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中越大地震から3年弱，当分大きな

地震に見舞われることはないだろう

といった矢先，中越地方を再び地震

（中越沖地震）が襲った。震源地に近

い柏崎市，刈羽村，長岡市で震度6強

とテレビのテロップに流れた。私の

病院が建っている長岡市の中心部で

は，それよりもやや揺れの弱い震度5

強だった。

私自身，地震発生時は病院の9階の

整形外科病棟にいたため，激しい揺れ

に会った。目の前にある薬品棚のファ

イルケースはすべてその勢いで開いて

しまったが，中のものが散乱するよう

なことはなかった。机の上のコンピュ

ータ等が横転したり落下したりするこ

ともなかった。

揺れが収まった後，直ちに，病院全

体の施設点検が行われたが，幸い目立

つような被害はなかった。一方，震度

6以上というテレビ報道がなされたた

め，非番の職員も続々と出勤してきた。

リハビリセンターに簡易ベッドが組み

立てられ，トリアージタッグによる対

応が始まった。10時41分に胸椎圧迫

骨折の患者さんが，11時に屋根瓦で

頭部外傷の患者さんが相次いで柏崎か

ら搬入された。CT等の検査後，後者

は脳外科で緊急手術が開始された。さ

らに，気道熱傷・全身火傷の患者さん

が2名柏崎から12時47分に救急車で

到着，ICUで治療が開始された。

当院は新潟県の基幹災害医療センタ

ーとして，第1陣の救護班を原子力発

電所の近くの刈羽村保健施設キララへ

向け，12時10分に出動した。 特筆す

べきこととして，厚生労働省が派遣要

請した日本医科大学北総病院のドクタ

ーヘリが13時15分に当院の新しいヘ

リポートに飛来し，当院と連携をとっ

て柏崎向けに飛び立った（写真1）。
このヘリポートは，昨年度1億3千万

円をかけて救急救命センターの隣に設

置し（写真2），本年6月から運用を
開始したばかりだった。また，同時刻

に当院から第2陣として内藤救急救命

センター長の救護班が刈羽郡病院に向

け出発した。

このドクターヘリが現地より骨盤骨

折の患者さんを収容し戻ったのは15

時半だった。この患者さんを皮切りに，

18時まで救急車とヘリコプターによっ

て，柏崎市の刈羽郡病院からの外傷患

者さんの受け入れが順調に行われた。

刈羽郡病院のまとめによると，70人を

県内の別の病院に送った。その移送手

段は，ヘリコプターで9人，救急車で

40人，残りの21人は自家用車だった。

当院に地震発生後24時間以内に受

診した関連患者さんは81名で，この

うち26名が入院加療を必要とした。

また，救急外来での小手術以外に，中

央手術室で4件の緊急手術が行われ

た。翌17日（火曜）からは通常業務

のまま，すなわち予定入院・予定手術

と並行して地震関連の患者さんの受け

入れと手術が行われ，2週間は大変だ

った。刈羽郡病院へは新潟大学をはじ

め多くの応援医師が現地入りすること

で，7月18日から通常診療を再開した

と聞いている。

今 回 ， 災 害 派 遣 医 療 チ ー ム

“DMAT”が本格的に出動した。厚生

労働省から要請を受けた6病院のう

ち，13時35分に新潟市民病院のチー

ムがまず到着，その後も県内・県外か

ら続々到着して，刈羽郡病院とその周

辺に展開した。また，応援が必要とい

うことで現地に多くの医師が駆けつけ

た。しかし，救出にいくあるいは搬出

するための救急車がなく，後手，後手

に回ってしまった。刈羽郡病院の敷地

内にはヘリポートがなく，1.5キロ離

れた佐藤池運動公園の臨時のヘリポー

トまで，患者さんを運ぶ救急車もなか

なか確保できなかった。被災地に至る

までの道路が寸断されていて，しかも

救急車の数がそろわず，搬出に時間が

かかってしまったようで，搬出路の情

報，救急車の確保，そしてヘリポート

の整備が今後の課題ということにな

る。しかし，10時13分の震災で，15

時から18時くらいまでに70名を転送

できたのですから，結果として十分評

価されるべきでしょう。

概況

（1）発生日時 平成19年7月16日 10時13分頃

（2）震央地名 新潟県上中越沖（北緯37度33.4分，東経138度

36.5分，新潟市の南西60km付近）

（3）震源の深さ 約17km

（4）規　　模 マグニチュード6.8（暫定）

（5）各地の震度（震度5強以上）

震度6強 新潟県 柏崎市中央町，柏崎市西山町，刈羽村割町新

田，長岡市小国町　長野県飯綱町芋川

震度6弱 新潟県 上越市柿崎区等，長岡市中之島等，柏崎市高

柳町，小千谷市土川，出雲崎町米田等

震度5強 新潟県上越市大手町等，長岡市千手等，三条市新堀，

小千谷市城内，十日町市高山等，南魚沼市六日町，

燕市分水桜町　長野県 中野市豊津，飯山市飯山福寿

町，信濃町柏原，飯綱町牟礼

首相官邸発表より（7月23日時点）

初期の状況

問題点など

写真1 写真2
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大規模災害では，それぞれの地区の

中心的な病院に患者さんは搬入されて

しまう。しかし，地震の場合は震源近

くの病院の機能はたいてい麻痺してお

り，自家発電の状況では大きな手術は

ままならないし，やらない方がよいわ

けで，できるだけ早くトリアージ（災

害医療における多数の傷病者を重症度

と緊急性によって分別する方法）して

被災地外の病院へ送るべきであろう。

被災病院でも懸命な対応が行われ

ているわけであるが，トリアージの

考えがないと，来た順に縫合などに

取り掛かってしまう。搬出後の別の

病院であけてみると砂が残っていた

り，神経の部分損傷を認めたり，結

局やりなおさなければならないこと

が多いということを，忘れてはなら

ない。その観点では，もう少し早め

早めに被災地外の病院に患者さんを

搬出して，整った体制のもと治療を

実施したほうが良かった。

次に，今回も休日に地震が発生したこ

とである。機能が温存された病院でも，

診療科によっては医師が不在（戻れな

い）という場合もあるわけで，現地以外

のその周辺の病院のニーズも配慮した

医師の出動，連携を考えるべきであろう。

現地の上空をヘリコプターがたく

さん飛び交っても，取材陣や現地視

察の行政のトップを運ぶばかりのよ

うで，素早い医療体制の回復に直結

する動きはやや鈍かったように感じ

ている。優先すべきことは，患者さ

ん輸送であり，それをまずヘリコプ

ターで行うことだと思う。そのため

には，敷地内にヘリポートを持った

病院を増やすべきである。

次の問題点はヘリコプターへの給油

である。今回は新潟空港まで行かないと

給油が受けられなかった。この給油の

順番も，報道関係が殺到して大変混乱し

たようである。ヘリコプターを災害時に

有効活用するためのシミュレーション

を各地区で行う必要があるようである。

なお，薬をなくしたと連絡があれば，

地元の薬局へ院外処方箋をFAXするよ

うに指示した。しかし，災害時に備え

て常に7日分余分に処方するようにし

てきたので，そのような依頼はなかっ

た。簡易ベッドもない避難所ではとて

も暮らせないので，半壊の家や親戚に

身を寄せて応急仮設住宅の完成を待っ

たという患者さん達がいた。もっと早

くよい手立てはなかったのだろうか？

いろんな問題点がみえているが，と

にかく原子炉が無事緊急停止してよか

ったと思っている。さらに今回の災害

救助に関して，1つ1つ検証が行われ

ることであろう。これらの検証の上に

たって，より詳細な報告を，今後また

行いたいと思う。

標榜診療科名の表記方法の見直しを審議して来た，

厚生労働省の医道審議会医道分科会診療科名標榜部会

は，平成19年9月21日付けで，厚生労働大臣宛に審議

結果に基づく意見書を提出。この意見書によれば一時

削減を心配された「リウマチ科」は存続することにな

りました。

見直し後の表記方法については，パブリックコメン

トを求めた上で政令を改正し，平成20年4月1日より施

行される見込みであります。

リウマチ科の存続にご尽力なされた登録医の皆さん，

関係者に御礼を申し上げます。

羽生編集委員のレポートにもあるよ

うに，今回の震災ではドクターヘリの

活躍と，その問題点が提示された。こ

のような事情を勘案してか，既に国に

おいても，ドクターヘリの整備に関し

て下記のような検討会が発足してい

る。日本リウマチ財団も，リウマチ患

者さんの保護と災害時の医療の対応と

いう大命題の中で，ことの推移を見守

っていきたい。

第1回

「救急医療用ヘリコプターの導入促進

に係る諸課題に関する検討会」

日時　平成19年8月23日（木）

議　題

1 これまでの経緯について

（1）「救急医療用ヘリコプターを用い

た救急医療の確保に関する法律」

（平成19年法律第103号）について

（2）ドクターヘリ導入促進事業について

2 今後の検討事項について

（1）助成金交付事業を担う法人制度に

ついて

（2）その他について

背　景

●平成13年度より厚生労働省におい

てドクターヘリ導入促進事業を実施し

てきたところ，平成19年8月現在，同

事業によって整備されたドクターヘリ

は，累計で10道県11か所（注；静岡

県については2か所）となっている。

このような状況において，本年6月，

ドクターヘリについて，地域の実情を

踏まえつつ全国的に整備することを目

標として，「救急医療用ヘリコプターを

用いた救急医療の確保に関する特別措

置法」（以下「法」と言う。）が成立した。

●本検討会では，法等により，一定の

期限内に対応が求められているものに

ついて，早急に検討を行うこととする。

具体的には，ドクターヘリを用いた

救急医療の提供に要する費用に充てる

ための助成金交付事業を行う法人登録

制度を，法施行（平成19年6月27日）

から1年以内に設置することから，そ

の具体的基準について検討する。

また，都道府県においては，平成20

年4月までに，新たな医療計画を策定

することとされており，この中に，ドク

ターヘリも含めた救急医療提供体制を

記載することとしている。この場合の

ドクターヘリの位置付けについても，

一定の整理を行っておく必要がある。

なお，法の成立を受け，ドクターヘ

リ導入の気運が全国的に高まる可能性

があるが，一方で安全面が疎かにされ

ないよう関係者間で確認しておくこと

が重要である。

ドクターヘリに
関連して

詳細は下記サイトを参照のこと　
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/08/s0823-4.html（厚生労働省）

平成19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。
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）
研修会に参加ご希望の方は，事前申込が必要です。
〔 申込 方 法 〕「中央または○○地区リウマチ教育研修会申込」とし，氏名，勤務先，科
名，連絡先住所，電話番号，財団登録医は登録番号を書き，返信用封筒（宛先を書き80
円切手貼付）を同封のうえ申込先へ申込み下さい。
〔 受 講 料 〕中央研修会：登録医　21,000円　一般医　30,000円

地区研修会：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』第2版（平成17年度発行）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� 開催日�開催場所� 世話人� 申込先�

長　崎�
長崎市�

長崎県医師会館�

長崎大学大学院リウマチ・�
膠原病内科�
江口　勝美　教授�

長崎大学大学院整形外科�
進藤　裕幸　教授�

10月14日�
（日）�

長崎大学大学院リウマチ・膠原病内科�
江口　勝美　教授�
〒852-8501�
長崎市坂本1-7-1�
電話 095-849-7262
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医療機関名 診療名 所在地 TEL

松田整形外科病院�
北海道医療大学病院�
清香会おおしま内科胃腸科クリニック�
札幌社会保険総合病院�
里塚内科クリニック�
佐川昭リウマチクリニック�
市立札幌病院�
延山会西成病院�
勤医協中央病院�
函館赤十字病院�
大本内科クリニック�
苫小牧東病院�
カレスサッポロ時計台記念病院�
即仁会北広島病院�
札幌しらかば台病院�
北海道整形外科記念病院�
さっぽろ幌西クリニック�
健康会おおあさクリニック�
フクダ旭川メディカルペインクリニック�
市立美唄病院�
みきた整形外科クリニック�
道北勤医協一条通病院�
総合病院北見赤十字病院�
剛整形外科クリニック�
弘前記念病院�
独立行政法人国立病院機構弘前病院�
弘前大学医学部附属病院�
吉田整形外科・リウマチ科クリニック�
須藤内科クリニック�
岩手医科大学附属花巻温泉病院�
晃生会近藤医院�
しかない整形外科クリニック�
森整形外科リウマチ科クリニック�
公立黒川病院�
独立行政法人国立病院機構西多賀病院�
東仙台リウマチ科内科クリニック�
佐々木整形外科�
気仙沼市立病院�
秋田赤十字病院�
京回生会わたなべ整形外�
科楊整形外科医院�
大館市立総合病院�
山形大学医学部附属病院�
齋藤内科クリニック�
阿達医院�
済生会川俣病院�
大原綜合病院�
福島赤十字病院�
厚生会福島第一病院�
西間木医院�
秀誠会村上整形外科�
星総合病院�
誠仁会都和病院�
菊山医院�
筑波大学臨床医学系�
厚友会城西病院�
茨城県立中央病院�
水戸済生会総合病院�
庚午会中山病院�
西成田医院�
倉持整形外科鹿沼�
すずき整形外科�
川村内科医院�
関根整形外科医院�
渡辺整形外科医院�
山本整形外科医院�
都丸整形外科医院�
栃木県医師会温泉研究所附属塩原病院�
藤沼医院�
日高会日高病院�
日高会平成日高クリニック�
井上病院群馬リウマチクリニック�
井上病院�
仁和会野口病院�
群馬県立心臓血管センター�
深沢整形外科�
高柳整形外科・歯科クリニック�
川越医院�
けやき医院�
粂川内科医院�
かねこ内科リウマチ科クリニック�
井上整形外科クリニック�
さいたま赤十字病院�
平田クリニック�
南越谷内科クリニック�
江川整形外科医院�
守田内科医院�
埼玉医科大学�
埼玉医科大学総合医療センター�
真正会霞ヶ関南病院�
萌草会草野整形外科�
大野クリニック�
安藤医院�
木村整形外科�
小林整形外科�
埼玉県総合リハビリテーションセンター�
北里研究所メディカルセンター病院�
勝医会深谷整形外科医院�
高橋外科整形外科�
豊流会ツチダクリニック�
独立行政法人国立病院機構千葉東病院�
千葉大学医学部附属病院�
東山整形外科�
長谷川整形外科�
千葉リハビリテーションセンター�
鈴木整形外科�
茆原内科医院�
ふたわ整形外科内科�
戸叶医院�
市明会寺島整形外科医院�
塚原整形外科�
独立行政法人国立病院機構下志津病院�
鎗田整形外科医院�
森田整形外科医院�
順天堂大学医学部附属順天堂医院�
東京大学医学部附属病院�
東京女子医科大学東医療センター�
和田小児科医院�
昭愛会水野病院�
爽風会おその整形外科�
安倍内科医院�
佐藤整形外科医院�
都立墨東病院�
亀戸佐藤のり子クリニック�
上田診療所�
穂坂クリニック�
昭和大学病院�
東邦大学医療センター大森病院�
森山整形外科�
内藤小児科内科医院�
�

011-746-3666�
011-778-7575 �
011-866-5511 �
011-893-3000 �
011-888-2951 �
011-271-0770 �
011-726-2211 �
011-681-9321 �
011-782-9111 �
0138-51-5315 �
0134-24-0066 �
0144-55-8811 �
011-251-1221 �
011-373-5811 �
011-852-8866 �
011-812-7001 �
011-551-3315 �
011-388-2233 �
0166-57-8810 �
0126-63-4171 �
0164-26-2626 �
0166-34-2111 �
0157-24-3115 �
017-741-6100�
0172-28-1211 �
0172-32-4311 �
0172-39-5053 �
019-604-3820 �
019-621-5222 �
0198-27-2011 �
0193-82-3328 �
022-277-2330 �
022-279-1184 �
022-345-3101 �
022-245-2111 �
022-237-5311 �
0229-32-2011 �
0226-22-7100 �
018-829-5000 �
0185-52-8881 �
0185-89-7771 �
0186-42-5370 �
023-633-1122 �
0238-47-2411 �
0238-88-2098 �
024-566-2323 �
024-526-0300 �
024-534-6101 �
024-557-5111 �
0248-76-3400 �
024-945-8577 �
024-923-3711 �
029-824-3434 �
0296-48-1294 �
029-853-3186 �
0296-33-2111 �
0296-77-1121 �
029-254-5151 �
029-274-9955 �
0294-25-6520 �
0289-63-3300 �
0285-23-2010 �
0285-28-1332 �
0285-27-6713 �
0287-22-7583 �
0285-44-6820 �
0285-52-1010 �
0287-32-4111 �
0282-43-2233 �
027-362-6201 �
027-361-1215 �
027-370-5656 �
027-322-3660 �
027-322-2288�
027-269-7455 �
027-220-5277 �
0270-20-8866 �
048-886-5014 �
048-620-1222 �
048-294-6833 �
048-284-1155 �
048-813-7107 �
048-852-1111 �
048-942-1245 �
048-989-0006 �
048-985-7166 �
048-737-6300 �
049-276-1278 �
049-228-3433 �
049-232-1313 �
049-266-1866 �
0493-74-1868 �
049-261-0634 �
048-527-0055 �
048-533-8558 �
048-781-2222 �
048-593-1212 �
048-574-0022 �
0495-22-6211�
043-309-1114 �
043-261-5171 �
043-222-7171 �
043-272-2527 �
043-214-1141 �
043-291-1831 �
0476-47-0771 �
047-324-2800 �
047-440-5850 �
047-486-1483 �
047-482-0075 �
04-7160-6111 �
043-422-2511 �
0475-24-8686 �
03-3666-7089 �
03-3813-3111 �
03-5800-8825 �
03-3810-1111 �
03-3884-2301 �
03-3898-8080 �
03-3690-8288 �
03-3692-3513 �
03-3627-8686 �
03-3633-6151 �
03-5858-0121�
03-5495-7800 �
03-3781-1351 �
03-3784-8532 �
03-3762-4151 �
03-3756-3320 �
03-3713-2526 

札幌市北区北18 条西4 丁目1-35 �
札幌市北区あいの里2 条5 丁目1 �
札幌市白石区南郷通18 丁目北3-28 �
札幌市厚別区厚別中央2 条6 丁目2-1�
札幌市清田区里塚3 条7 丁目2-7 　札幌里塚記念会館�
札幌市中央区北1 条西7 丁目　パシフィックスマークス札幌北1 条�
札幌市中央区北11 条西13 丁目1-1 �
札幌市手稲区曙2 条2 丁目2-27 �
札幌市東区伏古10 条2 丁目15-1 �
函館市堀川町6-21 �
小樽市稲穂4-9-17 �
苫小牧市明野新町5-1-30 �
札幌市中央区北1 条東1 丁目2-3�
北広島市栄町1-5-2�
札幌市豊平区月寒東2 条18 丁目7-26 �
札幌市豊平区平岸7 条13 丁目5-22 �
札幌市中央区南9 条西15 丁目3-30 �
江別市大麻中町2-17 �
旭川市末広5 条7 丁目1-1 �
美唄市西2 条北1 丁目1-1 �
深川市五条9-5 �
旭川市豊岡1 条1 丁目17-3 �
北見市北6 条東2 丁目1 �
青森市花園2-22-3�
弘前市境関西田59-1 �
弘前市富野町1 �
弘前市本町53 �
盛岡市本町通1-9-28 �
盛岡市盛岡駅西通2-9-1　マリオス11F �
花巻市台2-85-1 �
下閉伊郡山田町川向町4-6 �
仙台市青葉区中山9-1-3 �
仙台市泉区南中山1-42-5　ホライゾンビュー22 ビル3F �
黒川郡大和町吉岡字西桧木60 �
仙台市太白区鈎取本町2-11-11 �
仙台市宮城野区新田東1-17-5 �
遠田郡美里町南小牛田字山の神53-4 �
気仙沼市田中184 �
秋田市上北手猿田苗代沢222-1 �
能代市落合中前田207 �
能代市栄町16-8 �
大館市豊町3-1 �
山形市飯田西2-2-2 �
南陽市宮内4652-1 �
長井市あら町6-47 �
伊達郡川俣町鶴沢川端2-4 �
福島市大町6-11 �
福島市入江町11-31 �
福島市北沢又成出16-2�
須賀川市和田弥六内356-4�
郡山市安積町荒井打登喜34-1�
郡山市大町2-1-16�
土浦市西並木3690�
結城郡八千代町高崎1073�
つくば市天王台1-1-1�
結城市結城10745-24�
笠間市鯉淵6528�
水戸市双葉台3-3-10�
ひたちなか市東石川3-15-10�
日立市西成沢町2-2-1�
鹿沼市緑町2-1-34�
小山市喜沢438-1�
小山市駅南町5-16-8�
小山市駅南町1-9-15�
大田原市浅香1-4-3�
下野市駅東6-1-22�
下野市下古山460-1�
那須塩原市塩原1333�
下都賀郡大平町富田592-1�
高崎市中尾町886�
高崎市中尾町807-1�
高崎市井野町1040�
高崎市通町55�
高崎市請地町38�
前橋市亀泉町甲3-12�
前橋市西片貝町3-124-2�
伊勢崎市香林町2-863-2�
さいたま市浦和区領家2-9-17�
さいたま市西区中野林643-2�
川口市戸塚2-23-6�
川口市西新井宿305�
さいたま市南区太田窪2-11-22�
さいたま市中央区上落合8-3-33�
草加市新栄町73�
越谷市南越谷1-6-62�
越谷市登戸町16-26�
春日部市南2-6-27�
入間郡毛呂山町毛呂本郷38�
川越市鴨田辻道町1981�
川越市安比奈新田283-1�
富士見市勝瀬3432　アイムプラザ2F�
比企郡小川町小川491�
ふじみ野市福岡中央1-7-17�
熊谷市原島689-4�
熊谷市玉井南1-49-2�
上尾市西貝塚148-1�
北本市荒井6-100�
深谷市宿根東通245-1�
本庄市千代田1-4-22�
千葉市中央区弁天1-17-10�
千葉市中央区仁戸名町673�
千葉市中央区亥鼻1-8-1�
千葉市花見川区幕張町4-623-1�
千葉市若葉区加曽利町1603-2�
千葉市緑区誉田町1-45-2�
印西市高花5-1-2�
市川市真間2-1-2�
船橋市二和東6-24-9�
八千代市八千代台北5-8-11�
八千代市大和田860-12�
柏市大井1881-1�
四街道市鹿渡934-5�
茂原市道表3�
中央区日本橋人形町2-17-4�
文京区本郷3-1-3�
文京区本郷7-3-1�
荒川区西尾久2-1-10�
足立区西保木間2-15-23�
足立区西新井6-32-10�
葛飾区お花茶屋1-12-5�
葛飾区東新小岩5-15-3�
葛飾区東金町1-26-5�
墨田区江東橋4-23-15�
江東区亀戸5-2-1 KAMEIDO EX8F�
品川区北品川1-11-1　寿ビル1F�
品川区小山3-24-6�
品川区旗の台1-5-8�
大田区大森西6-11-1�
大田区鵜の木2-3-3�
渋谷区恵比寿南2-5-9

整�
整�
内･リ�
内･リ�
内･リ･放�
リ･内･ア�
リ･血�
内･リ�

内（リ･膠）・整�
整�
内･リ�
リ�

リ膠病センター リ・リ内�
整�
内�
整�
整･リ�
整�

内･リ･リハ�
整�
整�
内･リ�
内�
整･リ�
整�
整�
膠内�
整･リ�
内･リ�
整�
整�

整･リ･リハ�
整�
整･リ�

リウマチ疾患研究センター�
リ�
整･リ�
整�
整�
整�

整･リ･リハ�
小･小ア�
整・一内�
内･リ�
内･リ･ア�
内�
内･リ�
内�
整�
リ･内�
整�
�

整･リ�
内�

膠リア内�
整�
整�

内（リ･膠）�
整�
内･リ�
リ�
整�
内�
整�
整�

整･リハ�
整･リ�
整�
整･リ�
内･リ�
内･リ�
整�
整･リ�
整･リ�
整�

整･リ･リハ�
整�

内･リ･小�
内･リ�
内･リ�
内･リ�
整･リ�
内�

内･ア･リ�
内･リ�
整�

内･リ･ア･心�
リ膠�
リ･膠内�
内･リ･リハ�
整�
内･リ�
リ�
整�
整�
整�
内�
整･リ�
整�
リ�
ア膠�

ア･膠内･小�
整･リ･リハ�
整�
整･リ�
整�

リ･内･ア�
整�
内･リ�
整�

整･リ･リハ�
内･リ･整�
整�
整･リ�
膠･リ内�
ア･リ�
整�

小･内･リ�
整�

整･リ･リハ･心�
内･リ�
整�

リ･リ膠�
整�
内･リ�
リ�

リ･膠内�
整･膠�
整�

内･小･リ･ア�

北
海
道�

青
森�

岩
手�

宮
城�

秋
田�

山
形�

福
島�

茨
城�

栃
木�

群
馬�

埼
玉�

千
葉�

東
京�

医療機関名 診療名 所在地 TEL

桜井整形外科クリニック�
よしだ内科クリニック世田谷リウマチ膠原病センター�
高円寺南診療所�
雙和会原整形外科病院�
凛生会目白整形外科�
誠弘会平木整形外科内科�
吉野記念クリニック�
たいら整形外科クリニック�
武蔵境駅前クリニック�
リウマチ科･アレルギー科クリニックひらまつ内科�
富士森内科クリニック�
野口整形外科�
蓮村整形外科医院�
竹口病院�
葉山医院�
長岡整形外科�
杉本医院�
貝取内田医院�
昭美会新城医院�
川崎市立川崎病院�
新世会回生医院�
佐治医院�
聖マリアンナ医科大学�
原宿南クリニック�
ひろた内科クリニック�
市が尾整形外科クリニック�
千葉整形外科リウマチ科医院�
たに内科クリニック�
クリニックミクニ�
富岡内科クリニック�
横浜南共済病院�
黒坂医院�
富永整形外科�
三輪医院�
横須賀老人ホーム診療所�
南大和病院�
関水整形外科クリニック�
仁志会岡本整形外科�
くろしお整形外科�
湘南友和会さとうクリニック�
吉田整形外科医院�
けやき会安間医院�
吉井会吉井整形外科�
近藤整形外科クリニック�
白鴎医院�
藤原整形外科�
笹本会笹本整形外科�
奈須内科�
長野赤十字病院�
厚生連佐久総合病院�
厚生連篠ノ井総合病院�
青野整形外科�
滝沢医院�
飯綱町立飯綱病院�
信州大学医学部附属病院�
抱生会丸の内病院リウマチセンター�
宮澤整形外科医院�
杉浦整形外科�
飯田市立病院�
前角整形外科医院�
中村整形外科医院�
長岡赤十字病院�
新潟労災病院�
新潟県立中央病院�
石井整形外科�
桑名病院�
愛仁会亀田第一病院�
中山整形外科�
厚生連豊栄病院�
新潟大学医歯学総合病院�
積発堂富永草野病院�
外山整形外科内科医院�
木島整形外科�
新潟県立リウマチセンター�
中条中央病院�
鈴木医院�
布谷整形外科医院�
松野リウマチ整形外科�
富山大学附属病院�
富山県立中央病院�
和合整形外科医院�
整形外科伊藤医院�
厚生連滑川病院�
吉岡整形外科�
八尾総合病院�
石川県済生会金沢病院�
石川勤労者医療協会城北病院�
金沢宗広病院�
石川県立中央病院�
久藤総合病院�
吉村整形・形成外科医院�
中瀬整形外科医院�
昭生会安間整形外科医院�
独立行政法人国立病院機構福井病院�
林病院�
宮　整形外科医院�
中根整形外科�
岐阜市民病院�
山内ホスピタル�
安達整形外科�
美濃市立美濃病院�
白鳳会鷲見病院�
かねまつ整形外科�
壬秀会今井整形外科�
登豊会近石病院�
国民健康保険関ヶ原病院�
長沢整形外科�
うすい整形外科�
八木澤整形外科�
東可児病院�
青木整形外科医院�
駿東整形外科医院�
順天堂大学医学部附属静岡病院�
光風会田内内科医院�
紀真会服部医院�
英志会渡辺病院�
静岡リウマチ整形外科リハビリ病院�
三宅整形外科医院�
静岡曲金クリニック�
浜松医科大学医学部附属病院�
西坂整形外科�
正圭会森岡リハビリ整形外科�
一誠会滝川病院�
整友会豊橋整形外科向山クリニック�
宝美会総合青山病院�
太田整形外科�
神谷整形外科�
宇野整形外科�
伊藤整形外科�
豊田会刈谷豊田総合病院�
�

03-5723-8166 �
03-6413-4666 �
03-3318-1822 �
03-3988-5005 �
03-5988-7211 �
03-3999-7002 �
03-3939-4412 �
03-5947-3699 �
0422-59-0366 �
042-301-1111�
 042-621-0300 �
042-723-2203 �
042-545-4312 �
042-541-0176 �
042-558-0543 �
03-3430-6162 �
042-492-1199 �
042-389-3646 �
042-565-3161�
044-233-5521 �
044-777-3772 �
044-766-2525 �
044-977-8111 �
042-782-3789 �
045-905-2401 �
045-973-8013 �
045-584-0088 �
045-241-4114 �
045-714-0392 �
045-773-6600 �
045-782-2101 �
046-860-0355 �
046-852-7711 �
046-822-7045 �
046-848-1761 �
046-269-2411 �
046-200-2211 �
046-262-2080 �
045-801-5003 �
0467-43-5220 �
0467-31-9127 �
0465-23-3567 �
0465-24-5151 �
0465-35-7055�
0465-82-0890 �
055-254-0511 �
055-243-1717 �
055-263-6677 �
026-226-4131 �
0267-82-3131 �
026-292-2261 �
026-293-3720 �
026-293-6120 �
026-253-2248 �
0263-37-2673 �
0263-28-3003 �
0263-48-5300 �
0265-25-8821 �
0265-21-1255 �
0263-82-1478 �
0258-36-7688 �
0258-28-3600 �
025-543-3123 �
025-522-7711 �
0257-32-1300 �
025-273-2251 �
025-382-3111 �
025-266-5413 �
025-386-2311�
025-223-6161 �
0256-36-8777 �
0256-33-0027 �
0254-26-7271 �
0254-23-7751 �
0254-44-8800 �
0254-66-5307 �
076-425-8288 �
076-436-1757 �
076-434-7100 �
076-424-1531 �
076-435-3333 �
0766-91-0220 �
076-475-1000 �
0763-22-7700 �
076-454-5000 �
076-266-1060 �
076-251-6111 �
076-224-0101 �
076-237-8211 �
0761-73-3312 �
0776-25-5855 �
0776-67-3777 �
0779-65-1321 �
0770-25-1600�
0778-22-0336 �
0776-33-1111 �
058-252-0220 �
058-251-1101 �
058-276-2131 �
058-242-2232 �
0575-33-1221 �
0575-82-3151 �
058-279-3588 �
058-237-1111 �
058-232-2111 �
0584-43-1122 �
0584-92-2233 �
0572-43-3600 �
058-370-9600 �
0574-63-1200 �
055-922-0521 �
055-922-8855 �
055-948-3111 �
055-972-2625 �
0557-68-0050 �
0545-51-3751 �
054-267-1000 �
054-245-5544 �
054-202-5050�
053-435-2267�
053-585-0550�
0537-48-6611�
0532-55-5111�
0532-66-0011�
0533-78-2561�
0532-41-6800�
0563-73-4030�
0564-54-3161�
0564-31-7107�
0566-21-2450

目黒区祐天寺1-15-6�
世田谷区経堂2-4-6�
杉並区高円寺南3-46-5　後藤ビル1F�
豊島区西池袋3-36-23�
豊島区目白3-4-11　目白NCKビル3F�
練馬区中村北3-15-5�
練馬区旭町2-35-14�
練馬区土支田2-42-16�
武蔵野市境1-15-10　イストワール2F�
国分寺市南町2-11-14　トミービル西館4F�
八王子市台町2-14-20�
町田市玉川学園7-4-4�
昭島市田中町2-24-26�
昭島市玉川町4-6-32�
あきる野市引田552�
狛江市東和泉1-29-14�
清瀬市元町2-7-1�
多摩市貝取1-52-1　ノーブル貝取1F�
東大和市上北台3-446-15�
川崎市川崎区新川通12-1�
川崎市中原区新城中町2-10�
川崎市宮前区野川2238-7�
川崎市宮前区菅生2-16-1�
相模原市城山町原宿南2-13-4�
横浜市青葉区美しが丘1-23-1�
横浜市青葉区市ケ尾町1063-12　コスモス市が尾パートⅡ101�
横浜市鶴見区豊岡町7-7�
横浜市中区伊勢佐木町5-125　伊勢佐木クイントパラディオ1F�
横浜市南区六ツ川3-40-1�
横浜市金沢区並木1-17-3�
横浜市金沢区六浦東1-21-1�
横須賀市港が丘2-21-4�
横須賀市公郷町1-55-1�
横須賀市鶴が丘2-3-2�
横須賀市野比5-5-6�
大和市下和田1331-2�
大和市深見西2-3-28�
大和市中央5-6-29　第2ソーヨービル1F�
横浜市泉区上飯田町938　いずみ中央クリニックビル2F�
鎌倉市台5-8-29�
鎌倉市笛田1-4-3�
小田原市栄町2-7-18�
小田原市栄町2-15-16�
小田原市久野766-4�
足柄上郡開成町牛島270�
甲府市武田3-3-9�
甲府市古上条町446�
笛吹市石和町市部1058�
長野市若里5-22-1�
佐久市臼田197�
長野市篠ノ井会666-1�
長野市篠ノ井布施高田1141-1�
長野市篠ノ井布施高田677�
上水内郡飯綱町牟礼2220�
松本市旭3-1-1�
松本市渚1-7-45�
松本市新村1701-2�
飯田市北方2521-1�
飯田市八幡町438�
安曇野市穂高8263-1�
長岡市川崎町779-1�
長岡市寺島町297-1�
上越市東雲町1-7-12�
上越市新南町205�
柏崎市東長浜町3-13�
新潟市東区河渡甲140�
新潟市江南区西町2-5-22�
新潟市西区小針6-33-17�
新潟市北区石動1-11-1�
新潟市中央区旭町通1-754�
三条市興野2-2-25�
三条市北四日町16-19�
新発田市豊町4-1-4�
新発田市本町1-2-8�
胎内市西本町12-1�
岩船郡神林村有明848�
富山市西四十物町3-8�
富山市呉羽町7187-2�
富山市杉谷2630�
富山市西長江2-2-78�
富山市布目1981-1�
氷見市窪750�
滑川市常盤町119�
南砺市寺家新屋敷472-7�
富山市八尾町福島7-42�
金沢市赤土町ニ13-6�
金沢市京町20-3�
金沢市桜町24-30�
金沢市鞍月東2-1�
加賀市大聖寺永町イ17�
福井市大手3-7-1　繊協ビル�
坂井市丸岡町里丸岡1-40�
大野市月美町8-3�
敦賀市桜ケ丘町33-1�
越前市府中1-5-7�
福井市加茂河原3-8-6�
岐阜市島田東町41-1�
岐阜市鹿島町7-1�
岐阜市市橋3-7-22�
岐阜市芥見南山2-8-4�
美濃市中央4-3�
郡上郡白鳥町白鳥2-1�
岐阜市柳津町上佐波1-24�
岐阜市三田洞904-1�
岐阜市光町2-46�
不破郡関ケ原町関ケ原2490-29�
大垣市稲葉東3-18-1�
多治見市滝呂町12-214-1�
各務原市各務西町3-31-1�
可児市広見1520�
沼津市杉崎町4-23�
沼津市高沢町6-1�
伊豆の国市長岡1129�
三島市東本町1-16-30�
熱海市網代462-2�
富士市錦町1-4-23�
静岡市葵区柚木90-1�
静岡市葵区唐瀬1-2-24�
静岡市駿河区曲金3-5-5�
浜松市東区半田山1-20-1�
浜松市浜北区内野1220�
掛川市大渕11642-1�
豊橋市八町通5-14-1�
豊橋市向山町水車44-1�
宝飯郡小坂井町小坂井門並5-1�
豊橋市大岩町北山351�
幡豆郡一色町松木島中切8�
岡崎市緑丘2-7-3�
岡崎市西大友町桃々木15-2�
刈谷市住吉町5-15�
�
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医療機関名 診療名 所在地 TEL

さとう整形外科�
正真会あさの整形外科�
名古屋市総合リハビリテーションセンター�
秋田病院�
久野整形外科�
愛知医科大学�
整形外科仲西医院�
野村整形外科�
とまり整形外科�
富田浜病院�
あさけが丘診療所�
藤田保健衛生大学七栗サナトリウム�
鈴鹿中央総合病院�
オルト柴田整形外科�
嬉野医院�
山田赤十字病院�
瀧原診療所�
社会保険滋賀病院�
滋賀医科大学医学部附属病院�
須津整形外科�
湖光会若草診療所�
西岡リウマチ･整形外科医院�
公立甲賀病院�
大原記念病院�
山下医院�
京都下鴨病院�
嶋村医院�
竜王会小澤病院�
辻整形外科医院�
神部整形外科�
恒陽会牧整形外科医院�
鎌田整形外科医院�
綾部市立病院�
河野医院�
大阪回生病院�
コープおおさか病院�
坂本整形外科�
大阪赤十字病院�
白崎整形外科内科�
大阪市立大学医学部附属病院�
青洲会診療所�
やながクリニック�
愛仁会千船病院�
蘭畦会わだ整形外科�
菱谷医院�
ガラシア病院�
大阪府済生会茨木病院�
高島整形外科�
藤村医院�
友仁会浅井整形外科�
誠和会浅田整形外科�
渡辺整形外科�
須藤医院�
やまぐちクリニック�
前谷クリニック�
佐々木整形外科�
治友会右近整形外科クリニック�
ますだ整形外科クリニック�
近畿大学医学部附属病院�
近畿大学医学部附属病院�
辻本クリニック�
澤田整形外科医院�
久保整形外科クリニック�
オサダ整形外科クリニック�
聖愛会聖愛クリニック�
やまだ整形外科クリニック�
石田整形外科�
橋本整形外科リウマチクリニック�
清本整形外科クリニック�
鈴木整形外科�
岡田整形外科医院�
赤松クリニック�
藤崎整形外科�
永伸会吉良整形外科医院�
兵庫県立尼崎病院�
大澤外科医院�
あづま整形外科リウマチ科�
つゆぐち整形外科�
横山整形外科�
高明会西宮渡辺病院�
吉岡整形外科・リウマチ科�
市立川西病院�
公立豊岡病院�
三田市民病院�
兵庫医科大学篠山病院�
ひまわり会八家病院�
空地内科院�
三輪整形外科�
中村整形外科�
姫路田中病院�
神野病院�
阪田整形外科リハビリクリニック�
夢愛クリニック�
北整形外科�
松原メイフラワー病院�
甲南病院加古川病院�
仙齢会はりま病院�
松本会松本病院�
坂田整形外科リハビリテーション�
北野整形外科�
堀整形外科�
段医院�
石崎整形外科�
奈良社会保険病院�
小川内科リウマチ科�
ほしの整形外科�
和歌山県立医科大学附属病院�
湯川温泉診療所�
鳥取県中部医師会立三朝温泉病院�
鳥取県立厚生病院�
やまがた整形外科クリニック�
池原整形外科医院�
鳥取大学医学部附属病院�
出雲整形外科クリニック�
玉造厚生年金病院�
時岡内科循環器科医院�
岡山大学医学部・歯学部附属病院�
川崎医科大学附属病院�
備前市国民健康保険市立日生病院�
和楽会野上内科医院�
和香会倉敷廣済病院�
笠岡第一病院�
高梁整形外科医院�
同仁会金光病院�
みわ記念病院�
藤井整形外科�
杉江医院�
板崎外科・整形外科�
住元整形外科医院�
広島市立広島市民病院�
大田クリニック整形外科�
原田リハビリ整形外科�
�

052-304-0300�
052-777-5525�
052-835-3811�
0566-81-2763�
0562-33-3711�
0561-63-3311�
0586-43-7811�
0587-21-8811�
059-349-5500�
059-365-0023�
059-337-3417�
059-252-1555�
059-382-1311�
0598-29-6611�
0598-42-2258�
0596-28-2171�
0598-86-3122�
077-537-3101�
077-548-2252�
077-567-1671�
077-564-2091�
077-569-0222�
0748-62-0234�
075-744-3121�
075-691-3808�
075-781-1158�
075-781-3294�
075-581-6151�
075-612-5122�
075-958-0270�
0773-23-4881�
0771-22-5068�
0773-43-0123�
06-6351-3829�
06-6393-6234�
06-6914-1100�
06-6266-0666�
06-6774-5111�
06-6751-7028�
06-6645-3851�
06-6713-9592�
06-6577-4650�
06-6471-9541�
06-6675-4008�
06-6853-0551�
072-729-2345�
072-622-8651�
072-630-2600�
072-674-2518�
072-823-1415�
072-846-4111�
072-866-1299�
072-848-5690�
072-889-7780�
072-895-2990�
072-986-8288�
072-994-3666�
072-957-6815�
072-366-0221�
072-366-0221�
072-224-0085�
072-297-2277�
072-258-3565�
072-265-5516�
072-462-0550�
078-262-6780�
078-242-2759�
078-929-8251�
078-732-1213�
0799-24-3533�
078-871-0215�
078-451-6111�
0797-38-0107�
06-6481-3073�
06-6482-1521�
06-6421-3118�
06-6495-1120�
0798-23-1100�
0798-57-0800�
0798-74-2630�
072-758-5655�
072-794-2321�
0796-22-6111�
079-565-8000�
079-552-1181�
079-298-1731�
079-223-3877 �
079-222-1881�
079-254-5533�
079-267-2020�
079-235-5501�
078-926-1118�
0794-84-3739�
078-913-5510�
0795-42-8851�
079-438-0621�
079-423-2123�
079-424-0333�
079-430-2780�
0794-63-1080�
0791-65-1555�
079-261-2006�
0745-75-5258�
0743-53-1111�
073-433-9488�
073-462-6511�
073-447-2300�
0735-52-1050�
0858-43-1321�
0858-22-8181�
0859-37-3700�
0859-26-1155�
0859-38-6587�
0853-23-6100�
0852-62-1560�
086-223-2657�
086-223-7151�
086-462-1111�
0869-72-1111�
086-473-3356�
086-455-5111�
0865-67-0211�
0866-22-1531�
0865-42-3211�
0865-42-5000�
0866-92-1195�
0867-52-3456�
084-923-1076�
0848-22-3800�
082-221-2291�
082-242-1255�
082-870-5555�
�
�

名古屋市中川区大当郎1-1304�
名古屋市名東区平和が丘5-40�
名古屋市瑞穂区彌富町密柑山1-2�
知立市宝町石亀33-1�
東海市高横須賀町家下50�
愛知郡長久手町岩作雁又21�
一宮市大和町妙興寺北浦宮地1-1�
稲沢市駅前2-28-10�
四日市市泊町2-30�
四日市市富田浜町26-14�
四日市市あさけが丘2-1-112�
津市大鳥町424-1�
鈴鹿市安塚町山之花1275-53�
松阪市垣鼻町上徳和1433�
松阪市嬉野町1425-3�
伊勢市御薗町高向810�
度会郡大紀町滝原1516-3�
大津市富士見台16-1�
大津市瀬田月輪町�
草津市野村8-9-1�
草津市若草5-13-1�
草津市追分町1243�
甲賀市水口町鹿深3-39�
京都市左京区大原井出町164�
京都市南区八条通大宮西入九条町399-28�
京都市左京区下鴨東森ケ前町17�
京都市左京区田中西樋ノ口町78�
京都市山科区御陵大津畑町43-1�
京都市伏見区京町北7-1-4　京阪丹波橋西ビル2F�
長岡京市神足3-4-8�
福知山市内記5-67-12�
亀岡市突抜町44-1�
綾部市青野町大塚20-1�
大阪市北区天神橋3-1-10�
大阪市淀川区宮原1-6-10�
大阪市鶴見区鶴見3-6-22�
大阪市中央区安土町2-3-13　大阪国際ビル16F�
大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30�
大阪市生野区新今里1-18-22�
大阪市阿倍野区旭町1-5-7�
大阪市東住吉区杭全1-4-20�
大阪市港区三先2-13-29　弥永ビル1F�
大阪市西淀川区佃2-2-45�
大阪市住之江区粉浜西1-1-16　パールスクエア3F�
豊中市上野坂1-6-1�
箕面市粟生間谷西6-14-1�
茨木市見付山2-1-45�
茨木市沢良宜西1-13-22�
高槻市春日町5-10�
寝屋川市豊野町3-2　田辺ビル1･2F�
枚方市藤田町3-47-101�
枚方市牧野下島町1-13-1　牧野グランドビル山本�
枚方市田口1-46-6�
大東市浜町2-8�
交野市星田5-23-1�
東大阪市四条町1-14　フォーチュンコート2F�
八尾市安中町3-2-40�
羽曳野市白鳥2-16-29　H&Kビル1F�
大阪狭山市大野東377-2�
大阪狭山市大野東377-2�
堺市堺区向陵西町4丁7-34　ジョイントハウス三国ヶ丘1F�
堺市南区竹城台3丁3-5�
堺市北区中長尾町2丁1-21�
堺市西区浜寺諏訪森町中1丁112�
泉佐野市大西1-12-1�
神戸市中央区宮本通7-3-5　サン宮本ハイツ1F�
神戸市中央区日暮通6-4-15�
神戸市西区小山3-7-3　山幸ビル2F�
神戸市須磨区天神町4-4-35�
洲本市納231�
神戸市灘区大石北町7-22�
神戸市東灘区田中町3-8-15�
芦屋市船戸町2-1-206�
尼崎市杭瀬北新町1-10-2�
尼崎市東大物町1-1-1�
尼崎市塚口町4-40-3�
尼崎市潮江1-29-10�
西宮市羽衣町5-23�
西宮市甲東園1-2-35�
西宮市室川町10-22�
川西市中央町18-21�
川西市東畦野5-21-1�
豊岡市戸牧1094�
三田市けやき台3-1-1�
篠山市山内町75�
姫路市西今宿2-9-50�
姫路市呉服町8　空地ビル5F�
姫路市北条口3-77�
高砂市北浜町西浜1208-75�
姫路市書写717�
姫路市飾磨区玉地1-1�
明石市西新町1-21-13�
三木市志染町西自由が丘1-840　サンテラス志染1F�
明石市大蔵谷狩口165-5　朝霧KMビル3F�
加東市藤田東山944-25�
加古川市神野町西条1545-1�
加古川市尾上町長田525�
加古川市加古川町粟津232-1�
加古川市平岡町中野484-1�
小野市黒川町14-3�
たつの市神岡町上横内379-3�
姫路市林田町林田20�
生駒郡斑鳩町興留5-10-28�
大和郡山市朝日町1-62�
和歌山市元博労町20�
和歌山市園部1413�
和歌山市紀三井寺811-1�
東牟婁郡那智勝浦町二河71�
東伯郡三朝町山田690�
倉吉市東昭和町150�
米子市上福原1455-22�
米子市日原804-2�
米子市西町36-1�
出雲市渡橋町1140-1�
松江市玉湯町湯町1-2�
岡山市蕃山町8-13�
岡山市鹿田町2-5-1�
倉敷市松島577�
備前市日生町寒河2570-41�
倉敷市児島味野6-1-10�
倉敷市東塚5-4-16�
笠岡市横島1945�
高梁市本町11-1�
浅口市金光町占見新田740�
浅口市金光町佐方80-1�
総社市中央2-18-10�
真庭市下方583-1�
福山市港町2-5-25�
尾道市栗原西2-9-6�
広島市中区基町7-33�
広島市中区富士見町4-27�
広島市安佐南区東野2-21-20�
�
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医療機関名 診療名 所在地 TEL

舟木病院�
原田整形外科病院�
福原リハビリテーション整形外科・内科医院�
広島三菱病院�
県立広島病院�
むつかど内科呼吸器科�
東広島記念病院リウマチ・膠原病センター�
西条中央病院�
広島県立障害者リハビリテーションセンター�
大谷整形外科�
松野整形外科�
三鳩会吉田整形外科�
米沢記念桑陽病院�
神徳会三田尻病院�
防府整形･リウマチクリニック�
喜多整形外科医院�
時任整形外科リウマチ科�
丘病院�
小郡第一総合病院�
ふくたクリニック�
信愛会瀬戸病院�
いわせ整形外科�
中洲八木病院�
美摩病院吉野川リウマチセンター�
新野医院�
有誠会手束病院�
くすはら整形外科・外科医院�
博仁会キナシ大林病院�
大山内科医院�
西原クリニック�
さぬき市民病院�
一番町リウマチクリニック�
NTT 西日本松山病院�
松山赤十字病院�
上甲整形外科�
田窪リウマチ・整形外科�
愛媛大学医学部附属病院�
宇和島社会保険病院�
共生会井上整形外科クリニック�
仁栄会島津病院�
かわむらクリニック整形外科�
森田整形外科�
高知大学医学部附属病院�
元湧会吉井病院�
桜会さくら整形外科リハビリテーション医院�
九州労災病院�
門司労災病院�
岩田整形外科医院�
時山内科クリニック�
九州厚生年金病院�
産業医科大学�
東筑病院�
柳整形外科医院�
中村整形外科医院�
近藤リウマチ･整形外科クリニック�
福岡逓信病院�
竹本整形外科･眼科クリニック�
ユニタ整形外科･形成外科クリニック�
独立行政法人国立病院機構福岡病院�
松田整形外科�
宗像医師会病院�
福香会おくだクリニック�
公立学校共済組合九州中央病院�
たかの整形外科クリニック�
和田整形外科医院�
桑野整形外科医院�
福岡リハビリテーション病院�
田中整形外科クリニック�
加藤整形外科クリニック�
しらかわ医院�
山田整形外科医院�
松浦整形外科医院�
樋口整形外科�
森整形外科医院�
溝上整形外科�
宮　整形外科�
田主丸中央病院�
聖医会藤川病院�
信愛整形外科医院�
まごころ医療館�
篠田整形外科�
友和会鶴田運動機能回復クリニック�
友和会鶴田整形外科�
春陽会うえむら病院�
敬愛会佐賀記念病院�
佐賀大学医学部附属病院�
有田共立病院�
坂田整形外科�
中央クリニック�
ながさき内科・リウマチ科病院�
尚整会菅整形外科病院�
慧明会貞松病院�
富村整形外科医院�
かたおか整形外科・リウマチ科�
寿量会熊本機能病院�
南熊本病院�
比企病院�
松下会あけぼのクリニック�
たつだ整形外科�
熊本赤十字病院�
熊本市立熊本市民病院�
星輝会松原リウマチ科整形外科�
九州記念病院�
石川整形外科リウマチ科�
熊本整形外科病院�
菊陽台病院�
児玉病院�
たにぐち内科クリニック�
九州大学病院別府先進医療センター�
諌山整形外科医院�
宇佐リハビリ診療所�
大分大学医学部附属病院�
まつばし川野整形外科�
善仁会市民の森病院�
ふくだ整形外科�
暁星会三財病院�
高見整形外科クリニック�
独立行政法人国立病院機構都城病院�
友光会フレンドクリニック�
東陽会整形外科前原病院�
三成会藤善整形外科�
泉原リウマチ・内科クリニック�
鹿児島赤十字病院�
馨和会いづはら医院�
椎原会有馬病院�
七徳会大井病院�
清心会徳山クリニック�
�

082-878-5111�
082-878-1125�
082-925-0555�
082-291-2101�
082-254-1818�
0829-36-2100�
082-423-6661�
082-423-3050�
082-425-1455�
0827-24-4970�
0833-41-3123�
0835-22-0021�
0835-23-1781�
0835-22-1110�
0835-25-1060�
0832-22-1738�
0832-46-0575�
083-925-1100�
083-972-0333�
0836-32-5088�
0836-83-2292�
088-652-6211�
088-625-3535�
0883-24-2957�
088-672-0571�
088-674-0024�
0877-86-2340�
087-881-3631�
0877-79-3311�
0875-25-3934�
0879-43-2521�
089-998-2233�
089-936-2461�
089-924-1111�
089-975-3151�
089-986-7000�
089-960-5343�
0895-22-5616�
0896-58-8700�
088-823-2285�
088-885-3700�
088-845-8891�
088-866-5811�
0880-34-5005�
093-472-8000�
093-471-1121�
093-331-3461�
093-941-6875�
093-622-3011�
093-641-5111�
093-603-1611�
093-603-0111�
093-243-3380�
093-245-0231�
092-762-2380�
092-741-0300�
092-582-8858�
092-564-6001�
092-565-5534�
092-554-6001�
0940-37-1188�
092-661-9555�
092-541-4936�
092-586-0333�
092-591-0511�
092-571-3361�
092-812-1555�
092-323-5800�
0949-62-7700�
0930-26-1103�
0942-39-2020�
0942-22-2300�
0943-23-2765�
0944-63-2040�
0944-76-1234�
0943-72-1000�
0943-72-2460�
0952-29-0311�
0952-22-1001�
0942-87-5002�
0954-23-6000�
0952-51-5611�
0952-66-4114�
0952-33-0099�
0952-31-7771�
0952-31-6511�
0955-46-2121�
0952-72-5155�
0952-26-6258�
095-822-3151�
0957-23-2388�
0957-54-1161�
0956-47-6840�
096-329-2222�
096-345-8111�
096-366-1268�
096-381-5151�
096-358-7211�
096-249-4777�
096-384-2111�
096-365-1711�
096-214-0551�
096-383-2121�
096-379-6800�
096-366-3666�
096-232-1191�
0977-67-1611�
0977-21-7373�
0977-27-1600�
0977-23-1380�
0978-33-5527�
097-549-4411�
0985-32-0771�
0985-39-7630�
0985-30-5100�
0983-44-5221�
0982-28-2828�
0986-23-4111�
0984-22-3132�
0984-23-1711�
099-281-0002�
099-206-7126�
099-261-2111�
0997-72-3307�
0993-52-2367�
0995-63-2291�
098-942-1001�
�

広島市安佐南区相田1-10-21�
広島市安佐南区上安2-15-27�
広島市佐伯区海老園2-9-22�
広島市西区観音新町4-6-20�
広島市南区宇品神田1-5-54�
廿日市市阿品3-1-6　ナタリーもみじビル4F�
東広島市西条町吉行2214�
東広島市西条昭和町12-40�
東広島市西条町田口295-3�
岩国市麻里布町3-1-25�
下松市藤光町2-13-24�
防府市上天神町3-8�
防府市車塚町3-20�
防府市お茶屋町3-27�
防府市新田1-7-1�
下関市豊前田町2-1-8�
下関市長府南之町5-6�
山口市中河原町2-14�
山口市小郡下郷862-3�
宇部市島3-8-13�
山陽小野田市稲荷町11-20�
徳島市南出来島町1-30�
徳島市中洲町1-31�
吉野川市鴨島町上下島497�
板野郡板野町下庄栖養22-1�
名西郡石井町石井字石井434�
丸亀市綾歌町岡田東2269-7�
高松市鬼無町藤井435-1�
仲多度郡まんのう町吉野1572-1�
観音寺市天神町1-7-5�
さぬき市寒川町石田東甲387-1�
松山市一番町1-10-8　一番町共同ビル2F�
松山市喜与町1-7-1�
松山市文京町1�
松山市福音寺町26-1�
松山市枝松1-9-38�
東温市志津川29�
宇和島市賀古町2-1-37�
四国中央市金生町山田井1223�
高知市比島町4-6-22�
高知市杉井流5�
高知市薊野西町3-35-27�
南国市岡豊町小蓮185-1�
四万十市中村大橋通6-7-5�
北九州市小倉南区朽網西1-17-13�
北九州市小倉南区葛原高松1-3-1�
北九州市門司区東港町3-1�
北九州市小倉北区熊本4-3-29�
北九州市八幡西区紅梅1-7-22�
北九州市八幡西区岸の浦1-8-1�
北九州市八幡西区医生ケ丘1-1�
北九州市八幡西区八枝1-7-20�
中間市中央5-2-10�
中間市長津2-16-47�
福岡市中央区天神3-10-11　天神五十君ビル2F�
福岡市中央区薬院2-6-11�
福岡市南区井尻3-13-14�
福岡市南区老司1-27-12�
福岡市南区屋形原4-39-1�
福岡市南区花畑1-45-34�
宗像市田熊5-5-3�
福岡市東区千早2-4-18�
福岡市南区塩原3-23-1�
福岡市博多区諸岡1-23-20�
春日市泉2-14�
春日市桜ヶ丘2-15�
福岡市西区野方7-770�
前原市前原駅南2-21-18　タナカメディカルビル1F�
鞍手郡小竹町勝野3474-1�
行橋市北泉2-4-3�
久留米市中央町11-12�
久留米市上津1-16-32�
八女市大島18-1�
みやま市瀬高町下庄590�
柳川市大和町塩塚643-1�
久留米市田主丸町殖木延命240-1�
久留米市田主丸町益生田892�
佐賀市松原1-2-6�
佐賀市川原町4-8�
鳥栖市蔵上2-210�
武雄市朝日町甘久206-3�
小城市牛津町上砥川174-8�
小城市牛津町勝1241-6�
佐賀市兵庫町渕1903-1�
佐賀市高木瀬町長瀬124�
佐賀市鍋島5-1-1�
西松浦郡有田町立部乙2485-3�
小城市三日月町久米899�
佐賀市八幡小路5-15�
長崎市油屋町1-21�
諫早市小野町332�
大村市東本町537�
佐世保市相浦町256�
熊本市城山下代3-1-6�
熊本市山室6-8-1�
熊本市南熊本3-7-27�
熊本市尾ノ上3-1-34�
熊本市白藤5-1-1�
熊本市龍田1-16-7�
熊本市長嶺南2-1-1�
熊本市湖東1-1-60�
熊本市月出5-3-15�
熊本市水前寺公園3-38�
熊本市田井島2-3-47�
熊本市九品寺1-15-7�
菊池郡菊陽町久保田2984�
別府市亀川四の湯町5-19�
別府市東荘園1-1-1　リバーサイドハイツ荘園1F�
別府市鶴見原4546�
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災害時リウマチ患者支援事業実施要綱

第1 目的
リウマチ患者は，常時治療を必要とすること，身体に障害
があるということ及び新薬の出現により患者が厳しい医療
の管理下におかれていること等から，災害時においても，
適正な医療環境の確保のための個別対応が必要となる。し
かしながら，災害対策基本法に基づく施策としては，現在，
個別対応がなされていないところである。
本事業は，災害時におけるリウマチ患者の適正な治療の継
続を確保し，疾患の悪化防止策を図ることを目的とするも
のである。
第2 用語の定義
本災害時リウマチ患者支援事業実施要綱（以下「要綱」と
いう。）の中の用語を以下のように定める。
1 災害
災害とは，地震，風水害及び火山活動等により，リウマチ
患者及び当該患者が受療するリウマチ医療機関が被害を受
け，リウマチ医療の需要及び供給が困難になった場合を指
し，必ずしも災害救助法適用の災害を指すものではない。
2 災害時支援協力医療機関（協力機関）
災害時支援協力医療機関（以下「協力機関」という。）とは，
日本リウマチ財団（以下「財団」という。）のリウマチ登録
医（以下｢登録医｣という。）が常勤し，かつ，本事業に賛同
し，第 7に定める事務手続きにより，財団に登録した医療
機関をいう。
なお，登録医が不在となった場合および登録医要件を満た
せない場合については，別途定めるものとする。
3 幹事災害時支援協力医療機関（幹事機関）
幹事災害時支援協力医療機関（以下｢幹事機関｣という。）と
は，都道府県内の協力機関の中から，当該協力機関のうち
後方支援機能及び被災地の行政機関並びに関係機関との連
絡調整・実態把握等の機能を有する医療機関をいい，選定
方法等は次によるものとする。
（1）幹事機関の役割を理解し，賛同した医療機関とする。
（2）複数の医療機関を選定するものとする。
（3）原則として，災害拠点病院以外の医療機関とする。
（4）交通機関及び道路事情を十分考慮して選定することと
する。
（5）選定に当たっては，地域医療及び専門性の観点を考慮
し関係団体等との連携に配慮するよう努めるものとする。
第3 実施主体
事業の実施主体は，財団とし，本事業の目的を達成するた
めに協力機関と連絡を密にするとともに，関係機関等と十
分な連携をとり実施するものとする。
第4 対象者
協力機関において治療中のリウマチ患者（以下「支援対象
者」という。）とする。ただし，他医療機関において治療中
のリウマチ患者に対する災害時の治療支援を排除するもの
ではない。
第5 実施体制
財団，協力機関及び幹事機関は，以下の体制を整備すると
ともに情報管理等を行い，相互のネットワークを構築し，
事業を実施するものとする。
なお，当該事業の実施に当たって収集した情報は財団の
｢個人情報の保護に関する規程｣に基づき，その目的以外に
利用してはならないものとし，法令等で定めるもののほか，
やむを得ず目的外に使用する場合には，財団の了解を得る
とともに，可能な限り協力機関の了解を得るものとする。
1 財団
（1）財団の内部体制については次のとおりとする。
ア　理事長は，事業の実施に当たり担当理事を別に定める
ものとする。
イ　事務局の連絡集合体制は，理事長が別に定める。
（2）地域医療の一端を担うこととなることから，必要に応
じ厚生労働省の指導を受けるとともに，関係団体等との連
携に勤めることとする。
（3）本事業の推進について，社団法人日本リウマチ友の会
（以下｢リウマチ友の会｣という。）との広報等における連携
を密にすることとする。
2 協力機関
（1）協力機関は，各地域内の提供可能な医療，支援対象者
数等についての情報を代表幹事機関に提供するものとする。
（2）災害時，協力機関は，担当地域内の幹事機関，または，
その他の協力機関から診療の求めがあった際には，可能な
限りその求めに応じるものとする。
3 幹事機関
（1）幹事機関の中から，幹事機関の業務を総括する代表幹

事機関を選出することとする。
（2）幹事機関は，当該地域内の協力機関との連携を密にし，
当該地域内における医療提供能力，支援対象者等を把握す
るものとする。
（3）幹事機関は，災害時，担当地域内の協力機関からの求
めに応じ，提供しうる医療の情報を提供するものとする。
（4）幹事機関は，都道府県の災害対策部局との連携につと
めるものとする。
（5）代表幹事機関には，幹事機関の中から予め定めた順位
に従い代行を置くものとする。
第6 事業内容
事業の内容については，平常時における事業と災害時にお
ける事業とに区分することとする。
1 平常時における事業
（1）財団の事業
① 協力機関であることを証するステッカーを作成し，当該
機関へ配布すること。
② 支援対象者の加療状況（治療内容及び服薬等の情報）を
記載するカードを作成し，協力機関へ配布すること。
③ 幹事機関との情報共有・連携体制の整備及び管理を円滑
に行うため，情報交換の場を設けること。
④ 当該事業の地域格差解消のために，関係団体等の協力を
得て，協力機関の拡大を図ること。
⑤ 財団の機関紙及びホームページ等あらゆる機会を捉えて
当該事業の普及啓発を図ること。
⑥ リウマチ友の会の会員へは協力機関名の広報及び特別会
員の医療機関へは協力機関への参加の推進を依頼する。
⑦ 災害時における支援活動の基礎となる，協力機関からの
患者医療情報の維持・管理を行うこと。
（2）協力機関の事業
① 支援対象者にカードの配布を行うとともに，平常時にお
ける留意事項及び災害時における注意事項についての指導
を行うこと。
② リウマチ友の会の都道府県支部との連携を密にして，情
報伝達の活性化を図ること。
③ 当該機関の提供可能な医療についての情報を別途定める
様式に基づき財団へ提供すること。
（3） 幹事機関の事業
①上記（2）の協力機関としての業務
② 協力機関の登録医，提供可能な医療，支援対象者の状況
把握及び情報交換については，常時行うこと。
③ 協力機関との意見交換の場を年1回程度定期的に開催す
ること。
④ 各都道府県内の関係団体との意見交換の場を定期的に設
けるよう努めるものとすること。
2 災害時における事業
（1）財団の事業
① 被災地域の幹事機関より得た情報をもとに幹事機関等へ
の連絡を行い，協力機関の対応（医薬品の配布等）の調整
を依頼すること。
② 被災地域が都道府県を超える場合にあっては，幹事機関
との間で代替する協力機関（以下「代替協力機関」という。）
の調整を行うこと。
③ 協力機関の被災状況及び代替協力機関が開設された場合
にあっては，代替協力機関について，財団のホームページ
等を活用し広報を行うこと。
（2）協力機関の事業
①リウマチ患者のリウマチに関する医療を提供すること。
② 可能な限り幹事機関へ自機関及び支援対象者の被害状況
の報告を行うこと。
③幹事機関から得た被災患者情報により対応をとること。
④ リウマチ患者及び一般医療機関のリウマチに関する相談
窓口としての機能を果たすこと。
⑤ 被災した協力機関を代替する協力機関その他のリウマチ
患者に対する支援体制を広報すること。
（3）幹事機関の事業
① 幹事機関と協力機関間において被災状況の情報交換を行
うこと。
② 必要に応じ，協力機関の被災状況について，都道府県災
害対策部局と連絡を取り確認すること。
③代替協力機関及び支援体制の連絡調整を行うこと。
④ 財団から得た被災患者情報をもとに協力機関への連絡調
整を行うこと。
第7 事務手続き
1 協力機関に参画を希望する医療機関は，別途定める様式
に必要事項を記載し，代表者印を押印のうえ，財団理事長
宛提出するものとする。
なお，財団での受付は，毎年5月1日から6月末日までと

する。
2 財団は，提出された書類の内容を確認後協力機関台帳の
作成を行うものとする。
3 財団は，協力機関に対して，協力機関である証のステッ
カー，ID・パスワード，を送付するものとする。
第8 経費
当該事業に参加する協力機関及び幹事機関に対する報酬は
無いものとする。ただし，次の経費は財団負担とする。
（1）ネットワークの構築，維持・管理，情報の発信にかか
わる経費
（2）ポスター及び協力機関である証のステッカーの制作並
びに協力機関までの発送費
（3）カードの制作及び協力機関までの発送費
第9 その他
この要綱に定めるもののほか，災害時リウマチ患者支援事
業の実施に関し必要な事項は，別に定める。
附則
この要綱は，平成19年4月10日から施行する。

日リ財発第4号
平成19年4月12日

財団法人日本リウマチ財団
理事長� 久史麿

医療機関の長殿

災害時リウマチ患者支援事業について

当財団では，災害時におけるリウマチ患者に対する支援方策を検討して
きたところですが，別添のとおり「災害時リウマチ患者支援事業実施要
綱」を定め，災害時にリウマチ患者の治療の中断を防止し，治療の継続
を可能とするためのリウマチ登録医の常勤する医療機関のネットワーク
を構築することといたしました。リウマチ患者にとって，また，リウマ
チ患者を診療している医療機関にとっても，安心できる医療環境整備の
ための事業であり，6月末までに災害時支援医療機関申込書を受理した
後，協力医療機関台帳作成，幹事機関の選定，協力医療機関の証の作成
等の作業を進め，本事業の開始を本年9月1日と予定しております。
つきましては，参画者が多く，大きなネットワークの構築が本事業の適
正な効果をもたらすことでございますので，当該事業の趣旨をご理解い
ただき，是非参画されますようご案内いたします。
なお，個人情報の取扱いに関しましては，別紙「個人情報保護方針」に
より行うことを申し添えます。

個人情報保護方針

財団法人日本リウマチ財団（以下「財団という。」）は，高度情報
通信社会における個人情報保護の重要性を認識し，以下の方針に
基づき個人情報の保護に努めます。
1 個人情報の取得について
財団は，適法かつ公正な手段によって，個人情報を取得します。
2 個人情報の利用について
（1）財団は，個人情報を，取得の際に示した利用目的の範囲内で，
業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。
（2）財団は，個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には，
当該第三者に関して厳正な調査を行ったうえ，秘密を保持させる
ためには，適正な指導，監督を行います。
3 個人情報の第三者提供について
財団は，法令の定める場合及びあらかじめ公表を前提としている
場合を除き，個人情報を，事前に同意を得ることなく，第三者に
提供しません。
4 個人情報の管理について
（1）財団は，個人情報の正確性を保ち，これを安全に管理します。
（2）財団は，個人情報の紛失，破壊，改ざん及び漏えいなどを防
止するため，不正アクセス，コンピュータウイルス等に対する適
正な情報安全対策を講じます。

（3）財団は，個人情報を持ち出し，外部へ送信するなどにより漏
えいさせません。
5 個人情報の開示，訂正，利用停止，消去等について
財団は，本人が自己の個人情報について，開示，訂正，利用停止，
消去などを求める権利を有していることを確認し，これらの要求が
あった場合には，速やかに対応します。
6 組織・体制について
（1）財団は，個人情報保護管理責任者を任命し，個人情報の適正
な管理をします。
（2）財団は，役員及び職員に対し，個人情報の保護及び適正な管
理方法について周知し，日常業務における個人情報の適正な取り
扱いを徹底します。
7 個人情報保護法令遵守基本規程の策定・実施について財団は，
この方針を実行するため，個人情報保護法令遵守基本規程（本方
針及び個人情報保護規定，その他の規程，規則を含む。）を策定し，
これを財団職員その他関係者に周知徹底させます。

平成 18年 7月 1日

財団法人日本リウマチ財団
理事長　 久史麿

日リ財発第5号
平成19年4月12日

医療機関の長殿

財団法人日本リウマチ財団
理事長� 久史麿

災害時リウマチ患者支援事業実施要綱の別に定める
事項について

当財団では，災害時リウマチ患者支援事業実施要綱（以
下【要綱】という。）により，災害時におけるリウマチ
患者に対する支援事業を実施しますが，要綱上別に定め
ることとしていた，要綱第 5の 2の（1）（医療機関情報）
並びに内容は同一となります要綱第 6の1の（1）の②お
よび第6の1の（2）の③（患者情報）につきましては下
記の通りとします。
なお，要綱第7の1（申込）の様式は別紙の通りとします。

記
Ⅰ要綱第 5の2の（1）（医療機関情報）
１医療機関名及び代表者名
２医療機関の所在地・郵便番号
３医療機関の連絡先（①電話番号，②ファックス番号，
③メールアドレス）
４患者受け入れ能力（可能かどうか）
（1）外来
①簡単な検査
②薬の処方
③生物学的製剤注射
（2）入院
ベッド数
（3）被災地への職員の派遣
Ⅱ 要綱第 6の1の（1）の②および第6の 1の（2）の③
（患者情報）
1患者（①氏名，②生年月日，③性別，④住所・郵便番
号，⑤連絡先；電話番号，ファックス番号，メールアド
レス）2身近な支援者（①氏名，②住所・郵便番号，③
連絡先；電話番号，ファックス番号，メールアドレス）
3医療機関
（1）医療機関名及び代表者名
（2）医療機関の所在地・郵便番号
（3）医療機関の連絡先（①電話番号，②ファックス番号，
③メールアドレス）
（4）主治医名
4 服薬
（1）ステロイド（プレドニン＊＊ mg, リンデロン＊＊
mg，その他＊＊ mg）
（2）リウマトレックス (＊＊錠/週) 
（3）生物学的製剤（レミケード，エンブレル，その他）
（4）その他抗リウマチ剤（mg）
（5）その他の薬（ワーファリン，降圧剤，糖尿病薬，＊
＊＊）
5 合併症の有無
（1）肺炎，（2）胃潰瘍，（3）腎障害，（4）肝障害，（5）
糖尿病，（6）高血圧症，（7）アミロイド症，（8）脳卒中，
（9）その他（＊＊＊）
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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

●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。

有本泰造様
五十嵐寅雄様
池澤芳江様
池部敏市様
臼田湛様

【ご寄附いただいた方】
（平成19年8月）

岡田隆雄様
岡本裕一様
片倉茂樹様
加藤正雄様
金谷淳子様

小泉和彦様
小林博英様
勝呂宏様
高橋協様
竹田弘様
土屋義雄様
戸塚武和様

富田一彦様
長坂裕博様
中野猛夫様
中野康伸様
林泉彦様
宝積節子様
宮島まゆみ様

森哲夫様
安井清様
山口乙丸様
横田俊一郎様
吉田京子様
吉田直隆様
㈱デュアルタップ様

Announcement
［登録医研修単位認定講演（H19.10～H19.12）］

※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。

問い合わせ先：日本リウマチ財団　TEL.03-3946-3551

10／4（木） 19:00 2単位 （新潟）
新潟骨粗鬆症治療学術講演会　
遠藤　直人　Tel.025-227-2272
新潟大学　整形外科

10／4（木） 12:10 1単位 （奈良）
第109回中部日本整形外科・災害外科
学会学術集会ランチョンセミナー　
植田　百合人　Tel0744-22-3051
奈良県立医科大学整形外科

10／4（木） 13:20 1単位 （奈良）
10／5（金） 9:00 1単位
第109回中部日本整形外科・災害外科学会学術集会
植田　百合人　Tel.0744-22-3051
奈良県立医科大学整形外科

10／5（金） 8:00 1単位 （奈良）
第109回中部日本整形外科・災害外科
学会学術集会モーニングセミナー
植田　百合人　Tel.0744-22-3051
奈良県立医科大学整形外科

10／5（金） 19:00 1単位 （青森）
青森県リウマチ懇話会学術講演会　
小池　範和　Tel.017-775-1115
旭化成ファーマ㈱　青森営業所

10／5（金） 19:15 1単位 （新潟）
第42回新潟リウマチ研究会　
荒井　勝光　Tel.025-227-2272
新潟大学　整形外科

10／5（金） 19:30 1単位 （岩手）
第14回岩手県自己免疫疾患研究会
小山　幸宏　Tel.019-654-0761
旭化成ファーマ㈱

10／5（金） 20:00 1単位（神奈川）
第3回川崎骨粗鬆症を語る会　
小酒井　治　Tel.044-222-3255
宮川病院整形外科

10／6（土） 15:30 1単位 （愛知）
第11回藤田リウマチカンファレンス　
松本　大祐　Tel.052-211-2458
ワイス㈱

10／6（土） 17:00 2単位 （鳥取）
第3回TACT（Tacrolimus Rheumatoid
Arthritis Committee in Tottori)
赤星　忠春　Tel.0859-31-6272
アステラス製薬㈱

10／6（土） 18:00 1単位 （静岡）
第10回静岡リウマチ治療研究会　
清水　保　Tel.052-211-2458
ワイス㈱　東海北陸支店

10／6（土） 16:30 2単位 （岐阜）
骨粗鬆症最新講演会　　
服部　秀高　Tel.0585-23-1991
はっとり整形外科

10／19（金） 19:00 2単位 （熊本）
第18回熊本リウマチ研究会
藤原　道則　Tel.092-271-5155
ワイス㈱九州支店中九州営業所

10／19（金） 19:30 1単位 （長崎）
第16回県北リウマチ研究会　
植木　幸孝　Tel.0956-33-7151
佐世保中央病院

10／19（金） 19:30 1単位 （徳島）
徳島県臨床整形外科医会学術研究会　
堀　泰成　Tel.087-835-0441
日本臓器製薬㈱　高松支店

10／19（金）11:40 1単位 （大阪）
10／20（土）12:00 1単位
第35回日本臨床免疫学会総会ランチョンセミナー　
梅谷　香織　Tel.06-6879-4738
大阪大学保健センター吉崎研究室

10／20（土） 14:45 2単位 （大阪）
大阪リウマチカンファレンス特別講演　
伊藤　麻里穂　Tel.06-6831-5222
エーザイ㈱

10／20（土） 17:00 1単位 （愛知）
第11回東海足と靴の研究会　
伊藤　芳毅　Tel.058-230-6000
岐阜大学　整形外科

10／20（土） 17:00 1単位 （秋田）
第4回秋田県南・由利地区リウマチと
関節疾患懇話会　
松本　康行　Tel.018-863-3915
万有製薬㈱

10／20（土） 17:00 1単位 （東京）
東京リウマチトータルマネジメント
研究会　
和田　義男　Tel.03-3817-3858
エーザイ㈱　診断薬事業部

10／20（土） 17:00 2単位 （香川）
運動器疾患/骨・関節フォーラム　
高田　博　Tel.087-886-8866
高田整形外科医院

10／20（土） 17:00 2単位 （香川）
運動器疾患/骨・関節フォーラム高松会場
横田　秀夫　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビュー社

10／20（土） 17:00 2単位 （茨城）
第13回茨城リウマチ　
後藤　将志　Tel.029-855-1988
旭化成ファーマ㈱

10／27（土） 17:00 1単位 （岐阜）
第28回岐阜人工関節フォーラム　
大橋　俊郎　Tel.058-268-0567
山内ホスピタル整形外科

10／19（金） 19:00 1単位 （新潟）
長岡リウマチフォーラム　
中村　健　Tel.025-255-1788
旭化成ファーマ㈱

10／4（木） 18:45 2単位 （群馬）
群馬リウマチアカデミー　
石川　真紀　Tel.027-330-1301
アステラス製薬㈱高崎営業所

10／27（土） 17:00 1単位 （岡山）
第3回山陽肩肘関節懇話会　
名越　充　Tel.086-293-0640
名越整形外科医院

10／27（土） 17:30 1単位 （兵庫）
第26回神戸免疫・膠原病懇話会　
黒本　卓司　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

10／27（土）18:00 1単位 （神奈川）
大和市整形外科医会
尾崎　貴徳　Tel.046-224-2200
田辺三菱製薬㈱　厚木営業所

10／27（土） 19:00 1単位 （福岡）
第20回福岡運動器カンファレンス
（FLOC）
佐伯　和彦　Tel.092-801-1011
福岡大学整形外科学教室

10／27（土） 19:15 1単位 （広島）
備後整形外科医会　
小坂　義樹　Tel.0847-52-3140
寺岡記念病院　整形外科医局内

10／31（水） 18:30 2単位 （長崎）
第18回長崎骨粗鬆症研究会　
八十原　良宏　Tel.095-825-4772
中外製薬㈱　長崎営業所

11／1（木） 19:30 1単位 （三重）
第8回伊勢志摩地区骨粗鬆症研究会　
飯野　浩美　Tel.059-226-1505
武田薬品工業㈱

11／1（木） 19:00 1単位 （福島）
会津医学会学術講演会　
花岡　武　Tel.022-264-4321
ワイス㈱　北日本支店

11／1（木） 19:00 1単位 （香川）
第10回香川整形外科セミナー　
山本　哲司　Tel.087-891-2195
香川大学　整形外科

11／1（木） 19:00 1単位 （茨城）
第2回水戸・日立リウマチフォーラム　
加藤　重夫　Tel.029-224-8131
エーザイ㈱　茨城医薬一部

10／11（木） 19:30 1単位 （三重）
ＲＡcommunication 2007
岡本　忠　Tel.052-733-8112
大正富山医薬品㈱　名古屋支店

10／6（土） 19:00 1単位 （岡山）
第15回岡山関節外科研究会　
寺地　学　Tel.086-246-3232
科研製薬㈱　岡山営業所

10／11（木） 19:00 2単位 （兵庫）
第5回阪神リウマチ治療研究会　
岩崎　剛　Tel.0798-45-6592
兵庫医科大学内科学リウマチ・膠原
病科

10／12（金） 19:30 1単位 （沖縄）
第25回沖縄リウマチ・膠原病懇話会　
古謝　亜由子　Tel.098-869-9540
旭化成ファーマ㈱　沖縄営業所

11／6（火） 19:00 1単位 （新潟）
第85回膠原病研究会
黒田　毅　Tel.025-227-2195
新潟大学医歯学総合病院　第二内科

11／6（火） 19:30 1単位 （東京）
第24回ひがし東京リウマチ研究会
永島　正一　Tel.03-3633-6151
東京都立墨東病院　リウマチ膠原病科

11／8（木） 19:30 1単位 （兵庫）
第12回兵庫県骨・カルシウムを語る会
楊　鴻生　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学　整形外科

11／9（金） 19:30 1単位 （新潟）
第5回新潟尿酸代謝フォーラム
遠藤　直人　Tel.025-227-2272
新潟大学整形外科

10／20（土） 18:00 2単位 （東京）
第13回桜リウマチ研究会　
龍　順之助　Tel.03-3972-8111
日本大学整形外科

10／20（土） 18:30 2単位 （千葉）
第13回千葉リウマチ医の会　
土田　豊実　Tel.043-309-1114
ツチダクリニック千葉リウマチひざ研究所

10／20（土） 19:00 1単位 （長野）
第6回東信リウマチ研究会　
牧山　尚也　Tel.0267-45-5111
町立軽井沢病院　整形外科

10／20（土） 19:30 1単位 （山口）
第56回山口県臨床整形外科医会　教
育研修会　
石田　高康　Tel.0834-28-0250
石田整形外科

10／6（土） 17:10 2単位 （京都）
第7回臨床免疫セミナー in kyoto
樋田　治郎　Tel.075-352-3537
旭化成ファーマ㈱医薬京都支店

10／20（土） 17:45 1単位 （長野）
第2回リウマチの肺障害研究会　
鳥羽　由美子　Tel.0263-33-0385
抱生会　丸の内病院　

11／2（金） 18:45 2単位 （埼玉）
第11回OMIYA FORUM ON RHEUMATOID ARTHRITIS
田中　啓介　Tel.03-3241-4920
田辺三菱製薬㈱マーケティング部学
術企画グループ

10／20（土）17:00 2単位 （神奈川）
第30回川崎リウマチカンファレンス　
房安　雄司　Tel.03-3517-2581
参天製薬㈱東京・神奈川エリアオフィス

10／6（土） 17:00 2単位 （東京）
第6回北関東抗TNF療法研究会　　
池本　清・脇本　文子
Tel.03-3230-6628
田辺三菱製薬㈱千葉埼玉支店医薬推進課

10／20（土） 17:30 1単位 （岐阜）
第6回抗サイトカイン療法研究会　
関山　寛　Tel.058-253-8611
武田薬品工業㈱

11／2（金） 20:00 1単位 （福岡）
第74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

11／2（金） 19:00 1単位（北海道）
第８回道南関節リウマチ・膠原病懇話会　
木村　哲也　Tel.0138-31-6701
旭化成ファーマ㈱医薬札幌支店
函館営業所

11／2（金） 20:00 1単位 （高知）
第37回高知リウマチ研究会　
宮本　哲生　Tel.088-825-3191
旭化成ファーマ㈱

11／10（土） 18:45 1単位 （石川）
第4回石川リウマチ薬物治療研究会
稲谷　寛志　Tel.076-221-8111
田辺三菱製薬㈱金沢営業所

11／10（土） 19:15 1単位（広島）
備後整形外科医会　
小坂　義樹　Tel.0847-52-3140
寺岡記念病院　整形外科

11／11（日） 11:00 1単位 （新潟）
新潟整形外科研究会（新潟大学整形外科
学教室開講90周年記念講演会特別講演2）
遠藤　直人　Tel.025-227-2272
新潟大学　整形外科

11／11（日） 16:30 1単位 （三重）
第90回三重県臨床整形外科医会
加藤　勝也　Tel.052-733-8112
大正富山医薬品㈱名古屋支店
三重第一営業所

11／13（火） 20:00 1単位 （東京）
第10回城北関節炎・RA・OA・AS
談話会
岡井　友岳　Tel.03-5322-6000
武田薬品工業㈱新宿営業所

11／14（水） 20:00 1単位 （東京）
第22回城北リウマチ研究会
中澤　信　Tel.03-5950-1121
科研製薬㈱東京支店中央営業所

11／15（木） 19:30 1単位 （高知）
高知県静脈血栓塞栓症研究会
西垣　祐也　Tel.080-1147-0446
グラクソ・スミスクライン㈱四国支店
西部中枢神経ファーマ課

11／16（金） 19:30 1単位 （静岡）
静岡県東部関節疾患セミナー
内藤　聖人　Tel.055-948-3111
順天堂大学医学部付属静岡病院

11／16（金） 19:30 1単位 （福岡）
第10回久留米リウマチ懇話会
平田　真生　Tel.092-411-0119
参天製薬㈱

11／16（金） 19:30 1単位 （千葉）
東葛南部リウマチ研究会　
縄田　泰史　Tel.047-473-1281
千葉県済生会習志野病院リウマチ膠原
病アレルギー科

11／16（金） 19:50 1単位 （東京）
第6回大田・川崎リウマチ懇話会
山口　雅孝　Tel.03-3745-6151
祐徳薬品工業㈱東京支店医専営業部

11／16（金） 20:00 1単位 （福井）
第3回腎と免疫くずりゅうセミナー研
究会　
馬場　昭彦　Tel.0776-25-2375
旭化成ファーマ㈱福井営業所

11／17（土）17:15 2講演で1単位（大阪）
免疫プラザ 2007
阿部　英孝　Tel. 06-6231-0854
旭化成ファーマ㈱

11／17（土） 16:15 1単位 （奈良）
第17回RA症例検討会　
正井　隆夫　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱

11／17（土） 17:00 1単位 （愛知）
第55回東海関節外科研究会
岩澤　伸裕　Tel.052-201-3341
第日本住友製薬㈱名古屋支店

11／17（土） 17:00 1単位 （京都）
第5回中丹リウマチ研究会
牧　陽一　Tel.0773-23-4881
牧整形外科医院

11／17（土） 17:00 2単位（鹿児島）
第15回鹿児島リウマチ医の会　
山下　浩司　Tel.092-411-0119
参天製薬㈱

11／17（土） 17:30 1単位 （静岡）
浜松オルトス勉強会
宮本　繁仁　Tel.053-469-5588
みやもと医院

11／17（土） 18:15 1単位 （大阪）
第2回近畿大学病診連携リウマチ研究会　
菊池　啓　Tel.072-299-1120
近畿大学堺病院　整形外科

11／17（土） 18:30 1単位 （千葉）
第10回リウマチ薬物治療研究会　
霜村　信幸　Tel.043-231-6221
田辺三菱製薬㈱千葉第一営業所

11／17（土） 18:40 2単位 （群馬）
群馬リウマチ関節外科研究会　
井上　博　Tel.027-322-3660
井上病院

11／17（土） 18:30 2単位 （広島）
第148回広島臨床整形外科医会研修講
演会　
原田　英男　Tel.082-870-5555
原田リハビリ整形外科

11／18（日） 10:00 1単位 （福井）
関節外科懇話会
伊豆蔵　寿弥　Tel.076-223-5261
日本ストライカー㈱金沢事業所

11／21（水） 19:30 1単位 （長崎）
第14回長崎大腿骨頸部骨折研究会　
薮内　賢一　Tel.095-848-7601
旭化成ファーマ㈱

11／22（木） 18:30 2単位 （島根）
第4回島根東部リウマチセミナー　
柿丸　裕之　Tel.0853-20-2241
島根大学　整形外科

11／22（木） 19:00 1単位（北海道）
第45回新札幌整形外科懇話会
豊田　悟之　Tel.011-222-2751
科研製薬㈱

11／22（木） 19:00 2単位 （兵庫）
第13回阪神リウマチセミナー
福西　成男　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学　整形外科

11／22（木） 19:30 1単位 （東京）
第13回大田区リウマチ・膠原病研究会
坂本　百合子　Tel.03-3762-4151
東邦大学　整形外科

11／22（木） 19:30 1単位 （山口）
第44回山口県リウマチ、膠原病（YRC）
研究会
村田　育彦　Tel.0836-35-2112
大日本住友製薬㈱宇部営業所

11／22（木） 19:30 1単位 （新潟）
第6回新潟運動器QOL研究会
遠藤　直人　Tel.025-227-2272
新潟大学　整形外科

11／22（木） 19:30 1単位 （千葉）
第9回南総リウマチ研究会　
日高　雄二　Tel.0470-99-2211
亀田総合病院リウマチ膠原病内科

11／22（木） 20:00 1単位 （大分）
第86回大分県リウマチ懇話会　
本田　慎二　Tel.090-4030-8678
参天製薬㈱大分医薬チームオフィス

11／24（土） 16:30 2単位（神奈川）
第57回神奈川リウマチ医会　
森島　紀子　Tel.045-974-6365
昭和大学藤が丘病院　整形外科

11／24（土） 13:00 1単位 （徳島）
11／25（日） 10:00 1単位
第40回中国・四国整形外科学会
西村　知夏　Tel.06-6348-1391
㈱ジェイコムコンベンション事業本部

11／24（土） 12:00 1単位 （徳島）
11／25（日） 12:00 1単位
第40回中国･四国整形外科学会ランチョンセミナー
西村　知夏　Tel.06-6348-1391
㈱ジェイコムコンベンション事業本部

11／27（火） 19:30 1単位 （福岡）
第2回筑豊膠原病研究会　
泰　保雄　Tel.092-411-0119
参天製薬㈱リウマチ営業グループ　福
岡担当

11／28（水） 19:00 2単位 （千葉）
骨粗鬆症 Lecture Meeting in 千葉
松本　英和　Tel.043-245-0721
万有製薬㈱

11／29（木） 19:00 1単位 （大分）
第15回大分人工関節研究会
津村　弘　Tel.097-586-5872
大分大学

11／29（木） 19:00 1単位 （鳥取）
第6回鳥取県東部リウマチ膠原病研究会
大谷　明弘　Tel.082-246-7536
ワイス㈱中四国支店

11／29（木） 19:00 1単位（神奈川）
第36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

11／29（木） 19:30 1単位 （愛知）
第103回愛知リウマチアーベント
山田　治基　Tel.0562-93-2169
藤田保健衛生大学整形外科学

11／29（木） 19:30 1単位（神奈川）
第3回藤沢リウマチネットワーク講演会　
山口　由華子　Tel.045-830-5921
田辺三菱製薬㈱横浜支店横浜南営業所

11／30（金） 19:00 1単位 （千葉）
第22回柏市整形外科医会　
小笠原　弘樹　Tel.043-225-7412
日本臓器製薬㈱

11／30（金） 19:30 1単位 （新潟）
新潟疼痛フォーラム2007
遠藤　直人　Tel.025-227-2272
新潟大学　整形外科

12／5（水） 20:00 1単位 （埼玉）
北足立郡市整形外科医会
坪山　壽郎　Tel.048-548-0052
坪山整形外科

12／6（木） 19:00 1単位 （福岡）
第61回北九州・筑豊リウマチ懇話会　
斎藤　和義　Tel.093-903-1611
産業医科大学第一内科

12／6（木） 19:00 1単位（北海道）
三木会学術講演会　
研谷　智　Tel.0166-68-2511
旭川医科大学整形外科学教室

12／6（木） 19:00 1単位 （大阪）
第6回臨床リウマチupdate
甲斐　吉浩　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱

12／6（木） 19:10 1単位 （鳥取）
第31回山陰骨代謝研究会
萩野　浩　Tel.0859-38-6862
鳥取大学附属病院リハビリテーション
部

12／8（土） 16:30 1単位 （大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会（188回）
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815
長谷川整形外科医院

12／8（土） 17:00 1単位 （大阪）
中之島シンポジウム炎症性腰痛　
井手尾　健太　Tel. 06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部リウマチマーケ
ティングチーム

12／8（土） 14:15 1単位 （大阪）
12／9（日） 9:50 1単位
第19回中之島リウマチセミナー
中川　恵子　Tel.06-6371-9921
行岡病院

12／16（日） 14:00 1単位 （愛知）
第5回東海小児整形外科研修会
和田　郁雄　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学大学院整形外科

12／22（土） 15:00 2単位 （東京）
運動器疾患/骨・関節フォーラム東京会場
横田　秀夫　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビュー社　

10／17（水） 19:30 1単位 （東京）
第10回東京リウマチ膠原病研究会　
小久保　和也　Tel.03-3829-3171
旭化成ファーマ㈱

10／13（土） 17:30 2単位 （大阪）
OR会　
三倉　民也　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱

10／13（土） 16:00 1単位 （東京）
第7回城東RAカンファレンス　
青砥　正道　Tel.03-3230-6729
田辺三菱製薬㈱製品育成部レミケード
グループ東京第一エリア

10／17（水） 20:10 1単位 （埼玉）
第3回さいたまサイトカイン研究会
日和　靖博　Tel.03-6420-6106
ワイス㈱　関東甲信越支店

11／9（金） 11:50 1単位 （東京）
第35回日本リウマチ･関節外科学会ラ
ンチョンセミナー
坂本　百合子　Tel. 03-3762-4151
東邦大学整形外科

11／9（金） 18:00 1単位 （東京）
第35回日本リウマチ･関節外科学会イ
ブニングセミナー
坂本　百合子　Tel. 03-3762-4151
東邦大学整形外科

11／ 9（金） 13:00 2単位 （東京）
11／10（土） 13:50 2単位
第35回日本リウマチ･関節外科学会
坂本　百合子　Tel. 03-3762-4151
東邦大学整形外科

11／10（土）8:00  10:50  各1単位（東京）
第35回日本リウマチ･関節外科学会モ
ーニングセミナー
坂本　百合子　Tel. 03-3762-4151
東邦大学整形外科

10／25（木） 19:30 1単位 （埼玉）
第14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

10／26（金） 19:00 1単位 （大分）
第22回二豊整形外科フォーラム　
佐々木　誠人　Tel.0979-24-0464
川嶌整形外科病院

10／26（金） 20:00 1単位（埼玉）
第3回埼玉東部リウマチフォーラム　
木田　一成　Tel.048-975-0321
順天堂越谷病院　内科

10／27（土） 18:00 1単位 （大阪）
第9回近畿小児リウマチ・膠原病研究会
山本　順一　Tel.06-6321-0854
旭化成ファーマ㈱

10／19（金） 19:00 1単位 （沖縄）
中部地区リウマチネットワーク　
小林　和也　Tel.098-866-4568
武田薬品工業㈱

10／18（木） 18:45 1単位 （香川）
第9回香川整形外科セミナー　
山本　哲司　Tel.087-891-2195
香川大学　整形外科

10／18（木） 19:15 1単位 （新潟）
新潟骨粗鬆症治療最前線　
遠藤　直人　Tel.025-227-2272
新潟大学　整形外科

11／10（土） 12:00 1単位 （東京）
第35回日本リウマチ･関節外科学会ラ
ンチョンセミナー
坂本　百合子　Tel. 03-3762-4151
東邦大学整形外科

11／10（土） 17:00 2単位 （熊本）
運動器疾患/骨・関節フォラーム熊本
会場
横田　秀夫　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビュー社

11／10（土） 18:00 1単位 （長野）
第43回信州リウマチ膠原病懇談会
山崎　秀　Tel.0263-33-0385
抱生会丸の内病院　リウマチ科

10／27（土） 15:05 2単位 （東京）
第9回ステロイド治療研究会　
大島　久二　Tel.03-3411-0111
国立病院機構　東京医療センター

10／27（土） 16:00 2単位（東京）
第30回東京都リウマチ膠原病懇話会　
村上　勝　Tel.03-3517-2581
参天製薬㈱

10／27（土） 16:25 2単位 （東京）
第40回多摩リウマチ研究会
中林　公正　Tel.0422-47-5512
杏林大学第一内科多摩リウマチ研究会

この研修会は医師のみを対象に
開かれています。
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編集担当の小生は，中越大地震の

時，来院した患者さんに聞き取り調査

を実施した。地震後関節痛が出現して

プレドニンを飲んでいないことに気づ

いた人，薬がないために飲まなかった

人がいたが，いずれも3日以内だった。

台所の食器棚に薬を整理して置いてい

た患者さんが，余震の続くなか大きな

袋を持ってたいせつな薬を取りに突入

した。必死にかき集めた薬よりガラス

片のほうが多かったと笑って話したの

が印象的だった。約半数の患者さんは

避難所暮らしか，車中泊の不便な暮ら

しを強いられていた。下肢人工置換を

受けた患者さんで，車中泊を続けた人

は，一時歩けなくなっていた。予約リ

ストにあるRA患者さんが来院しない

場合は，こちらから連絡を試みた。予

定入院患者さんへは手術の延期をお願

いする連絡を入れた。しかし，多くの

住民が避難所暮らしをしている地域で

は連絡がとれないことが多かった。患

者さんから連絡が入るのを待って対応

するしかなかった。

中越大地震の後，財団の特別委員会

に呼ばれて，次のような提言をさせて

いただいた。①災害時に医療機関から

個々のRA患者さんに連絡をとること

はむずかしいので，患者さんの方から

連絡を入れ相談するように周知させ

る。②薬に関しては、災害時に備えて

常に7日分余分に処方しておく。③日

本の避難所は簡易ベッドが並ぶ欧米の

それとは異なり，床にマットや布団で

ある。普段ベッドで生活しているRA

患者さんを含めた障害者にとっては苦

痛の連続となるので，組み立て式の簡

易ベッドを備蓄してほしい。④エコノ

ミークラス症候群の予防（特に車中泊

を避ける）に関して啓蒙が必要である。

その後，厚生労働省も加わった大規

模災害時におけるRA患者さんの支援

のあり方について検討会がもたれ，

「災害時RA患者支援事業」が立ち上

げ，患者さんの方から連絡をとっても

らう防災教育の方向性が少しずつみえ

てきた。今までの教訓を生かして，一

歩一歩進むことを望む。 （羽生忠正）

羽生忠正　長岡赤十字病院リウマチ科整形外科部長

森本幾夫　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
山村昌弘　愛知医科大学医学部リウマチ科教授

委員長：後藤　眞　桐蔭横浜大学医用工学部臨床工学科不老科学・加齢制御学部門教授
岡田正人　聖路加国際病院アレルギー膠原病科　副医長
仲村一郎　湯河原厚生年金病院リウマチ科部長

【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】

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

【症例】52歳，男性
数ヵ月前から手足の疼痛とこわばりがある。

第21問

第20問　
【症例】29歳，女性

前 回

症例2

両手正面

症例3

【解説】4歳で全身型で発症し，その後多関節型に
移行した症例である。全体に骨吸収変化が強く，

特に左手関節では近位手根骨は完全に消失してい

る。一方右手関節の手根骨は一塊となって強直し

ている。同様変化は関節リウマチ（RA）でもみら

れるが，本症例では指節骨に比べ中手骨，尺骨，

橈骨の遠位が異常に細く強い成長障害がうかがえ

る。同じ成人RA型でも発症時期，罹病期間によっ

てさまざまな像を呈する（症例2，3）。

第20問
解 答

若年性関節リウマチ

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

事務局だより

財団では，平成20年度登録医を募集
しています。いつでもどこでもリウマチ
の専門医に診てほしいという患者さんの
声に応えるため，リウマチ診療に携わる
医師はぜひ登録をお願い致します。申請
書類をお送りいたしますので，ご希望の
旨事務局にお知らせください。
なお，申請期間は平成20年1月1日か

ら3月31日までであり，審査後登録致し
ます。

■登録要件
1. 5年以上リウマチ診療に従事してい
る医師（平成15年3月31日までの医
師免許取得者）

2. リウマチ診療患者名簿40例あり（含
RA3例以上）

3. リウマチ教育研修単位20単位あり
（直近5年間の財団の証明書によるもの）

下記年度にリウマチ登録医になられた
方は，平成20年度，資格更新者に該当
いたしますので，更新の条件により研修
単位取得等をお心掛けください。
なお，更新申請書類は11月頃にお送

り致します。
◎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，平成14年
度，平成17年度の登録医

リウマチ登録医募集

リウマチ登録医の資格更新

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）を同封のうえ申込先
へ申込み下さい。
〔 研 修 単 位 〕登録医教育研修単位　有

地区名� 開催日�

平成20年3月1日�
（土）�

開催場所� 世話人・申込先�

金沢医科大学血液免疫制御学��
梅原　久範　教授�

北海道・�
東北�

11月18日�
（日）�

佐川昭リウマチクリニック��
佐川　昭　院長�

東海・�
北陸�

12月8日�
（土）�

松原メイフラワー病院��
松原　司　院長�

10月27日�
（土）�

10月20日�
（土）�

松山市��
愛媛県民文化会館�

神戸市�
ラッセホール�

金沢市�

大分市�
大分県医師会館�

松山一番町クリニック��
山本　純己　顧問�

九州�
国立病院機構別府医療センター ��
リウマチ膠原病センター�
安田　正之　センター長�

札幌市��
ウェルシティ札幌��
厚生年金会館�

中国・�
四国�

近畿�

平成19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
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