センター�

奈良市�

奈良県文化会館�

高倉 義典 教授�

奈良県立医科大学整形外科�

（〒634-8521　橿原市四条町840）�

�

上記研修会に関しての問合せ先：
日本リウマチ財団　Tel.03-3946-3551
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-39-7ヤマモト大塚ビル5F

関節リウマチの
EBMに基づく治療ガイドライン
近時はEBMに基づく治療が求められています。このガイドラインは

厚生労働省の研究班がまとめたもので，平成16年4月発行しました。

リウマチ診療医必携の書としてぜひお求め下さい。

なお，患者さん等一般向ガイドラインも今年度内には書店にて発行

される予定です。

(財)日本リウマチ財団からのお知らせ

編　集 越智　隆弘

山本　一彦

龍　　順之助

内　容 A4判 166頁

診療のマニュアル 41頁

治療のガイドライン 103頁

文献検索資料 他 12頁

定　価 5,250円（含消費税･送料別）

日本リウマチ財団リウマチ
登録医特別価格

4,700円（含消費税･送料別）

申　込 FAXで日本リウマチ財団へ
どうぞ

FAX 03-3946-7500

財団法人　日本リウマチ財団 事務局
〒170-0005  東京都豊島区南大塚2-39-7 ヤマモト大塚ビル5F

TEL 03-3946-3551 FAX 03-3946-7500

好評
発売中

SS患者の口腔症状
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リ ウ マ チ 診 療 の 基 本 手 技

今回からは関節所見の取り方の下半身編を述べる。

股関節

股関節は体の深部にあるので，それを触り腫脹を

確かめることはまずできない。その代わり股関節の

運動，可動域をチェックする。最も簡単な方法は，

膝関節をつかんで下肢全体を内外に回旋する（図１）。

これがスムーズにできるようなら，まず病変はない

と考えてよい。

股関節が障害されると，最初にinternal rotation

（内旋）ができにくくなる。股関節・膝関節をほぼ90゜

の屈曲位にして，検者が足関節部で支えながら十分

外側に回していく。これがスムーズにできれば，ま

ず異常はないといえる（図２・図３）。

膝関節

関節嚢の腫れと同時に，関節液がよく貯留する。

関節液は膝蓋骨上方にあるsuprapatellar bursa

（図４）に溜まるので，必ず両手で膝蓋骨めがけて絞

り込むようにして腫脹液を膝蓋骨下に集めてみる

（図５）。

関節液があるときには，膝蓋骨を指で押し下げた

ときに特異な浮球感（ballottement of patella）を証明

することができる。

さらに，関節液貯留がひどくなると，歩行につれ

て関節液が膝関節背側，膝窩部（図４）のほうに逃

げて大きな腫脹（ベイカー嚢Bayker's cyst）を作

る（図６）。これがひどくなると，関節の動きが制限

される。

併せて大腿四頭筋（M. quadriceps）のatrophy

（萎縮）の有無，膝関節のinstability（不安定性）を

チェックする癖をつけたい。lateralのinstabilityの有

無のみならず，前十字靱帯，後十字靱帯の支持性を

みるために前後のinstabilityの有無を必ずチェック

するようにしたい（図７・図８）。

関節所見の取り方－リウマチ性疾患へのアプローチ－　そのⅣ

道後温泉病院
リウマチセンター

理事長　高杉　潔

図1

図2

第７問

【症例】45歳，男性

5年前に右膝関節痛から発症し，徐々に多関節

におよぶ。手，背部に皮疹がみられる。

第６問解答：強直性脊椎骨増殖症

【解説】

強直性脊椎骨増殖症（ASH）は，腰椎正面像

では強直性脊椎炎と鑑別が困難なこともあるが，

腰椎側面像での骨橋の様式，仙腸関節炎の存在

の有無で鑑別可能である。すなわちASHでは骨

橋が上下椎体を結ぶ線から大きくはみ出し，仙

腸関節は正常か軽度の変化を示すにすぎない。

また臨床的にも強直性脊椎炎が若年～青年期

発症が多いのに比較して，強直性脊椎骨増殖症

では壮年期の発症が多く，また無症状で偶発的

にレントゲン上で発見されることも稀ではない。

図3

図6

図7

図8

図4

図5

QQQQuuuu''''eeeesssstttt----cccceeee qqqquuuueeee
cccc''''eeeesssstttt ？？？？？？？？？？？？

レ ン ト ゲ ン ク イ ズ
協和会病院リウマチセンターセンター長　村田 紀和

第６問
【症例】74歳，男性

数年来の腰痛を主訴に受診。腰椎の可動性が

強く制限されている。

腰椎側面像腰椎正面像
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H17.6～10）］
お問い合わせは連絡先または財団へ，時間は認定講演開始時間。

財団主催の教育研修会および単位認定講演については，リウマチ情報センターのサイト（http://www.rheuma-net.or.jp/）で見ることができます。
問合わせ先：日本リウマチ財団　TEL.03-3946-3551

開催日　開始時間　単位数（開催場所）
研修会名称
連絡・問い合わせ先

6／2（木） 18:30 2単位　（愛知）
東海炎症研究会
石黒　直樹　Tel.052-741-2111
名古屋大学整形外科

6／2（木） 19:30 1単位　（兵庫）
三田・北神戸地区症例検討会
大野　修　Tel.079-565-8000
三田市民病院

6／2（木） 20:00 1単位（神奈川）
第11回神奈川県続発性骨粗鬆症研究会
横堀　浩治　Tel.045-472-0820
住友製薬㈱横浜支店

6／3（金） 19:50 1単位（神奈川）
第1回神奈川小児免疫病･リウマチ性
疾患研究会
熊埜御堂　法男　Tel.045-472-2311
旭化成ファーマ㈱

6／4（土） 16:30 1単位　（大阪）
第11回北河内リウマチ膠原病勉強会
宮島　茂夫　Tel.06-6992-1001
関西医科大学整形外科

6／4（土） 15:30 1単位　（愛知）
第6回藤田リウマチカンファレンス
松元　大祐　Tel.052-211-2458
ワイス㈱

6／4（土） 16:00 2単位　（長野）
北信リウマチ治療研究会
鈴木　貞博　Tel.026-292-2261
厚生連篠ノ井総合病院膠原病科

6／4（土） 17:30 1単位　（愛知）
第59回名市大整形外科セミナー
関谷　勇人　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

6／4（土） 18:00 2単位　（東京）
第3回桜骨・関節研究会
渡辺　昌彦　Tel.03-3972-8111
日本大学整形外科

6／7（火） 19:00 1単位　（福岡）
第227回福岡臨床整形外科医会研修会
内田　芳雄　Tel.092-681-2511
内田整形外科医院

6／7（火） 19:00 1単位　（新潟）
第80回膠原病研究会
黒田　毅　Tel.025-227-2200
新潟大学第二内科

6／11（土） 15:00 2単位　（京都）
京都運動器疾患フォーラム特別講演
藤岡　幹浩　Tel.075-251-5549
京都府立大学整形外科

6／11（土） 15:00 2単位　（広島）
第6回日本リウマチ財団中国･四国リウマチ外科セミナー
萩野　浩　Tel.0859-34-8155
鳥取大学リハビリテーション部

6／11（土） 16:00 1単位　（大阪）
第12回大阪リウマチケア研究会
稲葉　雅章　Tel.06-6645-3806
大阪市立大学内科

6／12（日） 10:05 2単位　（福岡）
2005関節外科フォーラム
梅本　忠夫　Tel.03-3797-8661
ノバルティスファーマ㈱

6／14（火） 20:00 1単位　（東京）
第61回東京都城北整形外科医会
水野　卓　Tel.03-5322-6001
武田薬品工業㈱

6／15（水） 19:15 1単位　（静岡）
第18回浜松整形外科セミナー
関根　直道　Tel.053-439-0281
帝人ファーマ㈱

6／16（木） 19:30 1単位　（東京）
第2回SAGAMI OSTEOPOROSIS研究
会
鈴木　久美子　Tel.046-233-1311
海老名総合病院医局秘書

6／16（木） 19:30 1単位　（埼玉）
第9回埼玉県北部リウマチ研究会
今井　史彦　Tel.0494-27-0055
今井内科クリニック

6／17（金） 19:00 1単位　（熊本）
第5回リウマチ性疾患と骨粗鬆症治療
研究会
本田　五男　Tel.096-366-3666
熊本整形外科病院

6／17（金） 19:00 1単位（北海道）
第8回旭川リウマチ研究会
伊藤　浩　Tel.0166-68-2511
旭川医科大学整形外科

6／17（金） 19:30 1単位（北海道）
第12回SAPPORO ORTHOPAEDIC
SEMINAR
木村　英郎　Tel.011-241-6698
三共㈱札幌支店学術第一課

6／18（土） 18:30 1単位　（宮城）
東北ＲＡ治療フォーラム2005
本間　達也　Tel.022-264-4321
ワイス㈱北日本支店

6／18（土） 16:25 2単位　（東京）
第35回多摩リウマチ研究会
中林　公正　Tel.0422-47-5511
杏林大学第一内科

6／19（日） 13:50 1単位　（福岡）
第109回西日本整形・災害外科学会
熊谷　優　Tel.0942-31-7568
久留米大学整形外科

6／23（木） 20:00 1単位　（大分）
第76回大分県リウマチ懇話会
増永　和広　Tel.097-537-7151
中外製薬㈱大分出張所

6／24（金） 19:00 2単位　（熊本）
八代郡市医師会講演会
藤原　道則　Tel.092-271-5155
ワイス㈱九州支店病院営業所

6／24（金） 19:30 1単位　（熊本）
学術講演会
松冨　克彦　Tel.096-373-1196
田邊製薬㈱熊本営業所

6／24（金） 19:30 1単位　（福井）
第7回福井膠原病研究会
西岡　伊弘夫　Tel.0776-52-2141
旭化成ファーマ㈱福井営業所

6／25（土） 17:00 1単位　（兵庫）
兵庫県整形外科医会学術講演会（平成
17年度第3回）
山下　仁司　Tel.0794-26-8800
やました整形外科

6／25（土） 15:10 2単位　（静岡）
第15回静岡県東部リウマチ膠原病医
会定例学術講演会
山田　雅人　Tel.0559-48-3111
順天堂大学附属静岡病院内科

6／25（土） 17:30 2単位　（福島）
第15回福島県リウマチフォーラム
佐藤　平治　Tel.022-267-2565
大正富山医薬品㈱

6／25（土） 19:30 1単位　（岐阜）
岐阜骨粗鬆症治療研究会特別講演会
清水　克時　Tel.058-230-6330
岐阜大学整形外科

7／3（日） 11:15 1単位　（石川）
第34回北陸リウマチ･関節研究会
山本　珠実　Tel.076-244-7548
科研製薬㈱金沢営業所

7／9（土） 16:00 2単位　（大阪）
Dr.Rockwood 講演会
池田　佳也　Tel.06-6879-3552
大阪大学整形外科

7／5（火） 20:00 1単位　（東京）
第31回東京整形外科･内科合同リウマ
チ性疾患研究会
秋山　眞久　Tel.03-3844-6980
ノバルティスファーマ㈱

7／9（土） 15:05 2単位　（大阪）
大阪リウマチカンファレンス
西　浩司　Tel.06-6385-4195
ゼリア新薬㈱大阪第1営業所

7／9（土） 16:00 2単位（和歌山）
和歌山臨床ＲＡフォーラム（第14回）
木浦　賀文　Tel.0724-71-3321
阪南市立病院整形外科

7／9（土） 16:40 2単位　（京都）
京都整形外科医会学術講演会
今西　岩男　Tel.075-241-5511
田辺製薬㈱

7／9（土） 18:00 2単位　（大阪）
第3回阪神ＲＡ研究会
大坪　有一郎　Tel.078-222-7277
田辺製薬㈱大阪支店阪神営業所

7／9（土） 18:50 1単位　（東京）
第5回臨床骨代謝フォーラム
高田　淳　Tel.042-323-7811
万有製薬㈱国分寺事業所

7／9（土） 16:00 1単位（神奈川）
第88回神奈川県臨床整形外科医会学
術講演会
近藤　秀丸　Tel.0465-35-7055
近藤整形外科クリニック

7／12（火） 19:30 1単位　（埼玉）
第6回埼玉県東部リウマチ研究会
守田　浩一　Tel.048-737-6300
守田内科医院

7／15（金） 19:30 1単位　（青森）
第16回青森県リウマチ懇話会
田渕　晃久　Tel.017-773-5723
ノバルティスファーマ㈱

7／16（土） 17:00 1単位　（大阪）
第35回南大阪リウマチ･関節外科研究
会
小林　章郎　Tel.06-6645-3851
大阪市立大学整形外科

7／16（土） 17:00 1単位　（愛知）
第47回東海膠原病研究会
高澤　誠司　Tel.052-259-1883
第一製薬㈱名古屋支店学術課

7／16（土） 17:00 2単位（神奈川）
第52回神奈川リウマチ医会
岡　寛　Tel.044-977-7111（3472）
聖マリアンナ医科大学リウマチ･膠原病・アレルギー内科

7／16（土） 17:30 1単位　（大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会（第161
回）
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815
長谷川整形外科医院

7／16（土） 18:00 1単位　（兵庫）
第5回播磨リウマチ膠原病研究会
松原　司　Tel.0795-42-8851
松原メイフラワー病院

7／23（土） 15:00 2単位　（福岡）
第12回福岡県リウマチ医の会（福岡県リウマチ登録医の会）
近藤　正一　Tel.092-762-2380
近藤リウマチ･整形外科クリニック

7／23（土） 16:15 1単位　（東京）
第5回臨海リウマチ性疾患談話会
松元　秀一郎　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱

7／23（土） 18:00 1単位　（長野）
第3回Shinshu Orthopaedic Seminar
清水　富永　Tel.0263-37-2659
信州大学整形外科

8／26（金） 20:00 1単位　（福岡）
第65回福岡リウマチ懇話会
近藤　正一　Tel.092-762-2380
近藤リウマチ･整形外科クリニック

8／27（土） 17:00 1単位　（滋賀）
第24回滋賀リウマチ膠原病臨床談話会
小林　雅雄　Tel.077-554-1422
科研製薬㈱滋賀営業所

8／27（土） 18:00 1単位　（広島）
備後整形外科医会
檀浦　生日　Tel.084-945-3106
日本鋼管福山病院整形外科

8／27（土） 18:15 1単位　（静岡）
浜松整形外科医会研修会
河合　麻幾　Tel.053-455-1231
田辺製薬㈱東海支店浜松営業所

8／27（土） 19:00 2単位　（熊本）
第17回熊本リウマチセミナー
本田　五男　Tel.096-366-3666
熊本整形外科病院

8／27（土） 19:30 1単位　（島根）
第1回島根西部リウマチセミナー
伊住　潤一　Tel.0859-33-8513
武田薬品工業㈱

8／28（日） 9:00 1単位　（岩手）
11:15 1単位

第16回安比夏季セミナー
西田　淳　Tel.019-651-5111
岩手医科大学整形外科

8／28（日） 11:15 1単位　（福井）
第12回福井県リウマチケア研究会
繁縄　寛　Tel.0776-22-1118
エーザイ㈱

9／1（木） 19:00 1単位　（山口）
第3回山口県サイトカイン研究会
砂山　淳　Tel.083-972-5311
田辺製薬㈱山口営業所

9／3（土） 16:30 1単位　（岐阜）
第5回岐阜骨粗鬆症フォーラム
清水　克時　Tel.058-230-6330
岐阜大学整形外科

9／10（土） 16:30 1単位　（奈良）
奈良県臨床整形外科医会研修会
佐野　貞彦　Tel.0744-43-0223
佐野整形外科医院

7／28（木） 19:30 1単位　（富山）
富山サイトカインセミナー
川越　健司　Tel.076-444-0500
田辺製薬㈱

7／30（土） 17:00 1単位　（岐阜）
第17回飛騨整形外科懇話会
福田　淳司　Tel.058-251-3155
旭化成ファーマ㈱岐阜営業所

9／16（金） 19:00 1単位　（愛知）
第1回斯整会リウマチ研究会
関谷　勇人　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

9／17（土） 18:35 1単位　（東京）
第5回桜整形外科セミナー
西郷　嘉一郎　Tel.03-3972-8111
日本大学整形外科

7／15（金） 19:45 1単位　（千葉）
第2回東葛リウマチ医会
富田　康之　Tel.04-7165-8887
富田医院

6／10（金） 19:30 1単位　（愛知）
第26回瑞穂卒後研修セミナー
関谷　勇人　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

8／19（金） 19:00 2単位（鹿児島）
第４回サイトカイン制御療法研究会
林　協司　Tel.099-275-5381
鹿児島大学整形外科

6／18（土） 17:30 2単位　（千葉）
第5回リウマチ薬物治療研究会
松村　竜太郎　Tel.043-261-5171
国立病院機構千葉東病院アレルギー膠原病科

10／13（木） 19:30 1単位　（新潟）
第3回新潟尿酸代謝フォーラム
荒井　勝光　Tel.025-227-2272
新潟大学整形外科

7／2（土） 17:00 1単位　（兵庫）
姫路市整形外科医会学術講演会
細谷　徹　Tel.0792-72-8555
ツカザキ病院

8／20（土） 16:00 1単位　（大阪）
第6回なにわリウマチフォーラム
浅井　律和　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

10／22（土） 17:50 1単位　（大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会（第164回）
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815
長谷川整形外科医院

7／16（土） 16:00 1単位　（埼玉）
第2回埼玉西部リウマチ性疾患研究会
竹内　勤 Tel.049-228-3433
埼玉医科大学総合医療センター

8／19（金） 19:00 1単位　（宮崎）
リウマチ疾患･クローン病治療学術講
演会
秦　昭生　Tel.0985-32-9205
田辺製薬㈱

6／26（日） 17:00 1単位　（岐阜）
岐阜整形外科特別セミナー
清水　克時　Tel.058-230-6330
岐阜大学整形外科

6／18（土） 16:00 1単位　（愛知）
愛知県整形外科医会学術講演会
杉浦　匡　Tel.052-963-8240
田辺製薬㈱東海支店

7／14（木） 19:00 1単位　（宮崎）
都城リウマチ研究会
牛尾　照幸　Tel.070-5547-8138
ワイス㈱

7／16（土） 18:30 1単位　（東京）
第8回整形外科カレントコンセプト
村上　絹枝　Tel.03-3964-4097
帝京大学整形外科

6／26（日） 9:45 2単位（徳島）
12:05 2単位

第16回中国・四国リウマチ医の会
井手尾　健太　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部

7／14（木） 20:00 1単位　（高知）
第2回高知リウマチサイトカイン治療
研究会
浜野　宏　Tel.087-869-9336
ワイス㈱中四国支店四国第１営業所

7／22（金） 19:30 1単位　（熊本）
第18回熊本膠原病研究会
本田　五男　Tel.096-366-3666
熊本整形整形外科病院

この研修会は医師のみを対象に開かれています。

平成17年度　日本リウマチ財団主催　リウマチ教育研修会開催予定

日本リウマチ財団主催によるリウマチ教育研修会は，下記のように開催する予定です。
リウマチ学の研究，リウマチ診療に携わる方ならどなたでも受講できます。奮ってご参
加ください。
研修単位は次の資格条件の単位に充当できます。

日本リウマチ財団登録医資格取得単位（直近5年間で20単位）

〃　　　　　資格維持単位（直近3年間で12単位）

日本リウマチ学会専門医資格取得単位（直近5年間で30単位）

〃　　　　　資格維持単位（直近5年間で50単位）

研修会に参加ご希望の方は，事前申込が必要です。
〔申し込み方法〕「中央または，○○地区リウマチ教育研修会申込」と書き，氏名，勤

務先，科名，連絡先住所，電話番号，日本リウマチ財団登録医は登録
番号をお書きのうえ返信用封筒（あて先を書き80円切手貼付）を同封
し，申込先へ申込ください。

〔 受 講 料 〕中央研修会：財団登録医　21,000円　一般医　30,000円
地区研修会：財団登録医　 7,000円　一般医　10,000円

〔 テ キ ス ト 〕「リウマチ基本テキスト」（平成17年度新版）を使用します。
受講者には単位取得証明書（教育研修単位記載）をお渡しします。

地区名�
（単位数）�

中央�
（14単位）�

山形�
（6単位）�

開催日�

7月30日�
（土）�
31日�
（日）�

5月29日�
（日）�

開催場所�

京都市�
京都市勧業館�
みやこめっせ�

山形市�
山形テルサ・アプローズ�

世話人・申込先�

世話人：中村　孝志　京都大学整形外科教授　�
　　　　三森　経世　京都大学免疫・膠原病内科教授　�
申込先：日本リウマチ財団�
              〒170-0005　東京都豊島区南大塚2-39-7�
　　　　　　　　　　 ヤマモト大塚ビル5F

荻野　利彦　山形大学整形外科教授�
              〒990-9585　山形市飯田西2-2-2 

新潟�
（6単位）�

9月11日�
（日）�

新潟市�
朱鷺メッセ�

新潟コンベンションセンター�
�

村澤　章　新潟県立瀬波病院院長�
              〒958-8555　村上市瀬波温泉2-4-15

岐阜�
（6単位）�

9月18日�
（日）�

岐阜市�
長良川国際会議場�

世話人：清水　克時　岐阜大学整形外科教授�
申込先：伊藤　芳毅　岐阜大学整形外科�
　　　　〒501-1194　岐阜市柳戸1-1 

徳島�
（6単位）�

9月25日�
（日）�

徳島市�
徳島大学永井記念ホール�

安井　夏生　徳島大学整形外科教授�
              〒770-8503　徳島市蔵本町2-50-1

宮崎�
（6単位）�

11月20日�
（日）�

宮崎市�
宮日会館�

�

帖佐　悦男　宮崎大学整形外科教授�
              〒889-1692　宮崎県宮崎郡清武町木原5200

兵庫�
（6単位）�

10月16日�
（日）�

西宮市�
ノボテル甲子園�

世話人：佐野　　統　兵庫医科大学リウマチ・膠原病科教授�
　　　　立石　博臣　神戸海星病院院長�
申込先：佐野　　統　兵庫医科大学リウマチ・膠原病科�
　　　　〒663-8501　西宮市武庫川町1-1

受付中�

受付中�

受付中�

受付中�

受付中�

6／10（金） 19:00 2単位（北海道）
道南関節リウマチ･膠原病懇話会（講演会）
松林　敏行　Tel.0138-31-6701
旭化成ファーマ㈱

6／18（土） 16:30 2単位　（東京）
城北リウマチ膠原病医会
菅原　正弘　Tel.03-3996-3016
菅原医院

7／1（金） 19:45 1単位　（埼玉）
第45回埼玉リウマチ研究会
三村　俊英　Tel.049-276-1462
埼玉医科大学リウマチ膠原病科

6／18（土） 17:30 2単位　（大阪）
第7回大阪整形外科フロンティア
井上亜沙美　Tel.06-6879-3552
大阪大学整形外科

7／2（土） 18:00 1単位　（東京）
第5回東京骨関節フォーラム
笠井　達矢　Tel.03-5325-5122
帝人ファーマ㈱

7／16（土） 16:00 1単位　（福岡）
第34回福岡県整形外科医会学術集会･
研修会
福本　恵子　Tel.092-642-5488
九州大学整形外科

8／25（木） 19:00 1単位（神奈川）
第52回相模原市医師会整形外科医会
学術研修会
吉川　恭弘　Tel.042-750-5043
吉川整形外科

6／10（金） 20:00 1単位（神奈川）
第4回よこはまリウマチ膠原病病診連
携の会
藤枝　弘憲　Tel.045-323-59224
武田薬品工業㈱

お詫び：69号の教育研修会開催予定のお知らせで，先生のお名前に間違いがありまし
た。深くお詫び申し上げます。

※教育研修単位は，自己管理となりますので，証明書用紙は必要期間保存願います。
※財団主催および単位認定講演については，リウマチ情報センター・ホームページでみ
ることができます。
URL:http://www.rheuma-net.or.jp 
問合わせ先：日本リウマチ財団　TEL.03-3946-3551
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道具の効果的使用
今までの連載を通して筋力の強化

方法や体力増強などを説いてきた。リ

ウマチ患者様にとって，疼痛関節を強

化することは重要であるが，予防・回

避することはもっと重要であるといえ

る。その観点から道具の使用は非常に

重要である。

道具には，身体に装着して用いる

装具や，その時々に目的に合わせて用

いる自助具がある。今回は，市販され

ている身近なもので作成可能な自助具

を中心に紹介する。

1すべり止めマット

リウマチ患者様は，手首や手指の

関節炎と，それに付随する靱帯の脆弱

化・筋力の不均衡を招きやすく，手は

最も変形しやすい部位でもある。

家庭の主婦にとって瓶や缶の「蓋」

を開けるのは，日常の仕事であるが，

手の変形を助長しやすい動作が多く含

まれている。最近ではユニバーサルデ

ザインの「蓋開け」や「キャップオー

プナー」などが市販されている。この

たびは，家具店やホームセンターに売

っている「すべり止め」を使用する方

法を紹介する。量販店（ドンキホーテ

など）に市販されている「ノンスリッ

プマット（30cm×1mで数百円）」を

10cm×10cmに2枚カットする。1枚

を瓶の下に敷き，瓶を左手で横から軽

くおさえる。蓋の上にもう一枚をのせ，

右手で反時計周りにひねる（図1参

照）。閉める際には，右手でおさえ，

左手で時計周りにひねる。

このように蓋は「右手で開け，左

手で閉める」習慣を確立していただき

たい。

また，「ノンスリップマット」を，

包丁の柄の長さ×30cmにカットし，

包丁の柄にグルグルと巻きつけ，紐か

ゴムで固定すると，使いやすい包丁が

できる（図2参照）。そのほか，さま

ざまな作業をする際に下敷きに使用す

ると，作業効率があがり，関節負担を

回避できる。

2目薬点眼

目薬を点眼するには肩関節と肘関

節に相応の可動域が必要である。病院

で点眼薬を処方される方（容器は大体

共通）にお勧めの方法を紹介する。ホ

ームセンターで市販されているアルミ

の板，厚さ2mm×幅9mm×長さ1m

（200円程度）を購入する。購入した

際に30～40cmに切断してもらう（店

により有料かも）。その一片を，直径

1cm程度の印鑑やマジックなどを用い

て中央部分で折り返し曲げる。（図3

参照）両端を持ちやすい幅に広げ，中

央部分に目薬を上に向けて差し込む。

3座布団

過去の連載でも幾度か書いてはい

るが，リウマチ患者様にとって，姿勢

を維持することは非常に大切なことで

ある。坐位姿勢を保つことにより，股

関節周囲筋・脊柱起立筋などの筋力維

持や，頸椎を含む脊椎の保護をできる。

しかし，固いしっかりとした椅子に座

っていると，殿部や坐骨が痛くなるの

で，どうしても仙骨坐位となり円背で

バックレストによりかかり脊椎に負担

のかかる姿勢となる。固い椅子がつら

い方に，低反発ウレタンフォームを用

いた座布団を勧める。低反発ウレタン

フォームはアメリカのNASAが開発

し，その応用商品である「テンピュー

ル安眠枕」が有名である。東急ハンズ

などに売っている「メモリーフォーム」

は，厚さが5mm・10mm・20mmと

そろっているのと，比較的耐久性があ

るので勧める。厚さ20mmの30cm四

方で，4000円程度。また，厚さ10mm

（2000円程度）のものを半分に切って

丸めて携帯すると，待合室や乗り物な

どで使用できる。なお，素材は裂けや

すいので，布でカヴァーをすることを

勧める。

また，就寝時に敷布の下に 5 ～

10mmのものを，疼痛部位に敷くと疼

痛緩和の一助となる。

4リーチャー

リウマチ患者様にとって，つらい

動作にリーチ（手を伸ばし物をつかむ）

動作がある。いくつかの関節を合目的

的に使用する際に，どこかしら疼痛関

節が含まれやすい。股関節や肩関節に

疼痛があり，リーチ動作が困難な方に，

軽量アルミ棒を用いたリーチャーを勧

める。軽量アルミ棒はホームセンター

に市販されている，直径10mmのもの

（1mで300円程度）を50～70cmに購

入先でカットしてもらう（有料かも）。

スチール製25～30mmのS字フック

を購入し（図4参照），図のように二

つに折る。それをアルミ棒の先端に挿

入しボンドで固定する。持ち手用に，

先ほどの「ノンスリップマット」をグ

ルグルと巻き，紐かゴムで固定する。

慣れると，カーテンや鍵の開け閉め，

物拾い，更衣などに活用できる万能棒

となる。

余談ではあるが，最近第264代ロー

マ法王のヨハネ・パウロ2世が逝去さ

れました。彼の功績の一つに，リハビ

リテーションに関するものがありまし

た。彼は，中世において破門されてい

た，かの「ガリレオ」を「復権」させ

たのです。当時の欧米のマスコミは

「ガリレオのリハビリテーション」と

報じていました。身体が滅びて数百年

経ってのリハビリもあるのです。

札幌山の上病院　清水 兼悦

連 載 ⑦

自分でできるリハビリ

前回の財団ニュースの編集後記に目を

通された方は，おやおやとんでもない間

違いを堂々と書き散らかしているなと，

呆れられたと思います。書いた本人が配

布された財団ニュースを見てびっくりし

たのですから，当然だと思います。学術

論文ではこういうことはないのですが

（と信じたいのですが，１度だけ拙いこと

をした論文があります），普段は，エッセ

イなどを書き終えた後は，まずチェック

しない主義ですので，時々呆れるような

間違いをしでかします。しかし，今回の

間違いの原因は，自分では，納得がいき

ます。それは，作家の三島由紀夫が，ワ

グナーのワルキューレを聞きながら創作

活動に励んだひそみにならって，私もだ

いたいは，なにか交響楽を聴きながら，

エッセイを書くくせがあります。単なる

ながら族にすぎませんが，前回のエッセ

イの時は，ドボルザークの交響曲第８番

ト短調を聴きながらでした。同じスラブ

系の作曲家であるストラビンスキーのこ

とを考えながら，しかし，パソコンを打

つ手は，ドボルザークと打っていたよう

です。同じような失敗は，過去にもあり

ます。昨年暮れ，企業戦士を前に講演中，

街頭からかすかに，曲名は憶えていませ

んが，カリフォルニア時代に親しんだサ

ウンドが耳に入ってきました。その途端，

自分がアメリカで講演をしていると錯覚

し，突然，講演が英語になってしまい，

聴衆がザワザワして初めて気がつきまし

た。単なる，注意力散漫，初期痴呆（認

知障害と言うべきですが）かもしれませ

ん。サブリミナルという面白い現象には

大変興味を持っていますが，意識の研究

にまで手を広げる時間的余裕がないのが

残念！（ギター侍風に）。

（後藤　眞）

サブリミナルの
恐怖

日本リウマチ財団 寄金ご協力のお願い

●目標額 10億円

●使途 当財団のリウマチ病基礎調査・
研究奨励基金として，リウマチの予防
と治療に関する調査・研究およびその
助成に充当させていただきます。

●申込先 ご寄附いただける方は，下記
にご一報下さい。
（財）日本リウマチ財団
〒170－0005
東京都豊島区南大塚2－39－7
ヤマモト大塚ビル5階
TEL 03－3946－3551

●お知らせ 各種お祝い等，また香典
返しに代えての寄附もお受けしていま

す。その際，匿名扱いは厳守しますの
で，財団に氏名，住所等お知らせ下さ
るようお願いします。

●寄附金に対する免税措置 個人の場
合，所得税法第78条第2項第3号の規
定により，その年（1月1日から12月
31日）に支出した寄附金の額か，また
は所得の合計額の25%相当のいずれか
低いほうの額から1万円を控除した金
額が寄附金控除の対象となり，所得の
合計額から控除され所得税が減額され
ますので，事務局にお申し出下さい。

●ご寄附いただいた方（2005年4月）
井上　一　様（岡山県）
関　登喜江様（東京）

図2

図4

図3

図1

平成平成１７年度年度�

新規リウマチ登録医（４９名）一覧�
平成１７年度�

新規リウマチ登録医（４９名）一覧�
◇青森県◇
若井 裕司

◇宮城県◇
田中 庸二

◇福島県◇
草野 友孝

◇茨城県◇
後藤 大輔
林 太智

◇栃木県◇
中下 珠緒

◇群馬県◇
渡辺 幸康

◇埼玉県◇
阿達 大介

片原田 晃士
上川 哲平
杉田 秀幸
竹石 美智雄
竹澤 邦子
◇東京都◇
飯嶋 正広
塩澤 史隆
住田 憲是
関 真奈美
藤尾 圭志
牧野 雄一
吉野 恭正
◇神奈川県◇
圓地 眞知子

川本 守
菅 直樹
小林 奏
◇長野県◇
松田 正之
◇福井県◇
古瀬 久裕
◇岐阜県◇
安達 英雄
植村 理
加納 克徳
◇静岡県◇
市川 哲也
◇愛知県◇
服部 大哉

◇滋賀県◇
鳥越 公彰

◇京都府◇
伊藤 宣
坪内 康則

◇大阪府◇
中島 哲
三橋 浩

◇兵庫県◇
稲波 宏
田村 優加子
中村 知子
橋本 尚明
山本 晃裕
吉田 竹志

◇鳥取県◇
賀川 武
◇岡山県◇
槇野 博史
◇広島県◇
陸門 靖
◇山口県◇
宮里 肇
山本 卓生
◇宮崎県◇
高城 一郎
◇鹿児島県◇
丸山 裕之


