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去る，平成 21 年 4 月 26 日（日）新
高輪プリンスホテル内において，第四
回医療保険委員会を開催しましたので
ご報告いたします。
さて，私見ですが平成 20 年度診療
報酬改定においては，検査において
RF 因子・MMP-3 等が同月に請求可
能となり，抗 CCP 抗体も 2 回まで算
定可能となった点はリウマチ診療に携
わるものにとって唯一の福音でありま
すが，その他は，薬価・XP・検査・
手術とほとんど全てに渡り切り下げと
なり，全体として期待を裏切る改定と
なったと思います。
実際の運営面においては，都道府県
における診療報酬点数表の解釈の問題

から微妙に審査結果に相違があり，地
域によっては認められる・認められな
い等の弊害が生じています。細かい案
件は登録医が個々に対応するしか現
在のところ解決策はなく，医療保険委
員会としては最大公約数の問題につい
て，厚生労働省に要望や疑義照会等に
て改善を目指します。
今回より，経験豊かなリウマチ医で
診療報酬点数に詳しい山前邦臣先生
（新横浜クリニック院長）に委員とし
て加わっていただき，メンバーをさら
に充実して，次のとおり審議致しまし
た。

今年の『リウマチ月間リウマチ講演会』は6月４日，例年通り
東京丸の内で多くの患者さん，ご家族のご出席をいただき，開催された。
講演に先立っては，リウマチ性疾患の調査研究，啓発，福祉活動等を讃え
る各賞の授賞式典が行われた。

髙久理事長は，挨拶で昨年９月に財
団発足 20 周年記念式典を開催したこ
と，我が国におけるリウマチ性疾患の
治療と支援に向けたこれまでの財団の
活動を 20 周年記念誌にまとめたこと

発活動，薬剤の開発等によってリウマ
チの治療が大きな進歩を遂げてきたこ
とに対する御礼が述べられ，それと共
に，厚生労働省としても関節リウマチ
の疫学，病態解明と治療法開発に関す
る研究を推進していること，今後のリ
ウマチ対策を総合的かつ効果的に実施
するため，リウマチ対策の方向性を策
定しているといったお話があった。
社団法人 日本リウマチ友の会会長
長谷川 三枝子 氏は，当日に放映され
たリウマチに関するテレビ番組の話に
触れ，患者として正しい情報を選択す
る力（患者力）を持つことの重要性を
説き，本講演会が患者力を高める場に
なることを期待していることと，全国

各地で日本リウマチ財団がこのような
講演会を開催して欲しいという要望を
述べて祝辞を締めくくった。
今年から，リウマチ月間リウマチ講
演会と一緒に催されるようになった当
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〔挨拶・来賓祝辞〕
髙久史麿氏 日本リウマチ財団理事長
上田博三氏 厚生労働省 健康局長
唐澤祥人氏 日本医師会 会長
宮坂信之氏 日本リウマチ学会 理事長
長谷川三枝子氏 日本リウマチ友の会 会長

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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厚生労働省健康局局長上田博三氏の祝辞を代読
する藤村 氏

挨拶をする髙久 理事長

祝辞を述べる長谷川 三枝子 社団法人日本リウ
マチ友の会会長

祝辞を述べる宝住 与一 日本医師会副会長

祝辞を述べる日本リウマチ学会理事長
宮坂 信之　東京医科歯科大学大学院医歯学総合
研究科膠原病・リウマチ内科学　教授

等を報告した。また，「リウマチ月間
リウマチ講演会」の 21 回目となる本
会では，リウマチ性疾患の予防・調査・
研究における最前線の話をご講演いた
だく予定であることを紹介した。
次いで，厚生労働省健康局疾病対策
課の藤村氏による健康局長祝辞の代
読をはじめ，ご来賓の方々から祝辞を
賜った後，各賞の授賞式が行われた。
厚生労働省からは，関係者の尽力に
よりリウマチに関する知識の普及・啓
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◆ 議題および決定事項 ◆

１. MTXの増量について
小児が 15mg/w まで投与可能であ

るが，19 歳になったとたんに 8mg/w
までになると，整合性に欠けるため，
すでに厚生労働省に増量投与について
要望を提出してあり，厚労省も検討に
入っているので，しばらく様子を見る
事となった。
２. 検査について
RF・MMP-3・抗 CCP抗体，三点セッ

トで検査可能になるように申し入れを
することとし，抗 CCP 抗体検査につ
いては，RAの予後を推測できるとの
事で，適時検査できるように申し入れ
たい。（現在は 2回まで）
３. レミケードの化学療法加算について
１）診療報酬点数が低いので，癌の

化学療法に準じた算定方法でなく，新
しい独自の診療報酬点数を設定して欲
しい。（米国では 5万円位との事）
２）20 年 4 月の改定で，常勤薬剤

師設置について基準が設けられ，新規
参入がより困難となったため，基準を
見直して欲しい。

４. 生物学的製剤使用医療機関について
生物学的製剤は高価であり，結果的

に 1件当りの点数が高くなるため，保
険医療機関個別指導の対象となりやす
いので，透析施設に準じた扱いにして
欲しい。
５. 特定疾患指導料について
他の医療機関と同一月には算定でき

ないので問題が多いが，現在のところ
対応は困難である。
６. ガバペン（抗てんかん薬）について
ガバペンを線維筋痛症に投与した場

合，減点されるケースが多いが，平成
20 年 3 月 26 日に開催した衆議院の厚
生労働委員会において線維筋痛症の治
療に関して討議されており，この議事
録を基に対応を検討して行く。
ガバベンが，早期に線維筋痛症適応

薬として保険承認される事が望まし
い。
７. その他
１）山前委員が医療保険委員会委員

として新たに加わった。
２）松野委員を介し，順天堂大学の

高崎教授より，田村准教授の推薦が
あった。このことについては，平成

21 年 6 月 1 日より新メンバーとして
加わってもらう事になりました。これ
により，日本リウマチ財団と日本リウ
マチ学会の考えが調整しやすくなり，
連携して厚生労働省に対応可能となり
ます。

診療報酬の審査が都道府県毎に微妙
に異なるため，グレーゾーンの部分が

あり，明解にできないため対応に苦慮
するところもありますので，よく整理
をして厚労省に要望を提出したいと思
います。アバタセプトの販売承認も早
急に得られるよう働きかけます。
次回は，秋に開催する予定です。何
かご意見等ある先生方は，財団事務局
までご連絡下さい。委員会として対応
致します。

上段左より　森専務理事，佐川委員，松本委員，松野委員，山前委員，生野委員

下段左より　石名田先生，松原委員，井上委員長，西岡常務理事，宝住日本医師会副会長，山名委員

財団の各賞授賞式では，６つの賞と厚
生労働大臣感謝状の贈呈が行われ，日
本におけるリウマチ性疾患の制圧に寄
与する方々の功績が讃えられた。各賞
の内容は以下のごとくである。

【三浦記念リウマチ学術研究賞】
本賞は東京在住の三浦ふさ子さん

（故人）の寄付金を基金にリウマチ性
疾患に関する独創的な研究調査を行っ
ている研究者に贈られるもので，今回
は川端大介 氏（京都大学大学院 医学
研究科臨床免疫学 助教）に授与され
た。研究題目は「全身性エリテマトー
デスに対する B 細胞除去療法後の
免疫再構築における BAFF（B Cell-
activating factor）阻害の意義」である。

【柏崎リウマチ教育賞】
多年にわたりリウマチに関する医学

教育及び患者教育に専念し，我が国
のリウマチ学の進歩発展，リウマチに
関する知識の啓発普及に尽力したこと
を讃えるものであり，東京女子医科大
学附属膠原病リウマチ痛風センター名
誉所長であった故柏崎禎夫氏の遺志に
より創設された賞である。今回は廣瀬 
俊一 氏（順天堂大学名誉教授）に授
与された。

【ノバルティス・リウマチ医学賞】
リウマチ性疾患の病因，治療に関す

る独創的な研究で自然科学の発展に寄
与した研究に与えられる賞である。今
回は，来年日本リウマチ学会を会長と
して神戸で主催する 塩沢俊一 氏（神

戸大学大学院医学研究科内科学講座
リウマチ学教授）に授与された。研
究題目は「関節リウマチの新規治療薬
c‐Fos /AP-1 阻害薬の開発研究」で
ある。

【アボット ジャパン・リウマチ性疾患
臨床医学賞】
リウマチ性疾患の優れた臨床医学研
究に対して贈られるもので，今回は
川合眞一 氏（東邦大学医療センター
大森病院リウマチ膠原病センター長）
に授与された。研究題目は「リウマチ
性疾患領域における臨床薬理学・薬物
治療学的研究」である。

お 2人である。このお 2人はリウマチ
性疾患における IL-1 の役割を発見し，
さらに臨床応用に用いることで大きな
貢献を果たした。

【日本リウマチ財団リウマチ福祉賞】
今回の授賞式での目玉とも言えるリ
ウマチ性疾患で悩む患者の方々に対し
て，永年にわたる社会的救済活動を通
じ，福祉向上に著しく貢献した人に贈
られるものである。茅原聖治 氏（龍
谷大学短期大学部非常勤講師／大阪河
﨑リハビリテーション大学非常勤講
師）に授与された。

【日本リウマチ財団リウマチ福祉賞】
茅原 聖治 氏（龍谷大学短期大学部非常勤講師
／大阪河﨑リハビリテーション大学非常勤講師）

【三浦記念リウマチ学術研究賞】
川端 大介 氏（京都大学大学院医学研究科臨床
免疫学 助教）

【日本リウマチ財団・ワイス国際賞】
国際的にリウマチ疾患，関連疾患の
予防治療に著しく貢献した研究に対
して贈られるもので，今回は２名の方
に授与された。ご都合でご出席はかな
わなかったが，ウィリアム・P・アレ
ンド氏（コロラド大学 ヘルスサイエ
ンスセンター 医学部 教授），ジャン
‐ミッシェル・ダイヤー氏（ジュネー
ブ大学附属病院 教授 免疫学及びアレ
ルギー性疾患部門 ディレクター）の

【ノバルティス・リウマチ医学賞】
塩沢 俊一 氏（神戸大学大学院医学研究科内科
学講座リウマチ学教授）

【アボットジャパン・リウマチ性疾患臨床医学賞】
川合 眞一 氏（東邦大学医療センター大森病院
リウマチ膠原病センター長）

【厚生労働大臣感謝状】
リウマチ制圧のための事業活動に深
い理解を示し，日本リウマチ財団の運
営に多大な尽力したプロゴルファーの
宮本勝昌 氏に 2年連続して贈られた。

これら式典の後，休憩を挟んで最新
のリウマチ事情などの講演が 1時間半
行われた。
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講演1

座長　松本美富士 氏
藤田保健衛生大学
七栗サナトリウム内科 教授
座長である松本氏は，昨年よりリウ

マチ財団の委員会内でリウマチケア
に特化した看護師育成の検討が進めら
れていると冒頭に述べ，リウマチに対
する看護の重要性とトータルマネジメ
ントの必要性に言及した。次いで演者
の陣田氏は，聖マリアンナ医科大学で
統括看護部長及びナースサポートセン
ター長を務められており，そのご経験
から，「専門外来のあり方：リウマチ
外来への模索」をテーマに本日ご講演
いただくことをご紹介した。

専門外来のあり方：
リウマチ外来への模索
陣田 泰子 氏
聖マリアンナ医科大学病院執行役員
統括看護部長
ナースサポートセンター長

陣田氏は，医療全体が急性期中心へ
シフトする中で，難治性の慢性疾患が
置いていかれている状況にあり，これ
らの疾患患者さんにしっかり付き合っ
ていけるような看護職が求められてい
ることを謳い，チーム医療において最
も人数が多いのがナースであり，その
役割が発揮されることが医療にとって
のベネフィットとなるとまず述べた。

次いで，自身の難病患者との出会い
をご紹介。「死にたい」と言っていた
患者さんが「辛くても生きていたい」
という気持ちに変化したことを挙げ，
「何が変化に影響を及ぼしたのか。看
護とは何か」といった疑問が生じた経

験とその後の看護の実践，聖マリアン
ナ大学附属病院で行われている健康教
室「マリアビタミン」についてご紹介
した。
聖マリアンナ大学附属病院では平成
16 年に，20 ～ 30 分の病院の待ち時間
を活用した健康教室「マリアビタミン」
を発足。患者さんのセルフケア能力の
向上，予防ケアの啓発を目的とし，患
者さんが病気と共存しながらも主体的
な生活を送ることをサポートする看護
の役割に現在徹していることを述べ
た。

聖マリアンナ大学附属病院はキリス
ト教精神に則った命の尊厳を中心に，
「マリアンナ　コア・ケア・キュア支
援ネットワーク」を掲げており，コア
＝核であり，患者さんの個別なニー
ズに対応することを意味しているとい
う。
病は生涯学習であり，決してマイナ
スではないことに言及し，社会学者の
鶴見和子 氏が自らの病の体験を綴っ
た「回生　鶴見和子の遺言」の中の「回
生元年」という言葉を引用しながら，
病気になることで新しい次元を生きる
姿勢をご紹介した。

また，聖マリアンナ大学附属病院で
は看護の分野において新たな 2つの戦
略を立てており，そのひとつがリウマ
チ患者さんとの交流会であることに触
れ，関節リウマチにフォーカスを当て
た理由として，「痛み」を共通の主訴
とし，外来では患者さんが多彩な語り
をしている現状を解説。経験からの学
習による具体的な生活の仕方等の意見
交換，患者さんと看護師の信頼関係に
よる効果的なグループワーク等につい
ての報告をされた。

さらに，看護師の質の向上を背景
に，専門看護師，認定看護師，認定看
護管理者制度があり，それぞれの役割
が異なることを解説。リウマチの専門
看護師という資格はないが，老人看
護，慢性疾患看護でカバーされている
こと，将来的には難病看護という制度
ができ，その中でリウマチの看護が専
門的に研究されることが期待されると
した。

最後に，免疫学者であり文筆家であ

る多田富雄 氏の著書「寡黙なる巨人」
の一文を紐解きながら，人間のもつ「潜
在能力」を引き出すことの重要性とそ
れに対するナースの役割を述べて講演
を締めくくった。

講演2
座長　山本純己 氏
一番町リウマチクリニック顧問

山本氏は自身が研究者となった 40
年前にはリウマチの治療法がほとんど
なく，社会の認識も「リウマチは高齢
者の病気」だったという歴史をまず振
り返った。現在は社会の認識が高まり，
良い薬ができてきたこと，早期発見，
早期治療によって，治療効果を高めら
れると解説し，とにかく早く見つける
ことの重要性と，リウマチ治療におけ
る薬の進歩を強調し，その中で現在の
さまざまな新薬の開発について解説す
る川合 氏の講演をご紹介した。

リウマチの薬はこうして作られる
川合 眞一 氏
東邦大学医療センター大森病院
リウマチ膠原病センター長

川合 氏はまず薬を作ることについ
ての患者さんの情報不足前提に，薬の
歴史や東洋医学と西洋医学の薬の違い
等を解説した。そして昔は，薬が経験
から作られており，植物起原のものが
多かったことをアスピリン等の例をも
とに紹介した。東洋医学が植物を利用
するのに対し，西洋医学の薬は植物か
ら有効成分を抽出して科学的に工場で
作られるようにしており，根本的には
同じである話もした。
また薬には生体成分の薬と，その作
用を抑える薬があることを解説。身体
のしくみが解明されていくに従って，
身体の中がどんな物質でコントロール
されているかが明らかになっており，
その不足や過剰分泌のコントロールを
する薬があることをご紹介した。代表
的な例としてはステロイド薬，イン
スリン製剤や各種ホルモン製剤を挙げ
た。
さらに研究過程において偶然発見さ
れる薬があることに触れ，代表例とし
てアオカビの殺菌力に着目したペニシ
リンの例を紹介した。

次に川合氏は，薬と毒の本質に言及。
極端に言えば「薬と毒は一緒」であり，
副作用が少なく効果が高いものが薬で
あり，その逆が毒であるとして，効果
と副作用のバランスの話を紹介した。

関節リウマチ薬の歴史は，当初は適
応外使用の中でその効果の発見であっ
たものが，1998 年にアメリカで生物
学的製剤が使われ，日本でも 2003 年
から使用されていることを紹介し，新
しい時代になっていることを意識させ
た。リウマチの治療という意味では現
在は良い時代であるが，それでもまだ
コントロールできない患者さんがお
り，今後のさらなる開発への期待を
語った。

次いでRAの病態を図解した後，薬
が患者さんに効くかどうかを確かめる
ために臨床試験が必要であると訴え
た。動物と人間では薬の効き目と副作
用が異なることに触れ，イヌ，サル，
ラットで 31 種類の臨床試験を行った
際の類似性の違いについて語った。ヒ
トの試験に入るまでに必要とされるヒ
ト以外の試験の内容と，ヒト特有のプ
ラセボ効果についてもご紹介した。
また，治験とは臨床試験に含まれる
ものであり，日本では厚生労働省に申
請するための臨床試験のみを特に治験
と呼んでいること，開発段階における
臨床試験のステップと市販後調査のそ
れぞれの内容についても解説した。

薬をヒトで試すにあたり，臨床試験
（治験）を倫理的に行うシステムが必
要であり，その 3つのポイントとして
（1）ヘルシンキ宣言に基づいた法律や
省令（GCP）（2）治験審査委員会など
の第三者審査機関によるチェック機能
（3）現場では，正しいインフォームド
コンセント（十分な説明と同意）の取
得を挙げた。

最後にリウマチの薬を作るために必
要な６項目を挙げ，遺伝子研究なども
含めた臨床研究・臨床試験（治験）・
販売後調査などには患者さんのご協力
が不可欠であることを会場内に呼びか
けた。

講演3

座長 西岡 久寿樹 氏
聖マリアンナ医科大学 教授
（財）日本リウマチ財団常務理事

講演に先駆け，西岡氏より塩沢氏の
略歴が紹介されると共に，来年４月
22 日より行われる第 54 回日本リウマ
チ学会総会・学術集会会長を務められ
るという話があった。リウマチ治療は
この 10 年で大きく変化し，ターンニ
ングポイントを迎えているが，その一
方で治療に関する高いコストをどうす
るか？ といった課題もある。経済原
則が優先される現状ではあるが，患者
さんが治療機会に均等に恵まれ，一定
の専門医のもとで治療できるようにし
ていきたいという抱負が述べられた。

「リウマチ治療のトピックス」
塩沢 俊一 氏
神戸大学大学院医学研究科内科学講座
リウマチ学 教授
神戸大学医学部附属病院
リウマチセンター長
第 54回日本リウマチ学会総会
・学術集会会長

冒頭に塩沢 氏は，今回の受賞につ
いて，科学技術振興事業団より 25 億
円の研究開発費を受け，新たなリウマ
チ治療薬の開発中であることへの評
価である旨を解説し，本薬剤が現在
フェーズ 1 であり，10 年後に期待で
きる薬であると述べた。
自身の経歴と研究の姿勢について話
す前提として，母の全身性エリテマ
トーデスの話を紹介すること，小学校

表 1　現在の専門看護師・認定看護師と将来（陣田 泰子 氏発表データより）
専門看護師（10分野） 認定看護師（19分野）

1 がん看護 がん化学療法看護
2 感染症看護 がん性疼痛看護
3 急性期・重症患者看護 感染管理
4 小児看護 緩和ケア
5 精神看護 救急看護
6 地域看護 集中ケア
7 母性看護 手術看護
8 老人看護 ☆ 小児救急看護
9 慢性疾患看護 ☆ 新生児集中ケア
10 家族支援 摂食・嚥下障害
11 　 透析看護
12 　 糖尿病看護
13 　 乳がん看護
14 　 認知症看護
15 　 皮膚・排泄ケア
16 　 不妊症看護
17 　 訪問看護
18 　 脳卒中リハビリテーション看護
19 　 がん放射線療法看護

☆難病？

陣田 泰子 氏
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明し，ノーベル生理学・医学賞を受賞
している。

塩沢 氏は，お話がやや難解になる
ことを会場に謝罪しつつ，膠原病のメ
カニズムについての自説と新規RA治
療薬について講演した。
まず，膠原病のメカニズムについて

は感染症の場合は病原体がなくなれば
免疫応答も終了するのに対し，膠原病
ではなぜ自己免疫が起きるのか，なぜ
自己抗体ができるのか，に着目したと
説明。細胞に繰り返し刺激が与えられ
ることによってCD4 に異常が起こり，
aiCD4（自己抗体産生誘導性 CD4） 
という状態になり，抗原の繰り返し
刺激によって SLE になると「自己
臨界点説（Self organized criticality 
theory）」を解説した。

塩沢 氏が述べる「自己臨界点説」
とは，免疫システムの安定性にはある
限界（自己臨界点）があり，これを超え
て外乱（過剰刺激）が作用すると免疫
系が破たんする＝膠原病になるという
説であり，自己免疫ではなく，普通の
免疫（感染）によって膠原病になると
解説したものである。またこうした一
連の説を証明するために行ったマウス
での実験についても概略を紹介した。

塩沢 氏の講演を受け，座長の西岡
氏より「研究中の新薬はどういう点が
サイトカイン療法等の従来の薬と違う
のか？」といった質問をされた。こ
れに対し，塩沢 氏は現在開発中の薬
は c-fos 複合体を阻害するブロッカー

であり，コラゲナーゼMMP ，IL-1，
IL-6，TNFαt 等を制御する位置にあ
ると答えた。さらにわかりやすく言う
ならば，関節リウマチ症には関節が腫
れる＝炎症と関節が壊れるといった 2
つの作用があるが，この 2つに働きか
けるものであると解説した。

閉会にあたり，日本リウマチ財団 
常務理事 西岡久寿樹 氏より，次の世
代へのリウマチ治療に対する期待が述
べられ，また，目の前にいる患者さん
をいかに救っていくか，副作用からど
うやって救っていくかを，日本リウマ
チ財団，厚生労働省，関係者と共に考
えていきたいというメッセージが寄せ
られた。

図 2　膠原病の場合の免疫応答イメージ（塩沢氏の発表より）
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岡田正人　編集委員（聖路加国際病院アレルギー膠原病科副医長）

2009 年 6 月 9 日から 6 月 14 日にか
けて，デンマークの首都コペンハー
ゲンにて第 10 回欧州リウマチ学会
（EULAR; European League Against 
Rheumatism）年次総会が開催された。
新型インフルエンザの影響にもかかわ
らず，1 万 3000 人以上が参加し抄録
採択率も 3400 のうち 770 と 4 分の１
に満たない名実ともに米国リウマチ学
会（ACR）と肩を並べる学会となっ
ている。今回は Treat RA to Target
（治療効果の目標を定めた関節リウマ

チ診療）を合言葉に，糖尿病のHbA1c
のようにしっかりとした治療目標，つ
まりは客観的指標に基づいた寛解達成
をめざした積極的な早期治療の重要性
が強調された。
今回は学会からの発表として，

ACRによる 1987 年関節リウマチ診断
基準（分類基準）が 20 年ぶりにACR
とEULARの共同作業により改訂され
るという大きなニュースと，EULAR
の関節リウマチ診療指針 2009 年度版
が EBMによるランク付けと推奨レベ

ルを併記しての講評が注目を浴
びた。残念ながら関節リウマチ
診断基準の最終案は 2009 年 10
月のフィラデルフィアで開催さ
れる ACR 年次総会まで持ち越
されたが，概ねの改訂案が示さ
れた。研究発表としては，日本
からの抗 TNF 製剤中止に関す
る RRRスタディなどが抄録賞を
受け学会を締めくくるハイライ
トセッションでも臨床系研究発
表の最初に取り上げられるなど，
日本のリウマチ研究も存在感を

示した。
学会の速報を 2回にわたりお伝えす
るにあたり，まず今月は関節リウマチ
の新しい診断基準と EULAR 関節リ
ウマチ診療指針 2009 年版に関してお
伝えします。

ACR-EULAR関節リウマチ
診断基準（分類基準）試案

これまで 20 年間 1987 年に ACR か
ら発表された基準が使われてきたが，
これは罹病期間平均 7.7 年の患者を対
象に作成されたものであった。関節
リウマチの早期診断，早期治療の重
要性がますにあたって，Window of 
opportunity を逃さずに適切な治療を
開始するため，より早期の診断に有
用な基準の必要性は明らかであった。
今回の改訂では，ACR と EULAR か
ら 11 人ずつの関節リウマチ専門医が
参加し，それぞれがACR1987 年基準
を満たしていない関節炎患者を３～５
例ずつ持ち寄り，合計 22 人が各症例
を関節リウマチの可能性の高い順にラ
ンク付けした。その後全員の結果を見

時代にはすでに「治らない病気の人の
そばにいる医者になりたい」と考えて
いたこと，今後も現場で医者として活
動したいと語った。
塩沢 氏は来年には，新しい自己免

疫疾患の概念，「自己臨界点説」を世
界に向けて発表する予定であり，ク
ローン選択説など既成の免疫理論を踏
まえた上で，新薬開発のベースに自身
のこの学説があることを紹介した。
クローン選択説は 1957 年にバー

ネットがノーベル賞を受賞した論文
で，身体には予めあらゆるリンパ球が
存在するというもの。その中で特定の
抗原によってリンパ球を選択するた
め，今まで出会ったことのないような
病原体に対応することが可能であると
いう。
著名な利根川 進 氏は，この抗原の

結合で遺伝子組み換えがあることを証

会場の様子 ACR座談会でお会いしたDr. Saag との再会。岸本暢将 氏（亀田総合病院）と一緒に。

図 1　感染症の場合の免疫応答イメージ（塩沢氏の発表より）
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てディスカッションし，ランクの高い
患者が基準を満たし，低い患者が満た
さないように試案を作成した（表１）。
画像的変化が起こる前に診断し治療を
開始することにより，関節破壊を防ぐ
ことを目標にしているため診断基準に
は画像所見は含まれていない。全項目
で最高点であれば合計 100 点となるよ

図 1　 EULAR関節リウマチ診療指針 2009 年度版
 薬物治療の方針（eular 2009,  岡田正人 訳）
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うに作成されているが，何点以
上を診断とするかはこれから決
定され，また，この項目と点数
配分に関しても修正される可能
性の残っているあくまで試案で
ある。点数化されており複雑な
印象も受けるが，時代とともに
血圧，高脂血症などにおいても
治療介入の閾値が変更されてい
るように，関節リウマチでも診
断に必要な点数を調整できるよ
うにという考えもあるとのこと
である。また，乾癬性関節炎な
どの除外に関しては，治療が大
きく異ならないため規準が煩雑
になりすぎることを避けるため
にも考慮していないとのことで
あった。ちなみに，全身性エリ
テマトーデス（SLE）の診断基
準（分類基準）も全面改訂が進
められており，補体やより詳細

な皮膚所見の項目が盛り込まれる予定
で，今年のACRで同時発表の可能性
がある。

※MCP関節と PIP 関節が両側で 2箇所４週間は
れて朝のこわばりが 30分ある 40歳女性の抗
CCP抗体が高値，リウマトイド因子は陰性で
CRPが 1.0 ではスコア 77（34＋6＋29＋8）
（1987 年 ACR 基準では 7項目中 3項目で基
準を満たさない）

治療開始
・経口抗リウマチ薬 (DMARD) は、関節
リウマチの診断がつき次第すぐに開始さ
れるべきである。

表 2　EULAR関節リウマチ診療指針 2009 年度版
（eular 2009,  岡田正人 訳）

治療目標
・治療目標はすべての患者においてでき
る限り早く寛解、もしくは低疾患活動性
を達成することである。
・治療目標が達成されていない限りは、
頻繁かつ厳密な薬物療法の調整がなされ
るべきである。

最初に使う抗リウマチ薬
・メトトレキサートは活動性の関節リウ
マチ患者において、最初の治療に含まれ
るべきである。

第一抗リウマチ薬の代替
・メトトレキサートが禁忌または不耐の
場合は , 初期治療としてサラゾスルファ
ピリジン , レフルノミド , 注射金剤が考
慮される。

単剤か併用か
・初めて抗リウマチ薬の治療を開始する
場合は , 経口抗リウマチ薬を併用でなく
単剤で開始してもよい。

副腎皮質ステロイド
・ステロイド剤は経口抗リウマチ薬との
併用にて初期の短期療法として有効とな
りうる。

生物学的製剤 1
・予後不良因子のある患者では、最初の
抗リウマチ薬治療にて寛解・低疾患活動
性が達成されなければ、生物学的製剤が
考慮されるべきである。
・予後不良因子がなければ、他の経口抗
リウマチ薬への変更を考慮する。
予後不良因子
・リウマトイド因子，抗ＣＣＰ抗体、早
期からの骨びらん、急速進行性、炎症反
応高値

抗TNF製剤効果不十分例
・最初の抗ＴＮＦ製剤で十分な改善が得
られなかった症例では , 他の抗ＴＮＦ製
剤 , アバタセプト , リツキシマブ , トシ
リズマブのいずれかを投与する。

難治性リウマチ
・難治性重症リウマチ、生物学的製剤も
しくは通常の抗リウマチ薬が禁忌の患者
では、アザチオプリン ,シクロスポリン ,
シクロホスファミドの単剤または併用療
法を考慮する。

治療戦略
・予後不良患者においてより利益がある
が、強力な薬物療法は関節リウマチ患者
全員に考慮されるべきである。

薬剤減量 1
・寛解が維持されていれば ,ステロイドは
漸減されるべきである。また ,とくに経
口リウマチ薬と併用している場合は ,生
物学的製剤も漸減することを考慮する。

薬剤減量 2
・長期間寛解が維持されていれば , 患者
と相談して経口抗リウマチ薬も慎重に投
与量を調整することも可能である。

予後不良因子
・予後不良因子が複数存在すれば ,抗リウ
マチ薬をまだ投与されていない患者にメ
トトレキサートと生物学的製剤の併用も
考慮となる。

その他の因子
治療を組み立てるにあたっては ,疾患活動性
のみでなく , 骨破壊の進展 , 合併症 , 安全性
が考慮されるべきである。

生物学的製剤 2
・メトトレキサートや他の経口抗リウマ
チ薬にて十分改善しない患者においては
生物学的製剤を開始すべきであり , 現時
点では抗ＴＮＦ製剤とメトトレキサート
の併用が処方となる。

EULAR関節リウマチ診療指針
2009年度版

ACR からの関節リウマチ薬物療法
推奨が昨年発表されたところである
が，EULARも新しい推奨が発表され

た。特徴としては，BeSt スタディな
どで，抗TNF製剤，DMARDの中止
例が多く報告されていることを踏まえ
て，早期診断，早期治療のみでなく，
抗 TNF 製剤や DMARD の中止に関
しても言及されている（表２）（図１）。

表 1　ACR-EULAR関節リウマチ診断基準
（分類基準）試案　（eular 2009,  岡田正人 訳）
●リウマトイド因子、抗CCP抗体 score
 両方陰性 0
 いずれかが低値陽性 22
 いずれかが高値陽性 34
●炎症反応（CRP,ESR）
 正常 0
 上昇 6
●関節分布
 単関節炎 0
 非対称性 2関節以上 10
 対称性　最低 2関節 16
 1-3 箇所の
 PIP,MCP,MTP, 手関節 
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 ４箇所以上非対称性 28
 ４箇所以上対称性 29
 10 関節以上 50
●疾患罹病期間
 4 週未満 0
 4-8 週間 8
 8 週間以上 10
● 1-100 score
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リウマチナース座談会

日時：平成 21年 4月 23 日　於：東京　品川　ラフォーレ東京

RA看護との関わりと
現在の役割

司会　本日は RAの看護について，3
名の看護師にお話をうかがいます。ま
ずは自己紹介をお願いします。

杉本　東京女子医大学附属膠原病リウ
マチセンターの杉本妙子です。整形外
科には5年間勤務しており，10年以上，
RAの看護に関わっています。当セン
ターの全体の RA患者さんは約 6,000
人で，生物製剤を投与している患者さ
んは約 400 人おります。さまざまな生
物学的製剤が出ているなか，私は主に
注射製剤に関わって在宅自己注射の指
導を担当しています。また点滴製剤の
投与のサポートもしています。

杉山　医療法人美瑛太白さくら病院の
杉山みゆきです。私の勤務先は地方の
病院で，一般内科の中でRA膠原病の
診療をしています。近隣に専門医が少
ないため，RA患者様に多く受診して
いただいています。現院長が就任する
前は高齢で寝たきりの患者様の診療を
する療養型に近い病院でした。現院長
が RA治療を開始後，平成 17 年 7 月
に生物学的製剤を治療に取り入れてか
ら4年弱でRA患者様が急増しました。
その間でいろいろと工夫をしながら
やっている状況です。施設が小さい分，

看護師同士のコミュニケーションがと
りやすく，指導や教育面では助かって
います。生物学的製剤を導入したとき
は，私自身まったく経験がなかったの
で，実際に患者様に指導しながら学ん
でいきました。現在は生物学的製剤の
症例データや治験を管理する『医療企
画室』を担当しています。毎回患者様
の指導を行うわけではありませんが，
生物学的製剤を初めて使う方には，医
師の説明の補足をしたりDAS の測定
をしながらお話しをうかがっていま
す。また，RA専任の看護師を置くこ
とが難しいので，すべての看護師が同
じように指導や注射ができるよう資材
を作成したり教育にも力を入れていま
す。

粥川　名古屋医療センターに勤務して
いる粥川由佳です。私自身は新卒から
8年間，整形外科病棟に勤務し，今年
の春から整形外科，泌尿器，皮膚科の
混合病棟に配属されました。私が生物
学的製剤と関わったのはインフリキシ
マブ（レミケード ®）が最初で，エタ
ネルセプト（エンブレル ®）の自己注
射教育が必要になったときには，クリ
ニカルパスの作成に携わりました。当
時，生物学的製剤の指導は入院と外来
で連携して行っていましたが，現在は
ほぼすべての患者さんが外来で導入を
行っています。私は 2年ほど前に，「看
護力を高める」という整形外科部長
の方針の下，日本リウマチ学会に入会
し，個人的にもRA患者さんの看護に
ついて研究を進めています。病院とし
ては，エタネルセプトを中心に，地域
のかかりつけ医との病診連携をスター
トさせ，循環型連携パスを作って連携
を強化しています。

生物学製剤の登場を
きっかけとした看護師の
意識の向上

司会　皆さん施設規模やキャリアが違
いますが，RA治療に生物学的製剤が
登場したことによって，看護師の立場
や自分自身の気持ちに何か大きな変化
はありましたか。

関節リウマチ（RA）治療に生物学的製剤が登場してから，
看護師が医療へ参画する機会が増え，看護師の役割や意識に
大きな変化をもたらした。看護師が積極的に看護に関わるこ
とで，RAの診療の質が向上し，患者の予後にも寄与できる
と考えられる。本座談会では，RA看護の現状と課題について，
RA専門施設，一般内科など勤務する環境が異なる3名の看
護師に話し合っていただいた。

〔出席者〕
粥川由佳さん
 （独）国立病院機構 名古屋医療センター 西 9階病棟　副看護師長

杉本妙子さん
 東京女子医科大学附属膠原病リウマチセンター　看護師

杉山みゆきさん
 医療法人美瑛　太白さくら病院　医療企画室　看護師長

杉山　私自身は整形外科や免疫疾患看
護の経験がありませんでした。治療開
始当初，RAは「骨が曲がる病気」程
度の認識で，リウマチの病態，検査や
治療薬の作用など，よく理解できてい
ませんでした。患者様が増えていくに
従って，医師 1人で細かな点まで管理
するのは難しくなってきました。ま
た，医師が外来診療などで回診できな
い時間に患者様が疑問や心配事を抱え
てしまわないように，看護師も対応で
きるようにしたいと考えました。そし
て，少しずつではありますが勉強を重
ね，最近になってようやくある程度の
理解ができるようになってきたと感じ
ています。生物学的製剤の手技を指導
するだけでしたらそれほど難しいこと
はありませんが，病態や薬剤の特徴を
理解した上で注射後の管理や注意点な
どを患者様に説明できなければいけま
せん。生物学的製剤が登場して変わっ
たことは，入院患者様の診察，生物学
的製剤の指導と管理，副作用の観察な
ど，医師が神経を使う部分をサポート
していこうと，私たちの意識に主体性
が生まれたことだと思います。

司会　杉本さんはたくさんの患者さん
を受け持ち，キャリアも長いと思いま
すが，整形外科やRA診療の歴史をみ
てきて，意識や立場が変わった点はあ
りますか。

杉本　リウマチの治療は生物学的製剤
が登場してからめざましく変わったと
思います。今までの治療でなかなかな
治らなくつらい思いをして来た患者さ
ん，使用した患者さんの喜びを共有で
きる立場になれたことは自分にとって
大きいです。生物学的製剤が導入され
たときに全例調査があり，それがきっ
かけの 1つで担当看護師という存在が
できてその製剤の、患者さんを含めた
投与管理をしていくために、投与シス
テムを作り，医師のサポート，有害事
象時の対応、調査票の管理などを行い
ました。その 1つとしてクリニカルパ
スやガイドライン，看護師のマニュア
ル作りなども行いました。自己注射の
患者さんに行う指導に関することは看
護師がしています。患者さんにどのよ
うに関わって管理していくか，重篤な
有害事象を起こさないように看護師，

医療スタッフとして何ができるかを考
えていましたので，責任を持たなけれ
ば・・・という意識がありました。投
与時の適応，患者さんの情報収集，正
確な投与，またより安全な在宅自己注
射の指導，管理を考えていくといった
そういう経験からも医療スタッフの一
員として，看護師の役割が重要な位置
を占めるようになってきたと思いま
す。そして，患者さんに関わりながら
看護を行うことが喜びになっていきま
した。

司会　生物学的製剤の登場によって，
看護師としての役割や得られるものも
変わってきたということですね。

杉本　看護師としての役割や，行って
いくべきことという概念は変わってな
いと思います。ただ，生物学的製剤が
1 つのきっかけになったと思います。
例えば，病棟やオペ室での看護師の仕
事には看護診断，看護計画，として
看護師主体で行動していく場面があり
ますが，外来では多くの場合，医師の
サポート業務が中心になってしまう傾
向があると思います。しかし，生物学
的製剤が外来業務の 1つになったこと
で，患者さんに直接関わる時間が増え，
看護師が担う役割として患者さんをサ
ポートするといった責任が医師や他の
医療スタッフにも影響を与えていくこ
とになったということは，事実として
あると思います。そうした意味では大
きな変化といえると思います。ただ，杉本妙子さん

粥川由佳さん
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最も大きなことは，その長くなった関
わりの時間で生物学的製剤の投与で回
復していく患者さんの喜びや希望の声
を聞くことができたことです。

粥川　私は病棟に勤務しているので，
看護師の仕事で大きく変わった感じは
ありませんが，生物学的製剤に対する
意識はお 2人と同じです。RA患者さ
んに対する病棟看護は，日常生活のお
世話や術後観察，リハビリテーション
の介助などがメインですが，生物学
的製剤が登場したことで，さらに私た
ちもRA治療に参加しているという実
感が生まれ，看護に求められることが
新しくなったような気がします。例え
ば，生物学的製剤の登場により，日常
生活における患者さんの自己管理に，
看護師がこれまで以上に関わるように
なったと感じています。病棟にいると
なかなか退院後の患者さんの様子はわ
からないのですが，外来勤務の看護師
と情報交換することで，今まで待合室
には痛くて仕方がなかった患者さんが
多かったのが，生物学的製剤により痛
みや腫れがなくなり，表情がすごく明
るくなった患者さんが増えていること
がわかりました。患者さんのQOLが
本当に向上したと実感できるようにな
り，とてもうれしく思います。自己注
射製剤の指導では，RA患者さんの手
の変形や握力の違いによって，指導内
容には違いが出てきますから，集団指
導ができない分，大変なこともありま
した。しかし，患者さんが自己注射
の方法を習得して喜んでいる姿をみる
と，私たちも「頑張ってよかった」と
思いますし，患者教育を通して患者さ
んと喜びを分かち合うことができまし
た。

杉本　私たちのセンターでは，生物学
的製剤を投与する患者さんが増え，今
ではすべてのスタッフが関与するよう
なってきています。関わる看護師から
はやりがいを感じるという声を聞きま
す。責任を持って患者さんに関わる機
会が増えるので，生物学的製剤の投与
によって患者さんに接することで関わ
り始めると意義を感じるのだと思いま
す。私自身も患者さんとコミュニケー
ションをとることで，自分の考えたこ
とを実行し振り返りができる仕事とし
ても，モチベーションが確立した面が

あります。

杉山　私たちの施設では，病棟はチー
ムナーシングを採用しており，1人の
患者様に継続的に関わることは難しい
状況です。外来でも，外科や一般内
科の診療の介助をしながら，ローテー
ションで全員が患者様の指導を行うよ
うにしています。最初は，パンフレッ
ト通りに説明し，手技を教えることが
中心でしたが，勉強会を通じて看護師
の知識も増えていき，意識が変わって
いきました。さらに患者様から，「体
調が良くなった」という声を聞き，客
観的な痛みの評価でも改善が確認でき
ることで，看護師のやる気も高まって
います。勉強会にも積極的に参加する
ようになりました。

司会　杉本さんと粥川さんはスペシャ
リストの看護師，杉山さんはジェネラ
ルな看護師であり，立場によっても違
いがありますね。

RA看護に求められる
看護師の役割

司会　粥川さんは生物学的製剤が登場
してクリニカルパスを作られたという
ことですが，他の看護師へ，指導に関
するアドバイスをお願いします。

粥川　当院は中部地区ではRA領域の
中核病院ですが，RA患者さんの自己
注射の指導に関する文献や資料がな
かったので，手さぐり状態で試行錯誤
しながらパスを作っていきました。そ
のため指導を始めるまでにすごく時間
かかりましたが，その中で，薬剤指導
は薬剤師，動作がうまくできない患者
さんは作業療法士にも協力してもらい
ました。医療スタッフが連携するため
にも，いちばん患者さんの近くにいら
れる看護師は，医師がどのように説明
して，どのように治療しているのか，
患者さんはリハビリテーションや薬剤
指導をどのように受けているのかを把
握しなければいけませんし，医師の動
きを見ながら患者さんに対応していか
なければいけません。また，自己注射
の指導では，患者さんごとに指導のや
り方を変える必要がありますから，看
護師は幅広い知識やスキルを身に付け
る必要があります。そのため当院では，
患者指導を初めて行うときには４年目
以上の経験があるスタッフと一緒に指
導することで，経験が少ない看護師が
勉強できるようにしてきました。また，
患者さんは看護師の前ではできても，
家に帰ってからできなくなることもあ
るので，外来と連携しながら指導をし
ていくことも重要です。患者教育は大
きな責任ある仕事だと思います。

司会　RA看護と高齢者看護が似てい
るという意見もありますが，どうお考
えですか。

杉本　RAは慢性疾患で患者さんが一
生付き合っていく必要のある病気なの
で，患者さん個人個人の人生にいかに
関わっていくかは看護師の役割になっ
ていくと思います。つまり，患者さん

うか。患者さんを全人的に見て看護師
として何ができるかを考えることから
始まります。患者さんを中心に，医師
やコメディカルとの関わりをすべてカ
バーする面もあると思いますので役割
は幅広いですね。

粥川　身体的なことだけではなく，患
者さんの社会的背景や精神的背景など
すべてを把握して看護していく必要が
ありますから。

杉本　その人の全体をみていく面で見
方が医師と違うところがあると思いま
す。その違いを医師がどのように理解
していただいているのかは，それぞ
れの施設や環境でも違うのではないで
しょうか。

司会　RA専門医の意見として，初診
で患者さんのADL や QOL を確認す
るためにはプライベートな部分にも踏
み込まざるを得ないことは理解してい
ても，時間がかかって困るという指摘
もありますが。

杉本　当センターの医師は丁寧に患者
さんに対応していると思います。

粥川　RA専門医は，旅行や孫の結婚
式に行ったことなど，日常の行動か
らも患者さんの体調をみているようで
す。私たちはそうした点をすごく大事
にしています。痛みが取れたことだけ
でなく，患者さんが家族のお祝い行事
に参加できた喜びなどを一緒に分かち
合えることが重要です。患者さんのプ
ライベートな話題の中から，患者さん
が必要としていることがわかったりし
ます。また，患者さんが求めているこ
とを実現するために家族とコンタクト
をとり，協力を依頼するのも看護師と
しての役割だと思います。

杉山　当院の院長は，痛みは器質的な
痛みと，情動からくる痛みがあると説
明しています。そのため，診察の時間
が長くなっても，患者様の背景を聞く
ことも大事にしています。家族の悩み
まで聞いたりするので，とても長い時
間話をすることもあります。

杉本　RA は身体的な障害だけでな
く，多くの方が精神的な問題を抱えて
いることは理解していきたいと思いま

のライフサポート的な役割です。生物
学的製剤の投与では投与前の説明や情
報収集を行い点滴投与中の時間や，注
射製剤では自己注射の指導や説明，確
認などで患者さんと関わる時間は密
で，時間としても長く取ることができ
ます。その時間に日常生活や発病の経
緯などさまざまな話を聞きます。そう
した話題の中から病気に影響する要因
がわかり，看護師の知識を生かして，
今後配慮すべきこと，変形を予防する
方法などを提案しています。リウマチ
は疾患として治療があり，看護師とし
ても，症状の緩和や変形を予防してい
くためのアドバイスなどをしていくこ
とはできると思います。例えば看護師
は，患者さんとのコミュニケーション
の中で必要な情報を見つけ出して診察
だけでは拾いきれなかった情報や看護
師として関わったことなどを医師に報
告します。その情報を治療に役立てて
いければと思っています。患者さんの
人生に関わっていくという意味では，
高齢者看護と類似する点はあると思い
ます。

杉山　生物学的製剤が登場し，病診連
携を始めてから，早期RAの患者様が
増えているので，RA患者様が高齢だ
というイメージはありません。しかし，
患者様のほとんどが年上の方なので，
その方の人生経験を尊重し，生活スタ
イルや自尊心を大切にしながら，関
わっていく点では共通していると思い
ます。それから合併症が多いことも共
通していますね。RAはさまざまな合
併症を発症する可能性があるため，幅
広い知識が必要ですし，患者様を観察
する目を養わなければならない点は似
ていると思います。

粥川　私も同感です。ただし，RA患
者さんの中には高齢者だけでなく，私
たちと同年代の，特に女性の方が多く，
結婚や出産を控えている患者さんもた
くさんいます。ですから，私たちは自
己注射の指導をするだけではなく，患
者さんのライフサイクルも理解した上
で，精神的な援助をすることもすごく
重要ですし，それがRA看護の特色だ
と感じています。

杉本　高齢者でも，RAでも看護師は
患者さんのニーズに合わせたサポート
をしていくことが基本ではないでしょ

杉山みゆきさん
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す。理解したいという態度で接するこ
とで患者さんに心を開いていただきた
いと思っています。痛いとうつ病にな
り平常な心を保てなくなることもある
と思います。感情のコントロールがで
きない方に対しても，じっくりと話を
聞こうという姿勢で接した結果，「あ
のときはありがたかった」と言われた
こともありました。痛みで苦しんでい
るときに，身近にいて支えになれれば
と思います。理解信頼関係を築いてコ
ミュニケーションを深めていってより
よいサポートができるようにしていき
たいです。

司会　RAは痛みで生活の行動範囲が
規定されてしまう疾患だからこそ，プ
ライベートの行動を把握しておくこと
が必要なのかもしれませんね。患者さ
んの行動について聞くことが，手足の
様子や患者さんの状態の把握につな
がっていくところが，運動器疾患の特
徴のように思います。

RA看護の将来像

司会　RA看護における今後の課題や
改善点について，どのようにお考えで
すか。

杉山　RAは有病率が高い割には看護
に関する情報がとても少ないですし，
他の一般内科の疾患と比べて難しいイ
メージもあり，看護師はRAに苦手意
識を持ちやすく，医師に任せてしま
いがちだと思います。日本リウマチ学
会や日本リウマチ財団，製薬会社など
が看護師にもきちんと情報を広めてい
くような活動を積極的に行っていただ

ければと思います。また，医師と看護
師は一緒に患者様に関わり，治療をし
ていくスタッフとして，必要な情報を
共有し，医師からも積極的に勉強する
機会を提供してほしいと思います。看
護師は何を学びたいのか，医師に伝え
ることも大切だと思います。また，難
しい専門用語ではなく理解し合える言
葉での勉強会や情報交換を行い，医師
以外のコメディカルが共有できるもの
を，さらに増やしていくことも必要だ
と思います。医師とは異なる看護師の
立場から，患者様にできることも多い
はずですから，医師と同じ立場で勉強
していければ，より良い関わりができ
ると思います。

粥川　当院は総合病院なので，RA患
者さんが他の疾患で入院が必要になっ
た時には整形外科以外の病棟に入院す
ることもあります。患者さんの中には
「RAの特性をわかっている整形外科
病棟に入院したい」と言ってくださる
方もいらっしゃり、整形外科病棟に勤
務している看護師としてとてもうれし
く感じていました。もちろん看護学校
でもRAについて勉強しますが，臨床
の場面ではそれぞれの病棟の特殊性も
あり，RA患者さんの身体的・精神的
苦痛を十分に把握することが難しいの
ではないかと考えます。RAを専門と
しない看護師にもRA看護についての
情報提供などが行っていけたら，看護
の質も向上するのではないかと考えて
います。

杉山　私たちの施設でも他院に入院し
たRA患者様から，自分の痛みをあま
り理解してもらえないという声を聞い
たこともあります。RA患者様の病態

を理解し，それを前提として接すれば，
誤解を生むこととも少なくなるのでは
ないかと思います。

司会　最後に，今後，ご自分がRA看
護をどうしていきたいか，夢や要望な
どでも結構ですので，お話し下さい。

粥川　私はエタネルセプトの自己注射
の指導を通して，東京女子医大の看護
師さんや仙台の看護師さん，他にも広
島や兵庫，香川のRA治療に携わる看
護師さんと知り合うことができました
が，一般の看護師には横のつながり
はほとんどないのが現状です。今後，
RA治療に携わる看護師のネットワー
クができて，研究発表や症例報告など
さまざまな情報を共有し，たくさんの
施設で看護の質を向上させ，患者さん
がより良い医療を受けられる環境を
作っていければと思います。

杉山　時折，当院のRA看護について
講演をする機会があります。その講演
会にはたくさんの看護師が参加して，
真剣に話を聞いてくださいます。アン
ケートをとると「とても良い刺激に
なった」「まだまだやるべきことがあ
ると感じた」という意見等が寄せられ
ます。このことからも看護師に対する
情報の不足や情報提供の必要性がうか
がえます。こうした活動を通じ、RA
看護に関わる看護師が，興味を持って
勉強するきっかけになればいいと思い
ます。それが患者様のためになり，看
護師自身が自分の仕事をおもしろいと
感じるようになればうれしいですね。
今後もこのような活動を続けていきた
いです。

杉本　私は東京女子医大にいて，普通
にRAの看護をやっていましたが，生
物学的製剤の登場によってRA看護は
大きく変化したと思います。個人とし
て横のつながりができ，人の前で講演
する機会がありました。生物学的製剤
を通して他施設の取り組みなどを知っ
たことなど大きな変化です。その上で
当センターは恵まれた環境であること
も実感しました。

杉山　日本のRA治療をリードするよ
うな医療機関で業務を行うことは大変
だと思いますが，情報が充実した環境
で勤務する看護師の皆様には，日頃の
ご経験を情報として提供していただく
側の役割も担ってほしいです。その活
動を，学会や製薬企業などにもサポー
トしていただければと思います。

杉本　この流れから得た他施設との関
わりで，質問などを頂くと，当センター
で行っていることを情報として提供で
きることがあるということを感じまし
た。

司会　他施設が目標として改善してい
けるきっかけになるかもしれません
し，皆さんにお伝えする役割も重要か
もしれません。

杉本　講演会などでは皆さん勉強熱心
で，何かをしたいと考えている方が多
いと思いました。そういう気持ちを自
分自身も大切にして，さらに患者さん
に喜ばれるRA看護が実現できればと
思います。

司会　本日はありがとうございました。
（文責編集部）

看護師自らがパスや
チェックリスト作りを
積極的に

当院スタッフは，当院勤務以前より
レミケード®，エンブレル®，アク
テムラ®を治験段階から経験してい
る者がほとんどで，生物学的製剤に関
する手技や認識において，大きな問題
なく，開院当初よりレミケード ®の継
続投与，導入を行ってきました。その
投与中，患者の観察や対応をする中で，
試行錯誤を重ね現在のパスやチェック
リストをスタッフで作り上げました。
当院には看護師長といった責任者は

なく，だれもが同じレベルでの処置，
対応を行うためにもパス，チェックリ
ストは非常に重要であり，不可欠です。
さらに最近では，生物学的製剤導入人
数の増加により，同時間帯に多種製剤
の治療を複数の患者に実施しなければ
ならない現状となっており，治療を安
全，正確に実施する上でもパス，チェッ
クリストは重要です。

種類が増えることで
役割が増している

このようにリウマチ外来の業務は内
服主流の時代に比べ，生物学的製剤の
ような積極的な治療に沿った業務の流
れへと移り変わってきたように思いま
す。この変化により，看護師と患者の
関わりをより濃厚なものとし，患者の
症状，病態の変化を継続的に，より身
近に感じられるようになりました。
また，当院のように少人数の施設で

は各部署どうしの業務での密接な関わ
りがあり，そのため患者を看護，検査，
医事の各側面から患者の病態，背景を
含め理解を深めることができると思い
ます。
生物学的製剤の種類も増加したこと

で，製剤の説明に時間がかかり診察時
間中に医師がすべてを説明することは
困難です。さらに高額な製剤であるこ
とにより，それに伴う医療制度に関し
ての相談等，今まで以上に看護師から
の説明が必要となりました。

リウマチ看護の
将来像と方向性について

医療連携に関しては，当院のような
単科の施設では，画像検査，入院等，
他機関へ依頼するケースが多数ありま
す。また，遠方からの通院患者も多く，
緊急時の地元機関での対応が必要とな
ります。特に遠方の患者に対する生物
学的製剤導入における連携の簡略化，
システム化の実現を期待したいと思い
ます。その実現に向け，リウマチ科の
看護師はセミナーや交流会，勉強会へ
の参加を通しRAへの理解を深めても
らえるよう活動していく役割を担って
いると考えます。
リウマチ治療の発展はめざましいと
はいえ完全治癒には至っていません。
家庭，社会での役割が大きい，働き盛
りの世代での発症も少なくなく，患者
の背景を考え，リウマチと上手に付き
合う方法を一緒に考え，指導していく
ことは，変わることのないリウマチ看
護です。

今も昔も変わらない面を大切にこれ
からの新しい治療への取り組みと情報
発信の担い手となれるようリウマチ科
の看護師として努力していきたいと思
います。

沼田 ひとみさん

「佐川昭リウマチクリニック」は，リウマチ・膠原病の専門クリニックである。
北海道は札幌，冬は雪祭りで賑わう大通公園がすぐそばのビル内で診療を行っている。
通常勤務しているスタッフは看護師4～５人，検査技師2人，医事2人，クラーク1人

である。院内で対応できる検査は，レントゲン，骨塩定量，超音波検査，心電図，血液検査
等である。
開院し3年が経過し，現在通院患者は約2500人，うちリウマチ（RA）患者は約1320
人であり，生物学的製剤導入者数は約198人となっている。現在，レミケード®，アクテムラ®，
エンブレル®，ヒュミラ®と４種を導入，実施している。

クリニックに勤める
リウマチ看護師の声

― 今回出席できなかったクリニック勤務の看護師から ―
沼田ひとみさん　佐川昭リウマチクリニック
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H21.7 ～H21.11）］   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。

7/11（土）17:00　1単位 （青森）
第20回青森県リウマチ懇話会
ワイス㈱
土岐　雅良　Tel.022-264-4321

7/11（土）17:00　2単位 （兵庫） 
西播磨関節リウマチ学術講演会
田辺三菱製薬㈱
和田　光功　Tel.079-224-5051

7/10（金）19:00　1単位 （茨城）
第4回取手リウマチ懇話会
取手整形外科医院 取手リウマチ懇話会
事務局
松崎　信夫　Tel.0297-72-0744

7/9（木）19:40　1単位 （神奈川）
第6回SAGAMI OSTEOPOROSIS 研
究会
万有製薬㈱中日本営業部　神奈川営業
第二課 松島 宏和 Tel.0120-860-744

7/9（木）19:00　1単位 （山口）
関門リウマチフロンティア
田辺三菱製薬㈱ 山口営業所
畑中　正典　Tel.083-972-9830

7/8（水）20:00　1単位 （愛知）
第9回第1回第2整形外科合同カンファレ
ンス
久光製薬㈱ 名古屋支店
松井　和也　Tel.052-761-3111

7/14（火）20:00　1単位 （岡山）
第5回岡山リウマチ医のための肺障害研
究会
エーザイ㈱
海老根　貴一　Tel.086-254-1811

7/12（日）11:30　1単位 （石川）
第38回北陸リウマチ・関節研究会
科研製薬㈱ 金沢営業所
汲田　憲司　Tel.076-263-2211

7/11（土）15:55　1単位 （宮城）
第9回膠原病肺疾患研究会
エーザイ㈱宮城医薬一部
日比谷　哲志　Tel.022-226-2185

7/11（土）19:30　1単位 （山口）
第67回山口県臨床整形外科医会 教育
研修会
田辺三菱製薬㈱山口第一営業所
藤村　健　Tel.083-972-5311

7/11（土）17:30　1単位 （愛知）
第55回東海膠原病研究会
万有製薬㈱ 筋骨格系・呼吸器セールス
グループ 愛知営業課
上田　浩一郎　Tel.080-6551-4263

7/11（土）17:00　1単位 （大阪）
第37回大阪整形外科症例検討会
参天製薬㈱大阪抗リウマチ薬チームオフ
イス
吉田　公彦　Tel.06-4807-3003

7/18（土）18:30　1単位 （神奈川）
大和市整形外科医会 学術講演会
えびはら整形外科
蛯原　有男　Tel.046-278-5877

7/18（土）18:00　1単位 （岐阜）
骨・関節疾患学術講演会
武田薬品工業㈱ 岐阜営業所
栗林　淳　Tel.058-253-8611

7/18（土）19:00　1単位 （長野）
リ・膠　研鑽グループ-伊那路講演会（第
3回）
元の気クリニック
野口　修　Tel.0265-74-2007

7/17（金）19:30　1単位 （熊本）
第1回熊本赤十字病院地域連携の会（整
形外科）
エーザイ㈱
榮田　修之　Tel.096-356-2611

7/17（金）19:30　1単位 （秋田）
第11回秋田県リウマチ・膠原病カンファ
レンス
ワイス㈱ ワイス支店
高橋　充　Tel.022-264-4321

7/17（金）19:30　1単位 （千葉）
第10回東葛リウマチ医会
富田医院
富田　康之　Tel.04-7165-8887

7/16（木）20:00　1単位 （大分）
第92回大分県リウマチ懇話会
中外製薬㈱ 大分営業所
久保田　功一Tel.097-537-7151

7/25（土）18:00　2単位 （北海道）
第50回道東渓和会
市立釧路総合病院
羽場　等　Tel.0154-41-6121

7/23（木）19:00　1単位 （徳島）
第5回徳島リウマチフォーラム
武田薬品工業㈱
種田　純治　Tel.088-623-4333

7/23（木）19:40　1単位 （神奈川）
The 6TH Yokohama Bone & Joint Seminar
横浜市立大学大学院医学研究科運動器
病態学（整形外科）
熊谷　研　Tel.045-787-2655

7/22（水）20:00　1単位 （神奈川）
第16回三浦半島リウマチ懇話会
ワイス㈱
河西　渉　Tel.03-6420-6108

7.20（月）12:30　1単位 （愛媛）
第22回日本臨床整形外科学会学術集会
ランチョンセミナー
田辺三菱製薬㈱ レミケード部 四国グ
ループ　古東 良麻 Tel.089-921-1414

7/18（土）18:10　1単位 （宮城）
東北トリシズマブ学術講演会2009
中外製薬㈱ 仙台支店 学術室
高橋　千恵子　Tel.022-225-8551

7/31（金）20:00　1単位 （福岡）
第81回福岡リウマチ懇話会
近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤　正一　Tel.092-762-2380

7/31（金）19:30　1単位 （宮崎）
第6回ひむか運動器セミナー
宮崎大学  整形外科学教室
矢野　浩明　Tel.0985-85-0986

7/30（木）19:15　1単位 （富山）
富山サイトカインセミナー
富山大学 整形外科
松下　功　Tel.076-434-7353

7/30（木）19:00　2単位 （群馬）
群馬リウマチアカデミー　2009夏
井上病院
井上　博　Tel.027-322-3666

7/25（土）14:00　1単位 （新潟）
第7回新潟大学整形外科卒後研修会
新潟大学整形外科学教室
遠藤　直人　Tel.025-227-2272

7/25（土）16:00　1単位 （福岡）
第38回福岡県整形外科医会学術集会・
研修会
九州大学整形外科
光安　廣倫　Tel.092-642-5488

8/1（土）16:00　2単位 （福岡）
第15回福岡県リウマチ医の会
参天製薬㈱
平田　真生　Tel.092-411-0119

8/1（土）16:15　2単位 （東京）
第13回臨海リウマチ性疾患談話会
東邦医科大学 整形外科学教室
勝呂　徹　Tel.03-3762-4151

8/1（土）18:00　1単位 （兵庫）
第12回播磨リウマチ膠原病研究会
松原メイフラワー病院
松原　司　Tel.0795-42-8856

7/31（金）19:00　1単位 （長崎）
第9回長崎県央地区リウマチセミナー
中外製薬㈱ 長崎営業所
長村　理沙　Tel.095-825-4772

8/1（土）17:00　1単位 （兵庫）
第1回神戸整形外科医会総会学術講演
会
辻整形外科医院
辻　壽　Tel.078-805-3111

8/7（金）19:20 1単位 （福島）
第13回いわきリウマチ性疾患懇話会
ワイス㈱ 東日本支店
若生　将希　Tel.022-264-4321

8/6（木）19:00 1単位 （新潟）
新発田地区骨粗鬆症セミナー
新潟県立リウマチセンター
村澤　章　Tel.0254-23-7751

8/3（月）19:30　1単位 （沖縄）
第11回沖縄リウマチ医の会
参天製薬㈱医薬事業部 リウマチ営業グ
ループ
岡田　直美　Tel.06-6321-7068 

8/1（土）17:00　1単位 （大阪）
第8回膠原病症例検討会
参天製薬㈱
多田　正則　Tel.06-4807-3003

8/22（土）18:00　1単位 （京都）
第6回 KZ-RA Update 研究会
よこやま整形外科
横山　晴一　Tel.075-335-3202

8/22（土）18:00　1単位 （兵庫）
第2回膠原病サマーセミナー in KOBE
神戸大学大学院医学研究科 免疫内科
学 臨床検査医学
林　宏樹　Tel.078-382-5111

8/22（土）18:00　2単位 （群馬）
群馬リウマチアカデミー
アステラス製薬㈱関越支店高崎営業所
須田　一則　Tel.027-330-1301

8/22（土）17:00　2単位 （千葉）
運動器疾患/骨・関節フォーラム 千葉会場
株式会社メジカルビュー社
横田　秀夫　Tel.03-5228-2056

8/21（金）19:30　1単位 （高知）
第2回高知静脈血栓予防学術講演会
グラクソ・スミスクライン㈱ 四国支店 高
知営業所
高橋　博人　Tel.088-875-6503 

8/27（木）19:30　1単位 （静岡）
駿遠整形外科医会学術講演会
杉山整形外科医院
杉山　修一　Tel.054-620-4114

8/27（木）19:00　1単位 （北海道）
三木会学術講演会
旭川医科大学整形外科学教室
研谷　智　Tel.0166-68-2511

8/26（水）19:30　2単位 （埼玉）
第5回リウマチ関連疾患研究会
深谷整形外科医院　
金子　勝　Tel.048-574-0022

8.26（水）19:30　1単位 （宮崎）
整形外科のためのリウマチ研究会
獅子目整形外科病院
獅子目　賢一郎　Tel.0985-29-1052

8/22（土）18:45　1単位 （大阪）
変形性膝関節症の病診連携を考える会
中外製薬㈱
野原　康正　Tel.06-6350-6358

8/22（土）17:00　1単位 （大阪）
中河内リウマチ集談会
田辺三菱製薬㈱ 東大阪営業所
小野　裕明　Tel.072-980-5591

8/29（土）15:00　1単位 （岩手）
　30（日）　9:00　1単位
第20回安比夏季セミナー
岩手医科大学整形外科学講座
西田　淳　Tel.019-651-5111

8/29（土）18:00　2単位 （広島）
第39回広島リウマチ研究会
ワイス㈱
平岡　尚文　Tel.082-246-7536

8/29（土）18:30　1単位 （愛知）
第1回東海小児リウマチ・膠原病研究会
参天製薬㈱
大村　茂樹　Tel.052-219-1870

8/29（土）17:00　1単位 （岐阜）
第19回岐阜リウマチ研究会
ワイス㈱ 
土田　寛　Tel.052-957-5715

8/28（金）19:00　1単位 （宮崎）
第6回都城リウマチ研究会
ワイス㈱ 西日本支店 九州第3営業所
横竹　均　Tel.092-271-5155

8/29（土）16:30　1単位 （大阪）
第5回中河内エタネルセプト研究会
武田薬品工業㈱
田中　遼　Tel.06-6992-1153

9/3（木）19:50　1単位 （千葉）
第13回東総リウマチ研究会
成田赤十字病院内科
平栗　雅樹　Tel.0476-22-2311

9/2（水）19:30　1単位 （大阪）
第8回大阪リウマチ関節外科ゼミナール
大阪大学整形外科
田中　佑香　Tel.06-6879-3552

8/30（日）11:00　1単位 （福井）
第16回福井県リウマチケア研究会
福井総合病院
林　正岳　Tel.0776-21-1300

9/12（土）18:30　1単位 （広島）
第159回広島県臨床整形外科医会研修
講演
原田リハビリ整形外科
原田　英男　Tel.082-870-5555

9/12（土）15:00　2単位 （北海道）
第11回北海道整形外科手術フォーラム
エーザイ㈱
中村　稔　Tel.011-851-6171

9/12（土）17:30　1単位 （大阪）
大阪医科大学整形外科学教室同門会教
育研修会
大阪医科大学整形外科学教室
中島　幹雄　Tel.072-683-1221

9/10（木）19:00　2単位 （埼玉）
第6回埼玉西部リウマチ性疾患研究会
ワイス㈱首都圏支店埼玉営業所
森嶋　洋輔　Tel.03-6420-6106

9/10（木）19:00　2単位　 （愛知）
第5回愛知県抗サイトカイン療法研究会
田辺三菱製薬㈱レミケード部 東海グループ
清水　通登　Tel.052-963-8241

9/10（木）19:30　1単位 （静岡）
静岡IL-6研究会
中外製薬㈱静岡営業所静岡第1室
楠本　大祐　Tel.054-252-5125

9/9（水）20:00　1単位 （大阪）
第15回南大阪リウマチ研究会
近畿大学 堺病院
菊池　啓　Tel.072-299-1120

9/8（火）18:30　1単位 （東京）
第78回関節疾患フォーラム
科研製薬㈱
川本　英雅　Tel.03-5950-1121

9/5（土）18:45　1単位 （青森）
第二回八戸リウマチ研究会学術講演会
田辺三菱製薬㈱
高橋　環　Tel.017-732-6826

9/5（土）18:00　1単位 （東京）
第6回東京抗サイトカイン療法研究会
田辺三菱製薬㈱東京支店
土屋隆志・高瀬正徳　
Tel.03-3230-6700

9/5（土）17:15　1単位 （愛知）
第3回関節リウマチ合併症研究会
武田薬品工業㈱ 岡崎営業所
高本　維佐夫　Tel.0564-25-2400

9/17（木）20:00　1単位 （大阪）
第13回大阪RAフォーラム
田辺三菱製薬㈱大阪支店
柏原　英邦　Tel.06-6205-5170

9/16（水）20:00　1単位 （東京）
第24回城北リウマチ研究会
科研製薬㈱ 東京支店 東京第一営業所
安達　裕司　Tel.03-5950-1121
　

9/12（土）16:30　2単位 （大阪）
第9回阪和リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱ 大阪支店 堺第二営業所
池添　彰人　Tel.072-254-3276

9/12（土）17:00　1単位 （岐阜）
第32回岐阜人工関節フォーラム
山内ホスピタル整形外科
大橋　俊郎　Tel.058-268-0567

9/12（土）16:00　1単位 （長野）
第19回日本脊椎関節炎研究会
特別講演
長野県厚生連篠ノ井総合病院
浦野　房三　Tel.026-292-2261

9/12（土）12:00　1単位 （長野）
第19回日本脊椎関節炎研究会
ランチョンセミナー
長野県厚生連篠ノ井総合病院
浦野　房三　Tel.026-292-2261

10/3（土）16:00　2単位 （長崎）
運動器疾患/骨・関節フォーラム 長崎会場
株式会社メジカルビュー社
横田　秀夫　Tel.03-5228-2617

10/2（金）19:15　1単位 （茨城）
第33回茨城県北部リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱水戸営業所
渋谷　拓生　Tel.029-226-6601

10/1（木）19:30　1単位 （秋田）
第3回秋田整形外科RAトータルマネジメ
ントフォーラム
田辺三菱製薬㈱秋田第一営業所
高橋　順哉　Tel.018-883-4601

9/30（水）19:30　1単位 （山形）
第19回山形リウマチ研究会
山形大学整形外科学教室
髙木　理彰　Tel.023-628-5355

9/26（土）17:00　2単位 （東京）
第8回北関東抗TNF療法研究会
田辺三菱製薬㈱北関東支店
吉田奈津子　Tel.03-3230-6901

9/26（土）17:45　2単位 （岩手）
第7回岩手臨床リウマチ研究会
栃内病院 第二病院
小山田　喜敬　Tel.019-684-1111

9/26（土）18:30　1単位 （富山）
第4回富山リウマチ・トータルマネジメント
研究会　　　
エーザイ㈱富山医薬部
鶴我　和憲　Tel.076-432-9530　　　

9/26（土）18:00　1単位 （愛知）
第19回東三河リウマチ研究会
ワイス㈱ 中日本支店 東海第二営業所
高柳　芳夫　Tel.052-957-5715

9/26（土）18:00　1単位 （東京）
第11回城東RAカンファレンス
田辺三菱製薬㈱
関口　和男　Tel.03-3647-1213

9/26（土）15:30　2単位 （愛媛）
運動器疾患/骨・関節フォーラム 松山会場
㈱メジカルビュー社
横田　秀夫　Tel.03-5228-2617

9/19（土）16:00　1単位 （大阪）
第17回大阪関節疾患学術講演会
科研製薬㈱
杉原　徹　Tel.06-6231-8811

9/19（土）17:30　1単位 （京都）
第12回比叡RAフォーラム
京都大学整形外科学教室
川内　清智　Tel.075-751-3366

9/18（金）19:00　1単位 （茨城）
第5回リウマチ治療を考える会
武田薬品工業㈱
今井　由典　Tel.029-303-2634

9/26（土）17:00　2単位 （鹿児島）
第19回鹿児島リウマチ医の会
参天製薬㈱鹿児島医薬チームオフィス
中西　幸一　Tel.092-411-0119

9/18（金）19:30　1単位 （長野） 
トリシズマブ学術講演会 in 信州
丸の内病院 リウマチ科 
山崎　秀　Tel.0263-28-3003

9/17（木）19:00　1単位 （福井）
福井県臨床整形外科医会学術講演会
片山整形外科
片山　元　Tel.0776-35-2400

9/17（木）20:00　1単位 （神奈川）
第16回横浜リウマチフォーラム
横浜市立大学付属病院リハビリテーショ
ン科
水落　和也　Tel.045-787-2800

10/8（木）18:30　2単位 （兵庫）
第7回阪神リウマチ治療研究会
兵庫医科大学内科学 リウマチ・膠原病科
堀池　万知子　Tel.0798-45-6591

10/07（水）19:45　1単位 （東京）
第12回東京リウマチ膠原病研究会
旭化成ファーマ㈱
小池　範和　Tel.03-3829-3171

10/6（火）18:30　2単位 （長崎）
第22回長崎骨粗鬆症研究会
エーザイ㈱
加藤　武志　Tel.095-827-1131

10/3（土）17:00　2単位 （広島）
運動器疾患/骨・軟骨フォーラム 広島会場
原田リハビリ整形外科
原田　英男　Tel.082-870-5555

10/17（土）16:25　2単位 （東京）
第44回多摩リウマチ研究会
杏林大学第一内科（多摩リウマチ研究会）
有村　義宏　Tel.0422-47-5511

10/11（日）11:00　1単位 （大阪）
  13:00　1単位
第1回日本線維筋痛症学会
行岡病院 事務局
南　有貴　Tel.06-6371-9921

10/11（日）14:10　1単位 （東京）
第8回日本リウマチ実地医会
参天製薬㈱ 医薬事業部 リウマチ営業グ
ループ　井手尾 健太　Tel.06-6321-7068

10/10（土）16:05　1単位 （東京）
第5回「リウマチと感染症」研究会
大正富山医薬品㈱
石黒　一彦　Tel.03-3985-1142

10/9（金）19:00　1単位 （愛知）
第4回斯整会リウマチ研究会
名古屋市立大学大学院医学研究科
松下　廉　Tel.052-853-8236

10/11（日）12:00　1単位 （大阪）
 12（月） 12:00　1単位
第1回日本線維筋痛症学会 ランチョンセ
ミナー　行岡病院 事務局
南　有貴　Tel.06-6371-9921

10/31（土）16:30　1単位 （大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会（210回）
長谷川整形外科医院
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815

10/29（木）19:45　1単位 （埼玉）
第5回さいたまサイトカイン研究会
ワイス㈱ 首都圏支店
笠原　弘史　Tel.03-6420-6108

10/25（日）12:00　1単位 （石川）
第13回石川県リウマチケア研究会
エーザイ㈱
吉崎　清悟　Tel.076-221-6151

10/24（土）16:10　2単位 （大阪）
豊中市医師会整形外科医会・学術講演会
中外製薬㈱大阪第一営業所
三輪　麻子　Tel.06-6350-6355

10/24（土）17:00　1単位 （長野）
第47回信州リウマチ膠原病懇談会
抱生会丸の内病院リウマチ科
山﨑　秀　Tel.0263-28-3003

11/15（日）10:00　1単位 （新潟）
第199回新潟整形外科研究会
新潟大学整形外科学教室
遠藤　直人　Tel.025-227-2272

11/7（土）17:40　1単位 （長野）
第4回リウマチの肺障害研究会
厚生連篠ノ井総合病院
鈴木　貞博　Tel.026-292-2261

7/10（金）19:30　1単位 （茨城）
第5回常陸リウマチ治療研究会
田辺三菱製薬㈱水戸営業所
宮崎　博　Tel.029-226-6601

8/22（土）18:15　1単位 （静岡）
浜松整形外科医会 研修会
田辺三菱製薬㈱東海支店 浜松営業所
河合　麻幾　Tel.053-455-1231

7/18（土） 17:00　2単位 （神奈川）
第60回神奈川リウマチ医会
川崎市立川崎病院 内科
大曽根　康夫　Tel.044-233-5521

7/18（土）15:00　3単位 （宮崎）
第20回宮崎リウマチ医の会
旭化成ファーマ㈱
長友　哲也　Tel.0985-28-2736

8/8（土）15:05　2単位 （北海道）
第8回北海道リウマチ医の会
参天製薬㈱ 札幌西医薬チームオフィス
古田　泰則　Tel.011-219-3420

8/8（土）14:45　2単位 （大阪）
大阪リウマチカンファレンス
参天製薬㈱ 大阪抗リウマチ薬チーム
吉田　公彦　Tel.06-6321-7382

9/4（金）20:30　1単位 （栃木）
第24回栃木リウマチ研究会
獨協医科大学整形外科
玉井　和哉　Tel.0282-87-2161

9/3（木）19:00　2単位 （鹿児島）
第8回サイトカイン制御療法研究会
鹿児島大学大学院 整形外科学
山元　拓哉　Tel.099-275-5381

平成21年4月1日をもって「線維筋痛症研究会」から発展的に発足した「日本線維筋

痛症学会」が、本年10月11日～12日に大阪にて行岡正雄 会長によって開催されます。

奮って御参加ください。

日　　時：平成21年10月11日（日）～12日（月・祝日）

会　　場：大阪商工会議所国際会議ホール（7階）

 〒540-0029　大阪市中央区本町橋2番8号

最寄り駅：地下鉄堺筋線・堺筋本町駅より徒歩8分

 地下鉄谷町線・谷町4丁目駅より徒歩8分

会　　長：行岡正雄（行岡病院院長）

第１回　日本線維筋痛症学会　開催のお知らせ

7/14（火） 20:00　1単位 （東京）
第35回東京整形外科・内科合同リウマ
チ性疾患研究会
旭化成ファーマ㈱ 小池 範和 Tel.03-3829-3171
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佐川　昭　
佐川 昭リウマチクリニック http://www.sagawa-akira-clinic.com/

リウマチクリニックにおける
 診療の実際と問題点

前回からの続きで新患 162 名の初診
時内訳からどのように診断分類され
て行ったかについて触れているところ
ですが，分類③の詳細な内容分析と分
類④のその後の経過について，今回詳
しく触れさせて頂きます。まず先に分
類④のその後の経過から見てみましょ
う。

分類④のその後の経過
(図１）

図の 1 に示すように分類④の中に
は，初診時に診断確定できず，経過観
察していくうちに，RA所見が現れ，
診断が確定した例もありました。

分類③：当院にてRA診断が
確定した15例の詳細（図２）

図の２に示すように，当院にて RA
診断が確定したのは 162 名中 15 名で
した。それらの症例のRA診断に関連
した項目の詳細を示します。赤マー
ク部が陽性所見を示した項目です。下
欄には 15 例中の陽性例数を表しま
した。15 例全例に陽性だった項目は
なく，エコー所見と抗 CCP 抗体の出
現頻度が 11 例と最も高く出ました。
MRI や MMP-3，RF の陽性数は少な
かったのですが，MRI は検査施行例 9
例中７例に陽性であり，この検査の有
用性を表していました。診断の決め手
の第一歩は何といってもXP所見であ
り，Stage Ⅱ以上で RA確定としまし
た。これで最初の 10 例の RAとして
の診断が確定しました。残りの 10 例
の XP所見は Stage Ⅰであり，これの
みでRAとの診断はできず，他の項目

の所見に頼ることになりました。
 
分類③：当院にてRA診断
が確定した15例の詳細
（レントゲン所見が見られない５例
のみを抽出）（図３）

そこでXP所見が Stage Ⅰのみの 5
例に着目し，他の項目の所見を見たと
ころそれぞれの項目について半数以上
の例に陽性でした。特にMRI 検査は
5例全例に陽性でした。MRI での所見
は，滑膜炎，骨髄浮腫，腱鞘滑膜炎，
骨びらんなどが見られた時に陽性とし
ました。早期リウマチの診断にはやは
り，ここに挙げた 5項目が重要と考え
られました。やはりRAとされる例は
これらの 5項目の陽性率が高く出ると
思われ，今回の結果からはMRI や抗
CCP 抗体のみならず RAの早期診断
にはエコーやMMP-3 も有用で重要な
因子と思われました。

症例⑦の診断に至る詳細
な経過（図４）

このうち症例⑦については，XP所
見は Stage Ⅰであり，RF も抗 CCP
抗体も陰性であることからRAとして
の診断は困難でしたが，明らかに手指
関節部の腫脹と，エコーやMRI で炎
症や腱鞘滑膜炎，MMP-3 の上昇が見
られました。

各症例の治療開始までの
期間と治療内容（図５）

図に発症年と初診までの期間，さら
に治療開始までの時間を記載し，さら

に開始した治療内容を掲げてありま
す。この結果を見ることにより治療が
スムーズに行われたかを知ることがで
きます。一部の症例（⑩）で発症年か
ら初診までの期間が長いのが悔やまれ
ますが，多くの例ではかなり早期の段
階で受診されており，理想に近く，よ
い傾向であると考えています。クリ
ニック診療ではこれをいかにキープす
るかが大事です。
初診までに要した時間は 13.1 ヵ月

（症例⑩を除くと 7.1 ヵ月），初診から
治療開始までは 30.7 日（症例⑤は長
い），最終的に発症から治療開始まで
は平均して約 14 ヵ月（症例⑩を除く
と約 8.1 ヵ月）となり，発症 1年以内
の早期リウマチの段階で治療が開始さ
れたことになります。
クリニックの努力目標としては，初
診から治療開始までが重要であり，各
症例自身にとっては，発症からどのく

らいのロスタイムで治療を受けること
ができたか，治療開始の遅延による影
響（改善の遅れ）がどう出ているかが
問題です。今後，これらの症例がどの
ような経過を辿ったか，それを分析す
ることが重要と考えました。さらに治
療内容による影響も考えねばなりませ
ん。

リウマチ医にとって
まだまだ先は長い

このような分析をすることにより早
期のRAの診断，早期治療開始を実現
することにつながると思います。しか
し早期であればあるほど，診断するの
が難しい症例が混入してくるのも事
実です。その困難さを限りなく埋めて
ゆく努力や工夫が第１線の現場で働い
ているリウマチ実地医には求められま
す。

図 1．分類④のその後の経過

新患162名の初診時内訳
分類①　（非RA） 99名
分類②　（他院にてRA確定） 28名
分類③　（当院にてRA確定） 15名
分類④　（RA疑い） 20名
 ↓現在
 RA確定 ７名
 経過観察中 ６名

分類④の中には、初診時に診断確定できず、経過観察していくうちに、
RA所見が現れ、診断が確定した例もある。

図２　分類③：当院にてRA診断が確定した 15 例の詳細

症例 歳 性 発症年 初診まで XP US MRI a-CCP MMP-3 RF
① 50 女 07.9 4 月 Ⅱ ＋ 未 16.7 － 140
② 19 女 07.11 2 月 Ⅱ ＋ △ 18.1 78.8 226
③ 62 女 07.11 2 月 Ⅱ ＋ ＋ 100< 372 ＋
④ 40 女 06.6 1 年 7月 Ⅱ ＋ 未 100< － 未測定
⑤ 33 女 07.11 2 月 Ⅱ － △ 100< － 103
⑥ 66 女 05.1 3 年 Ⅱ ＋ ＋ － 216 －
⑦ 50 女 07.2 1 年 Ⅰ ＋ ＋ － 100 7
⑧ 42 女 07.12 2 月 Ⅰ － ＋ 519.9 154 26
⑨ 66 女 07.10 4 月 Ⅰ 未 ＋ 100＜ 105 ＋
⑩ 36 女 00. 8 年 Ⅲ ＋ 未 100＜ － 未測定
⑪ 58 女 07.11 3 月 Ⅱ ＋ 未 － 166 －
⑫ 68 女 07.12 3 月 Ⅱ ＋ 未 100＜ 66.9 －
⑬ 80 女 07.10 5 月 Ⅰ ＋ ＋ 未測定 － 141
⑭ 51 女 07.12 3 月 Ⅰ ＋ ＋ 100＜ － ＋
⑮ 50 女 07.12 3 月 Ⅱ 未 未 100＜ － 14
陽性例合計 10例 11例 7例 11例 8例 8例

図３．分類③：当院にてRA診断が確定した 15 例
（XP所見が見られない５例のみを抽出）

症例 歳 性 発症年 初診まで XP US MRI a-CCP MMP-3 RF
⑦ 50 女 07.2 1 年 Ⅰ ＋ ＋ － ＋ －
⑧ 42 女 07.12 2 月 Ⅰ － ＋ ＋ ＋ ＋
⑨ 66 女 07.10 4 月 Ⅰ 未 ＋ ＋ ＋ ＋
⑬ 80 女 07.10 5 月 Ⅰ ＋ ＋ 未測定 － ＋
⑭ 51 女 07.12 3 月 Ⅰ ＋ ＋ ＋ － +
陽性例合計 0/5 例 3/5 例 5/5 例 3/5 例 3/5 例 4/5 例

全例でMRI所見が陽性を示し,エコーは4例に施行し3例が陽性であった。
これら5例でRAとして診断をつけることができたのは、MRI 所見が決定
的な診断根拠となったためである。
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しかもとりあえずは自分だけの力，
あるいは自分中心の輪の中での努力が
頼りです。診断効率や診断能力の改善
はどこの施設でも共通の目標となり，
常に向上心を持って改善の努力が必要
です。それにはまず自分自身の観察力
の向上，診察上の工夫，診断機器の利
用（施設も含め），診断用検査薬の利用，

記録装置，データ保存法，データ比較
法，データ検索法（文献，学会，研究会，
Net）などの再検討と幅広いふだんか
らの努力が必要と思います。リウマチ
医にとってまだまだ先は長いのです。

図４．症例⑦の診断に至る詳細な経過

症例⑦ 初診 13日後 18日後
ACR項目 3 3 3
XP Ⅰ
RF －
a-CCP 1.2
MMP-3 100
MRI 検査 ＋
US ＋

↓
診断確定
MTX4mg 開始

手指エコー

Gd-T1

Gd-T1

T2-FS

図５．各症例の治療開始までの期間と治療内容

症例 歳 性 ＸＰ 発症年 初診まで 治療開始まで 当院での治療
① 50 女 Ⅱ 2007.9 4 ヶ月 12日 ＭＴＸ
② 19 女 Ⅱ 2007.11 2 ヶ月 14日 ＭＴＸ→ＲＥＣ
③ 62 女 Ⅱ 2007.11 2 ヶ月 16日 ＭＴＸ→ＲＥＣ
④ 40 女 Ⅱ 2006.6 1 年 7ヶ月 11日 ＭＴＸ
⑤ 33 女 Ⅱ 2007.11 2 ヶ月 5ヵ月 ＭＴＸ
⑥ 66 女 Ⅱ 2005.1 3 年 22日 ＭＴＸ
⑦ 50 女 Ⅰ 2007.2 1 年 1ヶ月 ＭＴＸ
⑧ 42 女 Ⅰ 2007.12 2 ヶ月 14日 ＭＴＸ→ＡＣＴ
⑨ 66 女 Ⅰ 2007.10 4 ヶ月 2ヶ月半 ＭＴＸ
⑩ 36 女 Ⅲ 2000 8 年 12日 ＭＴＸ
⑪ 58 女 Ⅱ 2007.11 3 ヶ月 13日 ＭＴＸ
⑫ 68 女 Ⅱ 2007.12 3 ヶ月 16日 ＭＴＸ
⑬ 80 女 Ⅰ 2007.10 5 ヶ月 1ヶ月 ＭＴＸ
⑭ 51 女 Ⅰ 2007.12 3 ヶ月 1ヶ月 ＭＴＸ
⑮ 50 女 Ⅱ 2007.12 3 ヶ月 15日 ＭＴＸ
平
均

13.1 ヶ月 30.7 日
発症から
約 14ヶ月後

先ごろ開催された第 10 回　欧
州リウマチ学会（コペンハーゲ
ン，デンマーク）において，2009 
EULAR Abstract Award に，日
本の研究者が 2人同時に選出され
た。
Clinical science award に選ば

れたのは，田中良哉 産業医科大
学医学部第一内科学教授で，受
賞対象は，RRR 試験（Remission 
Induction by Remicade in RA 
Study）と呼ばれているインフリキシ
マブ治療により導入された関節リウ
マチの低疾患活動性の維持に関す
る研究である。特にこの研究におい
ては，レミケード®を中止しても関節
破壊の進行もなしに40％以上の患
者さんが低い疾患活動性を維持でき
たことが評価された。

同じく喜びの中野和久 氏（右から 2人目　左端は会長の Ferdinand C. Breedveld 氏）
撮影 Lars Bahl, reprinted with permission of EULAR
EULARの許可を得て eular Congress News より転載しています。

授賞式での田中良哉 氏（右から 2人目　左端は会長の Ferdinand C. Breedveld 氏）
撮影 Lars Bahl, reprinted with permission of EULAR
この写真はEULARの許可を得て eular Congress News より転載しています。

Basic science award を 受 賞
したのは中野和久 氏であった
が，同じく産業医科大学医学部
第一内科学（助教）に在籍され
ている。中野氏とそのチームの
研究は，SCID-Hu Rag マウスを
用いて，D1-like receptor agonist 
SCH-23390（ドーパミン受容体ア
ゴニスト）の軟骨破壊の効果を
確認した一方，D2-like receptor 
agonist L750667 では，リンパ球
の著明な集積，滑膜増殖，新生血
管形成，および軟骨破壊の増悪を
確認した研究である。またこの研
究は，T細胞に IL-6 産生を引き
起こし，Th17 細胞応答を惹起す
るドーパミンの産生源として，こ
れまで確認されていなかった樹状
細胞の意義を突き止めた研究でも
ある。
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社団法人日本リウマチ友の会は静岡
県（伊東）で 1960 年にその産声を上
げた。来年で創立50周年となる本年は，
来年刊行予定の『2010 リウマチ白書』
の調査開始を 6月に控え，スタッフに
も緊張が漲っているようであった。
大会は，15 日夜の交流会（前夜祭）

と 16 日午前の総会，同日午後の大会
と順次進行した。あいにくの雨の中，
会員を中心に一般参加も含め 1000 人
を超える来場者があったという。

当財団からは，髙久理事長の名代と
して，評議員 川合眞一 東邦大学医療
センター大森病院リウマチ膠原病セン
ター長が，宮坂信之 日本リウマチ学
会理事長（東京医科歯科大学大学院医
歯学総合研究科膠原病・リウマチ内科
学教授）とともに来賓として参加され
た。
会では，前半に恒例となっている「日
本リウマチ友の会賞」の授与，「私た
ちの願い ― 大会決議 ―」と進み，地

元の患者さんからの体験発表が行われ
た。休憩を挟んだ会の後半では，医療
講演として「関節リウマチ薬物治療の
現状」ということで，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　教授が友の会会員患者さん
に向けてユーモアを交えながら極めて
明るい現在のリウマチ薬物治療の将来
像を「未来予想図」として講演を行い，
多くの拍手を送られていた。また特別
講演では，元NHKアナウンサーで透
析患者を支援している医療ジャーナリ
スト 松村満美子 氏が，「日本の医療
環境を考える」という趣旨で講演が行
われ，さまざまな医療改革が行われて
いる現在，国民が自らの医療をどう考
えていくべきかを，自身の経験になぞ
らえてお話になった。

講演後は，御当地名物の披露の場と
して「木遣り・寿大黒獅子舞」が演じ
られた。
来年は，50 周年を迎える社団法人
日本リウマチ友の会の第 50 回全国大
会は，東京（京王プラザホテル）で開
催される予定である。

社団法人日本リウマチ友の会
第49回全国大会開催される

平成 21年 5月 15～ 16日
於：ホテルセンチュリー静岡（静岡市）

研 究 会
フォーカス

会場の様子

長谷川三枝子会長

宮坂信之 日本リウマチ学会理事長

川合眞一 日本リウマチ財団評議員

日本リウマチ財団は，医療保険上の問題について種々の要望を厚
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，去
る 6月 12 日付けで、アバタセプトに関する要望書を提出しました。
宛先は厚生労働大臣 舛添要一 氏、厚生労働省医薬食品局長 高井
康行 氏、医薬食品局審査管理課長 中垣俊郎 氏の３氏です。

報　告

日リ財発第 52 号
平成 21 年 6 月 12 日

厚生労働大臣　舛添　要一　殿

財団法人 日本リウマチ財団
理事長　髙　久 　史　麿

関節リウマチ治療薬アバタセプトの早期承認について（要望）

日頃より当財団の活動にご指導・ご支援を賜り心より御礼を申し上げます。ご承知のとお

り、当財団は昭和６２年の財団設立以来、リウマチ性疾患の征圧に向けた諸事業を推進し、

リウマチ性疾患を取り巻く環境の変化を見守って参りました。抗リウマチ薬、生物学的製剤

の出現により、ここ十数年の間に格段の改善を見ましたことは、医療従事者、リウマチ性疾

患患者さんはもとより、患者家族の皆さんが大いに実感しているところであります。

昨年は、二つの生物学的製剤が関節リウマチ適応薬として承認され、アバタセプトも関節

リウマチ治療薬としての承認申請が為され、リウマチ医療の進歩、発展に拍車がかかってお

ります。

アバタセプトは、既存の生物学的製剤と全く異なる作用機序を持ち、既存薬によっては効

果不十分な症例にも効果が期待できる治療薬であり、これが関節リウマチ治療薬として承認

されれば、リウマチ登録医等、リウマチ治療の第一線で活躍する医療従事者、患者さんにとっ

て治療法の選択肢がより広がり、患者さんの状況を適切に判断し、適正な治療を選択するこ

とにより、病気の活動の制御、関節破壊の防止、生命予後の改善、寛解はもとより治癒も期

待され、一人でも多くの患者さんがより早く、QOLの改善を目指せる状況になるものと考え

ます。

以上、アバタセプトを関節リウマチ治療薬として、速やかにご承認下さるよう強く要望致

します。

事務局だより

財団では，平成 22 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
録をお願いいたします。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 22 年 1 月
1 日から 3 月 31 日までであり，審
査後登録となります。

■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）

下記年度にリウマチ登録医にな
られた方は，平成 22 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。

◎昭和 61 年度，平成 1年度，平成 4
年度，平成 7 年度，平成 10 年度，
平成 13 年度，平成 16 年度，平成
19 年度の登録医

なお、更新申請書類は 12 月にお送
りいたします。

リウマチ登録医募集

リウマチ登録医の資格更新

平成21年度　新規リウマチ登録医（27名）一覧

◇ 岩 手 県 ◇

 山屋 誠司
◇ 宮 城 県 ◇

 関口 幸雄
◇ 秋 田 県 ◇

 佐々木 亨
◇ 山 形 県 ◇

 髙窪 祐弥
◇ 福 島 県 ◇

 志賀 麻記子
◇ 埼 玉 県 ◇

 岡田 貴禎

◇ 千 葉 県 ◇

 佐藤 務
◇ 東 京 都 ◇

 岩川 賀世
 坂根 学
 瀧澤 泰伸
 森下 実
◇ 神奈川県◇

 平井 博
◇ 長 野 県 ◇

 隅田 俊子
◇ 新 潟 県 ◇

 小林 大介

◇ 福 井 県 ◇

 畑 洋
◇ 京 都 府 ◇

 小田 良
 竹村 周平
◇ 大 阪 府 ◇

 東原 幸男
◇ 兵 庫 県 ◇

 東 直人
 阿部 修治
◇ 島 根 県 ◇

 生越 智文

◇ 島 根 県 ◇

 津森 道弘
◇ 岡 山 県 ◇

 北村 卓也
◇ 広 島 県 ◇

 小熊 麻子
◇ 佐 賀 県 ◇

 權藤 重喜
◇ 宮 崎 県 ◇

 牧野 晋哉
◇ 沖 縄 県 ◇

 与那覇 朝樹
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「リウマチ月間」の6月は，全国各地で多
くの医療講演会や患者会が開催されます。
リウマチ財団が主催する恒例の「リウマチ
月間リウマチ講演会」は，厚生労働省，日本
医師会，日本リウマチ学会の後援を受けて，
6月4日に東京で開催されました。
「リウマチ月間」は，関節リウマチに対す
る社会の認識を深め，その正しい知識を普
及・啓発することを目的に，リウマチ財団によ
り平成元年に制定されたものです。梅雨時
期に病状を悪化させる患者さんが多いこと
が，6月になった理由とされています。しかし，
その後，登録医・専門医制度の整備とトータ
ルマネージメントのシステム構築が進み，さら
に薬物療法は早期の積極的かつ強力な抗リ
ウマチ薬治療，MTX治療の普及，生物学
的製剤の登場により飛躍的に進歩しました。
現在，寛解，関節破壊防止，身体機能維持

が現実的な治療ゴールとなり，21 年前の難
病のイメージは大きく塗り替えられるに至って
います。今年の梅雨は大雨が続いています
が，患者さんの周りには梅雨を吹き飛ばすよ
うな明るい話題に溢れています。
今月号のリウマチナース座談会では，生物

学的製剤の登場により，看護師さんにもリウ
マチ治療に対する意識改革が起こり，診療
に積極的に関わり，意欲的に看護医療に取
り組まれている様子が伺われます。また，定
番となった岡田編集委員による欧州リウマチ
学会速報では，ACR-EULAR共同の関節リ
ウマチ診断基準試案とEULARの関節リウ
マチ診療指針 2009 年度版が明快に紹介さ
れており，リウマチ学の絶え間のない進歩が
実感されます。今後の展開が楽しみです。
これからも，リウマチ医療の新たな発展を
Up-To-Dateに情報提供していければと思い
ます。

（愛知医科大学腎・リウマチ膠原病内科　
山村昌弘）

【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腎・リウマチ膠原病内科 教授

地区名 開催場所 開催日
世　話　人

申込先
氏　名 所属機関

北海道
･東北

山形市
大手門パルズ

7月 11日
（土） 髙木 理彰

山形大学医学部附属病院
リハビリテーション部
部長（准教授）

山形大学医学部整形外科学講
座 佐々木明子・河田澄子
〒 990-9585 山形県山形市飯
田西 2-2-2

関東
･甲信越

千葉市
京葉銀行
文化プラザ

平成 22年
1月 17日
（日）

高林 克日己 千葉大学医学部附属病院
企画情報部 教授

東海
･北陸

岐阜市
グランヴェール

岐山

11月 15日
（日） 武内 章二 医療法人社団登豊会

近石病院 院長

近　畿 京都市
KBSホール

11月８日
（日） 三森 経世 京都大学大学院医学研究科

内科学講座臨床免疫学 教授

中国
・四国

高松市
サンポート高松

平成 22年
2月 14日
（日）

横山 良樹 労働者健康福祉機構
香川労災病院 整形外科 部長

九　州
北九州市

リーガロイヤル
ホテル小倉

8月 29日
（土）

田山 尚久

鳥巣 岳彦

医療法人社団 新日鐵八幡記念病院
リウマチ科  部長
労働者健康福祉機構
九州労災病院  院長

医療法人社団新日鐵八幡記念
病院リウマチ科 部長 田山尚久
〒 805-8508 北九州市八幡東
区春の町 1-1-1

平成21年度リウマチの治療とケア研修会開催予定

トータルマネジメントチームの要である医師が参加しやすいよう「リウ
マチのケア研修会」を「リウマチの治療とケア研修会」と名称変
更しました。多くの医師のご参加を期待致します。
※医師をはじめ，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し込
み下さい。
〔申込み方法〕「○○地区リウマチの治療とケア研修会申込」とし，
氏名，勤務先，科名，職名，連絡先住所，電話番号を書き，申込先
にお申し込み下さい。
〔研修単位〕登録医教育研修単位，2単位
理学療法士単位・作業療法士単位，各 1単位

詳細は決まり次第ホームページ等に掲載します。

平成21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）
日本リウマチ財団登録医資格更新単位（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。

 詳細は決まり次第ホームページ等に掲載します。

中央及び
地区名 開催日 開催場所 世話人 申込先氏 名 所属機関

中 央
（14単位）

7月25日（土）
7月26日（日）

大阪市
新大阪イベントホール「レ ルミエール」

西本　憲弘
豊島　良太

和歌山県立医科大学 免疫制御学講座 教授
鳥取大学医学部 整形外科学 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5階

福 島 11月29日（日）福島市福島ビューホテル

大平　弘正

紺野　愼一

福島県立医科大学 医学部
内科学第二講座 教授
福島県立医科大学 医学部
整形外科学講座 教授

長 野
（6単位）9月27日（日）

長野市
JA長野県ビル　アクティーホール 秋月　章 厚生連 長野松代総合病院 院長

信州大学医学部整形外科 臨床教授

厚生連 長野松代総合病院 整形外科・リウマチ科
担当：堀内 博志
〒381-1231 長野市松代町松代 183

三 重 11月22日（日）四日市市四日市都ホテル 松本 美富士 藤田保健衛生大学
七栗サナトリウム内科 教授

奈 良
（6単位）8月30日（日）

奈良市
なら100年会館 宗圓　　聰 近畿大学医学部奈良病院

整形外科 ･リウマチ科 教授

近畿大学医学部奈良病院整形外科・リウマチ科
担当　神谷 正人
〒630-0293　奈良県生駒市乙田町 1248-1

高 知
（6単位）12月6日（日）

高知市
高知市文化プラザかるぽーと中央公民館

公文　義雄
谷　　俊一

高知大学医学部 病態情報診断学 准教授
高知大学医学部整形外科学講座 教授

鹿児島
（6単位）8月23日（日）

鹿児島市
鹿児島県医師会館 小宮　節郎 鹿児島大学医学部整形外科 ･リウマチ科 教授

鹿児島大学医学部整形外科・リウマチ科
担当：山元 拓哉
〒890-8520　鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1

●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

【ご寄付いただいた方】
～平成21年4月5月～

  岩瀬　清子 様   丸山　繁子 様
  尾林　雅夫 様   渡辺　英雄 様
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