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理事長挨拶

髙久史麿 氏
日本リウマチ財団　理事長

髙久史麿理事長

髙久史麿 理事長は，昭和 62 年 11
月 1 日の設立以来，日本リウマチ財団
20 年の歩みを振りかえり，この間に
格段の進歩が見られたこととして，数
多くの抗リウマチ薬，生物学的製剤の
出現をあげた。生物学的製剤で言えば，

今年になってからも 2 つの生物学的製
剤が関節リウマチ適応薬として認可さ
れ，このようなリウマチ治療の選択肢
の広がりは，リウマチ治療に関わる医
師，医療従事者，患者さんにとって大
きな朗報であると述べた。

髙久 理事長は，リウマチ性疾患を
取り巻く環境には，解決すべき課題は
まだ数多く存在しており，日本リウマ
チ財団としては，今後もリウマチ性疾
患の制圧に向け，さらに邁進すると決
意を表明し，挨拶を締めくくった。

■ 開催日　平成20年 9月 27日（土曜） ■ 場　所　パシフィコ横浜会議センター [神奈川県横浜市 ]

■ 共　催　財団法人　日本リウマチ財団／アジア太平洋リウマチ学会 ■ 後　援　厚生労働省／社団法人　日本医師会

財団法人日本リウマチ財団　設立20周年記念式典
盛大に開催される

財団法人日本リウマチ財団　設立20周年記念式典
盛大に開催される

年6回発行

※リウマチ財団ニュースはリウマチ登録医を対象に発行しています。本紙の購読料は、リウマチ登録医の登録料に含まれています。
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9 月 23 日から 5 日間にわたり，パシフィコ横浜会議センターで開催された『第 13 回アジア太平

洋リウマチ会議（APLAR 2008）』の最終日 9 月 27 日土曜，『財団法人日本リウマチ財団設立 20

周年記念式典』が催された。式典では，厚生労働大臣感謝状贈呈をはじめ，記念講演『アジア太

平洋地域の医学，医療について』において，WHO 西太平洋事務局長 尾身 茂 氏からの講演があっ

た。引き続き同会場において，多くの観衆を対象に『市民公開講座』として「日本におけるリウ

マチ性疾患の現状について」の講演や「わが国のリウマチ対策について」のパネルディスカッショ

ンも行われた。

祝辞を読まれる有限責任中間法人 日
本リウマチ学会理事長 小池隆夫 氏

社団法人日本医師会会長 唐澤祥人
氏の祝辞を代読される同会福会長の
宝住与一 氏

厚生労働大臣 舛添要一 氏の祝辞
を代読される同省健康局疾病対策
課課長補佐の海老名英治 氏

祝辞を読まれる社団法人日本リウ
マチ友の会会長　長谷川三枝子 氏

祝辞を読まれる社団法人日本整形
外科学会理事長　中村耕三 氏

91 号の主な内容

● 財団法人日本リウマチ財団　
設立 20 周年記念式典

● 呼吸器の専門家からリウマチ
の臨床家へ　後編

● リウマチ診療のコツ
 内科医の場合　第 3 回

※ レントゲンクイズは都合により休
載致します。

contents

リウマチにおけるPCPの発症機序後 編

日本リウマチ財団ニュース 座談会

　　　：後藤　眞 編集委員長

　　　：後藤　元
はじめ

 氏
 （杏林大学医学部第一内科学教室　教授）

 徳田　均 氏
 （社会保険中央総合病院 内科部長）

 岡田正人 氏 編集委員

司　 会

出席者

この号では，リウマチ治療において
特に注意を払うべき呼吸器疾患の治療
について，前号に続いて徳田先生，後
藤元先生のお話を紹介する。

RA-PCP をどう治療するか

後藤（眞）　RA-PCP（リウマチにおけ
るPCP）の治療について，先生方のお
考えを伺えますか。　5ページに続きます。
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　司会　西岡久寿樹 氏
日本リウマチ財団　常任理事

西岡久寿樹 氏は，この 20 周年記
念式典の直前まで開催されていた

『第 13 回アジア太平洋リウマチ会議
（APLAR）』の会長を務め，今後のリ
ウマチ対策の指針となる『横浜宣言』
を発表した。アジア太平洋地域におい
て，リーダーシップをもってあたらな
くてはならない日本のリウマチ対策の
現状とはどのようなものか，日本リウ
マチ財団　リウマチ性疾患評価国内委
員会委員の 3 人による各講演から考え
ていきたいと紹介した。

内田淳正 氏
三重大学医学部整形外科　教授

（１） 変形性膝関節症について

変形性膝関節症の原因と病態とは，
加齢による関節の老化や代謝低下によ
り，軟骨が磨耗して痛みが発現し，関
節の動きが悪くなり関節が変形する
という疾患である。変形性膝関節症の
膝関節のレントゲン写真を見ると，正
常な関節に比べて関節と関節の隙間が
狭くなっており，関節部分の画像を見
ると，正常な関節では軟骨が白く輝い
ているが，変形性膝関節症では軟骨が
擦り切れてなくなり，骨がむき出しと
なって見るからに痛々しいと内田淳正 
氏は紹介した。

30 年ほど前では考えられなかった
人工関節手術により，現在では多くの
患者さんが関節の変形や痛みもなく普
通に歩行している。これは変形性膝関
節症の治療対策として大きな成果であ
ると内田 氏は説明した。

そこで三重県宮川村で行われた疫学
調査から，膝関節が悪い人とは，性
別では男性より女性が断然多く，年齢
では 65 歳以上で 3 人に 1 人，90 歳以
上では半分近くであり，ただし 90 歳
以上の高齢者はほとんどが女性という
結果が示された。このことから膝関節
が悪くなる危険因子とは，女性で高齢
になるほどリスクが高く，ここに肥満

（BMI）も高い比率で関わる（多変量
解析　オッズ比：33.22）という。

この疫学調査を行った三重大と理化
学研究所の共同研究から，アスポリン
という変形性膝関節症の原因遺伝子を
同定するに至った。アスポリンは軟骨
形成を阻害する蛋白質の 1 つで，変形
性膝関節症の患者さんの多くに発現し
ていることが確認されている。

このことから変形性膝関節症は，環
境要因と遺伝子要因の 2 つが関与する
ことがわかっているが，遺伝子要因や
性別，年齢などと違って，肥満は自己
管理できる要素であり，生活習慣病的
な生活環境をより改善することである
程度の予防対策が可能であると，内田 
氏は提言した。

◆　◆　◆　◆　◆

西岡久寿樹氏は，次の演題のテーマ
である骨粗鬆症と骨折の関連は，アジ
ア太平洋リウマチ会議においても大き
な問題として取り上げられたと説明し
た。

豊島良太 氏
鳥取大学医学部整形外科　教授

（2） 骨粗鬆症と骨折について
 

豊島良太 氏は，まず厚生労働省の
骨粗鬆症に関する調査結果を示した。
日本の骨粗鬆症患者は現在約 1 千万人
であり，骨粗鬆症による骨折の多く
は脊椎圧迫骨折で，中でも患者さん
に最も不自由をもたらす足の付け根の
骨折は年間 8 万件起きている。これが
2025 年には高齢化がさらに進み，骨
粗鬆症患者は 1500 万人，それによる
骨折は年間 15 万件になると予想され
る。また高齢者で寝たきりとなってし
まう原因は，脳卒中が最も多く，続い
て高齢による衰弱，そして骨粗鬆症に
よる骨折と変形性膝関節症が約 10％
の同率で続く。

骨粗鬆症の骨は，カルシウムが減少
して骨量が減り，脆くて折れやすく
なっている状態にあり，骨量は若い頃
の 7 割以下に落ちている。そのような
骨は転んで尻餅をついただけで腰椎の
圧迫骨折が起こり，それが足の付け根
の大腿骨頸部であると，歩けずにその
まま寝たきりになってしまうことが多
い。豊島 氏は，骨の状態を知るため
にかかりつけ医での骨量測定を推奨し
た。

一度転倒すると，若い頃はこんなこ
とはなかったと自信をなくし，また転
倒するのではないかという不安が高じ
て活動低下に至る。これを廃用症候群
と呼び，動くことを控えていると筋肉
が衰え，さらに転倒しやすくなる状態
を転倒後症候群と呼ぶ。

日本整形外科学会では 23 万件の
データ分析を行い，高齢者の転倒骨折
のほとんどが屋内で日常生活中に起き
たと指摘。トイレや風呂，廊下，階段，
ベッドなど，日常の中でわずかなもの
に引っかかり，ささいな段差につまづ
いて骨折することが大半を占める。豊
島氏は，家庭では整理整頓を心がけ，
夜の廊下など暗い場所は明るくしてつ
まづかないような工夫が必要とした。

骨粗鬆症患者とは，男性より女性が
多く，痩せている，お酒やタバコを好
むなどの特徴があげられる。さらに遺
伝的要因も高く，またリウマチのある
人，中でもステロイド薬治療者は特に
高リスクである。米国のデータでは，
リウマチ患者は非リウマチの女性，同
年齢と比べて，1.4 ～ 2.6 倍高リスク
であるとされている。

骨粗鬆症は生活習慣病と同じく食事
や運動の習慣を見直し，食事では 1 日
1000mg のカルシウム摂取を目指し，
運動では室内で背筋を伸ばし，椅子か
らゆっくり立ち上がりゆっくり坐ると

 厚生労働大臣感謝状贈呈 

リウマチ医療に深い理解を示され，財団法人日本リウマチ財団の運営に
多大なるご尽力と，わが国の疾病対策に大きく貢献されたことに対して，
厚生労働大臣感謝状が，21 社の製薬会社に贈呈された。 

司会　ニコライ カルテフ 氏

WHO 非伝染病管理部門慢性呼吸器

疾患および関節炎担当専門官

演者　尾身　茂 氏

WHO 西太平洋事務局長

尾身　茂 氏は，日本リウマチ財団
設立 20 周年の祝辞と共に，直前まで
開催されていた『第 13 回アジア太平
洋リウマチ会議（APLAR）』の盛会
も祝福した。WHO では 2000 ～ 2010
年の 10 年間をリウマチ対策年として
各国にリウマチ対策推進を宣言してお
り，日本では 2002 年には『リウマチ制
圧 10 か年対策会議』において東京
宣言を，そしてこのたびの APLAR で
は横浜宣言を行っている。これら活動
により日本の国内でのリウマチ制圧対
策に加え，今回 APLARで明らかとなっ
た開発途上国のさまざまな問題点に対
して，アジア太平洋地域におけるリウ
マチ対策指南役としての日本の活動に
期待したいと述べた。

 記念講演「アジア太平洋地域の医学，医療について」 

記念講演をされた尾身 茂 WHO 西太平洋事務局長

司会のニコライ カルテフ 氏

日本リウマチ財団設立20周年記念　市民公開講座
「日本におけるリウマチ性疾患の現状について」
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て，患者数減少への予防と治療などの
対策を立てることとなった。リウマチ
では，患者数を 20％減少させること，
患者の死亡率を減らす，すなわち長生
きできるようにすること，重症度を軽
くすることの 3 つのテーマを定め，10
年後に調査分析をすることが決められ
た。

リウマチ患者は女性に多く，調査し
ているうちに次第に減少してきて，そ
れは世界的な兆候であるとわかって
きた。1965 ～ 1995 年の 30 年間では，
女性患者は大きく減少したが，男性患
者数にはそれほどの変化は見られな
かった。ところが 8 年後の 2003 年の
調査では，女性患者数が急増を示し，
その要因は世代が代わったことや生活
環境が大きく変化したことなどの影響
と推測された。

リウマチ患者の死亡率を下げる取り
組みにおいては，抗リウマチ薬をはじ
め治療方法が多様化しているにも関わ
らず，あまり変化が見られなかった。
2007 年の米国の論文で，リウマチ患
者と非リウマチ患者の死亡率には差が
あり，その差が過去よりも拡大してい
ると論じられている。七川 氏は，こ
れは治療が貢献していないのではない
かと懸念して，最近遺伝的要因が考え
られる臨床例が 30％ぐらいあり，リ
ウマチ治療薬として，遺伝子治療を
ターゲットとした治療薬開発が望まれ
ると述べた。

脊椎が強直してくる慢性炎症性疾患
は，血清反応が陰性の多発性関節炎
である。これは感染症やその他の合併
症と関連して脊椎炎を起こす疾患なの
か，あるいは 1 つの疾患としてみなし
ていいのか，日本では患者数も少ない
ことからさまざまな捉え方がある。七
川 氏は着粘度に注目し，炎症を起こ
している部位の軟骨や線維軟骨は正常
であり，軟骨の下や骨髄などが炎症を
起こしているのは，リウマチ疾患の関
節の症状とは明らかに異なると強調
し，強直性脊椎炎は 1 つの独立した疾
患であるとした。そしてこの疾患には
生物学的製剤が有効であると考えられ
ると付言した。

いうような簡単な運動を 1 日に数十回
繰り返すことで，太ももの筋肉・大腿
四頭筋が鍛えられ，これが膝関節の痛
み防止にも有効となる。豊島氏は「高
齢期は賢者にとって黄金の時である」
という言葉を引き，骨粗鬆症の予防，
早期発見を心がけて活き活きとしたシ
ルバーライフを送ることを呼びかけ
た。

西岡久寿樹氏は，次の演題のテーマ，
慢性炎症性疾患もまた生活に密接に絡
んでいるテーマであると紹介した。

七川歓次 氏
滋賀医科大学　名誉教授

（3） 慢性炎症性疾患について

1960 年ごろから，世界各国で高齢
者がかかりやすい疾患における医療費
対策は重要な問題となり，どの国でも
それらの疾患を予防することや治療率
を高めて患者数を減らすことで，医療
費の引き下げを検討していたと，七川
歓次 氏は紹介した。対象疾患は，関
節症やリウマチ，骨粗鬆症，脊椎の疾
患，手足の重い外傷であり，リウマチ
においては，これから 10 年間の間に，
患者数を 20％引き下げるという目標
が掲げられた。また現在でも使用され
ているレントゲン画像評価で，グレー
ド的に 4 段階評価が策定されたのもこ
の頃である。

その後日本でも，国内委員会におい
て，対象疾患をリウマチ，脊椎症，関
節症，骨粗鬆症，炎症性慢性疾患の
脊椎関節炎，大腿骨頸部骨折に定め

CL2　JCR- Clinical Course
Lecture（JCR Sponsered 
Symposium）
From Genome to Bone and Joint
Diseases: Integrated Approach from
Human and Mouse Genetics Toward
the Disease Genes and Molecular
Pathogenesis of the Diseases

池川志郎 氏
（独立行政法人理化学研究所ゲノム医
科学研究センター骨関節疾患研究チー
ム）　

Medical-EXPO 2008
in APLAR's World Symposium

Medical-EXPO 2008
in APLAR's World Symposium

アジア太平洋地域のリウマチ研究者・専門医が一堂に会するAPLARは，本年で第13回を迎え，去る9月 23
～ 27日，横浜パシフィコで開催された。
26日には，日本リウマチ学会主催のシンポジウム "Clinical Course Lecture" がメインホールにて行われ，計
6題の講演があった。

華やかな雰囲気でオープニングセレモニーが開催される
（NHK 交響楽団）

祝辞を述べる黒川 清 内閣特別顧問
（政策研究大学院大学教授）

  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」 

■司会　越智隆弘 氏
　日本リウマチ財団 常務理事

　　　　山本純己 氏
　日本リウマチ財団 理事

■パネラー
長谷川三枝子 氏

社団法人日本リウマチ友の会会長

海老名英治 氏
厚生労働省健康局疾病対策課課長

補佐

廣川和憲 氏
第一三共株式会社常務執行役員研

究開発本部長

松原　司 氏
松原メイフラワー病院院長・日本

リウマチ財団登録医

 パネルディスカッションでは，
パネラーのそれぞれの立場から，
日本のリウマチ対策に対する積極
的な発言が交わされた。リウマチ
治療は，近年，生物学的製剤など
の出現により，患者さんの療養環
境が大きな変化を見せている。そ
のような中でもリウマチの原因解
明と治療法は未だ確立されている
とは言えず，さらなる治療の研究
や製剤の開発に期待する発言が相
次いだ。

このディスカッションの詳細は次
号に掲載の予定です。

最初に，理化学研究所の池川志郎 
氏が，骨・関節疾患原因の分子レベル
での解明のためのアプローチについて
講演した。

個体の特質や感受性（表現型）の差
違は SNPなどの遺伝子多型（遺伝子型）
により決定される。すなわちゲノムは疾患
と関連しているのである。したがって，患
者さんの遺伝子情報は，臨床症状のデー
タと対比させれば，その症状に関係する

遺伝子型を明らかにするためのよい研究
ツールとなり，最終的には病因を分子レベ
ルで論じられるようになるだろうという。こ
のコンセプトを述べた後，池川 氏は軟骨
形成に関与するTGF-β，カルモジュリン，
チューブリン，サイトカイン類などに作用す
る数種の遺伝子について，このアプロー
チにより解明した成果を紹介した。

ただし，骨・関節疾患では，いわゆ
る遺伝病と異なり，1 種類の遺伝子だ

パネルディスカッション全景

司会の越智隆弘常務理事 同じく司会の山本純己理事 パネラーの廣川和憲 氏
第一三共株式会社常務執行役員
研究開発本部長

同じくパネラーの松原　司 氏
松原メイフラワー病院院長

懇親会でご挨拶される幸田正孝 氏
副理事長

懇親会にご出席された塩川優一 氏
前理事長
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けで発病が決定されるわけではなく，
遺伝的要因のほかに複数の環境要因も
影響している可能性があるため，一般
集団と患者集団の遺伝子型の差違を統
計学的に比較する必要があるという。
そして，こうした研究に際しては，自
由に交配でき，個体数も増やしやすく，
ノックアウトマウスなど遺伝子操作も
行えるマウスを利用し，ヒト患者での
結果と統合することで，研究のスピー
ドアップが図れるとも述べた。

Involvement of NF-κB in 
Autoimmune Rheumatic
Diseases

岡本　尚 氏
（名古屋市立大学大学院医学研究科分

子細胞生物学教授）

名古屋市立大学大学院の岡本　尚 
氏は，自己免疫性リウマチ疾患におけ
る転写因子 NF-κB の関与について講
演した。

NF-κB は炎症関連遺伝子の発現を
調節する転写因子であり，関節リウマ
チ（RA）の背景にも NF-κB カスケー
ドの活性化があるとみられる（複数の
抗リウマチ薬が NF-κB 活性を阻害す
ることから示唆される）。抗 RA 薬と
なりうる NF-κB 阻害剤としては，古
典的経路で関与する IκB キナーゼ阻
害剤が考えられていたが，近年，非
古典的経路に関与する IKK α特異的
阻害剤が見出された。こうした現象の
分子的 / 遺伝子的エビデンスを得るた
め，リウマチ患者の滑膜細胞の遺伝子
発現プロファイル解析を行ったとこ
ろ，少なくとも SDF1A（間質細胞由
来因子）およびPDGF受容体（PDGFR）
α の 2 遺伝子の選択的発現，TNF 刺
激後の Notch 遺伝子の時間依存的活
性化，滑膜組織における抑制，メタロ
プロテイナーゼや細胞周期促進因子の
選択的発現など，ヒトの RA における
非古典的 NF-κB 活性化経路の関与が
示唆された。現在は，こうした知見を
踏まえ，この活性化経路に作用する治
療薬開発のため，NF-κB の相互作用
タンパク質の立体構造から治療薬の分
子ドッキングデザインを行っていると
のことである。

New Approaches to 
Treatment of Rheumatoid
Arthritis

上阪　等 氏
（東京医科歯科大学大学院医歯学総合

研究科生体応答学講座　膠原病リウマ

チ内科准教授）

東京医科歯科大学の上阪　等 氏は，
関節リウマチ治療の新たな戦略と治療
薬を紹介した。

リウマチなどの炎症時には，免疫細
胞の活性化により多種類の炎症性サ
イトカインが産生され，その結果線維
芽細胞増殖，ひいては関節破壊が起こ
る。生物学的製剤は免疫抑制により効
果を発揮するが，過剰抑制は重篤な感
染症につながる。そこで，新たな戦略
として 1）線維芽細胞増殖抑制および
2）amplifier による炎症性サイトカイ
ンの適度の抑制を紹介した。1）につ
いては，サイクリン依存性キナーゼ

（CDK）阻害剤（p16 および p21 CDK
阻害剤）を関節リウマチ患者さんの関
節に導入したところ，関節の過形成が
抑制された結果を報告した。CDK 阻
害剤はかつて抗癌剤として開発された
が，細胞増殖停止作用のみで腫瘍細胞
死滅効果がないため臨床試験で有意な
効果がみられていないものである。

2）に関しては，単球，マクロファー
ジ，好中球で発現される TREN1 と呼
ばれる分子に着目，この分子が細菌感
染に対する宿主防御機能を保持しつつ
関節炎に対し有効であることを動物実
験で確認した。

将来的には，関節炎のより効果的で
安全なコントロールのため，免疫を抑
制するサイトカイン療法の代わりに，
細胞周期調節療法や適度なサイトカイ
ン抑制による線維芽細胞増殖抑制が望
ましいと述べた。

Autoantibodies in Clinical
Practice of Connective
Tissue Diseases

三森経世 氏
（京都大学大学院医学系研究科臨床免

疫学 教授）

京都大学大学院の三森経世 氏は，
自己抗体についての簡単な解説の後，

結合組織疾患（CTD）の臨床診療に
おけるその意義について講演した。

自己免疫疾患患者で検出される自
己抗体は，ある種の臨床症候群と密
接な関係があり，臨床診療で有用な
情報をもたらす。したがって抗核抗
体（ANA）を全身性自己免疫疾患の
最初のスクリーニング検査とすべきで
ある。標的となる自己抗原は 100 種を
超え，また，未知分子の構造および機
能分析のプローブとして，基礎的分子
生物学にも貢献している。結合組織疾
患（CTD）では，最近，抗アミノア
シル tRNA 合成酵素（ARS）抗体と
抗 CADM-140 抗体が注目されている。

関節リウマチ（RA）では，リウマ
チ因子（RF）が血清マーカーとして
長年用いられてきたが，RA 特異的
マーカーではなく，近年は自己抗体を
標的とした抗シトルリン化タンパク

（CCP）抗体などが注目されている。
こうした自己抗体マーカーは，CTD
患者の診断ツール，患者の分類，薬物
療法に対する反応性，再発，後日の他
疾患の発症頻度など臨床経過の予測因
子として有用であるが，これらの自己
抗体マーカーの信頼性を高めるには，
その検出法，特異性，感度，臨床状態
が重要であると述べた。

Message from Cohort
Study of Rheumatoid
Arthritis in Japan

山中　寿 氏
（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）

東京女子医科大学の山中　寿 氏
は，所属施設での 7 年にわたる 5,000
例超（日本の患者の 1% 超）の関節リ
ウマチ（RA）患者コホート（IORRA 
Study）の解析結果を報告した。

わ が 国 の RA 治 療 戦 略 は "care 
medicine" から "cure medicine" へ（治
療から治癒へ）とシフトしており，例
えば罹病期間 2 年未満の患者さんで
の MTX 処方率は 2000 年の 20% から
2006 年に 36% へと増加，Etanercept
などの生物製剤（免疫抑制剤併用）の
使用も増加しており，こうした薬物の
使用が患者さんの機能障害改善に役
立っている。患者さんを疾患コント
ロールの程度で層別して長期（4.5 年）
のアウトカムをみると，コントロール

が良好なほど障害の進行が抑制されて
おり，疾患活動性の十分なコントロー
ルが機能障害予防に重要であると思わ
れる。過去 5 年間に，罹病期間の短い
患者さんで疾患活動性に関して改善が
みられている。また，corticosteroids
による寛解は真の寛解ではなく，機
能障害が進行する可能性があるため，
corticosteroids なしで寛解状態を達成
する必要がある。こうした観察コホー
ト研究は，われわれの治療戦略を評
価し，そのエビデンスを患者さんに
フィードバックするために必要である
として，講演を締めくくった。

Molecular Intervention of
Anti-IL-6 Reception 
Monoclonal Antibody for
Children with Systemic-
Onset Juvenile Idiopathic
Arthritis （sJIA）

横田俊平 氏
（横浜市立大学大学院医学研究科発生

成育小児医療学 教授）

横浜市立大学大学院の横田俊平 氏
は，全身発症型若年性特発性関節炎

（sJIA）小児患者における tocilizumab
（IL-6 受容体に対するモノクローナル
抗体）の長期投与の安全性と有効性に
ついて報告した。

sJIA 患者の半数は最終的にはほぼ
完全に回復するが，残りの患者では疾
患は進行し，中等度～重度の機能障害
が生じる。この疾患の活動度と IL-6
および IL-6 受容体のレベル上昇との
関係が報告されているため，IL-6 受
容体に対するヒト化組換えヒトモノク
ローナル抗体 tocilizumab を用いて 67
例の sJIA 小児患者で臨床試験（Phase 
II 11 例，Phase III 56 例）を行い，長
期（Phase II 287 週，Phase III 172 週）
経過観察した。

全例で 1 件以上の副作用エピソード
がみられ，呼吸器および消化管の感染
症が主であった。24 週の有効性評価
では，80% 超の患者が ACR 改善基準
で70%，50%超で90%改善されており，
この改善は 144 週までみられている。
また，corticosteroids の減量にも効果
があった。このように，sJIA 小児患
者の tocilizumab 治療は，臨床症状改
善を持続し，リスク便益のバランスが
取れていることが示された。

養老孟司 氏は「痛み」をテーマに，
脳の運動野で感じる痛みは，関節や皮膚
の痛みを入力したことで痛みとして翻訳
するという仕組みを解説した。そして，
ラマチャンドラン著『脳の中の幽霊』か
ら，片腕をなくし存在しない腕の痛みや
麻痺を感じて苦しむ患者に対して，鏡に
よって幻の腕を再現したトリックを使
い，脳が納得して麻痺や痛みが消える過
程を引用した。大脳皮質には運動野や体
性感覚野の体部位に対応したマップが配
列されており，手や上腕，顔のマップは
位置的に隣接している。例えば手が失わ
れても，隣接する領域の情報が影響して，まだ手があると脳が認識し動く手
の感触を感じるという。医学だけでは解決できない治療も存在すると，養老 
氏は語り，満場の観衆から大きな拍手を受けた。

APLAR 閉会式スペシャルゲスト 養老孟司 北里大学教授 東京大学名誉教

軽妙な語り口で講演される養老孟司 氏

会場内Ho-Youn Kim,
next president for 2008-2010, 
APLAR

Chak Sing Lau,
President for 2006-2008, APLAR 

ipos 会場リウマトロジストの国際交流の場となったパシフィコ
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司会をする山中 寿　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と、住田孝之　筑波大学大学院
人間総合科学研究科先端応用医学専攻臨床免疫学教授

Focus on Presentation

Symposium 29
"Gerontology & Rheumatology"
Sep. 26 （Fri.）

座長　後藤　眞 氏
（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）

金井芳之 氏
（さわらび会福祉村病院　長寿医学研

究所　東京大学客員研究員）

全世界的に高齢化が急速に進みつつ
あることは言を待たない。例えば，わ
が国において，2008 年の高齢者（65
歳以上）は全人口の 22% 超も占めて
いる。これはわが国に限ったことでは
なく，他のアジアの主要諸国でもそう
であるか，そうなりつつある。

"Gerontology & Rheumatology" と
並記された本シンポジウムの開会にあ
たり，座長の一人である桐蔭横浜大
学の後藤 眞 氏は，本シンポジウムの
introduction として，上記の世界的な
高齢化に触れた後，リウマチに関連す
ることとして以下の点を挙げた。

まず，厚生労働省の調査によれば、
高齢者の訴えの上位３位までが筋骨
格系の疾患（リウマチ疾患含む、腰
痛、肩こり、関節痛）とされる。高齢
者での RA 罹患率は 2% と言われてお
り，したがってわが国には少なくとも
約 50 万人の高齢者患者がいると推測
される。また，近年，リウマチ性疾患，
とりわけ関節リウマチ（RA）の発症
年齢が上昇している。例えば，フィン
ランドの調査では、1975 年における

最も高頻度の初発年齢は 40 歳であっ
たのに，その 5 年後の 1980 年には 50
歳となった。現在ではさらに高齢に
なっている。この傾向は，国によらず，
世界的な現象である。さらに，腫瘍学
の研究者の間では，近年，加齢を長年
にわたる炎症によるダメージとして、
悪性腫瘍の発症と関連付け、NSAIDs
による治療、予防の有効性が発表され
ている。

リウマチ性疾患の治療においては，
一般に，薬物療法時の有害事象の発
生頻度は年齢とともに増加し，例え
ば methotrexate では若年者よりも高
齢者でその頻度が有意に高い。これ
は高齢者での腎機能の低下にもその
原因の一端があろう（しかしながら
bucillamine は例外的に高齢者で有害
事象の発生頻度が低いとのこと）。そ
のため，開発を行う製薬企業でも，高
齢者における重大な有害事象に注意を
払っているようである。

リウマチ疾患におけるこうした事実
と，冒頭に述べた高齢化の進行を考え
合わせると，今後，高齢の RA 患者は
ますます増加するであろう。

後藤 眞氏は，これについて，現在，
アジア諸国にも老年学者，リウマチ学
者は多数いるが，本シンポジウムのタ
イトルとなっている Gerontology（老
年学）および Rheumatology（リウマ
チ学）双方を究めた言わば geronto-
rheumatologist（老年リウマチ学者）
はほとんどおらず，緊急にその増員が
求められていると述べた。

この後，高齢の RA 患者の特徴（抗
CCP 抗体，発症年齢，腎機能などを、
大分大・藤川陽祐 氏、愛知医大・山
村昌弘 氏），疾患発症とそのアウトカ
ム，治療法〔薬物療法（DMARD，生
物製剤）とその治療成績を産業医大・
田中良哉 氏、順天堂大・小笠原倫大 
氏、外科手術を群馬大・高岸憲二 氏、
国立相模原病院・森 俊仁 氏によって〕
に関する講演があった。

なお，後藤 眞 氏は，高齢者と直
接の関係はないであろうが，RA 治
療に関して，一般集団での死亡率は

DECLARATION OF THE GLOBAL RHEUMATOLOGY SUMMIT 2008
“THE YOKOHAMA DECLARATION” PRESS RELEASE

We, the Summit Organizers, declare the launch of a 10 year “Rheumatic 　Disease 
Global Health Project”, under the initiative of the Asia Pacific League of Associations 
for Rheumatology (APLAR). To be implemented in collaboration with the International 
League of Associations for Rheumatology (ILAR), the project will be focused on treating, 
alleviating and reducing the incidence of rheumatic disease and illness within those 
under-developed and developing countries that come under APLAR’s organizational 
umbrella. The focus of this 10 year project will be the 7 major rheumatology-
related diseases: Rheumatoid Arthritis (RA), Osteoarthritis (OA), Osteoporosis, 
Spondyloarthropathies, Systemic Lupus Erythematosus (SLE), Juvenile Idiopathic Arthritis 
(JIA), Fibromyalgia (FM) and Rheumatic Fever,

The project will be undertaken using an innovative structure within, and extending beyond 
APLAR, that brings together and clearly defines the scientific, clinical, educational, 
financial, business and marketing resources of, in particular, the APLAR membership. This 
new structure has been set-up for the first time at the Global Summit of Rheumatology 
during the 13th APLAR Congress in Yokohama. The resources that this structure 
consolidates will be supplemented by the support and cooperation of the WHO, ILAR, 
State Governments, and partner leagues of rheumatology. Additionally, financial support 
will be sought from foundations with an interest in global health. 

This project will create a system by which patients from impoverished communities are 
able to receive better treatment and medicines despite local economic challenges. An 
example of such a system is represented by the Silk Road Medicare Project, created in 
1999 with the initiative and support of the Japanese Government under the premiership 
of the late Ryutaro Hashimoto through which a dialogue and exchange of doctors, 
researchers, students and knowledge has already brought direct results to some “Silk 
Road” areas within Central Asia. 

REPRESENTING THE SUMMIT ORGANIZERS:

Nishioka, Kusuki, President, APLAR 2008, Executive Director & Professor of Medicine, Institute of Medical 

Science, Arthritis Research Center, St. Marianna University School of Medicine.

Steffen Gay, Head, WHO Collaborating Center for Molecular Biology and Novel Therapeutic Strategies for 

Rheumatic Diseases, Dept. of Rheumatology, University Hospital, Zurich  

Ho-Youn Kim, President APLAR, Rheumatism Research Center (RhRC), Catholic Institute of Medical Sciences, 

The Catholic University of Korea

Rohini Handa, President-Elect APLAR, Professor of Medicine, Clinical Immunology & Rheumatology Service, 

All India Institute of Medical Sciences 

Chak S Lau, Immediate Past President, APLAR, Professor and Chair in Rheumatology, University of Dundee, 

UK, Ninewells Hospital & Medical School

Khaltaev, Nikolai, Chronic Respiratory Diseases and Arthritis, Department of Management of Non-

communicable Diseases, WHO

Juan M. Angulo-Solimano, President PANLAR, Professor, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 

PERU

David Fox, Chair ILAR Executive Committee, President ACR, USA, Professor, University of Michigan, Head of 

Rheumatology Division, Internal Medicine Dpt.

徳田　RA に併発した PCP，あるいは
広くは non-HIV の PCP について，ど
のように治療を進めるべきかを文献的
に考察したいと思います。

non-HIV PCP における死亡率につ
いては，欧米の研究者によりいくつ
か報告が行われています。たとえば
Mayo Clinic の研究グループは，non-
HIV PCP の死亡率は 40％であり，呼
吸不全に陥った場合は 66％であると
報告しています。ニューヨークのグ
ループは，膠原病における PCP の死
亡率を 32％と述べています。またフ
ランスのグループも，膠原病の PCP
について 32％という非常に高い死亡
率を報告しています。これに対して，

HIV-PCP の死亡率はおおよそ 10 ～
15％とされています。non-HIV PCP
の免疫能は，少なくとも細胞数で見る

かぎりはそれほど低下していないので
すが，HIV-PCP の約 2 倍の死亡が生
じていることになります。
後藤（元）　おそらく，免疫能がある
ところが，逆に問題となるのでしょう
ね。
徳田　HIV 患者における PCP の治療
については，NIH とカリフォルニア
大学が，過去に実施された多くの前向
き研究を検討した上で，1990 年に合
意声明＊ 1 を発表しています。この発
表では宿主の過剰反応を根拠として，
重症 PCP の標準治療法はステロイド
の併用であると述べています。
後藤（眞）　免疫能を強力に抑えてし
まえばよいということですよね。

徳田　では non-HIV PCP にもステロ
イドを用いるべきなのか，という疑
問が生じてくるのですが，実は驚く

リウマチにおけるPCPの発症機序後 編

日本リウマチ財団ニュース 座談会

後藤　元 氏 徳田　均 氏

閉会式で発表された横浜宣言（The Yokohama Declaration）

過去 40 年間に劇的に低下しているに
もかかわらず，女性の RA 患者の死
亡率はほぼ横ばい，男性 RA 患者で
は増加しているという，González の

Arthritis&Rheumatism の論文を引用
しての問題提起も行った。最後に協同
座長の福祉村病院長寿医学研究所・金
井芳之氏がしめくくった。
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べきことに，non-HIV PCP に関する
前向き研究は１つも存在していないの
です。後向き研究が 2 つあって，その
うち検討に値するものは事実上，ヨー
ロッパのグループが行った報告の１つ
のみです。

1998 年に報告されたこの研究＊ 2 は，
移植後患者 13 例，免疫抑制剤長期投
与患者 9 例，悪性腫瘍患者 8 例におけ
るnon-HIV PCP を対象としています。
患者の PCP は，誘発喀痰および BAL
を用いて確認されていました。さらに
これらの患者は全例ステロイドの投与
を 2 ヵ月間以上受けており，12 例で
は他の免疫抑制剤も用いられていまし
た。PCP が明らかとなった際に，ど
のような処置を行ったかを後ろ向きに
調査したところ，ST 合剤は全例で用
いられていましたが，ステロイドに関
しては，急激に増量されたケース（16
例）と，不変または減量されたケース

（14 例）の 2 つの群に分かれました。
増量された症例では，60 ～ 1,000mg
の投与が約 2 週間行われています。こ
の増量群を，ステロイド不変ないし減
量群と比較したところ，生存例 9 例で，
いずれも大きな差は認められていませ
ん。しかし ICU 入室日数，人工呼吸
器日数，在院日数や死亡率などを比べ
ると，明らかに増量群で良好な結果が
得られました（図 1）。
後藤（眞）　増量した患者群ではもと
もと投与されていた ステロイドの用
量が少なかったのでしょうか。
徳田　いえ，そうではないと思います。

こ の 研 究 か ら， 重 症 の non-HIV 
PCP に対しては ST 合剤とともに中
等量～大量のステロイドを用いること
で，病状の改善が期待できることが分
ります。ただし，この点については前
向き比較研究が存在しないことから，
世界的コンセンサスには至っていない
のが現状です。

ここでこれまでお話してきたこと
をまとめますと，MTX あるいは生物
学的製剤による RA 治療中の PCP は，
HIV-PCP とは画像所見および臨床像
が大きく異なり，これは両者の病態の
違いを反映しているものと考えられま
す。RA-PCP は，単純な日和見感染症
ではなく異常免疫反応と理解すべきで

す。そしておそらく，治療にはステロ
イドが必須だと思われます。

また RA-PCP と MTX 肺炎とを比
べると，臨床上酷似していることから
鑑別にはかなり苦労します。画像所見
にも類似点が多く，免疫の状態もほぼ
同レベルです。したがって鑑別診断
を行う上では，Pneumocystis の検出が
鍵となりますので，何とか検出を行
う必要があります。その際には，β
-D-glucan の検査値も参考になります。

私は個人的には，RA-PCP と MTX
肺炎がそもそも異なる病態であるかど
うかに疑問を持っています。いずれも

“hypersensitivity”のプロセスが生じ
ているように思われるのです。きっか
けが異なるだけで，最終的には共通の
経路を辿り，同じ現象が生じているの
ではないかとも考えています。

リウマチ臨床家および
　呼吸器科への助言

後藤（眞）　先生方の研究を踏まえて，
リウマチを診療する臨床家に何か助言
をいただけますでしょうか。
徳田　そうですね。臨床においては，
まず MTX 肺炎や PCP を予防する手
段が（自分にあるいは院内に）あるの
か，ということを常に問う必要があ
ります。治療でまず考えられるのは，
ST 合剤の予防内服なのですが，MTX
投与中のリウマチ患者の場合，ST 合
剤による肝障害，血液障害などの副作
用がきわめて高率に起こるため，一律
には推奨できません。

一方，経験的な知見ではありますが，
PCP は風邪などの上気道感染症を契
機に発症する場合が一部ながら存在し

ます。このため風邪をひいたら，
その週は MTX を休むというこ
とを徹底するとよいでしょう。

また，RA 患者を治療してい
る患者に急性の呼吸困難が認め
られた場合，聴診は有効でない
こともありますので，まずは胸
部 X 線写真を撮っていただき
たいですね。もう 1 つは，パル
スオキシメーターで動脈血酸素
飽和度（SpO2）を評価してい
ただくとよいと思います。この

値が 90％台であっても，肩で息をし
ている場合は注意が必要です。いった
ん RA の治療薬を中止して，呼吸器専
門医に紹介することが推奨されます

（図 2）。
後藤（眞）　ありがとうございます。
それでは，そうした患者を引き受ける
呼吸器内科専門施設では，どのように
対処すればよろしいでしょうか。
徳田　まず考えなければならない
のは，RA-PCP の診断は非常に難し
く，一筋縄ではいかないということで
す。先ほども述べましたように，特に
MTX 肺炎とは臨床像が酷似していま
すので，Pneumocystis を検出する努力
と，β-D-glucan の検査が必要です。

た だ し，Pneumocystis の 検 出 法 に
は 大 き な 問 題 が あ り ま す。Golden 
Standard と言われる Grocott 染色は，
判定は容易ですが感度がかなり劣る
とされています。Diff-Quik 染色や
Giemsa 染色は，感度は優れています
が，きわめて高い熟練度を要するため
に，施設間でバラつきがあり，再現性
に乏しい検査です。

また喀痰を用いた PCR 検査は，感
度は高いのですが，偽陽性の問題を有
しています。

では，BAL による PCR 検査で陽性
ならば確実か，という点については，
一般呼吸器病棟に入院した 93 例の患
者を対象とした海外の報告＊ 3 が参考
になります。肺癌，肺炎などの呼吸
器疾患患者に BAL を行ったところ，
HIV 陽性者も臨床診断による PCP 患
者もいなかったにもかかわらず，PCR
検査における陽性，つまり偽陽性は
18％にも上りました。高齢のステロイ
ド使用者において偽陽性が多くなる傾
向がみられたようです。つまり BAL
を用いた PCR 検査でも，偽陽性の問
題はつきまとうということです。
後藤（眞）　β-D-glucan の有用性につ
いてはいかがですか。
徳田　本邦で開発されたβ-D-glucan
値の検査は，まだ国際的な認知は受け
ていませんが，血清学的補助診断とし
ては有用で，定量性があるということ
で米国とも見解の一致をみています。
しかし，β-D-glucan 単独で PCP と診
断するのには問題が多いともいえま
す。当然，他の真菌症でもこの数値は
上昇しますから。

わが国にある検査キットの 1 つ（和
光純薬）の場合，陽性と判定されるカッ
トオフ値は 11pg/mL とされています
が，これは PCP を特に対象とした数
値ではありません。2007 年に慶應義
塾大学の田坂先生の研究グループが，
PCP を疑って BAL を施行した 295 例
を対象として，PCP 診断のためのβ-D-
glucan 検査値に関する検討＊ 4 を行い
ました。その結果，カットオフ値とし

後藤　眞 氏

て 31.1pg/mL が提唱されており，こ
の場合の特異度は 86.1％となりまし
た。対象とした患者のうち 14 例は偽
陽性で，実際には Aspergillus 感染で
あったとのことです。

結論として，RA 治療中の PCP の
診断は，びまん性陰影と呼吸障害，
染色または PCR による Pneumocystis 

の 証 明， そ れ か ら， 血 漿 中 のβ
-D-glucan 値が 31.1pg/mL を超えると
いう 3 点を満たすことが望ましいと考
えられます。

治療法としては，先ほども申しまし
たように，抗菌薬に加えてステロイド
が必須となるでしょう。重症であれば，
パルス療法と後療法を考慮します。ま
た ST 合剤については，Pneumocystis 

の菌量は一般に少ないといわれていま
すし，副作用も出やすいため，少量を
用いてもよいのではないかと思います

（図 3）。
岡田　ただ ST 合剤の副作用は肝障害
やアレルギー反応であり，骨髄抑制は
それほど多くないですよね。用量とは
あまり関係ないと思いますので，菌量
が不確かな時点で少量を用いたほうが
よいのか，十分量を投与した方がいい
のかというのは，判断が難しいと思う
のですが。
後藤（元）　それはこれから確立して
いかなくてはならない課題ですよね。
後藤（眞）　RA の治療を行う場合，
臨床医の先生方は皆，MTX 肺炎につ
いては注意されると思います。しかし
今回のお話をうかがうと，呼吸器合併
症が疑われた場合には，PCP である
可能性も十分念頭に置かねばなりませ
んね。徳田先生，後藤先生，本日はお
忙しいところ，長時間ありがとうござ
いました。

*1：The National Institutes of Health -  

University of California Expert Panel 

for Corticosteroids as Adjunctive 

Therapy for Pneumocystis Pneumonia. 

N Engl J Med. 323: 1500-4, 1990

*2：Pareja JG, et al. Chest 113: 1215-24, 1998

*3：Maskell NA, et al. Thorax 58: 594-597, 

2003

*4：Tasaka S, et al. Chest 131: 1173-80, 2007

岡田　正人 氏

RA 患者を MTX や生物学的製剤で治療中に
急性の呼吸困難を見たら？

1. 胸部Ｘ線写真で異常陰影
 （聴診は必ずしも有効ではない）。
2. パルスオキシメーターで SpO2 の低下
 （90％台でも荒い呼吸をしているときは注意！）

MTX，生物学的製剤を一旦中止，
呼吸器内科専門医のいる施設に紹介

図 2　RA 治療中の呼吸困難における対応

ステロイドの使用方法で 2 群に分かれた
治療として全例に ST 合剤

＋
①ステロイド増量　60 〜 1000mg 16 例（生存 9 例）
 （約 2 週間）
②ステロイド不変 or 減量  14 例（生存 9 例）
 ステロイド増量群は不変 or 減量群に比し，
 1. ICU 入室日数 短 6.3 vs 15.8
 2. 人工呼吸器日数 短 8.5 vs 18.0
 3. 在院日数 短 15.4 vs 36.6
 4. 在院死亡率 少 36％ vs 44％

図 1　ステロイド薬の使用傾向で分かれた予後

図 3　RA 治療中の PCP 診断と治療の要点

 

まとめ─1

RA 治療中の PCP の診断は，
以下の用件を満たす事が望ましい。

1. 急性に発症したびまん性陰影，呼吸障害。
2. 気道由来検体（喀痰，BALF）からの
 Pneumocystis の証明（染色 or PCR）
3. 血漿β─ D ─ glucan 高値（31.1pg/mL ＜）

 

まとめ─2

・治療には抗菌薬に加えてステロイドが必須である。
 重症の場合，パルス療法と後療法

・抗菌薬（ST 合剤）は，菌量の少なさと
 副作用を考えれば，少なめでも良い。
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第 回3

佐川　昭　
佐川 昭リウマチクリニック http://www.sagawa-akira-clinic.com/

リウマチの新しい動き

いまリウマチ診療が新しい動きに包
まれているのはリウマチ医であれば誰
でも日々感じていることであろう。こ
の時期に遭遇出来ている我々はこれま
でのリウマチ医と比べ大変幸福なこと
と思う。それはリウマチ患者の診断を
早期に行い，それぞれにあった新しい
治療法を応用すれば寛解にまで至るこ
とが可能な時代に直面しているからで
ある。新しい治療法とは言うまでもな
く生物学的製剤のことである。さらに
今後も次々と新しい製剤の発売や開発
が続く予定で，常時現在進行形の世界
に入っており一時も目を離せないうれ
しい状況にあるのである。そのような
中，治療の現場ではこれらの薬剤の安
全で適切な使い方や薬剤間の選択法，
連携の中での使用法など種々検討工夫
すべき問題が多数山積している。

新しい治療法が先行，
診断法が付いていかねばならない！
このように新しい治療法が先行した

ため，診断技術が後を追いかけて行く
状況になってきている。診断のために
は，従来の組み合わせで行くと，１．
診断基準，２．血清診断，３．画像診
断が 3 本柱として考えられる。このう
ち１の基準は，国内では JCR や厚生
省の早期診断基準があるが，確定的な
基準はやはり ACR の criteria であろ
う。これらは当面動かすことはできな
いと考えられるし，血清診断にしても
抗 CCP 抗体や MMP-3 などがあるが
今のところそれ以上のものがあるとい
う報告もないため，我々が努力できる
のは画像診断をいかに利用しいかに駆
使するかによっていると思われる。

画像診断に求められるもの

リウマチ診療の上で画像診断に求め
られるものは，以下の 4 点である。１．
早期診断，２．鑑別診断，３．活動性
把握，４．予後予測。特に生物学的製
剤が出てきた現在では，早期に診断し
早期に治療をすることによりリウマチ
の治癒も望める状況が出てきたため，
早期診断の重要性が以前とは比べ物に
ならないほど重要性を帯びてきてい
る。また治療薬導入により早期の症状
改善が見込まれるため，治療薬に対す
る反応性の判定にも敏感でなければな

らない。その点で現在画像診断に対し
ては上記の１と３が特に期待される部
分である。この 2 点に対応し切れる方
法は，いまのところエコー法と MRI
法の二つである。

関節エコーはリウマチ医の
強力な助っ人
このうち関節エコー法は，その有益

さや手軽さからクリニックレベルでの
小回りの利く有力な機器である。これ
からのリウマチ診療には欠かせない手
段，リウマチ医の有力な友であり，強
力な助っ人である。日本中に広めなけ
ればならい。本法による新しい分析法
や利用法の開発や研究の必要性が求め
られており，実際に世界でも日本でも
進行中である。リウマチ診断にレント
ゲンの次に加えるべき画像診断技術で
ある。

MRI も有力な診断法！

これとともに重要視されているの
は言うまでもなく MRI 法である。た
だ設備として大がかりなのでどこで
も設置可能というわけにはいかない
し，あっても他の重要病態，臓器診断
の方に優先順位が偏り，関節炎の分析
には時間的にも回ってこないのが難点
である。ただし当院の場合にはまわり
の連携先で行ってくれる施設が複数

（KKR，LSI，CI，市立など）あり依
頼する上で比較的余裕があり，かなり

恵まれた環境にある。

関節エコーは院内で，
MRI は連携でただちに施行！
このように関節エコーはクリニック

レベルの場合，大病院とは異なり必要
な時にはただちに何度もできる環境に
ある。MRI はやはり必要と考えたケー
スには，本人了解の上早期に連携先で
施行してもらえる環境にある。

両者の組み合わせで
早期診断が確実に！
この組み合わせで，当施設ではかな

り早期にリウマチの診断が可能になっ
てきている。特に診断基準をまだ満た
していない例では，これらの画像診断
法を組み合わせることにより，従来で
あればもう少し時間がかかった（診断
が遅れた）例に対して自信を持って早
期にリウマチと言い切れるケースが現
われてきており，早めに治療に入るこ
とが出来てきている。

画像を上手に利用するために→
１．画像連携
当院では歩いて 5 分の距離の KKR

札幌斗南病院と画像の連携システムを
構築し実用している（図 1，2）。現在
斗南病院と連携を築いている医療施設
は 20 ～ 30 か所以上になるが，特に連
携が密な 4 診療所をモデルとして本シ
ステムを試用している。現在のところ

外来および入院依頼患者の画像を全て
直ちに見ることができる仕組みになっ
ており，いずれは入院中のデータやカ
ルテ内容，病室の空き具合，入院や外
来の予約システムへの連結などが考え
られている。いずれにしても現在の画
像および解析結果送付のみでも大きな
メリットがあり，日常診療に与える影
響の大きさは計り知れない。当院では
このシステムによりリウマチ診療の飛
躍的な発展がもたらされたと考えてい
る。

画像を上手に利用するために→
2．画像勉強会
当地札幌ではリウマチに関する多く

の講演会や勉強会がある。これらに参
加することにより情報交換や新しい知
識が得られるのは当然であるが，特に
リウマチの画像に関しての勉強会が長
く続いている。札幌リウマチ画像診断
研究会の名称で大学，病院，クリニッ
クのリウマチ医が北大病院地下の画像
診断室に年 2 回集まって具体的な症例
の検討会を行っている。つい先頃 10
回目を期して症例集を発刊し全国の仲
間にお送りしご指導を乞うた。

画像同士の特徴と
リウマチ画像診断の今後
表 1，2 にリウマチ診療に利用され

ている各画像の特徴と現在の利用法を
示した。それぞれに特徴があり組み合
わせて使うことにより，より精度が上

リウマチの新しい動きと
 クリニックの役割
 リウマチ画像の重要性とクリニックレベルでの利用法

連携先医療機関 斗南病院

医療連携室
インターネット
環境なし

インターネット
環境あり

第 2＆3ステップ
Web 上で情報を
入力及び閲覧

第 2＆3ステップ
インターネットを介して
情報提供

連携公開用
Web システムサーバ

電子カルテオーダリング
医事会計サーバ等

第 3ステップ
地域連携サーバと
病院情報システム側との情報連携

地域連携サーバ

スキャナー

SSL-VPN等

医療連携システム

第1＆2ステップ
連携室を中心とした運用

SSL（Secure Socket Layer）を利用し ,
インターネットなどの公衆回線網に暗号化さ
れた仮想的なプライベートネットワーク
（Virtual Private Network）を構築する技術。

図1. 斗南病院地域連携システムネットワーク
firstpass/community-link 主要画面説明書
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がると思われる。また今後それぞれの
装置の進歩や新たな利用法が順次現わ
れ，リウマチ医にとって強力な助けに
なってくるのは間違いない。とくに関
節エコー法は日本全国に普及してしか
るべき装置，手段と思われ（図 3 ～ 6），
全国リウマチ画像診断研究会（横浜市
立大学石ヶ坪 良明会長）が中心になっ
ての活動が望 まれる。

各図の説明
図 1．斗南病院地域連携システムネッ

トワーク：斗南病院との画像
連携システム

図２．診察机上の電子カルテおよび画
像装置：左から画像連携装置，
院内電子カルテ，院内画像転
送装置。

図３．手指関節エコ－検査手順 ：こ
のような手順で関節エコーを

施行している。
図４．超音波法による関節炎の検査 

：関節炎症部の発赤とサーモグ
ラフでの温度上昇，エコーで
の血流シグナル出現が見える。

図５．手関節エコ－所見 ：半定量的
にシグナルの強さが判定でき
る。

図６．早期診断のついた症例 W：発
症 3 か月のみで ACR 項目で 2
項目のみ。RF および坑 CCP
抗体も陰性，レントゲンでも
びらんなく，エコーと MRI で
はっきりと関節障害の所見が
確認されリウマチの診断が確
定出来た例。

表 1．画像同士の比較：リウマチ診療
に利用されている画像同士の
特徴。 

表 2．各画像の利点と欠点：MRI とエ

コーの特徴を比較した。 

図 4. 超音波法による関節炎の検査

超音波の画像

皮膚温度

表1. 画像同士の比較
佐川まとめ

時間ごと
（リアルタイム）

１関節の１部分
個々の関節評価が可能

有効
（びらんの有無）

有効
（滑膜炎の有無）

びらん確認は
他法に優る

びらん確認には
限界あり

毎月毎週でも，
適宜，毎回でも

  X-P MRI US PET

 方　法 Sharp 法 造影法 ドプラ法 18FPG

 画像の対象 骨・関節 骨・軟部組織 骨・血管 骨・関節

 画像の感度 高度 中間 中間 低くない

 時間の感度 月単位 週単位  月単位？

 病勢評価の感度 低い 中間 良好 良好

 診断時   有効（血流の有無） 有効（炎症）

 分析部位（範囲） 全身の関節 １回１部位に限定  全身の関節

 病期判定 Steinbrocker 分類   炎症度がメイン

期時価評効薬・勢病  ３～６ヵ月ごと ６ヵ月ごと  ６ヵ月ごと？

図 6. 早期診断のついた症例 W

X-P Stage 1

 

左 II MT US

DAS ESR MMP RF CRP CCP
5.36 53 101 3 0.30 <0.6

Gd-T1

 

図 5. 手関節エコー所見

Grade1. スポット状

Grade3. 火炎状

Grade2. 枝　状

Grade4. 網目状

図 2. 診察机上の電子カルテおよび画像装置

院内電子カルテ

院内画像モニター装置

斗南病院共有電子カルテ

図3. 手指関節エコー検査手順

エコープローブ

MP関節 PIP 関節

関節包
血流シグナル

中手骨骨皮質 指手骨骨皮質

フルデジタル超音波装置
日立EUB-6000
リニア型プローブ

13MHz（7.5MHz～13MHz）
1. 炎症の四兆候（疼痛・腫脹・発赤・熱感）を確認

2. 縦断面と横断面にて関節を観測

3.B モード：関節腔厚計測
 骨びらんの有無
 関節液貯留の有無

4. パワードプラ：関節腔内血流シグナル検出

5. パルスドプラ：関節腔内血流波形の記録
（血流が見られた場合のみ）

6.　骨動脈血流量測定 表2. 各画像の利点と欠点
佐川まとめ

 利　点 欠　点

  
機器が高価

   

 骨髄病変の評価も可能 時間がかかる

 組織の性状の評価が可能 一度の検査で一部位に限定

 任意の断面の観察が可能 体動でアーティファクト

 X線被曝がない 造影剤が必要（アレルギーに注意）

 
早期病変の発見率が高い

 

 非侵襲性 熟練必要

 比較的低価格 人員雇用，時間占用

 放射線被曝なし －

 画像化（炎症と破壊の）分かりやすい　 画像の客観的表現不十分

 個々の関節分析可能 全体の把握困難

 リアルタイムで見れる －

 患者に優しい（MRIに比べ） －

 ガイド穿刺（診断と治療時） －

ＭＲＩ

超音波法 再現性に限界あり，標準方法がない，
検者，機器，施設間の不一致

繰り返し検査（頻回のフォロー）
機器移動可能

軟部組織の抽出に優れている
（筋肉，腱，靭帯，軟骨，滑膜など）

磁石不耐用性
（人工弁，ペースメーカー，人工関節など）
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H20.11〜H21.3）］

		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。

11／2（日）　 10:30　13:30　
　　　　　　　　　  各2単位 （鳥取）
第23回中国・四国リウマチ医の会　
村上　敬司　Tel.082-246-7536　
ワイス㈱中四国支店 岡山鳥取営業所

11／1（土）　 18:30　2単位 （千葉）
第15回千葉リウマチ医の会　
小川　賢司　Tel.043-296-2931　
第一三共㈱ 千葉支店 千葉第二営業所

11／1（土）　 18:00　1単位 （岐阜）
第8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㈱

11／1（土）　 18:00　1単位 （長野）
第45回信州リウマチ膠原病懇談会　
山崎　秀　Tel.0263-28-3003　
抱生会丸の内病院 リウマチ科

11／1（土）　 18:00　1単位 （新潟）
Niigata Biologice Forum　
遠藤　直人　Tel.025-227-2272　
新潟大学 整形外科学教室

11／1（土）　 17:30　1単位 （兵庫）
第29回神戸免疫・膠原病懇話会
黒本　卓司　Tel.06-4807-3003　
参天製薬㈱

11／1（土）　 16:00　1単位 （東京）
第3回順天堂リウマチ・膠原病研究会
宮宇地　宏昌　Tel.03-3815-3282
田辺三菱製薬㈱ 病院第一(営）

11／7（金）　 17:50　1単位 （兵庫）
第36回日本関節病学会
イブニングセミナー　
岡内　麻美　Tel.06-6348-1391　
㈱ジェイコムコンベンション事業本部内

11／7（金）　 12:30　1単位 （兵庫）
第36回日本関節病学会
ランチョンセミナー　
岡内　麻美　Tel.06-6348-1391　
㈱ジェイコムコンベンション事業本部内

11／7（金）　 9:00　1単位 （兵庫）
第36回日本関節病学会　
岡内　麻美　Tel.06-6348-1391　
㈱ジェイコムコンベンション事業本部内

11／6（木）　 20:00　1単位 （東京）
第12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

11／6（木）　 20:00　1単位 （石川）
運動器疾患/骨・関節フォーラム　
金沢会場　
横田　秀夫　Tel.03-5228-2056　
㈱メジカルビュー社

11／6（木）　 19:30　1単位 （兵庫）
第13回兵庫県・カルシウムを語る会　
楊　鴻生　Tel.0798-45-6452　
兵庫医科大学 整形外科学教室

11／4（火）　 19:00　1単位 （新潟）
第87回膠原病研究会　
中野　正明　Tel.025-227-2195  　
新潟大学医歯学総合病院 第二内科

11／8（土）　 15:05　2単位 （東京）
第十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

11／8（土）　 15:00　1単位 （長野）
長野県南整会学術講演会　
森家　秀記　Tel.0265-72-3121　
伊那中央病院

11／8（土）　 11:55　1単位 （兵庫）
第36回日本関節病学会
ランチョンセミナー　
岡内　麻美　Tel.06-6348-1391　
㈱ジェイコムコンベンション事業本部内

11／8（土）　 9:30　10:40　13:45　
　　　　　　　　　最大2単位 （兵庫）
第36回日本関節病学会　
岡内　麻美　Tel.06-6348-1391　
㈱ジェイコムコンベンション事業本部内

11／8（土）　 7:30　1単位 （兵庫）
第36回日本関節病学会
モーニングセミナー　
岡内　麻美　Tel.06-6348-1391　
㈱ジェイコムコンベンション事業本部内

11／7（金）　 20:00　1単位 （神奈川）
第５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

11／7（金）　 19:00　1単位 （北海道）
第10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

11／11（火）　 20:00　1単位 （宮崎）
関節リウマチの薬物療法　
山口　裕介　Tel.0985-61-1537　
アステラス製薬㈱　宮崎第一営業所

11／8（土）　 17:30　2単位 （大阪）
第5回　OR会　
荒川　大志　Tel.06-6203-4591　
ワイス㈱

11／8（土）　 17:00　1単位 （京都）
第6回中丹リウマチ研究会　
牧　陽一　Tel.0773-23-4881　
牧整形外科医院

11／8（土）　 17:00　1単位 （大阪）
第11回近畿小児リウマチ・膠原病研究会
松井　英記　Tel.06-6321-0854　旭化
成ファーマ㈱ 医薬大坂支店

11／14（金）　 19:40　1単位 （福岡）
第11回久留米リウマチ懇話会　
平田　真生　Tel.092-411-0119　
参天製薬㈱

11／14（金）　 19:30　1単位 （福岡）
第5回筑豊膠原病研究会　
松本　陽介　Tel.093-551-5281　
エーザイ㈱ 九州エリア 福岡医薬四部

11／14（金）　 19:30　1単位 （千葉）
第4回東葛南部リウマチ研究会　
縄田　泰史　Tel.047-473-1281　
済生会 習志野病院

11／13（木）　 20:00　1単位 （東京）
第1回西関東血管炎フォーラム　
平原　滋　Tel.03-3523-8890　
参天製薬㈱

11／13（木）　 19:00　1単位 （徳島）
第3回徳島リウマチフォーラム　
西依　雅樹　Tel.088-655-2550　
田辺三菱製薬㈱ 徳島（営）

11／13（木）　 18:30　2単位 （島根）
第5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 整形外科学教室

11／15（土）　 16:30　2単位 （石川）
第50回北陸臨床免疫・症例検討／
研究会　
細谷　太希　Tel.076-263-7756　
アステラス製薬㈱ 京都支店 金沢第二（営）

11／15（土）　 16:00　1単位 （大阪）
第18回北河内リウマチ膠原病勉強会　
和田　孝彦　Tel.072-804-0101　
関西医科大学附属枚方病院

11／15（土）　 15:10　2単位 （神奈川）
横浜インフリキシマブRA効能
追加5周年講演会　
齊藤　大志　Tel.045-472-2621　
田辺三菱製薬㈱ 横浜レミケード部

11／14（金）　 20:00　1単位 （福岡）
第78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

11／14（金）　 20:00　1単位 （埼玉）
第2回埼玉リウマチ実地医の会　
高橋　良平　Tel.049-241-7820　
武田薬品工業㈱

11／14（金）　 19:45　1単位 （熊本）
インフリキシマブ学術講演会　
中澤　諭　TEL.096-351-2221　
田辺三菱製薬㈱

11／15（土）　 18:00　1単位 （大阪）
第3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

11／15（土）　 18:00　1単位 （愛知）
第16回東三河リウマチ研究会　
高柳　芳夫　Tel.052-211-2458　
ワイス㈱

11／15（土）　 17:00　1単位 （大阪）
骨・関節懇話会　
竹内　大輔　Tel.06-6205-5718　
田辺三菱製薬㈱ 営業本部 大阪支店 
大阪西（営）

11／15（土）　 17:00　1単位 （秋田）
第5回秋田県南・由利地区リウマチと
関節疾患懇話会　
今野　秀一　Tel.018-863-3915　
万有製薬㈱

11／15（土）　 18:30　1単位 （千葉）
第12回リウマチ薬物治療研究会　
佐土　裕美　Tel.043-227-1741　
田辺三菱製薬㈱

11／20（木）　 18:30　1単位 （三重）
第9回骨・関節免疫研究会　
内田　淳正　Tel.059-231-5022　
三重大学 整形外科学教室

11／19（水）　 19:40　1単位 （群馬）
第2回群馬東毛リウマチ研究会　
西　謙次　Tel.03-6420-6106　
ワイス㈱

11／18（火）　 20:00　1単位 （福井）
第4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㈱

11／18（火）　 20:00　1単位 （鹿児島）
第6回リウマチ膠原病治療の未来を考
える内科医師の会　
稲垣　雅也　Tel.099-251-5151　
田辺三菱製薬㈱

11／18（火）　 19:30　1単位 （長崎）
第15回長崎大腿骨頸部骨折研究会　
松永　和義　Tel.095-848-7601　
旭化成ファーマ㈱ 医薬福岡支店　
長崎営業所

11／16（日）　 10:00　1単位 （福井）
関節外科懇話会　
高森　俊樹　Tel.076-223-5261　
日本ストライカー㈱ 金沢事業所

11／15（土）　 18:30　2単位 （広島）
第154回広島県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

11／15（土）　 18:30　2単位 （群馬）
群馬リウマチ関節外科研究会（第32回）
井上　博　Tel.027-322-3660　
井上病院

11／20（木）　 19:30　1単位 （新潟）
第7回新潟運動器QOL研究会　
遠藤　直人　Tel.025-227-2272　
新潟大学 整形外科学教室

11／20（木）　 19:30　1単位 （新潟）
第6回新潟尿酸代謝フォーラム　
遠藤　直人　Tel.025-227-2272　
新潟大学 整形外科学教室

11／20（木）　 19:30　1単位 （埼玉）
第16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

11／20（木）　 19:00　2単位 （兵庫）
第14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 整形外科学教室

11／20（木）　 19:00　1単位 （静岡）
浜松整形外科医会　
宮本　繁仁　Tel.053-469-5588　
みやもと医院

11／22（土）　 17:00　1単位 （愛知）
第57回東海関節外科研究会　
岩澤　伸裕　Tel.052-201-3341　
大日本住友製薬㈱ 名古屋支店

11／22（土）　 16:30　2単位 （兵庫）
第4回兵庫骨粗鬆症懇話会　
楊　鴻生　Tel.079-552-1181　
兵庫医科大学篠山病院 整形外科

11／22（土）　 16:20　2単位 （長野）
リ・膠研鑚グループ・伊那路第二回勉
強会　
野口　修　Tel.0265-74-2007　
元の気クリニック

11／22（土）　 15:00　17:00　
　　　　　　　　　　各1単位 （宮城）
運動器疾患/骨・関節フォーラム 仙台会場
横田　秀夫　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビュー社

11／22（土）　 13:30　1単位 （大阪）
第1回大阪最新整形外科研修セミナー
岩城　啓好　Tel.06-6645-3851　
大阪市立大学大学院医学研究科
整形外科

11／21（金）　 19:50　1単位 （東京）
第8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 医薬営業部

11／21（金）　 19:30　1単位 （神奈川）
第8回川崎リウマチ・膠原病診療懇話会
榊原　豊　Tel.03-6420-6108　
ワイス㈱ 首都圏第二支店 横浜北営業
所

11／22（土）　 18:00　1単位 （広島）
第119回備後整形外科医会　
小坂　義樹　Tel.0847-52-3140　
寺岡記念病院 整形外科医局内

11／22（土）　 18:00　1単位 （福岡）
第3回リウマチ医のための福岡肺障害
研究会　
近藤　正一　Tel.092-762-2380　
近藤リウマチ・整形外科クリニック

11／22（土）　 17:00　2単位 （神奈川）
第59回神奈川リウマチ医会　
持田　勇一　Tel.045-261-5656　
横浜市立大学附属市民総合医療センター 
リウマチ・膠原病センター

11／22（土）　 17:00　2単位 （鹿児島）
第17回鹿児島リウマチ医の会　
山下　浩司　Tel.092-411-0119　
参天製薬㈱

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

11／22（土）　 18:00　2単位 （東京）
第15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

11／27（木）　 19:30　1単位 （東京）
第15回大田区リウマチ・膠原病研究会
中村　卓司　Tel.03-3762-4151　
東邦大学　整形外科

11／27（木）　 19:30　1単位 （千葉）
第11回南総リウマチ研究会　
米本　光一　Tel.0475-40-1065　
よねもと整形外科

11／27（木）　 19:00　1単位 （長崎）
第28回県北膠原病研究会　
竹中　雄大　Tel.095-848-7601　
旭化成ファーマ㈱ 医薬福岡支店
長崎（営）

11／26（水）　 20:15　1単位 （鹿児島）
鹿児島トリシズマブ適正使用研究会　
土岐　憲二　Tel.099-251-1600　
中外製薬㈱ 鹿児島（営）

11／26（水）　 19:15　1単位 （鳥取）
第7回鳥取県東部リウマチ膠原病研究会
村上　敬司　Tel.082-246-7536　
ワイス㈱　中四国支店

11／23（日）　 12:10　1単位 （福島）
第18回日本リウマチ学会北海道・東北
支部学術集会 ランチョンセミナー　
渡辺　浩志　Tel.024-547-1202　
福島県立医科大学　内科学第二講座

11／23（日）　 11:00　1単位 （福島）
第18回日本リウマチ学会北海道・東北
支部学術集会　
渡辺　浩志　Tel.024-547-1202　
福島県立医科大学　内科学第二講座

11／29（土）　 18:00　1単位 （新潟）
第7回上越リウマチ研究会　
一戸　昭芳　Tel.03-6420-6106　
ワイス㈱ 北関東甲信越支店

11／29（土）　 18:00　1単位 （東京）
第16回荒川整形外科フォーラム 21　
三山　功　Tel.03-3805-5558　
東日暮里整形外科

11／29（土）　 16:25　2単位 （東京）
第42回多摩リウマチ研究会　
有村　義宏　Tel.0422-47-5511　
杏林大学　第一内科

11／29（土）　 16:00　2単位 （神奈川）
運動器疾患/骨・関節フォーラム 
横浜会場　
横田　秀夫　Tel.03-5228-2056　
㈱メジカルビュー社

11／29（土）　 16:00　1単位 （神奈川）
第23回日本臨床リウマチ学会
イブニング　
松下　功　Tel.076-434-7353　
富山大学 整形外科学教室

11／29（土）　 12:00　1単位 （神奈川）
第23回日本臨床リウマチ学会
ランチョンセミナー　
松下　功　Tel.076-434-7353　
富山大学 整形外科学教室

11／29（土）　 10:50　1単位 （神奈川）
第23回日本臨床リウマチ学会
教育研修講演　
松下　功　Tel.076-434-7353　
富山大学 整形外科学教室

11／27（木）　 20:00　1単位 （大分）
第90回大分県リウマチ懇話会　
岩間　徳之　Tel.092-411-0119　
参天製薬㈱

11／27（木）　 20:00　1単位 （埼玉）
埼玉整形外科手術手技研究会（第12回）
安住　哲　Tel.048-640-6441　
日本臓器製薬㈱ さいたま営業所

11／27（木）　 19:30　1単位 （三重）
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㈱ 三重（営）

11／27（木）　 19:30　1単位 （福岡）
第62回北九州・筑豊リウマチ懇話会　
杉田　英之　Tel.093-921-3737　
旭化成ファーマ㈱ 北九州営業所

12／6（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

12／4（木）　 19:00　2単位 （大分）
第十六回大分人工関節研究会　
永芳　郁文　Tel.0979-24-0464　
川嶌整形外科病院

12／4（木）　 19:00　1単位 （長野）
トリシズマブ学術講演会 in 信州　
山崎　秀　Tel.0263-28-3003　
抱生会丸の内病院 リウマチ科

11／30（日）　 14:00　1単位 （宮崎）
運動器の10年 ひむか骨と関節を考え
る会（市民公開講座）　 
渡邊　信二　Tel.0985-85-0986　
宮崎大学 整形外科学教室

11／30（日）　 10:30　1単位 （宮崎）
第116回西日本整形・災害外科学会　
渡邊　信二　Tel.0985-85-0986　
宮崎大学 整形外科学教室

11／30（日）　 12:00　1単位 （神奈川）
第23回日本臨床リウマチ学会
ランチョンセミナー　
松下　功　Tel.076-434-7353　
富山大学 整形外科学教室

11／30（日）　 9:50　2単位 （神奈川）
第23回日本臨床リウマチ学会
教育研修講演　
松下　功　Tel.076-434-7353　
富山大学 整形外科学教室

12／6（土）　 19:00　1単位 （岡山）
第248回岡山県臨床整形外科医会研修会
角南　義文　Tel.086-273-1233　
竜操整形外科病院

12／6（土）　 17:30　1単位 （神奈川）
川崎UA研究会　
尾崎　承一　Tel.044-977-8111　
聖マリアンナ医科大学

12／6（土）　 17:00　1単位 （兵庫）
兵庫県整形外科医会

（平成20年度第5回学術講演会）　 
山下　仁司　Tel.079-426-8800　
やました整形外科

12／6（土）　 17:00　1単位 （奈良）
第10回奈良膠原病研究会　
中西　真志　Tel.0742-34-4801　
旭化成ファーマ㈱ 奈良営業所

12／6（土）　 15:55　1単位 （宮城）
第8回膠原病肺疾患研究会　
大村　高弘　Tel.022-226-2185　
エーザイ㈱ 宮城医薬一部

12／11（木）　 19:30　1単位 （山口）
第45回山口県リウマチ・膠原病（YRC）
研究会　
村田　育彦　Tel.083-973-2480　
大日本住友製薬㈱ 山口（営）

12／11（木）　 19:00　1単位 （大阪）
第7回臨床リウマチ update　
田中　宏幸　Tel.06-6203-4591　
ワイス㈱

1／24（土）　 18:30　1単位 （愛知）
第4回西三河リウマチ研究会　
谷村　卓磨　Tel.0564-58-8222　
田辺三菱製薬㈱

1／24（土）　 18:30　1単位 （福井）
福井県整形外科医会　
馬場　久敏（代：下川）
Tel.0776-61-8383　
福井大学 整形外科学講座

1／24（土）　 17:00　1単位 （大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会（201回）
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815　
長谷川整形外科医院

1／24（土）　 18:00　1単位 （兵庫）
第11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

1／24（土）　 15:00　3単位 （宮崎）
第19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）

1／24（土）　 17:00　1単位 （静岡）
第34回静岡リウマチ懇話会　
松本　泰武　Tel.054-275-1711　
科研製薬㈱ 静岡（営）

1／22（木）　 20:15　1単位 （東京）
西多摩臨床整形外科医会　
宮田　康代　Tel.042-367-9300　
エーザイ㈱ 多摩コミュニケーション
オフイス

1／22（木）　 20:00　1単位 （栃木）
第5回栃木骨粗鬆症集談会　
野原　裕　Tel.0282-87-2161　
独協医科大学 整形外科

1／22（木）　 19:00　1単位 （山口）
第17回山口県東部地区リウマチ勉強会
兵頭　竜也　Tel.082-502-7301　
参天製薬㈱ 山口医薬チームオフィス

1／17（土）　 19:30　1単位 （福井）
Biologics 研究会　
高木　治樹　Tel.0776-36-3630　
福井赤十字病院 整形外科

1／17（土）　 18:30　1単位 （神奈川）
第4回生物学的製剤治療研究会　
日隅　孝行　Tel.03-6420-6108　
ワイス㈱ 首都圏第二支店 横浜南（営）
　 

1／22（木）　 20:15　1単位 （神奈川）
第2回横浜リウマチ・関節の外科研究会
小島　英一　Tel.03-3523-8890　
参天製薬㈱ 神奈川抗リウマチ薬チーム
 

1／17（土）　 18:00　1単位 （福岡）
Etanercept Seminar in Kyushu　
橋本　和幸　Tel.092-261-2053　
武田薬品工業㈱ 福岡支店

1／17（土）　 17:00　1単位 （愛知）
第15回東海関節鏡研究会　
高橋　正哲　Tel.053-435-2111　
浜松医科大学 整形外科学教室

1／16（金）　 19:45　1単位 （埼玉）
第52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

1／10（土）　 16:10　3単位 （新潟）
第14回新潟リウマチ医の会　
岡田　直美　Tel.06-6328-5082　
参天製薬㈱ 

12／20（土）　 14:05　1単位 （大阪）
12／21（日）　 14:55　1単位
第20回中之島リウマチセミナー　
中川　恵子　Tel.06-6371-9921　
行岡医学研究会　行岡病院

12／20（土）　 17:00　2単位 （大阪）
第20回中之島リウマチセミナー共催シ
ンポジウム　
渡邊　光道　Tel.06-6350-6360　
中外製薬㈱　大阪支店学術室

12／20（土）　 15:30　1単位 （愛知）
第13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㈱

12／20（土）　 10:00　1単位 （大阪）
第1回セファロ・ニューロ・サイコリ
ウマトロジー研究会　
井手尾　健太　Tel.06-6321-7068　
参天製薬㈱ リウマチマーケティングチーム

12／13（土）　 15:20　2単位 （兵庫）
第27回兵庫県リウマチ登録医の会 
学術講演会　
塩沢　俊一　Tel078-796-4543　
神戸大学 保健学科

1／9（金）　 20:00　1単位 （福岡）
第5回ももち浜整形外科・リウマチ科
集談会　
矢野　真二　Tel.092-271-5155　
ワイス㈱ 九州支店

12／13（土）　 14:45　2単位 （大阪）
第15回大阪リウマチカンファレンス　
浅生　晋二　Tel.06-6205-5715　
田辺三菱製薬㈱ 大阪中央（営）

12／12（金）　 20:00　1単位 （神奈川）
第45回川崎整形外科医会　
里村　俊彰　Tel.044-865-8233　
里村整形外科

12／12（金）　 19:00　2単位 （群馬）
群馬リウマチアカデミー　
女部田　浩嗣　Tel.027-322-3660　
井上病院

1／30（金）　 19:30　1単位 （千葉）
第９回東葛リウマチ医会　
富田　康之　Tel.04-7165-8887　
富田医院

1／29（木）　 19:45　1単位 （埼玉）
第二回埼玉県央リウマチ研究会　
小松原　大輔　Tel.048-665-5201　
田辺三菱製薬㈱ 埼玉支店 さいたま第
二（営）

1／29（木）　 19:30　1単位 （宮崎）
第18回宮崎臨床免疫研究会　
長友　哲也　Tel.0985-28-2736　
旭化成ファーマ㈱　医薬宮崎営業所

1／29（木）　 18:30　2単位 （東京）
第11回骨とリウマチ研究会　
松下　健一　Tel.03-3346-0215　
中外製薬㈱東京第一支店 学術室

2／6（金）　 20:00　1単位 （福岡）
第79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

2／4（水）　 19:30　1単位 （大阪）
第7回大阪リウマチ関節外科ゼミナール
中尾　玲香　Tel.06-6879-3552　
大阪大学 整形外科

2／2（月）　 19:30　2単位 （沖縄）
第10回沖縄リウマチ医の会　
岡田　直美　Tel.06-6321-7068　
参天製薬㈱ 医薬事業部 リウマチ営業
グループ

1／31（土）　 17:00　1単位 （滋賀）
第29回滋賀リウマチ膠原病臨床談話会
西岡　淳一　Tel.077-569-0222　
西岡リウマチ整形外科医院

1／31（土）　 16:30　2単位 （大阪）
大阪リウマチセミナー　
高橋　洋　Tel.06-6263-2770　
中外製薬㈱

2／5（木）　 20:00　1単位 （高知）
第7回高知リウマチ・サイトカイン治
療研究会　
川西　潔　Tel.088-820-5560　
田辺三菱製薬㈱ 高知（営）

2／20（金）　 19:30　1単位 （福岡）
第10回福岡南部リウマチ研究会　
志田　純一　Tel.092-541-4936　
公立学校共済組合 九州中央病院リウ
マチ科

2／19（木）　 20:00　1単位 （埼玉）
第32回見沼リウマチ懇話会　
冨永　大二郎　Tel.03-3985-1133　
大正富山医薬品㈱ 東京第二支店埼玉
第一（営）

2／7（土）　 18:45　1単位 （長野）
第28回東信整形外科懇話会　
北側　恵史　Tel.0267-22-1070　
小諸厚生総合病院　整形外科

2／7（土）　 17:30　1単位 （滋賀）
第6回びわこリウマチと免疫セミナー
浦山　哲治　Tel.06-6203-4591　
ワイス㈱ 京阪神第二支店

2／7（土）　 17:00　1単位 （東京）
第20回城南リウマチ会　
山﨑　慶三　Tel.03-5486-0470　
大塚製薬㈱

2／27（金）　 19:15　1単位 （新潟）
第45回新潟リウマチ研究会　
荒井　勝光　Tel.025-227-2272　
新潟大学 整形外科学教室

3／12（木）　 19:30　1単位 （新潟）
新潟疼痛フォーラム2009　
遠藤　直人　Tel.025-227-2272　
新潟大学 整形外科学教室

2／21（土）　 18:30　1単位 （広島）
第154回広島県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

2／21（土）　 17:05　2単位 （京都）
インフリキシマブ学術講演会　
加藤　裕一　Tel.075-821-7127 　
田辺三菱製薬㈱ レミケード部 京都グ
ループ

2／21（土）　 16:30　1単位 （宮崎）
第24回宮崎県リウマチ研究会　
税所　幸一郎　Tel.0986-23-4111　
都城病院 整形外科

2／25（水）　 20:00　1単位 （埼玉）
第8回川越リウマチ懇話会　
千場　猛　Tel.048-645-8701　
参天製薬㈱

3／14（土）　 18:00　1単位 （愛媛）
第26回四国関節外科研究会　
岡井　栄子　Tel.089-960-5343　
愛媛大学大学院医学系研究科　運動器
学

3／28（土）　 18:00　1単位 （愛知）
第25回 F・S・R の会　
中畑　忠士　Tel.052-219-1870　
参天製薬㈱
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医師患者関係の悪化

医師患者関係はどのように変化してい
るのか？　時代の変化とともに変化する
部分と，いつの時代も変化しない部分が
あるはずである。今こそ，守るべきものを
きっちりと守り，変化させるべきところを柔
軟に対応する時期に来ていると感じてい
る。筆者らが医師に対して行ったアンケー
ト調査においては，73％の医師が，この
5 年から10 年の間で「医師患者関係が
悪化している」と答えている。その理由
に対する返答を集約すると，以下の４点
があった。
①医療に対する誤った理解の流布
「マスコミが医療に対して偏った報道

を行っている」，「一部の事例を誇張して
報道している」，「名医にかかるとどんな
病気でも治るのだというイメージの植え付
け」，など多くの医師がマスコミによる影
響を挙げている。
②患者の権利意識の高まり
「一般のサービス産業が発達するに

伴って，医療に対して同じように，いつで
も，どこでも，すばやく，より安くという過剰
とも言える要求をするようになった」「患

者のモラルが低下した」などの声がある。
③診療報酬の切り下げなどによる 

医師側の疲弊
「診療報酬の切り下げ」と，「過剰サー

ビスを要求する患者が増え，患者により
時間を要するようになった」などの声があ
り，医師側の疲弊材料も増えている。
④情報の氾濫

インターネットや，雑誌，本などにおいて，
病気に関する情報や，医療機関のランキ
ングなど解説本が氾濫している。思いこ
みや，誤った情報を持つ患者が増え，対
応に苦慮する医師も増加。

患者 5,000 人のアンケート調査

医師不足と言われる昨今であるが，医
院数は 2006 年以降には 10 万軒を越え，
年間約2,000軒のペースで増加している。
同一診療圏において，競合する医院は
今後も増加し，医院淘汰の時代がいよい
よ近づいて来ている。

患者は今，病医院，そして，医師に何
を求め，何を不満に思っているのか？　医
師患者関係の改善と，時代に合った患者
のニーズを知る必要がある。そこで，筆
者らは，患者 5,000 人に対してインターネッ

トを通じたアンケート調査を 2008 年 7 月
に実施した。

患者の病医院に対する不満

患者の本来の受診目的である「診察・
治療・検査・処方」に関わる不満（21％）
よりも多くを占めたのが，「対応，口調，姿勢」

（34％）であった。例えば，医師が“上
から目線”で横柄な態度だった，診察で
面倒くさそうな態度をされた，思いやりや
優しさを感じなかった、など医師や医療
従事者の姿勢や対応に関する不満が最
も多かった。「話を聞く・説明」（16％）
に関する不満の多くのは，説明が分かり
にくい，説明不足が挙げられたが，特記
するべき点としては，十分に話を聞いてく
れなかったことに対する不満が多いという
ことであった。「対応，口調，姿勢」と「話
を聞く・説明」を合わせた，患者とのコ
ミュニケーションに関する不満が実に５割
も占めている。病医院の不満として多い
と予想された「待ち時間，順番，短い診
療」は 17％と，コミュニケーションに関わ
る不満よりも少なかった。少し意外であっ
たのが「プライバシー」（7％）に関する
不満である。他の患者に聞こえるような
状況で問診をされた，セクシャルハラスメン
トを疑う触診と問診など，病医院側のプラ
イバシーに対する配慮が求められた。

病医院の受診で嬉しかったこと

「対応面」が 39％，「説明・話を聞く」
が 21％と，ここでもコミュニケーションに
関する項目が６割を占める結果であった。
病医院での嫌な体験と良かった体験の双

方でコミュニケーションが鍵であることが
分かった。周りの医師および医療従事者
を見渡していると，左脳型，論理派が多
いように筆者は感じている。今後は，右
脳型 , 感性や情緒を併せ持ち、コミュニ
ケーションスキルが要求されるのである。
その他 , 興味深い点として，「他施設へ
の紹介」が６％とあった。医師側からす
ると，他施設をすぐに紹介することに「努
力不足」のような感じがするので，少し
ためらいもあるが，実際は，「迅速に病院
を紹介してくれた」ことに感謝する声が
数多く寄せられた。患者側からすると，快
くその方の症状に合った施設を紹介した
方が，医師に対する評価・信頼がアップ
して，いずれその医院に戻ってくるという
傾向があるようである。

また，ここで特記したいのは，「対応」
の内容として，「安心感」「励まし」「勇
気づける」など，メンタルな部分での対
応への感謝が非常に多かった点である。
我 と々しては，技術的に患者の疾患を正
確に診断し，治療することを第一に考え
るが，現実的にはコミュニケーションを通
じて患者との信頼関係を築き，その上で
患者に安心と励ましを与えることが患者か
ら大きく期待されている。

これらアンケート調査の詳細は，筆者
らのホームー ペ ージ　 http://www.
meressa.com においてもさらに詳細が報
告されているので，関心のある方は，ぜひ，
ご覧ください。

医 　 療
コ ラ ム 医療を取り巻く環境の変化

3. 時代と共に変化する医師患者関係

楊　浩勇

（株）メディウェブ　代表取締役 
医療法人 健究社 理事長　

平成 20 年度 リウマチのケア研修会 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。

〔研修単位〕登録医教育研修単位　有

地区名 開催日開催場所 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

〒989-3121　仙台市青葉区郷六龍沢26-3
エーザイ株式会社　
仙台コミュニケーションオフィス　滝田 康彦

・世話人

・申込先

自治医科大学
アレルギー膠原病学部門
簑田 清次 教授

〒329-0498　栃木県下野市薬師寺3311-1
自治医科大学内科学講座アレルギー膠原病学部門
リウマチケア研修会事務局　吉尾　卓

・申込先

・世話人

山口大学大学院
田中　浩 准教授

〒755-8505　山口県宇部市南小串1-1-1
山口大学大学院医学系研究科整形外科
田中　浩 准教授

・申込先

・世話人

鶴田整形外科
青柳 孝彦 診療部長

〒849-0305　佐賀県小城市牛津町上砥川174-8
医療法人友和会鶴田運動機能回復クリニック
石本　健

・申込先

・世話人

仙台市
斎藤報恩会館

関東・
甲信越

12月7日
（日）

宇都宮市
栃木県総合文化センター

平成21年
2月8日
（日）

山口市
ホテルみやけ

中国・
四国

平成21年
1月25日
（日）

九州
鳥栖市
メッセ鳥栖
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日本リウマチ財団は，種々の要望を厚生労働省に提示してい
ますが，この度ここにご紹介するように，MTX に関する要望
を厚生労働省宛に提出しました。

報　告

日リ財発第 101 号
平成 20 年 10 月 30 日

厚生労働省保険局 
医療課長　佐　藤　 敏　信　殿

財団法人 日本リウマチ財団
理事長　髙　久 　史　麿

メトトレキサート投与量の増量等について（要望）

近年、関節リウマチの診療は生物学的製剤の相次ぐ登場により、革命的に進歩し多くのリウマ

チ患者が QOL の向上という恩恵を受けております。

しかしながら、生物学的製剤は大変高価であるため、安易な使用は国民医療費の増加をもたら

す一方，生物学的製剤の使用で治療効果が格段に増すであろう患者が経済的理由により、これを

使用できない例が日常診療において数多く見られます。

関節リウマチの治療においてメトトレキサート（以下、MTX と言う ) により、治療効果を期

待出来ない場合、生物学的製剤を使用するよりも、まず MTX の増量を考えるべきであると考え

ておりますが、現在、診療報酬の算定において、関節リウマチ患者に対する MTX の最大投与量

は 8mg ／週となっており、MTX の使用量が制限され、結果的に前述のような、医療費の増加現象、

患者の不利益を生む原因となっております。

インフリキシマブ，エタネルセプトの全例調査において，MTX 併用症例の約 20％が最大量を

上回って投与されている現状があり，心配される副作用の増大も葉酸代謝拮抗剤や、葉酸を併用

することにより軽減されており、安全性に対しても懸念は無いものと考えます。

欧米における MTX の使用は 15mg ／週より開始し，最大 25mg ／週まで増量，それでも効果

不十分な例に，生物学的製剤を投与するとの見解が示されております。人種差もあり，日本人に

おいては，免疫抑制剤により肺障害を起こし易いと言う事実もありますので，欧米における最大

量の約 60％の 16mg ／週までの増量をお願い致します。

また，薬剤における間質性肺炎の検査指標となる KL － 6 検査も有用ですので，MTX 等の免

疫抑制剤の使用時は、適時、検査可能となるよう要望致します。

関節リウマチは長期の経過をたどる疾患であり，関節に障害を生じやすく，介護保険において

特定疾患として扱われており、日常における生活指導も重要と考えられます。

つきましては、DMARDs 使用患者については、特定疾患指導料の算定ができるよう併せてお

願い致します。

※ なおこの要望書は，医薬食品局　中垣審査管理課長にも提出しました。

サンフランシスコでの米国リウマ
チ学会に参加した。学会の年次総会
には大きく二つの役割があり，ひと
つは臨床医として必要な最新の情報
の収集と研究者として今後の臨床医
学の進歩につながる研究成果の発表
とディスカッションである。米国リ
ウマチ学会では最新の病態生理から
臨床治験まで幅広い教育講演が 100
以上あり，同時進行で行われている
ため実際に参加できるのは 30 ぐら

いである。しかし，講演で使用され
たスライドが無料で学会ホームペー
ジからダウンロード可能で，また録
画された講演もインターネットで視
聴できるため見逃しはなくなるよう
な制度となっている。

セミナーに参加するだけでなく，
各国の専門医と直接意見交換ができ
るのも国際学会の利点である。すで
に財団ニュースでも大きく取り上げ
た ACR2008 の関節リウマチの薬物
療法に関する推奨に関しては，こ
の指針の作成に参加した Dr.Saag
と 2 時間ほど内容に関してディス
カッションを行ったので，近く財団

ニュースの記事としてご紹介する予
定である。

ポスターセッションでは，まだ論
文になっていない知見を発表してい
る研究者に直接話しかけながら何百
ものポスター発表を見ていく。小児
のリウマチでは関節に炎症が遷延す
ると成長が速くなってしまい左右差
ができてしまうため，関節内ステロ
イド注射が欧米のガイドラインでも
大きな役割を果たしている。顎関節
へレントゲンを使わず注射し良好な
効果を発表しているヨーロッパの医
師から彼らのやり方を習い実地的な
知識も得られた。

夜には米国での研修時代の友人
や，実際には会うことの少ない日本
のリウマチ膠原病メーリングリス
トでの友人たちと夕食を楽しんだ。
せっかくのサンフランシスコである
ので，地元で評判がいいというシー
フードレストランに出かけると，ま
わりは ACR に参加している日本人
医師で占められていた。異国におい
ても最高の情報を効率よく収集する
能力は特記すべきものなのかもしれ
ない。

聖路加国際病院アレルギー膠原病科
副医長　岡田正人

【日本リウマチ財団ニュース　編集委員 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 羽生忠正　長岡赤十字病院リウマチ科整形外科 部長
  岡田正人　聖路加国際病院アレルギー膠原病科 副医長 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
  仲村一郎　湯河原厚生年金病院リウマチ科 部長 山村昌弘　愛知医科大学医学部リウマチ科 教授

●使途　当財団のリウマチ性疾患調
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，
下記にご一報ください。

（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
ください。

日本リウマチ財団 寄付金ご協力のお願い

財団では、このほど全国医科大学長
等関係者に次の財団研究賞等候補者
の推薦を依頼しました。

締め切りは平成 20 年 12 月 31 日
（消印有効）

1. ノバルティス・リウマチ医学賞

2. アボットジャパン・リウマチ性疾
患臨床医学賞

3. リウマチ性疾患調査・研究助成

推薦依頼先は次のとおり。

全国医（歯・薬）科大学長、大学医（歯・
薬）学部長、関係機関の長、財団評
議員及び専門委員

学術研究賞候補者を募集

事務局だより

リウマチ登録医募集

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 名あり

（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）

リウマチ登録医の資格更新

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 月末に
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
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