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久理事長は，20年目となる本年

の講演会では，第1回の講演会のテー

マと同じリウマチの薬物療法について

この20年の進歩を踏まえ川合先生に

特別講演いただくと紹介した。また，

最近の活動として，災害時の患者さん

支援体制の充実を図るため昨年9月に

災害時のリウマチ患者支援事業をスタ

ートさせたことと，本年の診療報酬改

定で自己注射の条件緩和の実現に成功

したことを紹介した。

次のページに続きます。

―リウマチ患者さんへの支援―

局長挨拶を代読される梅田珠実氏
厚生労働省健康局疾病対策課課長

挨拶する 久理事長 感謝状を贈呈されたプロゴルファーの宮本勝昌氏

同じく感謝状を贈呈された工藤厚氏
（府中医王病院　整形外科）

厚生労働大臣感謝状を贈呈されるお二人

久史麿 氏
日本リウマチ財団 理事長

西山正徳 氏
厚生労働省 健康局長

挨 拶
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（財）日本リウマチ財団　平成19年度事業報告（1）

賞を除く）を行った。ワイス国際賞の受賞
者は欠席，DVDによる記念講演となった。

2 普及啓発事業
（1）平成19年度リウマチ月間用ポスターの

印刷・配布
制作数：リウマチ月間10,800部，リウ
マチ月間リウマチ講演会5,500部
配布先：保健所，市町村保健センター，
医療機関，患者団体等

（2）平成19年度リウマチ月間リウマチ講演
会の開催
リウマチ性疾患に関する正しい知識を一
般に普及するとともに，リウマチ性疾患の
制圧を推進するための啓発運動の一環とし
て実施した。
日時　平成19年5月31日（木）
午後1時～4時
会場　丸ビルホール　
東京都千代田区丸の内 2-4-1
後援　厚生労働省　日本医師会　日本
リウマチ学会
参加者　　300人

（3）機関紙「日本リウマチ財団ニュース」
の発行
名　称：「日本リウマチ財団ニュース」

第82～87号（4色刷り，12頁）
部　数：各5,500部
配布先：賛助会員，登録医等，リウマチ

友の会，厚生労働省，都道府県，
報道機関等

（3）日本ワイス・国際賞の平成18年度（第6
回）の授与と平成19年度（第7回）授
賞者の選定　
国際的にリウマチ性疾患及び関連疾患の
予防，原因究明，治療方法の進歩，確立等
に著しく貢献していると認めた研究を顕
彰･助成することを目的とする日本ワイス
国際賞の受賞者に対し，次のとおり賞金総
額500万円を交付した。
受賞者 ラビンダーメイニー教授　

英国ロンドン大学インペリアル
カレッジ
マークフェルドマン教授　
英国ロンドン大学インペリアル
カレッジ

研究業績　 関節リウマチ並びに関連疾
患に対する抗TNF療法の発見
また，平成19年度（第7回）授賞者の選
考を行った。（授賞候補者5人）
（4）平成19年度（第10回）「日本リウマチ

財団柏崎リウマチ教育賞」の授賞
リウマチ性疾患に関する医学教育を通

じ，リウマチ学の進歩・発展に著しく貢献
のあった者を顕彰･助成することを目的と
する「柏崎リウマチ教育賞」の授賞を行った。
受賞者　吉野槇一
日本医科大学名誉教授
賞金　100万円

（2）から（4）の各賞については，平成19年
4月18日に，ホテルニューオータニにおいて，
受賞者他，関係者が出席し，記者発表，授賞
式，受賞者の記念講演（柏崎リウマチ医学

1 調査・研究事業
調査研究事業については，前年度に引き
続きリウマチ性疾患の病因，治療，予防，
疫学等に関する広範な調査・研究の助成及
びリウマチ薬の有用性の評価をするための
臨床研究等を行った。
（1）リウマチに関する調査・研究の助成

リウマチ性疾患の病因，治療，予防，
疫学等に関する調査研究について11件
（うち1件は三浦記念リウマチ学術研究
賞），について各100万円の助成を行っ
た。（申請件数 34件）

（2）3医学賞の平成19年度の授与と平成20
年度授賞者の募集･選定
リウマチ学の発展・進歩に大きく寄与

する独創的な研究を顕彰し，その継続
を助成することを目的とする「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」の
授賞者各1名に対し，賞金各300万円を
交付した。平成19年度の受賞者は次の
とおりである。
①ノバルティス・リウマチ医学賞
受賞者　能勢眞人
愛媛大学大学院医学系研究科教授　
研究課題　膠原病の病像多様性のポリ
ジーンネットワーク　　
②アボットジャパン・リウマチ性疾患
臨床医学賞

受賞者　桑名正隆　
慶應義塾大学医学部内科准教授
研究課題　強皮症の病態解析と新規治
療戦略の確立
③ツムラ・骨関節臨床医学賞
受賞者　安井夏生　
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエン
ス研究部運動機能外科学教授
研究課題　新規関節リウマチ疾患感受
性遺伝子Sec8L1の機能解析
また，平成20年度のこれら各賞について，
募集の告知を行い，次のとおり応募申請が
あった。
ノバルティス・リウマチ医学賞　5人
アボットジャパン・リウマチ性疾患臨床医
学賞 4人
ツムラ・骨関節臨床医学賞　5人

89号の主な内容
● 平成20年度リウマチ月間

リウマチ講演会

● 平成19年度事業報告

● 第48回（社）日本リウマチ友の会　

全国大会より

● ACRリコメンデイション速報

● 連載リウマチ診療のコツ　

内科医の場合

Contents

次のページ下段に続きます。

今年の『リウマチ月間リウマチ講演会』は，梅雨の晴れ間の6月6日，

例年通り東京丸の内で多くの患者さん・家族のご出席を頂いて開催された。

なお本年は，厚生労働大臣感謝状の贈呈式が，講演に先立ち行われた。

開催日 平成20年6月6日（金曜）
場　所 丸ビルホール［東京都千代田区］
主　催 財団法人日本リウマチ財団
後　援 厚生労働省 日本医師会　日本リウマチ学会　日本リウマチ友の会
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次いで，厚生労働省健康局疾病対策

課長の梅田氏が局長挨拶を代読し，リ

ウマチに関する知識の普及啓発活動推

進に対する関係者の尽力へのお礼とと

もに，厚労省として今後もリウマチの

疫学，病態解明，治療法開発に関する

研究を進めていくにあたっての対策推

進について支援の呼びかけが述べられ

た。

その後，梅田課長より，昨年度寄

付された方のうち，多額の寄付をされ

たお2人に厚生労働大臣の感謝状の贈

呈が行なわれた。

リウマチ薬物療法が専門の川合氏

は，治療薬の歴史的な変遷から，現在

主に用いられる抗リウマチ薬に焦点を

当てて解説した。

まず，リウマチの薬物治療は近年

大きく変化したこと，すなわち従来の

NSAID，ステロイドなどに代わり，

唯一，免疫異常，炎症反応，関節の障

害すべてに有効な抗リウマチ薬が薬物

療法の主流となったことを紹介した。

現在は，免疫抑制薬methotrexate

（以下MTX）が治療の中心であり，

十分にコントロールされる症例では葉

酸の投与などにより副作用の低減を図

りつつ，疾患進行を遅らせることも可

能という。副作用に関しては，FK506

（Prograf®）はMTXよりも骨髄抑制

が少ないなど，薬剤ごとに特徴がある

と述べ，さらに，薬剤変更により効果

がみられた症例を紹介した。

近年盛んに開発が行われている生

物学的製剤に関しては，本年4月にも

いくつか承認され，今後の積極的な治

療は，これらを欠いては進められない

であろうと述べた。現在使用されてい

る 生 物 学 的 製 剤 i n f l i x i m a b

（Remicade®），etanercept（Enbrel®）

は，TNF（腫瘍壊死因子）αという

タンパク質を中和して炎症を抑えるも

のである。リウマチの発症機序は完全

に解明されているものではないが，局

所でのこうしたタンパク質（炎症性サ

イトカイン）の増加や，こうしたタン

パク質の1種を阻害することで疾患進

行を遅らせられるとの臨床でのエビデ

ンスに基づいて，治療標的とされてい

ると解説した。薬剤選択にあたっては，

用法・用量や副作用，患者さんの状態

や希望を聞いて決定しているとのこと

で，主治医との十分な意思疎通の重要

性を強調した。

さらに，インターロイキンやB細胞

（抗体産生細胞）を標的とした生物学

的製剤が，現在開発中，または海外で

すでに承認されていること，また，抗

骨粗鬆症薬のリウマチ性局所性骨粗鬆

症抑制効果が報告されていることを紹

介し，今後，こうした薬剤の承認によ

り治療の選択肢が広がる可能性がある

と述べた。

リウマチに関するオーダーメード

治療についてのフロアからの質問に対

しては，リウマチは遺伝病ではなく多

因子が関与する疾患のため遺伝子では

発症の確率しかわからないが，副作用

に関しては遺伝子との関連がみられる

ため，そのコントロールに遺伝子情報

が利用できるであろうと答えられた。

開始にあたり，座長の狩野 氏より，

近年の治療の進歩により，リウマチは症

状の緩和のみならず，ほぼ寛解の状態と

することも可能となったが，副作用の問

題や高額な薬価など，患者さんの負担が

大きいため，それらに対する支援を含め

て討論したいとの発言があった。

長谷川氏は，1960年に発足以来，

同会が5年ごとに公表しているリウマ

チ白書と，過日行われた第48回大会

決議を元に，リウマチ患者さんの要望

を挙げた。

患者さんはまず，病気に関する正

しい知識・情報を欲しており，同会も

会合や会誌などで正しい知識・情報の

普及に努めているが，それは，自身の

疾患を知ってコントロールしたり自身

で医療・福祉を選択したりする「患者

力」が重要と考えられるためという。

患者さんからは，同会を通じての同じ

病気の患者さんとの交流を喜ぶ声や，

今後も医療の進歩に合わせた新しい情

報を望む声があるとのことである。

患者さんからの要望・問題点とし

ては，専門医が近くにおらず早期診

断・早期治療が難しい，有効性・安全

性の認められた薬剤の早期承認，リウ

マチに対する社会の理解の不足，介護

保険制度や自立支援法など制度に関す

る問題，医療費の問題（特定疾患でな

いため高額な薬価，診療報酬改定によ

る自己負担増加）など，医療環境・日

常生活で必要な支援が挙げられている

と紹介した。

最後に，リウマチの医療が大きく

変化し，治癒の可能性も見えてきた今，

早期に適切な治療を受け，病気で左右

されずに一生を終えられる時代が来る

ことを願って，患者さんが医師とのよ

い信頼関係の中で治療を継続し，必要

特別講演の演者　川合眞一氏　
東邦大学医療センター大森病院膠原病科教授

シンポジスト　長谷川三枝子氏
（社）日本リウマチ友の会会長

西岡久寿樹 氏
聖マリアンナ医科大学難病治療研究
センター長

狩野庄吾 氏
自治医科大学 名誉教授
座 長

座 長

「リウマチ患者が望む支援」

長谷川三枝子 氏
（社）日本リウマチ友の会 会長

「リウマチ患者さんへの支援」

シンポジウム

「リウマチの最新薬物療法」

川合眞一 氏
東邦大学医療センター大森病院
膠原病科 教授

特別講演

厚生労働大臣感謝状について

財団法人日本リウマチ財団のリウマチ

制圧に関する事業にご理解を賜り，多額

の私財を寄付された方の崇高な行為を称

え，感謝の意を表すために，厚生労働大

臣の感謝状を贈呈するものである。今回

感謝状を贈呈された工藤　厚 氏は，日本

医科大学卒業後，当財団のリウマチ登録

医として長年リウマチ患者さんの治療に

当たってこられました。宮本　勝昌 氏は

大学時代に「日本アマチュアゴルフ選手

権」で優勝後プロに転向，プロでも幾度か

優勝経験のある現役プロゴルファーです。

（財）日本リウマチ財団　平成19年度事業報告（1）

し，9月1日より「災害時リウマチ患
者支援事業」を開始する旨8月28日
関係者へ通知した。（9月1日現在支
援協力医療機関数　519病院　　登
録医数　644名）

3．支援事業の開始に伴い，「災害時リ
ウマチ患者支援検討会」を発展的解
消し，「災害時リウマチ患者支援事
業推進委員会」として9月1日発足
した。

4．幹事災害時支援協力医療機関を募集
選定し，平成19年12月15日に打合
せ会議を開催した。

5．リウマチ患者支援カード及び同付録
を作成し，支援協力医療機関経由で
患者へ届け，カードによる情報提供
を依頼した。（平成20年3月31日）

①災害時リウマチ患者支援検討会（委
員長　山本純己　一番町リウマチク
リニック）において，災害時におけ
るリウマチ患者の支援体制の構築を
検討した。
②災害時リウマチ患者支援事業推進委
員会（委員長 一番町リウマチクリニ
ック） において，事業を推進した。
また，幹事災害時支援協力医療機関
打合会議を開催した。

6 法人賛助会員との懇談会を開催
12月4日経団連会館において法人賛助会
員との懇談会を開催した。

は，当財団と日本リウマチ学会との共
同で作成することとし，打合せ会を実
施した。

4 登録医等養成事業　
①登録医審査委員会（委員長　腰野富久
横浜市立大学名誉教授）において，平成
19年度新規登録医の審査登録と登録医更
新者の審査更新及び平成20年度の新規登
録医と登録医更新の申請受付を行った。
②登録医名簿の発行
名　　称：財団法人日本リウマチ財団登録

医名簿（平成19年8月1日現在）
登録医数　3,793名
部　　数：全国版4,200部，地区別150

～400部
配布先：登録医，保健所，市町村保健

センター，患者団体，希望す
る患者等

5 災害時リウマチ患者支援事業
災害時リウマチ患者支援事業については
次の通り実施した。
1．災害時リウマチ患者支援検討会にお
ける検討結果として「災害時リウマ
チ患者支援事業実施要綱」を制定し，
各医療機関の長宛平成19年6月末ま
でに，本事業への参画登録を要請し
関係者に対して通知した。（4月10日
要綱制定，4月12日関係者へ通知）

2．事業への参画を申し出た医療機関に
ついて支援医療協力機関台帳を作成

（4）リウマチ情報センターの運営
医療情報委員会（委員長　高林克日己

千葉大学医療情報部教授）において，イン
ターネットホームページによる情報の提供
を実施した。
プロバイダー　富士通インターネット
サービス
サーバー　財団法人健康・体力づくり事
業財団の都合により無料での提供が11
月20日で完了したことに伴い，財団独
自にスターティア株式会社と契約した。
［ホームページアドレス］
http://www.rheuma-net.or.jp/
［電子メールアドレス］
inform@rheuma-net.or.jp
平成19年度中訪問数　866,485件

（5）医療保険委員会（委員長 井上 博 井上
病院理事長）においてリウマチ医療診
療報酬上の問題点を調査，検討し，厚
生労働省へ要望書および疑義解釈を提
出した。

3 教育研修事業　
（1）教育研修委員会（委員長　山本一彦

東京大学教授）において，リウマチ登
録医を対象に中央研修会のほかに6地区
の教育研修会を実施，参加者数延べ545
人であった。

（2）リウマチ医（登録医）の会の開催　
「都道府県リウマチ登録医の会の指定
について（平成3年運営委員会決定）」
に基づき，リウマチ登録医等リウマチ

診療医を対象に研究及び研修を実施し
た。

（3）財団主催以外の教育研修会についても，
一定の条件の下に審査のうえ，単位の
認定を行った。平成19年度認定件数は
571件である。

（4）若い優れたリウマチ専攻医を海外に研
修のため派遣した。
派遣人員；米国　7人，欧州　2人　計9人
奨学金；各人60万円

（5）日欧リウマチ外科交換派遣医制度（代
表世話人 越智隆弘 大阪警察病院院長）
に基づき欧州へ2名研修医を派遣した。

（6）リウマチのトータルマネジメント推進
のためケア研修会及びケアフォーラム
を開催した。
①リウマチのケア研究委員会（委員長
山本純己　一番町リウマチクリニッ
ク）において，保健，医療，介護，
福祉，行政等に従事する者を対象に
全国6地区でリウマチのケア研修会を
開催，参加者数延べ675人であった。
②RAトータルマネジメント研究会（委
員長　山本純己　一番町リウマチク
リニック）と共催し，各地区のリウ
マチのケア研究活動の成果に関し，
RAトータルマネジメントフォーラム
を開催した。

（7）e‐ラーニング教材として線維筋痛症を
製作（監修委員長 西岡久寿樹 聖マリア
ンナ医科大学難病治療研究センター）

（8）リウマチ基本テキストの改訂について
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な人が必要な制度を使えるよう，リウ

マチ患者の療養環境整備に努力してい

くための支援を呼びかけて，講演を結

んだ。

佐川氏は，リウマチ患者さんが人

間らしい日常を生きるために福祉制度

はあるとし，こうした制度に関する知

識が必要と述べ，制度の概要と自身の

実践について報告した。

現在，リウマチ患者さんが利用で

きる支援制度には，介護保険，障害者

自立支援法，難病患者等居宅生活支援

事業のほかに障害年金がある。40歳

以上が対象の介護保険は，サービス内

容や自身の希望を主治医と相談の上，

申請すべきと述べた。障害者自立支援

法は障害者手帳所持者が対象であり，

手帳があれば医療費給付の他，補装具

や更正医療（股関節手術など）の補助

もあるため，一定の障害があれば取得

すべきであろうと述べた。自身の患者

さんでは41%が手帳所持者という。難

病患者等居宅生活支援事業は，介護保

険，障害者自立支援法対象外の患者さ

んの所得や年齢に応じて医療費自己負

担の軽減を図る制度である。

このようにさまざまな支援がある

ものの，現状では完全ではないと語り，

リウマチの場合は特に高額の治療薬が

負担となり，例えばリウマチは特定疾

患ではなく（悪性関節リウマチのみで

数%），早期診断しても高額な薬剤の

投与が経済上難しい場合があるが，補

助があればこうした薬剤を使用でき，

障害者受給の必要がなくなる患者さん

も多いであろうと述べた。自身の患者

さんでは，生物学的製剤導入時に，経

済的負担の問題も含めて説明し，負担

のかからない方法を探るそうである。

最後に，篠原佳年氏の「薬にばか

り頼らず前向きの姿勢が大事」という

言葉で講演を締めくくった。

近藤氏は，在宅でのリハビリの内

容，装具，日常生活上の注意などを自

身の実践を踏まえ紹介した。

炎症や長期罹患の関節は動かさず

安静とすべきため，リハビリ前には

必ず関節の評価を受けた上で，必要

な運動を指示してもらうべきである

という。リハビリの際には，目標を

設定し，日常生活で重要な可動域を

考えた運動を行うべきで，例えばひ

じは曲げ動作，肩は挙上，手首は外

開き動作，下肢は歩行が基本であり，

首，手首，足首はサポーターやテー

ピングなどで固定すべきとの持論を

披露した。

推奨できる運動として，リウマチ

体操，ストレッチ，平地のウォーキン

グ，プール歩行，太極拳などゆっくり

した運動を挙げ，翌日に疲れが残らな

い程度とすべきと述べた。してはいけ

ない運動についても，主治医のチェッ

クが必要とも述べた。

外来では，固い枕の使用や，反対

側の手を添えるなど実際の生活での注

意点の他，変形や痛みに対し患者さん

に合わせた多様な補装具や固定用具

（サポーターなど）の利用，また，関

節注射が初期に有効であり積極的に用

いていることを報告した。最後に，リ

ウマチを悪化させないための日常生活

の注意点として，関節の保護と上下肢

の負担軽減，体調管理，ストレス軽減

の3点を挙げた。

シンポジスト　近藤正一氏　
近藤リウマチ・整形クリニック院長

シンポジスト　佐川　昭氏　
佐川昭リウマチクリニック院長

佐川　昭 氏
佐川昭リウマチクリニック 院長

近藤正一 氏
近藤リウマチ・整形外科クリニック
院長

「リウマチの
リハビリテーション」「上手な制度の利用と

治療の進め方」

平成20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

当財団では，リウマチのケア研修会を下記のように開催する予定です。

医師，薬剤師，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

え申込先へお申込み下さい。

地区名� 開催日�

9月21日�
（日）�

開催場所� 世話人・申込先�

北海道・�
東北�

11月15日�
（土）�

国立病院機構西多賀病院�
リウマチ疾患研究センター�
齋藤 輝信 センター長�

東海・�
北陸�

10月11日�
（土）�

関東・�
甲信越�

12月7日�
（日）�

平成21年�
1月25日�
（日）�

平成21年�
2月8日�
（日）�

山口市�
・世話人�

・世話人�

・世話人�

・世話人�ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院��
坪井 声示 副院長�

〒420-8623　静岡市葵区北番町23番地�
JA静岡厚生連　静岡厚生病院　�
副院長　坪井声示�

・申込先�

・世話人�

・世話人�

和歌山市��
和歌山ビッグ愛�
ホエールズホール�

山口大学大学院��
田中 浩 准教授�

九州�
鶴田整形外科�
青柳 孝彦 診療部長�

鳥栖市�
メッセ鳥栖�

宇都宮市��
栃木県総合文化センター�

静岡市��
静岡労政会館�

仙台市��
斎藤報恩会館�

自治医科大学��
アレルギー膠原病学部門��
簑田 清次 教授�

中国・�
四国�

近畿�
大阪河　リハビリテーション大学��
上好 昭孝 学長�

平成20年度 リウマチのケア研修会 開催予定

平成20年度 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（宛先を記
入し，80円切手貼付）を同封のうえ申込先へお申込み下さい。
〔 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。
受講者には更新単位取得証明書（教育研修単位記載）をお渡しします。

中　央�
14単位�

東京都港区��
品川インターシティホール�

東京女子医科大学東医療センター��
井上 和彦 教授�
筑波大学大学院�
住田 孝之 教授�

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�

世話人�
�
�
�

申込先�

7月26日�
（土）�
7月27日�
（日）�

京都地区�
6単位�

京都市��
メルパルク京都�

8月3日�
（日）�

地区名� 開催日�開催場所� 世話人�

宮城地区�
6単位�

仙台市��
仙台国際センター�

福井地区�
6単位�

11月2日�
（日）�

福井市��
福井商工会議所�

国立病院機構あわら病院��
津谷 寛 病院長�

広島地区�
6単位�

8月24日�
（日）�

広島市��
ホテルグランヴィア広島�

神奈川地区�
6単位�

横浜市��
産業貿易センター��
横浜シンポジア�

9月7日�
（日）�

9月14日�
（日）�

京都府立医科大学大学院��
久保 俊一 教授�

〒602-8566�
京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465�
京都府立医科大学大学院医学研究科　�
運動器機能再生外科学�
徳永 大作  宛�

世話人�
�

申込先�

東広島記念病院広島リウマチ･�
膠原病センター��
山名 征三 病院長�

東広島記念病院リウマチ・膠原病センター　�
院長　山名 征三  宛�
〒739-0002　�
広島県東広島市西条町吉行2214番地�

世話人�
�
�

申込先�

東北大学大学院��
張替 秀郎 教授�

〒980-8574　�
宮城県仙台市青葉区星陵町1-1�
東北大学大学院医学系研究科　�
血液・免疫病学分野�
担当　石井 智徳�

世話人�
�

申込先�

横浜市立大学医学部整形外科��
齋藤 知行 教授�

〒236-0004�
横浜市金沢区福浦3-9�
TEL045-787-2800�
横浜市立大学医学部整形外科学�
齋藤 知行�

世話人�
�

申込先�

地区名� 開催日�開催場所� 世話人�

沖縄地区�
6単位�

（予定）�

宜野湾市��
沖縄コンベンションセンター�

10月12日�
（日）�

琉球大学医学部整形外科��
金谷 文則 教授�

 〒903-0215�

 沖縄県中頭郡西原町上原207�

 琉球大学医学部整形外科�

 池間　康成　�

世話人�
�

申込先�
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松田氏は，離島の多い鹿児島県と

いう地域の特殊性を踏まえ，リウマチ

の患者さんの正しい情報源について解

説した。

患者さん対象の調査では，最大の

情報源は主治医，次いで他の患者さん

という結果であったと報告，しかし，

自分の知りたい情報が得られるかどう

かは，いかに積極的に話を聞くかにか

かっていると述べた。従来は，院内教

室で患者さんに情報提供するととも

に，離島などに積極的に出かけて地域

の保健関係者にも情報を提供し啓発す

る活動を続けていたという。また，患

者さんが定期的に新しい情報を得るに

は友の会の会誌が非常に役立っている

と述べた。

地方では患者交流会等も少ないた

め，インターネットの普及を踏まえ，

リウマチ情報センターのサイトの利用

を推奨した。患者さん向けのQ&Aも

充実しており，知りたい項目の回答が

なければ質問もでき，製薬会社のリウ

マチ情報サイトへのリンクもあると紹

介した。ただし，インターネットは誰

でも利用できるわけではないことが依

然として問題であるとも述べた。

最後に，リウマチ発症への関与は

遺伝因子が2/3，環境因子が1/3と言

われているとおり，環境因子が重要で

あるが，そのうち，リウマチを悪化さ

せない食材や成分に関する情報（エビ

デンスに基づくもの）が記載されてい

る「健康食品のすべて」という書籍を

紹介し，講演を終えた。

平成7年の阪神・淡路大震災時に治

療を継続できなかった患者さんが多か

ったことから，災害時支援の必要性が

強く認識され，平成15年にリウマチ

財団で取り組みが始まった。山本氏は

この災害時の患者さん支援の取り組み

について紹介した。この活動は，厚生

労働省を始め，行政，製薬会社，友の

会，日本医師会などの団体の協力のも

とに行われているとのことである。

災害時のリウマチ患者さんの治療

継続上，主な問題点として，手持ちの

薬剤がないこと，かかりつけ医療機関

の機能停止や主治医との連絡不能，交

通手段の遮断の3つが挙げられると

し，こうした状況で治療を継続してい

くために昨年策定された災害時リウマ

チ患者支援実施要綱を紹介した。

それによると，患者さんが災害時

支援協力医療機関で治療を受けると登

録され，治療内容を記載した災害時支

援カードが交付される。財団，厚労省，

医療機関（幹事医療機関・協力医療機

関），友の会の間で情報を交換して，

患者さんの情報を把握しておく。カー

ド記載内容は登録医療機関と財団に保

存され，災害時には災害時支援協力医

療機関でこの情報を基に通常治療が継

続できるという。

このシステムが有効であるために

は，患者さんが支援医療機関に登録

することと，支援医療機関が増える

ことが必要と述べた。昨年12月10日

時点で全国538医療機関の医師685名

がネットワークに参加しているとい

う。患者さんの支援医療機関での受

診・登録，また，かかりつけ医療機関が

支援医療機関でない場合には参加のは

たらきかけを呼びかけ，講演を終えた。

シンポジストの講演後に，総合討論

に移った。最初に，支援制度に関して，

自治体によって身体障害者の認定や給

付率について地域差があるようだが，

という質問が投げかけられ，近藤氏は，

都道府県の財政状況に依存して地域差

があるようであり，それは福祉の一部

を地方に任せているために起こるので

はと回答した。

山本氏は，治療に熱心な医師の患

者さんはよい医療，よい支援を受けら

れるという印象があり，この状況はあ

る意味不公平なため，格差是正を目指

して財団もリウマチ学会も活動してい

ること，それにより行政の意識も高ま

りその自治体の支援レベルが上がるの

ではないかと述べた。

一方，infliximabの効果が大きいた

め，かえって活発に活動して症状が出

るという，従来では予想もつかなかっ

た例が討論され，リハビリテーション

に従来と逆の「動きすぎない」という

概念を取り入れる必要が示唆された。

健康食品に関しては，MTX服用中

は葉酸を含む健康食品摂取で薬効が低

下するなど，薬剤との相互作用がある

ため，主治医によく相談すべきとの発

言があった。

最後に，財団への要望を問われた

長谷川氏は，医療・福祉制度の地域差

是正，経済的支援，予後予測の診断基

準や重点治療の時期などを含めたガイ

ドラインの設立を挙げ，「2010年リウ

マチ制圧」も夢ではないだろうとの期

待を語った。

西岡 氏は生物学的製剤を使いこな

せる専門医の育成が急務であると述べ

て講演会を締めくくった。

松田剛正 氏
鹿児島赤十字病院 院長

山本純己 氏
日本リウマチ財団 災害時リウマチ
患者支援事業推進委員会 委員長
（松山）一番町リウマチクリニック顧問

「災害時のリウマチ患者さん
支援」

「よりよいリウマチ理解のための
情報収集」

総合討論

シンポジスト　松田剛正氏　
鹿児島赤十字病院院長

シンポジスト　山本純己氏　
日本リウマチ財団災害時リウマチ患者支援事業
推進委員会委員長一番町リウマチクリニック顧問

会場風景

医療保険委員会　委員長 井上　博

医療保険委員会より報告

エタネルセプトの在宅自己注射指導
管理料加算について〈補足説明〉

2008年5月号（No.88）の5項目，平

成20年度診療報酬改定の概要でご紹

介致しました「月の途中からの在宅自

己注射への切替は，月初めより開始し

ないと薬剤費そのものの算定もできな

いので注意が必要である。」に関しま

して，補足説明致します。

月の途中からの在宅自己注射への切

替に関しては，在宅自己注射指導管理

料・薬剤費の算定を認める・認めな

い，全国の都道府県保険支払基金によ

り，捉え方が様々であることが判明致

しました。従いまして詳細に関しては

各保険支払基金に問い合わせ戴きます

ようお願い申し上げます。

（事例報告）
・群馬県では月の途中から在宅自己注

射への切替は在宅自己注射指導管理

料・薬剤費の算定が認められないと

いう支払基金の見解です。

・東京都では在宅自己注射指導管理

料・薬剤費の算定を認めるという支

払基金の見解です。

このように解釈の相違がありますの

で所管の支払基金の見解を確かめる必

要があります。

その他の都道府県につきましては現

在調査中ですので，詳細が分かりまし

たらお知らせしますが，この件に関す

る情報がありましたら医療保険委員会

までご連絡下さい。

下記にご参考として，「在宅診療報

酬Q＆A 06-07年版」（医学通信社，

監修：東京保険医協会事務局次長

栗林令子）に記載されているインスリ

ン注射の事例を抜粋しご紹介致します

（エタネルセプトとインスリン注射で

は必ずしも同様ではございませんが，

エタネルセプトの在宅診療報酬はイン

スリン注射に準ずるものと言及されて

いるため）。

（在宅診療報酬Q＆A 06-07 年版

p110 より抜粋）

Q24 月の途中から在宅自己注射

A：病院でのインスリン注射は，注射
の部でインスリンの注射料を算定しま

す。レセプトは自己注射指導前に注射

したものであることを注記してくださ

い。在宅での自己注射については，在

宅自己注射指導管理を行い，医療機関

で注入器と注射針を投与し，血糖自己

測定（1日1回）を行ったとすれば，

「所定点数820点＋注入器加算300点＋

血糖自己測定器加算400点＋注入器用

注射針加算200点＋（在宅医療の部で

の）薬剤料」のように算定できます。

1型糖尿病と診断された外来患者
で，月の前半までは病院へ来て指導
を受けながらインスリン注射を打ち
ましたが，月の後半は自宅で打つよ
うになるためインスリン製剤と注射
器を渡しました。この場合，今月の
算定はどのようにしたらいいのでし
ょう。
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はじめに

大会会場は，山形駅の改札口から直

結されているホテルであった。遠方か

らの出席者が，足下を煩わされずに参

加できることを念頭において会場が選

定されたことがまず想像された。全国

大会とはいえ，地方で開催される患者

会はほかの疾患では珍しいものと思わ

れるが，バリアフリーを訴え続けてい

るこの会の趣旨が，この辺りにも出て

いるようである。ちなみに，リウマチ

学会開催時等に同時開催される市民公

開講座の会場選定においても，このよ

うな配慮がなされているのか，我々も

もう少し考え直すべき点があるように

も思われた。

医療関係者と患者さんの距離感　

大会前日に，患者さんや医療関係者

同士の交流会が催された関係からか，

会場には既に多くの患者さんが集まっ

ていた。

山形という土地を楽しんでもらおう

という主催者側の，ついつい出不精に

なりがちなリウマチ患者さんへの配慮

も伺える。ここでまたまた学会話であ

るが，例えばなぜ市民公開講座は学会

開催時の最終日でないといけないので

あろうか，ということが交流会の日程

から想起された。

実質，我々医師がほとんど帰宅して

しまった後の市民公開講座の設定で

は，あえて医師と患者の距離感を作ろ

うという意図があり過ぎるのではない

だろうか。あるいはそういうことに対

する関心の低さを象徴しているようで

もある。例えば会期中のイブニングセ

ミナーの脇で，患者さん向けイベント

が開催されるような，ACRなみの試

みも今後は考慮すべき時代がきている

のではないか，という点も取材時にイ

ンスパイアされた点である。

患者さんの関心事

会場のエントランスには，抗リウマ

チ薬の各メーカーが作成している患者

さん用冊子類が豊富に準備されていた

が，当財団の講演会（巻頭にご紹介した

リウマチ講演会）では，自助具メーカー

（車いすも含む）による展示がない点が

こことは目立った違いであろう。

患者さんにとっても，日常あまりみ

ることができない様々な自助具も手に

右端　狩野庄吾氏，隣は日本リウマチ学会理事長小池隆氏など，来賓の先生方開会のご挨拶をされる長谷川三枝子会長

― 大会決議紹介ほか雑感 ―

第48回 社団法人日本リウマチ友の会　
全国大会 より

社団法人日本リウマチ友の会，その全国大会に出席されたこと

のある登録医の先生方はそれほど多いと思われないが，患者さん

の団体がどのような活動や意向を行っているかを知ることは，

日々の臨床においても患者さんと接していくことにおいても，必

ずしも無駄なことではない。そこで今回は，患者さんの大会では

どのようなことが催されているのか，そのほんのさわりと，大会

で発表された「大会決議　私たちの願い」をご紹介する。

なお，当財団からは， 久史麿理事長の代理として狩野庄吾理

事（自治医科大学名誉教授）がご出席された。

開催日時：2008年5月17日

場　　所：山形県山形市ホテルメトロポリタン山形

第一部　挨拶
祝辞，日本リウマチ友の会賞授与
大会決議　私たちの願い
体験発表

第二部　医療講演
・記念講演「最新のリウマチ薬物治療」
埼玉医科大学総合医療センター教授　
竹内勤氏

・特別講演「氾濫する医療情報に振り回
されないために　― インターネット
やマスコミなどのその医療情報はどこ
まで信じられるか―」
慶應義塾大学看護医療学部教授
加藤真三氏

● プログラム抜粋

はじめに

医療関係者と患者さんの
距離感

患者さんの関心事

第1回 群馬県リウマチ登録医の会
（実地医家の会）開催される！！

T o p i c s

群馬県において新たな研究会とし

て，本年，4月12日（土）にホテルメ

トロポリタン高崎を会場に，第1回群

馬県リウマチ登録医の会（実地医家の

会）を開催いたしました。

今回，発足させた当会は，関節リウ

マチの診療に関して診断と治療全般を

テーマとし，リウマチ専門医およびリ

ウマチ診療に携わっている医師を対象

に，最新の情報提供と意見交換をする

こと，また，災害時のリウマチ患者の

診療を維持継続できるよう群馬県内の

医療機関の診療ネットワークを構築す

ることを目的にしております。

第1回の開催となる今回は，2つの

特別講演を開催いたしました。第1演

題は，医療法人　井上病院　理事長

井上　博より「リウマチ診療における

医療保険上の諸問題」と題する講演を

いたしました。第2演題では，東京医

科歯科大学大学院　膠原病・リウマ

チ内科学教授　宮坂 信之 氏より「関

節リウマチの最新治療」を講演いただ

きました。

研究会には，日本リウマチ財団リウ

マチ登録医ならびに群馬県内のリウマ

チ診療に携わるリウマチ専門医，実地

医家を含め50名以上の医師に出席いた

だき，活発な情報交換が行われました。

今後，群馬県リウマチ登録医の会

（実地医家の会）は，群馬大学　整形

外科学　教授　高岸 憲二 氏を代表世

話人に，井上病院長　櫻井 武男 氏に

世話人をお願いし，群馬県内のリウマ

チ専門医ならびにリウマチ診療に携わ

る実地医家を対象に，年2回の研究会

を企画していく予定です。

報告　

日本リウマチ財団　企画運営委員　

井上　博

左より
高岸憲二氏，宮坂信之氏，櫻井武男氏，井上　博氏

研究会　会場風景
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取って試すことができる点で，かかり

つけ医に在庫する品だけではなく，よ

り使いやすい自助具を選ぶためのよい

機会になっていたかのようでもある。

自助具の展示コーナーにおいて，終始，

人だかりがしていたのはそのせいとも

いえるかもしれない。

「大会決議　私たちの願い」から

会のプログラムをみていただくと

「日本リウマチ友の会賞授与」「体験発

表」に挟まれるように，「大会決議

私たちの願い」というプログラムがあ

った。ここにその全文のコピーを掲載

するが，昨今の医療崩壊，あるいは医

療福祉制度の後退に対する患者さんの

切実さを訴えるコメントがその中心で

あった。

特に治療面など，我々医師が気を配

るべき点においては，①未だ薬価が高

い生物学的製剤などの薬の選択の仕

方。それに加えて，より新しい薬の開

発など選択肢を増やすこと。②一昨年

の診療報酬改定後からくすぶり続けて

いるリハビリテーション医療の萎縮に

ついて，何らかの方策を求める声。③

リウマチの薬物治療の効果に一喜一憂

するばかりではなく，発症原因解明へ

の研究を引き続き行ってほしいという

こと。

と，いうように医療関係者として耳

が痛い項目が列挙されていた。

当財団では，先のリウマチ月間リウ

マチ講演会において，ほぼ同様な目的

で患者さん支援を打ち出してはいる

が，社会福祉の観点からの支援にも，

より目を配る必要があるのではない

か，ということも今回の取材によって

感じられるものであった。

受付前の展示ブース 大会決議　私たちの願い

（1）医療とマーケティング

医療機関を取り巻く環境は，より

厳しく，より複雑になる一方である。

保険診療が収益のほとんどを占める

現在の多くの医療機関では，保険診

療の市場規模と各診療行為への配分

を決める制度政策が直接的に医療経

営に影響する。医師及び医療機関が

自らの信念の上で，正しいと思う医

療を貫くには政治力を持たなければ

ならないことと，政治を動かすべき

存在である国民やマスコミの医療に

対する正しい理解に努めることが，

この変革期においては重要なのだと

実感する。

その一方で，既に決められている

診療報酬制度や規制と法律のなか

で，各医療機関がどのようにして最

善，そして最適な医療を患者さんに

継続発展しながら提供できるのかと

いう点においては，マーケティング

とマネージメントが鍵であると筆者

は考える。

マーケティングコンセプトの

時代的変遷

「マーケティング」は時代ととも

にその解釈が変化し，また，立場や

業界によっても，とらえ方が違って

来たため，マーケティングという用

語は，医療界にはあまり馴染みの無

い言葉であった。実際に，一般社会

におけるマーケティングの概念は，

市場の成熟度合いによって「生産志

向」から「製品志向」，「販売志向」，

「市場志向」，「社会志向」へと変化

している。

商品（物またはサービス）が不足

の時代は，どれだけ商品を用意する

かがイコールどれだけ売れるかであ

り，マーケティングは生産志向であ

った。その後，商品が増え選択の幅

が広がるにつれて顧客は商品の質や

性能に関心が向き始め，製品志向へ

と変化する。商品の供給が増え，競

争によって質や性能での差が少なく

なるにつれ，販売方法や広告及びプ

ロモーション（販促）に依存する販

売志向の時代を迎える。

さらに量的な販売と広告宣伝によ

る効果が飽和状態になり，より顧客

のニーズに沿った商品開発が要求さ

れるようになり，顧客志向へと変化

を遂げる。業種や製品によっての違

いはあるものの，家電や自動車産業

など，近代の主要産業における時代

の変遷に当てはめて考えると，マー

ケティングの概念の時代的変遷はと

ても理解がしやすい。最近では，家

電や自動車などの成熟産業では，製

品のエコロジー面でのポリシーや環

境性能，さらには企業自体の社会性

も顧客から商品を選ばれる重要な要

素になって来ており，社会志向へと

進化している。

マーケティングは，長い間販売や

広告宣伝と同意語として混同されて

来たが，それは80年代にこの言葉が

広く普及した時代の名残ではないか

と推測する。マーケティングの大家

であるコトラーはマーケティングを

「充足されていない消費者ニーズを

突き止め，その重要性と潜在的な収

益性を明確化し，組織が最も得意で

あり貢献できる標的市場を選択し，

当該市場に最適な製品・サービスを

決定し，組織一丸となって顧客志向

と奉仕の姿勢を求める機能」と定義

をしている。

医療界にも適した

マーケティング的発想

従来から，日本では医療は「非営

利」という基本的枠組みがあり，マ

ーケティングが営業や販売と同意語

として理解されている時代において

は，医療界からは馴染めないものが

あった。しかし，上記のようなマー

ケティングの定義に当てはめて考え

ると，現在の医療界にこそ必要な概

念や方法論であると考えられるよう

になって来た。

それは，患者ニーズを知った上で，

どのような医療を提供するのが受益

者に最も貢献できるかを考えたうえ

で，効率良く実行することは，医療

資源の最適な配分化と医療人本来の

使命からも重要な考え方であると解

釈が可能であるからである。

特に，マーケティングコンセプト

が「受益者（患者）志向」，そして

「社会志向」へと変化して来たなか

では，他業種のケースであっても，

医療界にとって大いに参考になる。

今後はさらに，医療の特殊性に適し

た技法の開発と取り組みが求められ

ている。

次稿からは，医療マーケティング

を実践する上で，必要となる「患者

ニーズの収集」や「来院媒体調査」

「最新のウェブ・マーケティング」

について紹介できればと思う。

医療を取り巻く環境の変化

楊　浩勇

2. 医療機関が今，取り組むべきことは？

（株）メディウェブ　代表取締役
医療法人健究社 理事長　

医 療
コ ラ ム

「大会決議 私たちの願い」
から
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つい先月，ネット上に発表された米国リウマチ学会の薬物療法に

関するガイドライン。その意義を編集委員が早速解説。

文中にある図表は，当該HP（http://www.rheumatology.org/

publications/guidelines/recommendations.asp?aud=mem）よりダ

ウンロードができるので，内容の詳細を確認する方はACRのHP

への訪問をお願いする。

表1では，薬物療法を選択する際に観点となる，疾患活動性の測定

手段とその閾値の相関を示してある。

系統的な�
文献レビュー�

開発エビデンス�
報告書�

最初の判定の解析�

2回目の判定の解析�
勧告草稿�

等級勧告�

勧告の最終決定� ワーキンググループおよび中心的な�
専門家委員会（CEP）�

臨床的シナリオの�
作成�

レビュー報告書�
臨床的シナリオの判定�

特別対策�
委員会（TFP）�

RAND-UCLA�
妥当性法�

■ こちらの図は， ガイドライン作成に至ったプロセスの解説である。�

インタラクティブなグループ
ミーティングおよびインター
ネットによるテレビ会議�
レビューの判定，エビデンス
の考察， 2回目の判定�

*種々の手段でのスコア算定法を補遺Eに示す（Arthritis Care & Researchのウェブサイトで閲
覧可能，http://www.interscience.wiley.com/japges/0004－3591:1/suppmat/index.html）。
PAS＝患者活動性尺度
†中央値

28箇所の関節での疾患活動性スコア�

簡略化疾患活動性指数�

臨床疾患活動性指数�

関節リウマチ疾患活動性指数�

PASまたはPASII�

日常的評価での患者指標データ�

手　段� スコア範囲�
低い�

疾患活動性の閾値�

高い�

0-9.4�

0.1-86.0�

0-76.0�

0-10�

0-10�

0-30

＞5.1�

＞26�

＞22�

＞4.9†�

＞5.3�

＞12

≦3.2�

≦11�

≦10�

＜2.2�

＜1.9�

＜6

中等度�

＞3.2かつ≦5.1�

＞11かつ≦26�

＞10かつ≦22�

≧2.2かつ≦4.9�

≧1.9かつ≦5.3�

≧6かつ≦12

関節リウマチの治療戦略として

DMARDの投与を推奨した2002年の

ガイドライン以来，ACRは，2008年

版として，従来のDMARD投与に関

する手直しとともに，あらたに生物

学的製剤使用，ならびに投与中止の

ガイドラインを発表した。1966年以

来2007年までのPubMedを中心にし

て検索した1万以上の膨大なオリジナ

ル論文を基本として，個々の患者の

疾患活動性，合併症，カバーされる

保険の種類など，状況に応じて，最

終的には主治医が適切に選択できる

ように，代表的なパターンをいくつ

か示している。

しかし，他の代替治療などの可能

性，さらには，推奨されるDMARD

同士，DMARDと生物学的製剤の組

み合わせについても提案している。

新治療法は今後も加速度的に変化

することが予想されるため，定期的

に改訂されるようで，臨床医にとっ

て大変使い勝手のよいガイドライン

となっていると思われる。

感心することは，強力な生物学的

製剤出現の陰に隠れがちになってい

る，古典的なヒドロキシクロロキン

やミノサイクリンにも目配りを忘れ

ず，初期リウマチにやみくもに生物

学的製剤を投与する愚を戒めている

ことである。ただ，日本独自のブシ

ラミンとヨーロッパではDMARDに

分類されてきたステロイドが除かれ

ていることが，惜しまれる。

後藤 眞 編集委員長から

手直しされたACRガイドライン

COMMENT

表1. 関節リウマチの活動性の測定に使用する手段 *

図1. 生物学的および非生物学的な疾患修飾性抗リウマチ薬の利用に関する

米国リウマチ学会の勧告での方法論的手順。

（RAND/UCLA＝Research and Development/University of California at

Los Angeles）

事務局だより

財団では，平成21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21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

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21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63年度，平成3年度，平成6年度，
平成9年度，平成12年度，平成15年
度，平成18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

平成２０年度�

新規リウマチ登録医（３７名）一覧�
平成２０年度�

新規リウマチ登録医（３７名）一覧�

◇宮城県◇

奥野 洋史

橋 令子

◇千葉県◇

上山 裕史

◇東京都◇

森 美賀子

天野 浩文

芦澤 修一

磯 健男

青木 尚子

井上 幹紀親

田中 俊輔

谷野 善彦

青木 正紀

◇神奈川県◇

越智 健介

西岡 一雄

出口 治子

須田 昭子

◇長野県◇

山浦 修一

関 博

◇新潟県◇

佐藤 弘惠

◇富山県◇

篠田 晃一郎

◇岐阜県◇

藍澤 靖仁

◇静岡県◇

土井 俊

◇愛知県◇

来田 大平

大仲 良仁

宮本 浩秀

中東 康純

◇三重県◇

津田 光

◇京都府◇

大関 美緒子

◇大阪府◇

杉本 直樹

伊藤 恵里子

白木 孝人

◇和歌山県◇

古川 加奈子

◇島根県◇

二宮 巧

◇香川県◇

岩本 末治

◇高知県◇

松本 壮司

◇福岡県◇

柏木 陽一郎

原島 伸一

American College of Rheumatology 2008
Recommendations for the Use of Nonbiologic and
Biologic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs
in Rheumatoid Arthritis

ACRのガイドライン改訂速報
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A
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MTX+LEF�
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低いまたは中等度� 高い�

C

なし�

ここから開始�

疾患�
活動性†�

あり�

予後不良の�
徴候�‡�

あり� なし�

予後不良の�
徴候�‡�

LEF�
MTX�
SSZ
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MTX�
SSZ‖�

MTX+HCQ�
MTX+SSZ�
MTX+LEF�

MTX+SSZ+HCQ

MTX+SSZ�
+HCQ

HCQ

B
低い�

中等度�
または高い�

なし�

ここから開始�

疾患�
活動性†�

SSZ+HCQ#

図2. 疾患修飾性抗リウマチ薬（DMARD）の投与を受けたことがない関節リウマチ

（RA）患者における非生物学的DMARDの利用についての適用に関する勧告。

これらの勧告は，RA患者の管理におけるグルココルチコイドまたは非ステロイド系抗炎症薬の
潜在的な役割を具体的に含むものではない。
治療法はアルファベット順に列挙する。
A，疾患持続期間は6ヵ月未満。
B，疾患持続期間は6～24ヵ月。
C，疾患持続期間は24ヵ月超。
†＝疾患活動性の定義は表1に示す；‡＝機能的制限（Health Assessment Questionnaireスコアま
たはこのスケールの変法などの標準的な測定スケールを用いて規定），関節外疾患（リウマトイド
結節の存在，続発性シェーグレン症候群，RA性血管炎，フェルティ症候群，RA性肺疾患など），
リウマチ因子陽性，抗環状シトルリン化ペプチド抗体陽性，または，X線像による骨侵食；§＝疾
患活動性が高く，予後不良の徴候が認められる患者にのみ適用；‖＝予後の徴候にかかわらず，疾
患活動性が中等度の患者，および，疾患活動性が高く，予後不良の徴候が認められない患者にのみ
適用；#＝疾患活動性が高く，予後治療の徴候が認められない患者にのみ適用；HCQ＝
Hydroxychloroquine；LEF＝Leflunomide；MTX＝Methotrexate；SSZ＝Sulfasalazine；
MIN＝Minocycline。

低い�
中等度�

または高い�

図2Bおよび�
2Cの非生物学的�
DMARD参照�

図2Bおよび2Cの�
非生物学的�
DMARD参照，�
または，抗TNF

Abatacept，�
または，�
抗TNF，�
または，�
Rituximab§�

あり�なし�
予後不良の�
徴候‡�

C ここから開始�

疾患�
活動性†�

低いまたは中等度，�
6ヵ月未満�

3～6ヵ月に�
わたって高い�

図2Aの�
非生物学的�
DMARD参照�

抗TNFおよび�
MTX

費用または�
保険適用の�
限界�

図2Aの�
非生物学的�
DMARD参照�

あり�

あり�

なし�

なし�

3ヵ月未満にわたり�
高い�ここから開始�

A

疾患�
活動性†�

予後不良の�
徴候‡�

図2Bおよび�
2Cの非生物学的�
DMARD参照�

低い� 高い�

中等度�

あり�

なし�

抗TNF

B
ここから開始�

疾患�
活動性†�

予後不良の�
徴候‡�

図3. 関節リウマチ（RA）患者における生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬

（DMARD）の利用についての適用に関する勧告。

これらの勧告は，RA患者の管理におけるグルココルチコイドまたは非ステロイド系抗炎症薬の
潜在的な役割を具体的に含むものではない。治療法はアルファベット順に列挙する。
A，6ヵ月未満のRAの患者。
B，過去にMTXによる単剤療法が失敗している，6ヵ月以上のRA患者。
C，過去のMTXによる併用療法または他の非生物学的DMARDの連続投与後の治療が失敗してお
り，疾患持続期間が6ヵ月以上の患者。
†＝疾患活動性の定義は表1に示す；‡＝機能的制限（Health Assessment Questionnaireスコアま
たはこのスケールの変法などの標準的な測定スケールを用いて規定），関節外疾患（リウマトイド
結節の存在，続発性シェーグレン症候群，RA性血管炎，フェルティ症候群，RA性肺疾患など），
リウマチ因子陽性，抗環状シトルリン化ペプチド抗体陽性，または，X線像による骨侵食；§＝疾
患活動性が高く，予後不良の徴候が認められる患者にのみ適用；MTX＝Methotrexate；TNF＝
腫瘍壊死因子。

図2では非生物学的製剤を適用する場合のアルゴリズムを疾患の

発症からの罹病期間別に示してある。

図3は，生物学的製剤（Abatacept，Rituximabあるいは他の抗

TNF-α薬）の適用の手順を同じく発症からの罹病期間別に示した。

コストによる振り分けも入っているのが特徴でもある。
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感染症および肺炎�
急性細菌感染症または感染症，現在抗生物質の�

投与を受けている場合�

発熱（＞101°F）を伴う上気道感染症（推定 ウイルス）�

未治癒の感染性皮膚潰瘍�

潜在性TB感染症で潜在性TB開始療法の開始前，�

または，活動性TBで標準的な抗TB療法の完了前†�

生命の危険のある活動性真菌感染症�

活動性帯状疱疹ウイルス感染症�

間質性（RAによるものまたは原因不明のもの）�

または臨床的に有意な肺線維症�

血液疾患および腫瘍�
白血球数＜3,000個/mm3‡�

血小板数＜50,000個/mm3�

骨髄形成異常�

5年以下のリンパ球増殖性疾患の治療�

心疾患�
中等度から重度の心不全（NYHA IIIまたはIV）�

および左室駆出分画が＜50％§�

肝疾患�
肝トランスアミナーゼ量が正常上限の2倍�

急性B型またはC型肝炎ウイルス感染症�

慢性B型肝炎ウイルス感染症，治療を受けている場合¶�

　Child-Pugh分類クラスA#�

　Child-Pugh分類クラスBまたはC�

慢性B型肝炎ウイルス感染症，治療を受けていない場合�

　Child-Pugh分類クラスA�

　Child-Pugh分類クラスBまたはC�

慢性C型肝炎ウイルス感染症，治療を受けている場合�

　Child-Pugh分類クラスA�

　Child-Pugh分類クラスBまたはC�

慢性C型肝炎ウイルス感染症，治療を受けていない場合�

　Child-Pugh分類クラスA�

　Child-Pugh分類クラスBまたはC�

腎疾患�
クレアチニンクリアランス＜30mL/分�

神経疾患�
多発性硬化症またはその他の脱髄性疾患�

妊娠および授乳�
妊娠の予定または妊娠中�

授乳中�

器官系および禁忌� ABA
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表2. RA患者における非生物学的および生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬の開始

時または再開時の禁忌に関する勧告 *

表2では抗リウマチ薬使用時・再使用時の禁忌を一覧としてまとめ

てある。

Hydroxychloroquine�
Leflunomide�
Methotrexate�
Minocycline�
Sulfasalazine�
すべての生物学的製剤�

治療薬� CBC

X�

X�

X�

X�

X�

X

眼科検査‡�

X�

�

�

�

�

�

クレアチニン�

X�

X�

X�

X�

X�

X

肝トランス�
アミナーゼ�

X�

X�

X�

X�

X�

X

B型および�
C型肝炎検査†�

�

X�

X�

�

�

�

表4. 非生物学的および生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬*の投与を受けている関

節リウマチ患者において，治療の開始，再開または有意な用量増加を行うた

めの，ベースライン評価に基づく勧告

表4は抗リウマチ薬の治療（含む生物学的製剤）を受けている患者

さんの検査すべき要素と対象薬品の一覧である。

Hydroxychloroquine�
Leflunomide�
Methotrexate�
Minocycline�
Sulfasalazine�
すべての生物学的製剤�

治療薬� 肺炎球菌†�

�

X�

X�

�

X�

X

生菌ワクチンの�
回避�

�

�

�

�

�

X

インフルエンザ‡�

X�

X�

X�

X�

X�

X

B型肝炎�

�

X�

X�

�

�

X

§�

表5. 非生物学的および生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬*の投与を受けている

関節リウマチ患者におけるワクチン接種に関する勧告

表5は抗リウマチ薬の治療（含む生物学的製剤）を受けている

患者さんの接種すべきワクチンと対象薬品の一覧である。

Hydroxychloroquine�
Leflunomide�
Methotrexate�
Minocycline�
Sulfasalazine

治療薬†�
治療期間に基づくモニタリング間隔�

3ヵ月未満�

ベースライン後はなし�

2-4週間�

2-4週間�

ベースライン後はなし�

2-4週間�

3～6ヵ月�

なし�

8-12週間�

8-12週間�

なし�

8-12週間�

6ヵ月超�

なし�

12週間�

12週間�

なし�

12週間�

表6. 非生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬の投与を受けているリウマチ患者における

全血球数，肝トランスアミナーゼ量および血清クレアチニン量についての最適

な追跡調査のための臨床検査モニタリング間隔に関する勧告*

表6は非生物学的製剤投与を受けている患者さんの腎機能や肝機能

のモニタリングの必要期間と対象薬品の一覧である。

Abatacept†�

抗腫瘍壊死因子α†�
Rituximab†�

治療薬�
手術の前後1週間以上にわたって�

保留する薬剤�

X�

X�

X

表3. 術前および術中期間での生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬 *の保留に関する勧告

表3では関節手術の施行時前後における生物学的製剤使用の推奨事項

をまとめてある。

* ダッシュは，特殊な臨床状況での当該薬物の利用に関しての肯定的な勧告を示すものではない。
セクションRAND/UCLAの妥当性法を参照のこと。治療法は，アルファベット順に列挙する。
RA＝関節リウマチ； ABA ＝ Abatacep t ；抗 TNF α＝抗腫瘍壊死因子α； HCQ ＝
Hydroxychloroquine；LEF＝Leflunomide；MTX＝Methotrexate；MIN＝Minocycline；RIT＝
Rituximab；SSZ＝Sulfasalazine；X＝禁忌；TB＝結核。
†TB療法とTB専門家により勧告された方法への完全な遵守および治療が成功していると考えられ
る場合。
‡例外として，フェルティ症候群および好中球減少症の原因としての大型顆粒リンパ球症候群が認
められることがある。
§ニューヨーク心臓協会（NYHA）のクラスIII＝身体的活動に顕著な制限を生ずる心疾患を生じ
た患者。こうした患者は，安静時には不快感を生じない。通常を下回る身体的活動で，疲労，心悸
亢進，呼吸困難または狭心痛を生ずる。NYHAクラスIV＝あらゆる身体的活動を，不快感を生ず
ることなく行うことのできない心疾患を生じた患者。安静時でも心不全の症状またはアンギナ性症
候群が認められることがある。身体的活動を行った場合には，不快感が増大する。
¶治療とは，肝疾患の専門医により適切であるとみなされる抗ウイルス療法と定義する。
# Child-Pugh分類による肝疾患評点法は，アルブミン，腹水，総ビリルビン，プロトロンビン時間
および脳症の状態に基づくものである。評点が10点以上となった患者（クラスCのカテゴリー）の
予後は，1年生存率で～50％となる。クラスAまたはBではこれよりも予後が良好であり，5年生
存率が70～80％となる[182]。
**Child-PughクラスCのみで禁忌である。

* 治療薬はアルファベット順に列挙する。CBC＝全血球数；X＝推奨される検査。
†肝炎のリスクファクターが存在する場合（静脈内薬物乱用，過去6ヵ月のあいだの複数の相手と
の性交，健康管理専門家など）。評価には，B型肝炎表面抗原，B型肝炎抗体，B型肝炎コア抗体，
および/または，C型肝炎抗体についての検査が含まれることがある。
‡治療最初の1年以内に眼科検査を行うことが望ましい。ハイリスクカテゴリーに属する患者（肝
疾患，網膜疾患の併発，年齢60歳以上など）に対しては，米国眼科学会より，眼科検査による毎年
の経過観察が勧告されている。[239]

*治療法はアルファベット順に列挙する。X＝推奨。
†ワクチン接種は，米国疾病管理センター（CDC）の勧告に従って考慮すべきであり，これには，
関節リウマチ薬の開始の時点にかかわらず，慢性疾患，活動性悪性腫瘍，免疫抑制性疾患/免疫抑
制剤使用，糖尿病，妊娠，および，慢性肺疾患を生じたすべての患者が含まれている。CDCからは，
前述の疾患を生じた患者では，5年後に肺炎球菌のワクチン接種を再度1回行うことも勧告されて
いる。年齢65歳以上の患者では，過去のワクチン接種から5年以上を経過しており，一次ワクチン
が65歳未満の時点で行われている場合には，再度1回ワクチン接種を行うことが望ましい。
‡CDCの勧告によるとワクチン接種を考慮すべきであり，これには，関節リウマチ薬の開始の時点
にかかわらず，慢性疾患，活動性悪性腫瘍，免疫抑制性疾患/免疫抑制剤使用，糖尿病，妊娠，お
よび，慢性肺疾患を生じたすべての患者が含まれている。
§肝炎のリスクファクターが存在する場合（静脈内薬物乱用，過去6ヵ月のあいだの複数の相手と
の性交，健康管理専門家など）。

*治療開始後または用量増加後の最初の3ヵ月間は，さらに高頻度でモニタリングを行うことが望ま
しく，治療開始6ヵ月以降は，モニタリング間隔をさらに延長することが望ましい。
†アルファベット順に列挙。

* 治療法はアルファベット順に列挙する。X＝禁忌。
†中止を考慮する場合には，当該薬剤の薬物動態および実施する予定の手術による感染症のリスク
を考慮しなければならない。
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図4では，生物学的製剤を使用する場合の結核のスクリーニング手

順を示してある

米国リウマチ学会から関節リウマチ

の薬物療法の推奨2008が発表された。

米国で使用されているDMARD（経

口，生物学的）のみに関する推奨で

あり，ステロイド薬，NSAIDの使用

に関しては言及していない。また，本

邦では一般的に使用できない抗マラリ

ア薬，レフルノミドが選択されている

が，逆にタクロリムス，ブシラミン，

ミゾリビンは含まれていない。

予後不良因子，罹病期間，疾患活動

性をもとに治療を選択

まずは，薬物療法の選択では，予後

不良因子としてリウマトイド因子，

抗CCP抗体，関節外病変，既存骨び

らん，日常生活制限をあげ，単純化

するためかどの因子も同列に扱い，

ひとつでもあるか全くないかによっ

て区別している。経口DAMRDに関

しては，発症後6ヵ月以内，6ヵ月～2

年以内，2年以上に分けている（表）。

抗TNF製剤の適応は，高活動性が3

ヵ月以上継続している症例，中等度

活動性がMTXを含む薬物療法にもか

かわらず6ヵ月以上継続する症例など

で勧められている。3ヵ月以内でも高

活動性かつ予後不良因子があり，経

済的に問題がなければ抗TNF製剤と

MTXの併用を勧めている。

副作用モニタリングと禁忌について

副作用モニタリングに関しては，

MTX，SSZとも投与開始から3ヵ月

以降は12週間間隔でもよいことにな

っている。抗TNF製剤の禁忌として

は慢性B型，C型肝炎のChild-Pugh

class B&Cは挙げられているが，class

AではB型肝炎でも禁忌でなく，妊

娠予定および授乳中も禁忌となって

いない。

MTXが治療の中心であるという点に

は変わりはないが，今回の改訂では

治療選択において予後不良因子を考

慮するという現在の実地診療に見合

った推奨となっており，副作用モニ

タリング，禁忌などもコンパクトに

まとまっており使いやすいものとな

っている。

岡田正人 編集委員

6月15日，米国リウマチ学会の
「関節リウマチの推奨薬物療法2008」が
より実用性を高めて発表された。

ここから開始�

ツベルクリン検査�
および�

胸部X線撮影�
ツベルクリン検査�

その後の�
TB評価�
および管理�

患者が新たなTB曝露を�
生じた場合には，�

再度ツベルクリン検査�

いずれかが�
陽性� 陽性�

陰性�
いずれも�
陰性�

あり� なし�
潜在性結核感染
（LTBI）のリスクフ
ァクター*について
の妥当な経歴†�

図4. 生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬が考慮されている関節リウマチ患者での結

核（TB）のスクリーニングに関する勧告。

*＝TB発症のリスクファクター（米国疾病管理センターの勧告より適用［CDC；244,245］）には，
ヒト免疫不全ウイルス，胸部X線像での線維性病変，臓器移植，1ヵ月以上にわたっての＞
5mg/day相当量でのプレドニゾロンの投与，抗腫瘍壊死因子α製剤などの他の免疫抑制剤の利用，
罹患率の高い諸国からの最近の移民（5年以内），静脈内薬物利用者，ハイリスク集団状況下（刑務
所および留置場，療養所および高齢者のためのその他の長期滞在施設，病院およびその他の健康管
理施設，後天性免疫不全症候群患者のための滞在施設，ホームレス収容所など）の居住者および従
業員，バクテリア検査担当者，珪肺症，糖尿病，慢性腎不全，重度の血液疾患（白血病およびリン
パ腫など），頭頸部癌または肺癌，理想体重からの10％以上の体重低下，胃切除または空腸回腸パ
イパス術の経歴，などがある；†＝LTBIは，ツベルクリン検査結果が陽性であり，活動性結核の
徴候がない（CDCの勧告より適用）。
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発症から6ヵ月以内�

低活動性�
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表　経口DMARD（本邦で使用可能な選択肢のみ抜粋）

COMMENT

レ ン ト ゲ ン ク イ ズ
医療法人行岡医学研究会　
行岡病院　臨床リウマチ研究室長　 村田 紀和

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

【症例】
59歳，女性　
幼児期から左手，足

の変形が認められ，

次第に増強してきた。

第26問

【解説】 MP関節には著明な関節症変化が見られるが，DIP関節，

PIP関節には関節症変化がほとんど認められない。MP関節裂隙の狭

小化，関節面の不整，中手骨頭の肥大化などが特徴的である。その

他，関節近傍の骨粗鬆症，尺骨茎状突起周囲の石灰沈着が認められる。

第25問　
【症例】59歳，女性　
10年来の手指痛がある。

前 回

第25問 解 答 ヘモクロマトーシス

両手正面

両足正面



日本リウマチ財団ニュース 11No.89 平成20年7月1日発行　 平成17年6月22日　第三種郵便物認可

8／30（土） 17:00 1単位 （岐阜）
第17回岐阜リウマチ研究会　
土田　寛　Tel.052-211-2458
ワイス㈱東海支店岐阜営業所

7／30（水） 19:00 1単位 （宮崎）
第2回ひむか運動器セミナー　
関本　朝久　Tel.0985-85-0986
宮崎大学　整形外科学教室

7／17（木） 19:20 1単位 （埼玉）
埼玉県整形外科医会学術講演会　
市橋　明日香　Tel.048-647-9961
エーザイ㈱

9／11（木） 20:00 1単位 （大阪）
大阪タクロリムス研究会　
荻　宣夫　Tel.06-6203-5551
アステラス製薬㈱ 北大阪支店学術室

9／20（土） 17:00 1単位 （岐阜）
第30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

10／2（木） 19:00 2単位 （愛知）
第4回愛知県抗サイトカイン療法研究会
清水　通登　Tel.052-963-8241
田辺三菱製薬㈱レミケード部　東海グ
ループ

7／18（金） 19:00 1単位 （福島）
いわき市整形外科部会学術講演会　
山鹿　雄太　Tel.024-932-1800
田辺三菱製薬㈱福島営業所

7／31（木） 19:00 1単位 （三重）
第11回骨関節代謝外科研究会　
酒井　哲雄　Tel.059-229-4740
帝人ファーマ㈱

8／30（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
田辺三菱製薬㈱東海支店浜松営業所

9／11（木） 20:00 1単位 （大分）
第89回大分県リウマチ懇話会　
高田　典克　Tel.097-534-5100
ファイザー㈱大分営業所

9／20（土） 17:30 1単位 （京都）
第11回比叡RAフォーラム　
川内　清智　Tel.075-751-3366
京都大学整形外科学教室

10／2（木） 19:45 1単位 （静岡）
第9回抗サイトカイン研究会　
増田　謙志　Tel.054-253-7731
田辺三菱製薬㈱

7／18（金） 19:45 1単位（神奈川）
第7回神奈川小児免疫病・リウマチ性
疾患研究会　
添田　直樹　Tel.045-472-2311
旭化成ファーマ㈱

8／2（土） 16:15 1単位 （東京）
第11回臨海リウマチ性疾患談話会
長谷川　正文　Tel.03-6420-6107
ワイス㈱

8／30（土） 19:00 1単位 （徳島）
徳島関節リウマチ学術講演会　
田中　学　Tel.082-246-7536
ワイス㈱

9／12（金） 19:00 1単位 （大分）
第二回二豊リウマチフォーラム　
川嶌　眞之　Tel.0979-24-0464
川嶌整形外科病院

9／25（木） 19:15 1単位 （福井）
福井県臨床整形外科医会学術講演会
片山　元　Tel.0776-35-2400
片山整形外科

10／4（土） 16:05 1単位 （東京）
第4回「リウマチと感染症」研究会
石黒　一彦　Tel.03-3985-1146
大正富山医薬品㈱プロダクトマネジメ
ント部

7／19（土） 16:00 2単位（和歌山）
和歌山臨床RAフォーラム（第20回）
木浦　賀文　Tel.0735-52-1055
那智勝浦町立温泉病院

7／19（土） 17:00 1単位 （大阪）
第6回膠原病症例検討会　
原田　昭弘　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

7／19（土） 17:00 2単位（神奈川）
第58回神奈川リウマチ医会　
栗原　光子　Tel.042-778-8745
北里大学　膠原病・感染内科学

7／19（土） 18:00 1単位 （大阪）
24884会　
遠藤　健一　Tel.06-6831-5222
エーザイ㈱

7／20（日） 12:00 1単位 （福井）
第21回 JCOA 学会福井ランチョンセ
ミナー　
片山　元　Tel.0776-35-2400
片山整形外科

7／21（月） 8:30 1単位 （福井）
第21回 JCOA 学会福井モーニングセ
ミナー　
片山　元　Tel.0776-35-2400
片山整形外科

8／2（土） 17:00 2単位 （兵庫）
運動器疾患/骨・関節フォーラム 神戸
会場　
横田　秀夫　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビュー社

8／2（土） 17:00 2単位 （岩手）
第5回岩手股関節フォーラム　
猪又　義男　Tel.0198-27-2011
岩手医科大学附属花巻温泉病院

8／2（土） 18:00 1単位 （静岡）
第1回静岡炎症研究会　
坪井　声示　Tel.054-271-7177
JA静岡厚生連　静岡厚生病院

8／4（月） 19:30 1単位 （沖縄）
第9回沖縄リウマチ医の会　
川端　正則　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部リウマチ営業
グループ

8／7（木） 19:00 2単位 （群馬）
群馬リウマチアカデミー2008夏　
井上　博　Tel.027-322-3660
井上病院

8／9（土） 15:00 2単位 （大阪）
第14回大阪リウマチカンファレンス
吉田　公彦　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

8／30（土） 19:15 1単位 （広島）
備後整形外科医会（第117回）
小坂　義樹　Tel.0847-52-3140
寺岡記念病院　整形外科

8／30（土） 17:15 1単位 （岩手）
8／31（日） 10:00 1単位
第19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

8／31（日） 11:00 1単位 （福井）
第15回福井県リウマチケア研究会
林　正岳　Tel.0776-21-1300
福井総合病院

9／3（水） 19:30 1単位 （大阪）
第6回大阪リウマチ関節外科ゼミナール
田中　佑香　Tel.06-6879-3552
大阪大学　整形外科

9／3（水） 19:30 1単位 （愛知）
間質性肺炎研究会　
安田　聖　Tel.090-6790-7506
エーザイ㈱

9／4（木） 19:00 2単位 （鹿児島）
第7回サイトカイン制御療法研究会
山元　拓哉　Tel.099-275-5381
鹿児島大学大学院　整形外科

7／23（水） 20:00 1単位（神奈川）
第14回三浦半島リウマチ懇話会　
河西　渉　Tel.070-5567-4729
ワイス㈱

8／9（土） 15:05 2単位 （北海道）
第7回北海道リウマチ医の会　
川岸　正尚　Tel.011-219-3420
参天製薬㈱

9／4（木） 19:30 1単位 （岡山）
美作整形外科セミナー　
梅本　修志　Tel.086-803-3782
アステラス製薬㈱ 中国支店岡山第2営
業所

7／23（水） 20:00 1単位 （埼玉）
第3回毛呂山リウマチセミナー　
織田　憲明　Tel.049-241-3711
田辺三菱製薬㈱川越営業所

8／22（金） 20:00 1単位 （福岡）
第77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

9／5（金） 19:30 1単位 （栃木）
第23回栃木リウマチ研究会　
堀江　誠一　Tel.028-649-0311
中央公園クリニック

9／27（土） 16:00 2単位 （東京）
第32回 東京都リウマチ膠原病懇話会
村上　勝　Tel.03-3523-8890
参天製薬㈱

10／31（金） 19:30 1単位 （長崎）
第17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

9／12（金） 19:45 1単位 （福岡）
第12回筑後骨代謝・骨粗鬆症研究会
堀田　正人　Tel.0942-30-7712
大日本住友製薬㈱ 久留米第1グループ

9／13（土） 15:00 2単位（北海道）
第10回北海道整形外科手術フォーラム
中村　稔　Tel.011-851-6171
エーザイ㈱

9／13（土） 17:00 1単位 （大阪）
第18回日本脊椎関節炎研究会
イブニングセミナー　
池添　彰人　Tel.072-254-3276
田辺三菱製薬㈱大阪支店堺第二支店

9／13（土） 17:00 1単位 （兵庫）
第3回阪神骨粗鬆症フォーラム　
楊　鴻生　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学　整形外科学教室

9／13（土） 17:15 1単位 （奈良）
第6回奈良県リウマチ研究会　
高倉　義典　Tel.0744-22-3051
奈良県立医科大学　整形外科

9／14（日） 16:30 2単位（北海道）
第7回日本リウマチ実地医会　
井手尾　健太　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱

9／25（木） 19:30 1単位 （群馬）
第1回群馬線維筋痛症を語る会　
生田　勝久　Tel.027-324-0441
日本臓器製薬㈱

9／26（金） 19:15 1単位 （新潟）
第44回新潟リウマチ研究会　
遠藤　直人　Tel.025-227-2272
新潟大学　整形外科学教室

9／27（土） 15:30 1単位 （東京）
第13回日仏整形外科学会　
大林　治　Tel.055-948-3111
順天堂大学　医学部附属静岡病院整形
外科

9／27（土） 16:00 1単位 （兵庫）
兵庫県手の外科症例検討会特別講演会
田中　寿一　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学　整形外科学教室

9／27（土） 16:00 2単位（北海道）
運動器疾患/骨・関節フォーラム札幌
会場　
横田　秀夫　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビュー社

10／4（土） 17:00 1単位 （兵庫）
第22回神戸臨床リウマチ懇話会　
阿部　修治　Tel.0794-38-0621
甲南病院加古川病院整形外科

10／4（土） 17:00 1単位 （大阪）
第4回中河内エタネルセプト研究会
金本　昌邦　Tel.072-972-4192
昌和会かねもと整形外科

10／5（日） 12:00 1単位 （石川）
第12回石川県リウマチケア研究会
小林　二郎　Tel.076-221-6151
エーザイ㈱

10／9（木） 19:40 1単位 （新潟）
新潟臨床整形外科セミナー　
遠藤　直人　Tel.025-227-2272
新潟大学整形外科学教室

10／11（土） 16:00 2単位 （京都）
第21回 京滋骨粗鬆症研究会　
小松　研一　Tel.075-212-5280
エーザイ㈱京都コミュニケーションオ
フイス（京都医薬一部）

9／19（金） 19:00 1単位 （愛知）
第3回斯整会リウマチ研究会　
後藤　英之　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学大学院　整形外科学分
野

9／27（土） 17:45 2単位 （岩手）
第6回岩手臨床リウマチ研究会　
小山田　喜敬　Tel.019-684-1111
栃内病院　第二病院

11／22（土） 17:00 2単位 （茨城）
第14回茨城リウマチ　
松本　功　Tel.029-853-3186
筑波大学大学院臨床免疫学　

9／20（土） 16:00 1単位 （東京）
第9回城東RAカンファレンス　
関口　和男　Tel.03-3647-1213
田辺三菱製薬㈱営業本部レミケード部
東京グループ

9／30（火） 18:30 1単位 （東京）
第76回 関節疾患フォーラム　
川本　英雄　Tel.03-5950-1121
科研製薬㈱

8／30（土） 16:00 1単位 （福岡）
福岡県リウマチのケア研究会　
森山　隆　Tel.092-924-1113
エーザイ㈱

9／6（土） 18:00 1単位 （秋田）
第二回秋田県整形外科リウマチセミナー
高橋　充　Tel.070-5565-2064
ワイス㈱北日本支店 秋田営業所

7／24（木） 19:30 1単位 （徳島）
徳島県臨床整形外科医会学術講演会
和田　雅紀　Tel.087-835-0441
日本臓器製薬㈱高松支店

7／24（木） 18:35 2単位（鹿児島）
第30回鹿児島膠原病研究会　
刈茅　雄介　Tel.099-257-5143
旭化成ファーマ㈱鹿児島営業所

7／24（木） 19:40 1単位（神奈川）
THE 5TH YOKOHAMA BONE ＆
JOINT SEMINAR
中島　邦晴　Tel.045-787-2655
横浜市立大学大学院　整形外科

7／25（金） 19:45 1単位 （福井）
第3回嶺南リウマチ研究会　
久保敷　喬哉　Tel.0776-22-8160
武田薬品工業㈱

7／26（土） 15:00 3単位 （宮崎）
第18回宮崎リウマチ医の会　
長友　哲也　Tel.0985-28-2736
旭化成ファーマ㈱宮崎営業所

7／26（土） 15:00 2単位 （岡山）
第9回日本リウマチ財団 中国・四国リ
ウマチ外科セミナー　西田　圭一郎
Tel.086-235-7273 岡山大学大学院医歯
薬学総合研究科生体機能再生・再建学講座

8／23（土) 16:00 2単位 （熊本）
第21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

8／23（土） 14:00 2単位 （京都）
京整会秋季研修会　
川内　清智　Tel.075-751-3366
京都大学　整形外科学教室

8／23（土） 17:15 1単位 （長野）
信州整形外科懇談会(第102回）
大内　悦雄　Tel.0267-53-3011
川西赤十字病院　整形外科

8／23（土） 18:00 1単位 （京都）
第5回 KZ-RA Update 研究会　
原田　和彦　Tel.070-5558-1361
ワイス㈱京阪神第二支店

8／27（水） 19:30 2単位 （埼玉）
第4回リウマチ関連疾患研究会　
金子　勝　Tel.048-574-0022
深谷整形外科医院

9／5（金） 19:30 1単位 （東京）
第4回北里・藤が丘関節疾患フォーラム
森島　紀子　Tel.045-974-6365
昭和大学藤が丘病院　整形外科

9／6（土） 12:50 1単位 （静岡）
第20回中部リウマチ学会
ランチョンセミナー　
加藤　久視　Tel.052-836-3511
㈲ヒズ・ブレイン

9／6（土） 16:00 2単位 （静岡）
第20回中部リウマチ学会　
加藤　久視　Tel.052-836-3511
㈲ヒズ・ブレイン

9／6（土） 18:00 1単位 （群馬）
第2回群馬リウマチの外科研究会　
高畠　将　Tel.027-252-1221
武田薬品工業㈱前橋営業所

9／6（土） 18:00 1単位 （東京）
第5回東京抗サイトカイン療法研究会
山下　博士　Tel.03-3230-6700
田辺三菱製薬㈱東京支店医薬部学術課

7／26（土） 17:00 1単位 （大阪）
第35回大阪整形外科症例検討会　
田口　利泰　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

8／30（土） 16:10 1単位 （兵庫）
近整会夏期研究会　
浜西　千秋　Tel.072-366-0221
近畿大学　整形外科学教室

9／6（土） 19:00 1単位 （福島）
第3回福島RA Biologice ミーティング
松元　達　Tel.022-264-4321
ワイス㈱北日本支店

7／26（土） 18:00 1単位 （富山）
第3回富山リウマチ・トータルマネジ
メント研究会　
大谷　徹　Tel.076-432-9530
エーザイ㈱

8／30（土） 16:30 2単位 （大阪）
第7回阪和リウマチ研究会　
池田　敏彦　Tel.072-254-3276
田辺三菱製薬㈱堺第二営業所

9／10（水） 20:00 1単位 （大阪）
第13回南大阪リウマチ研究会　
橋本　英雄　Tel.072-469-3111
りんくう総合医療センター市立泉佐野
病院

7／29（火） 18:45 2単位 （高知）
高知RA Infliximab Seminar
村上　功　Tel.088-820-5560
田辺三菱製薬㈱高知営業所

8／30（土） 17:00 2単位 （兵庫）
第1回膠原病サマーセミナー in KOBE
森信　暁雄　Tel.078-382-5111
神戸大学大学院　医学研究科免疫内科
学臨床検査医学

9／10（水） 20:00 1単位 （宮崎）
第4回Oteoporosis Clinical Network
研究会　
渡邊　信二　Tel.0985-85-0986
宮崎大学整形外科学分野

Announcement
［登録医研修単位認定講演（H20.7～H20.11）］

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

※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。

この研修会は医師のみを対象に
開かれています。

日本リウマチ財団 寄付金ご協力のお願い

●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 ご寄付いただける方は，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

●寄付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）に支出した寄付金の額か，また

は所得の合計額の40%相当額のいずれ

か低いほうの額から5千円を控除した

金額が寄付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。

勝又康樹様

【ご寄付いただいた方】（平成20年6月）
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―何をしたいか，何ができるか，
できないかをよく知ること―

まずクリニックを立ち上げる時，

一番先に考えたのは，自分は何をし

たいか，何ができるのかを頭に浮か

べました。当然あれもこれもしたい

と様々な欲望が湧いてきます。しか

し，物事には限界があります。開業

はスタッフがいくら居ても医師は所

詮一人です。人的にも，経済的にも，

時間的にも限りがあります。そこで

おのずからできることは限られてき

ます。とりあえずその中での最大限

の枠内で考えることから出発しま

す。またその枠の大きさは，その人

がそれまでどのような状況下にあっ

たかにもよります。私の場合，患者

さんは前医療機関からの継続例で，

ほとんどがリウマチ膠原病の方であ

ること，60過ぎまで働いていたため

多くのドクターとのつながりがあり，

周囲に多くの連携医療機関を持てる

こと，などが大きな特徴であり長所

でもありました。これらの特徴を生

かした上で，第二の人生として患者

さんと末永くじっくりお付き合いし

て行きたいと考えていました。仕事

内容での目標は，分かりやすい医療

を実践し，安心して相談が出来る場

を提供することと，臨床研究を継続

することでした。そのためにはまず

関節エコー装置や骨塩測定装置，電

子カルテなどを備えました（図2）。

よいスタッフを揃えることは，患者

さんのためのみならず

患者さんにとって心地よい環境で

間違いのない診療を保障するのが，

よいスタッフを揃えることの第一の

意味です。もう一つ，私の場合学会

や研究会に参加し，クリニックとし

て臨床研究を継続して行くために

も，優秀なスタッフを揃えておくこ

とが重要な条件でした。特に看護師，

臨床検査技師などは，それぞれの立

場から自発的，独自の仕事を行いな

がら，私の臨床研究とのドッキング

を行ってきています。これからも新

しい生物学的製剤が次々と出てくる

環境の中で，ますます臨床研究の必

要性が高まってくることと思われま

す。医師の立場からのみでなく，医

療スタッフをも巻き込んだ正に実地

の医療機関として欠くことのできな

い医療的な問題も含んだ，新しい取

り組みが必要になってくるのは必定

です。さらに治験業務や薬剤の使用

調査報告，リウマチの疫学調査など

はスタッフとともに行う業務の一つ

として挙げられます。

クリニックならではの考え方

―一人では生きて行けない，生き
て行ってはいけない―

先にも述べたように，クリニック

で患者さんを診て行くのには当然の

ことながら限界があります。患者さ

んの安全のためには，必ず相談先，

連携先を作っておかねばなりませ

ん。あらゆるところとの結びつきを

大事にすべきです。私の場合は，

150m先にKKR札幌斗南病院があ

り，リウマチ膠原病内科に二人の後

輩が勤務しており，常に連携を取っ

ています。画像検査，精密検査，検

査入院，増悪入院などを数多く依頼

し，毎月当クリニックで当該患者に

ついての詳細なカンファレンスを行

っています。その他，近隣地域の専

門クリニック（消化器，糖尿病，循

環器，アレルギーなど）の会を立ち

上げ，主に当クリニックの患者さん

を診て頂き，リハビリについては前

勤務先の病院，リウマチの手術は以

前からの整形外科専門病院や大学病

院に依頼しています（図3）。

クリニックでまず重視すること

―安全，安全，安全―

患者さんはもちろん正しい診断

（医師から言えばもっとも近い診断）

や有効な治療法を求めて受診される

のですが，クリニックレベルでまず

第一に守るべきは患者さんの安全で

す。あらかじめ危ないのが予想され

るなら決してそこに入らず，近づか

ないことが鉄則と心得ておくことが

重要なことです。次に目指すべきは，

事の次第を本人にしっかり理解・納

得してもらうこと，さらに家族にも

理解してもらうこと（正しい情報提

第52回の日本リウマチ学会（小池隆夫会長）が札幌で行われ，この間

会場に近い当クリニックを20名近くの方々が見学訪問されました。この

機会に当クリニックでの活動内

容の紹介をさせて頂くことにな

りました（図1．HPに載せた

唯一の写真）。

私自身，長年民間病院のリウ

マチ膠原病センターに勤務して

いましたが，還暦を機に辞職し，

現在のクリニックを開いて早や

2年5か月になりました。開業

のきっかけは長年病に伏せてい

た母を見送り，自分自身も還暦

を迎え，医師として第二の人生

をどのように送ろうかと考えた

ことが始まりでした。大きな施設を辞めることで周囲に多大な迷惑を掛

けましたが，医師として自分自身が納得してできる医療を目指すことと，

自分自身が日々本当に生きていると感じたいということが第一でした。

そのためには患者さんにとって心の安らぐ，そして頼りになる施設作り

が基本でした。2年を過ぎた今果たして，始めに目指したことは出来て

いるのか，反省すべき点は何か，今後の改善点や工夫は何か，どう進めれ

ばよいか，リウマチ医を目指す若い人の参考になることはないか？など

いろいろ考えています。人に話すほどの内容もありませんが，今後医療

の多様化が進む中でこの時期にリウマチクリニックを立ち上げた人間が，

このような歩み方をしていたということが多少の参考になれば幸いと思

い，リウマチ財団のこの貴重な欄をしばらくの間お借りしてご報告させ

て頂きます。ご批判を仰ぎながら進めさせて頂きますが，特に若い方に

はこれを踏み台にして，どんどん乗り越えていって頂ければ幸いです。

連載を始めるに当たって
よいスタッフを揃える
ことは，患者さんのた
めのみならず

図1．諏訪上空から見た富士山
（Photo by A.Sagawa）

― リウマチの新しい動きと
クリニックの役割 ―

佐川　昭　
佐川昭リウマチクリニック　 http://www.sagawa-akira-clinic.com/
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クリニック立ち上げの
工夫，どうあるべきか

クリニックならではの
考え方

クリニックでまず重視
すること

クリニックの概要�

診療科目  内科・リウマチ科�

スタッフ　 医師1名，看護師5名，検査技師2名，事務3名（含秘書）�

患者数　  約2,000名（うちDMARD治療リウマチ患者の割合：約5割）�

　　　　　　　　　　 133名（DMARD患者中約13%）�

（インフリキシマブ　111名，エタネルセプト　22名）�

インフリキシマブ投与のための設備�

インフュージョン用チェア……2台，　処置用ベッド……5台�

電子カルテ，院内画像モニター装置�

レントゲン撮影装置�

DEXA骨塩定量装置（AHA機能付き）�

超音波診断装置（パワードプラ機能付き）�

院内至急測定装置（ BGA ，CBC，ESR，CRP，肝，腎，電解質）�

診療科目�

スタッフ�

患 者 数 �

生物学的製剤の使用者�

インフリキシマブ投与のための設備�

院内至急測定装置（BGA，CBC，ESR，CRP，肝，腎，電解質）�

超音波診断装置（パワードプラ機能付き）�

DEXA骨塩定量装置（AHA機能付き）�

レントゲン撮影装置�

電子カルテ，院内画像モニター装置�

図2
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供と理解）。安全を守り，続けて行く

ためにも大事なことです。

―待合室に情報と安心感を―

初めて当院を受診される方は，リ

ウマチや膠原病の心配のため不安な

気持ちで一杯のはずです。少しでも

その不安な気持ちを和らげるように

と，診察の進め方を表した掲示を告

示しています（図4，5）。

また，待合室の正面左にはパソコ

ンのスライドショーで，リウマチの

起こり方や診断の進め方などの内容

を次々と見えるように流していま

す。さらにリウマチ実地医会で発行

した「リウマチのすべて」の本をク

リニックに展示し，目を通してもら

っています。本書はリウマチを診る

一般のドクター用に書かれたもの

で，患者家族の方に読んでもらって

もよい内容が書かれており，日常生

活や病気についての一般的な疑問に

も幅広く答えている良書と考えてい

ます。その他展示棚には，リウマチ

に関する多くの有益な資料も絶やさ

ずおいてあり，MRさんにとっても貴

重な情報源となっているほどです。

（以下次号へ）

手のこわばり，関節が痛い，体がだるい，�
疲れやすい，微熱が続く�

始めて病気になった時�

初発症状�

心配が高じる�不安1

受　診� 診察と検査�病院受診�

結果説明�結　果�

治療開始�治　療�

良くならない�経　過�

さらに心配する，こころの悩みが強くなる�不安2

［各段階での解説と注意点・対策が必要］�

図4

1．まず問診で症状の経過と今の状態をお聞きします。�

2．次に診察で痛いところ、異常なところを診せて頂きます。�

3．何が疑われるかを考えます。�

4．ご本人とご家族にその時点での私の考えを説明します。�

5．了解を得た上で検査計画を組みます。�

6．採血や画像検査（レントゲンなど）を予定します。�

7．場合によってはお薬を処方します。�

8．次回の予約をしてお帰り頂きます。�

当クリニックでのリウマチ膠原病診療の流れ�

関節痛�
手のこわばり�
膠原病疑い�

佐川　昭リウマチクリニック�

受 診�

図5

図3

近隣の医療機関などとの連携�

● リウマチ膠原病に合併しやすい疾患の診療依頼�
　　消化器，循環器，呼吸器，糖尿病，眼科，産婦人科，�
　　メンタルケア，心療内科など�

● リウマチの手術：専門整形外科施設�

● 健康診断的な検査（癌検診など）も重要�

● 画像診断センター（MRI，CT，USなど）�

● リハビリ実施，身体障害チェック，年金書類�

● 福祉制度，医療費相談�

リウマチ友の会，北海道難病連�

新臨床研修医制度が導入されて5年

目になり，研修医の都市部集中や産婦

人科の医師不足など問題点が指摘さ

れ，見直しが叫ばれつつある。私がホ

ームグランドにしている長岡市には3

つの臨床研修病院があるが，リウマチ

科があるのは当院だけである。医師免

許を取得し2年間の前期研修の間に，

関節リウマチは必須疾患であるが，受

け持ち医となって十分な研修の機会が

あったのだろうか？　リウマチ・膠原

病の講義を頼まれることがあったが，

これでは医学部学生の延長にしか過ぎ

ない。それぞれの地域で不足している

分野があれば，相互乗り入れできるプ

ログラムが必要である。

そこで，知識と診察技量をチェック

する目的で，“関節リウマチを診る”

ための研修会を開催してみた。立川綜

合病院、長岡中央総合病院、長岡赤十

字病院の各病院より参加した臨床研修

医を3グループにわけ，ステーション

1：関節リウマチを疑ったときどのよ

うな検査を行うか，ステーション2：

関節X－Pの読影，ステーション3：

関節所見のとり方（リクライニング車

椅子に乗って手足の診察をする模擬患

者には，関節腫脹のある発症から1年以

内の男の患者さんをお願いした）とし，

順番にまわり実際に自分で体験してい

ただく方式，いわゆるOSCE（Objective

Structured Clinical Examination：客

観的臨床能力試験）である。最後に，

検査データだけでなく，手と足の関節

腫脹とX線所見に裏打ちされた診断

法，関節リウマチの活動性の指標とな

るDAS28の測定法などについて，まと

めの講義を行った。大変好評で，毎年

続けたいと意を強くした。これを機会

に早期診断ができ，さらにはリウマチ

専門医を目指して後期研修を希望して

くれる若い医師が出てくれると信じて

いる。

余談ではあるが，模擬患者さんは何

人もの医師の問診，触診を受け，関節

周辺が赤くはれ気味となってしまった

が，熱心に相手をしてくれた。こころ

から感謝申し上げるとともに，女性の

患者さんを選ばなくてよかったと思っ

た次第である。

（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】

財団法人
日本リウマチ財団
２０周年記念式典

日　時 平成20年9月27日（土）

13：00から18：30

場　所 パシフィコ横浜　会議センター　

メインホール

横浜市西区みなとみらい１-１-１

※登録医単位3単位取得可能

記念式典
13：00～13：10
理事長挨拶
久史麿　理事長

（日本リウマチ財団20周年の歩み）

13：10～13：30
来賓祝辞
厚生労働大臣他

13：30～14：10
記念講演
「アジア太平洋地域の医学，医療について」
尾身　茂　WHO西太平洋事務局長

14：10～14：50
日本リウマチ財団
リウマチ性疾患評価国内委員会報告
「日本におけるリウマチ性疾患の現
状について」

15：00～16：40
パネルディスカッション
「わが国のリウマチ対策について」

パネラー
日本リウマチ友の会　
長谷川三枝子　理事長

厚生労働省疾病対策課
梅田珠実　課長

第一三共株式会社常務執行役員　
廣川和憲　研究開発本部長

日本リウマチ財団登録医　
松原　司　松原メイフラワー病院長
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