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2010 年 6 月 16 日から 19 日の 4
日間，欧州リウマチ学会（EULAR）
年次総会がイタリアの首都ローマで行
われた。会場となった Fiera di Roma
は，より大きな国際会議に対応でき
るようにローマ市内からフィウミチー
ノ空港方面に 20 ｋｍほど移動した広

大な敷地に建設されていたが，2 年前
のパリでの総会の 1 万 4 千人を上回
る 1 万 5 千人の参加者を記録した今
回の学会では狭くさえ感じられた。す
でに概要が発表されている新しい関
節リウマチの分類基準は，すでに米
国・欧州のリウマチ学会誌に採択され
ており，ウィーン大学の Dr. Aletaha
から詳細の確認が発表された。その
他にも EULAR がイニシアチブを取っ

て進めている，数値目標を
設定した関節リウマチ診療

（Treating RA to Target）
に関連した早期治療の必要
性を示す知見の発表が多く
認められた。

日本リウマチ財団が主催する平成22年度のリウマチ月間リウマチ講演会が6月9日、東京の丸ビルホール
にて開催された。開催場所が変更になって数年経つが東京駅前という地の利の良さ、バリアフリーの施設環
境からか車椅子の患者さんを含め、今年も多くの出席者が見られた。限られた参加者のためであったかもし
れないが、手話がついていたのも特筆すべきことかもしれない。本号では、その講演のハイライトをお届け
する。

会長挨拶

講演会開催にあたって，髙久理事長
は毎年 6 月に実施している「リウマチ
月間リウマチ講演会」が本年で 22 回
目を迎え，財団のリウマチ性疾患の予
防と治療に関する活動を通してリウマ
チ医療の進展に寄与してきたことを報
告した。特に，生物学的製剤による
治療などリウマチ性疾患の治療環境が
大きく変化したことに伴い，日本リウ
マチ財団登録リウマチケア看護師制度
の発足や，本年 3 月に線維筋痛症診療
ガイドライン 2009 を発表したこと等，
リウマチ性疾患の制圧に向けた活発な
活動を紹介した。

次いで，厚生労働省健康局長 上田
氏の代読，日本医師会会長 原中氏，
日本リウマチ学会理事長 宮坂氏，日
本整形外科学会理事長 中村氏，日本
リウマチ友の会会長 長谷川氏から祝
辞を受け，その後各賞の授賞式が行わ
れた。

祝辞の中で宮坂氏は，関節リウマチ
（RA）治療は劇的に変化し，「寛解が
治療の最大目標 treat-to-target」が現
在の世界的な治療のトレンドであるこ
と，また RA を早期に発見し治療を開
始できるようになったことを説明し，
今後も日本リウマチ学会と日本リウマ
チ財団は協力し，さらに日本リウマチ
友の会や関連学会等とも手を携えてリ
ウマチ診療を進めて行きたいと抱負を （次ページに続きます）
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白書（5 年ごとに作成）では寛解に至っ
た患者が増加する見込みであることを
報告し，日本リウマチ友の会が 50 周
年を迎えるにあたって財団と学会が一
体となった活動によって RA に対して
より良い療養環境の整備に努力してほ
しいことを要望して祝辞を締めくくっ
た。

ご挨拶される髙久史麿 理事長

ACR/EULAR 関節リウマチ
分類基準 2010

大筋は変更されていないが確認点と
しては，まずは診察による関節腫脹が
存在することが必要条件となる。次に，
他の関節炎を起こす疾患の除外に関し
ては，患者の年齢，性別，居住地域，
人種などにより大きく異なるため，臨
床的に鑑別診断を行える専門医にゆだ
ねることとされ，分類基準自体には除
外診断のリストや方法は記載されない

（図 1）。
ある程度の長期罹患患者で，詳細な

記録が残っていない関節リウマチ患者
においては，単純Ｘ線写真で関節リウ
マチに典型的な骨びらんが認められれ

語った。
また長谷川氏は，十数年前に「2010

年は RA が制圧される年」と言われて
いたことに触れ，実際に治療薬の選択
肢が増えて手術療法も進歩し，「寛解
を目指す」，あるいは「治癒」という
言葉も聞かれるようになり，今

こんにち

日大き
な目標に向って医療が進歩してきたこ
とに感謝を示した。一方で，機能障害
を持つ人も多く，高齢化や医療費問題
等，まだまだ解決すべき問題が山積し
ていることにも触れた。また，メトト
レキサート（MTX）の投与量の見直
しに関する要望書を厚生労働省に提出
したこと，さらに署名を添付した要望
書を再び提出する予定であることを報
告した。最後に，2010 年のリウマチ

今回の学会のメインテーマとなった早期寛解
導入による長期的予後の改善
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表彰式

昨年からリウマチ月間リウマチ講演
会と同時に催される当財団の各賞授賞
式では，5 つの医学賞と永年勤続表彰
が行われ，日本におけるリウマチ性疾
患の制圧に寄与した方々の功績が讃え
られた。各賞の内容は以下のとおりで
ある。

三浦記念
リウマチ学術研究賞
本賞は自身がリウマチに罹患してい

た故三浦ふさ子氏の寄付金を基金に，
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，今回は三枝淳氏（神戸大学大学
院医学研究科立証検査医学部門 特命
助教）に授与された。研究題目は「増
殖因子シグナルの抑制による関節リウ
マチ治療法の開発」である。

三浦記念リウマチ学術研究賞
三枝 淳氏（神戸大学大学院医学研究科立証検査
医学部門 特命助教）

日本リウマチ財団
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

教育および患者教育に専念し，わが国
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，今回は田中清介
氏（近畿大学名誉教授）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，発生機序，
あるいは画期的治療等に関する独創的
な研究で自然科学の発展に寄与した研
究を顕彰する賞で，今回は，西本憲弘
氏（和歌山県立医科大学免疫抑制学講

座教授）に授与された。研究題目は「リ
ウマチ性疾患に対する IL-6 受容体阻
害治療」である。

アボット ジャパン
・リウマチ性疾患臨床医学賞

リウマチ性疾患の制圧に大きく寄与
した臨床医学研究を顕彰する賞で，今
回は平形道人氏（慶應義塾大学医学部
内科学（リウマチ）・医学教育統轄セ
ンター　准教授）に授与された。研究
題目は「多発性筋炎・皮膚筋炎にお
ける自己抗体の臨床的意義に関する研
究」である。

アボット ジャパン・リウマチ性疾患臨床医学賞
平形道人氏（慶應義塾大学医学部内科学（リウ
マチ）・医学教育統轄センター 准教授）

日本リウマチ財団
リウマチ福祉賞
リウマチ性疾患に悩む患者の方々に

対して，永年にわたる社会的救済活動
を通じて福祉向上に著しく貢献した人
に贈られる賞で，今回は槙坪夛鶴子氏

（映画監督・企画制作パオ有限会社代
表取締役）に授与された。

日本リウマチ財団リウマチ福祉賞
槙坪 夛鶴子氏（映画監督・企画制作パオ有限会
社代表取締役）

永年勤続表彰

最後に，日本リウマチ財団の永年勤
続表彰が行われ，事務局次長の岩崎和
子氏に記念品が贈られた。

講演 1 座長 井上 博氏
医療法人 井上病院 理事長

井上氏は講演に先立ち，演者である
松原氏の略歴を示し，学会活動では日
本リウマチ学会や日本臨床リウマチ学
会の理事・評議委員等，さらに社会的
活動として兵庫県整形外科医会理事等
を務めるなど，多方面にわたる活躍を
紹介した。

松原氏の活動の一つである生物学的
製剤のコホート研究は，今後の生物学

的製剤の有効性や安全性に対して貢献
するであろうと述べ，この内容が本講
演の中で説明されることを紹介した。

「リウマチ治療の流れ」
松原 司氏　松原メイフラワー病院 院長

講演される松原 司氏（松原メイフラワー病院 
院長）

講演の冒頭に松原氏は，RA 治療が
生物学的製剤の登場等によってパラダ
イムシフトが起こり寛解を目指す治療
に変化してきたことを述べ，本講演の
中で今後の方向性を示すと述べた。

6 ～ 7 年前に生物学的製剤が導入さ
れて以来，RA の治療法が大きく変化
したこと，その治療方法も 2008 年に
米国リウマチ学会（ACR）から ACR 
Recommendation が発表され，積極
的な薬物療法が推奨されていることを
解説した。RA と診断されればすぐに
抗リウマチ薬を開始し，3 ヵ月を目安
にするが効果が不十分でそのときに
MTX を使用していなければ MTX に
切り替え，MTX で効果不十分であれ
ば併用療法や生物学的製剤を考慮する
と紹介した。

一方，RA 治療のゴールである寛解
の評価について，「DAS28 が使用され
るが，これは腫脹関節数，圧痛関節
数，赤沈または CRP 値，VAS から算
出する指標で，一般に 2.6 未満を寛解
としている」と説明した。また，この
ような RA の理想的なマネージメント
には，切れ味の良い生物学的製剤と
MTX をうまく組み合わせて，DAS28
に基づき経過を観察して，かつ骨破壊
が始まる前の早期から開始するという
プロセスが重要になると述べた。

松原氏は続けて，生物学的製剤の問
題点として，10 ～ 30％に無効例がみ
られること，レスポンダーとノンレス
ポンダーあるいは副作用発現を治療開
始前に予測する方法が確立されていな
いことを挙げた。それを解決する方法
として，高精度で予測できるゲノムワ
イド SNP 解析を用いたアルゴリズム
の作成について解説し，それを実践す
るために生物学的製剤のコホート研究
である SARABA が進行中で，松原氏
はこの研究に参加している立場からレ
ミケード ® について経過を説明した。

SARABA 研究では寛解を DAS28
（CRP）で 2.3 未満とし，一次および
二次コホート 212 名におけるレミケー
ド ® 寛解例と強く相関する 10 種類の
SNP（レミケード ® のアルゴリズム）
をスコアリングした結果，レスポン
ダーの正確度が 87.1％，副作用の特定
の正確度が 87.3％と高い確率で判定で
きることを報告した。また，その他の
生物学的製剤を含めた表も示した。

松原氏は最後に，SNP 解析による
アルゴリズムは，生物学的製剤の治療
開始前にその有効性と副作用発現を
高精度で予測することが可能で，テー
ラーメイド治療の確立に大きな役割を
果たすと考えることができ，これまで
の医師の経験や薬剤のコンプライアン
スを含めた治療によって，生物学的製
剤での治療効果を向上できるであろう
と締めくくった。

さらに，井上氏の質問に対してレミ
ケード ® とエンブレル ® については，
この SNP 解析に関して保険適応の申
請を年度内に行う予定であると回答し
た。

講演 2 座長 松原 司氏
松原メイフラワー病院 院長

松原氏は，はじめに井上氏が日本リ
ウマチ学会や日本リウマチ財団などに
おける活動や，リウマチ関連学会の役
職を受け持っていることを紹介し，日
本リウマチ財団では医療保険委員会長
として，保険診療や医療費の問題など
診療の重要な部分の解決に取り組んで
いることに触れ，本日の講演が RA 全
体における医療費の問題について解説
することから，今後の診療の参考にな
る部分も多いであろうことを述べた。

「リウマチ治療の医療費」
井上 博氏　医療法人 井上病院 理事長

講演される井上 博氏（医療法人 井上病院 理事
長）

最初に井上氏は，RA 診療は生物学
的製剤の登場によって著しく進歩した
が，最低でも月平均 5 万円前後の費用
負担が必要であることから，金銭的理
由で治療を受けられない患者さんが多
くみられると述べた。そして，RA 治
療の現実を把握して高額医療制度を改
善するために患者さんへのアンケート
を実施したと報告した。

続けて，井上病院で診療している
RA 患者さん 1,941 名（2009 年 6 月 30
日現在）においては幅広い年齢層が
治療中であるが，その中でも 60 歳代
が最も多く，続いて 70 歳代，50 歳代
と高齢化していることを示した。ま
た，ほとんどの患者さんには負担金が
あり，生物学的製剤を使用した 856 名

（2010 年 1 月現在）でも約 60％が負担
金を支払っていたと述べた。

さらに井上氏は負担金額を試算し
て，3 割負担では初診時に約 1 ～ 1.2
万円，再診時にはアザルフィジン ®2
錠 / 日または MTX 4Cap/ 週，XP な
どの検査をすると，約 5,000 ～ 5,500
円程度になると述べた。しかし，レミ
ケード ®（体重 60kg として 200mg を

ノバルティス・リウマチ医学賞
西本憲弘氏（和歌山県立医科大学免疫抑制学講
座教授）
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投与）を使用した場合，1 回目＋ 2 回
目（各 2 日間の入院を含む）の 3 割負
担が約 15 万円，3 回目以降が約 8 万
円になると紹介した。さらに，アクテ
ムラ ®，エンブレル ®，ヒュミラ ® な
どのケースについても試算を示した。

次に冒頭でも触れた，井上病院と付
属施設における有効回答数 548 名の患
者さんのアンケート調査について報告
した。生物学的製剤については 376 名

（68.6％）が知っていると回答し，知っ
た理由（複数回答あり）として，「医
師から勧められた」が 298 名（54％）
および「テレビ・新聞・雑誌・リウマ
チ講演会等」が 108 名（20％），その
他であった。そして，医師から治療効
果・副作用・治療費について説明を受
けたかという質問には，「説明を受け
た」が 337 名（61％）で，その中では

「治療効果に期待する」が 300 名（89％）
と多く，一方で「治療が高額なので治
療を受けない」との回答も 45 名（13％）
あったことを示した。また，生物学的
製剤治療を受けたい理由として，良く
なる，家事ができるようになりたい，
健康な人と同じ生活をしたい，という
回答が多く，受けたくない理由として，
副作用が心配，治療費が高い，という
回答が多かったことも重ねて示した。
さらに，1 ヵ月の負担金として支払え
る限度については，1 万円以下と 2 万
円以下で大半を占め，一般的な患者の
負担できる金額が治療者側の考えてい
る金額より低いことを述べた。

治療中の患者さんへの質問では，「疼
痛から開放されて良かった，費用が高
くて大変，費用は高いが楽になった，
いつまで続けるか不安，副作用が心配，
他の人に勧めたい，感染症には注意し
ている，この治療には医師の技量・経
験が必要」という意見が多かったと報
告した。

以上を踏まえて井上氏は，「治療費
の負担金を軽減する方法の一つとし
て，生物学的製剤の使用を，治療当初
は用法用量に従って治療し，コント
ロールできた頃から症状に応じて投与

間隔を延長する，いわゆるタイトコン
トロールを目指さない，ある程度の状
態で妥協する治療も必要ではないか」
と提案した。なお，負担金額を軽減す
るために，福祉医療，医療保護，高額
医療限度額を利用し，さらには限度額
適用認定証の発行など，公的制度の利
用も積極的に勧める必要があることも
提案した。

最後に，レミケード ® により寛解に
到達した患者さんへのインタビューの
映像を会場に流した。この患者さんは，

「生物学的製剤を使用することで障害
されていた日常生活動作を取り戻した
経験から，他の RA で苦しんでいる人
にも生物学的製剤による治療を勧めた
い」と語った。

講演 3 座長 西岡 久寿樹氏
東京医科大学医学総合研究所 所長

座長
西岡 久寿樹氏（東京医科大学医学総合研究所　
所長）

RA 患者さんの生の声に接する機会
の多い看護師は，それに対応する看護
プログラムを組むことが重要で，リウ
マチ登録医等と連携・協調して医療水
準の向上と安全・安心の医療の実践を
図り，より良い治療環境を提供する必
要がある。西岡氏は，これを実践する
リウマチケア看護師制度が 10 月 31 日
から始まることを報告した。また，本
制度の検討会委員長である演者の松本
氏 が Nurse Practitioner（NP） プ ロ
グラムに造詣の深いことを紹介した。

「リウマチケア専門職制度の創設，
 特にリウマチケア看護師制度」
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

講演される松本 美富士氏（藤田保健衛生大学七
栗サナトリウム内科 教授）

冒頭で松本氏は，日本リウマチ財団
ではリウマチケア専門職制度が 2010
年からの新規事業として開始され，最
初にリウマチケア看護師制度を発足さ
せた旨を報告した。

松本氏はリウマチ性疾患に関する説
明として，リウマチ性疾患は約 2,000
万人が罹患している病気で，RA を含
めたリウマチ性疾患は生活機能病であ
り，基本的に全身性疾患で，ときに生
命予後に重要な影響を与える可能性が
あることから，集学的・包括的ケアが
必要であること，そして多くのリウマ
チ性疾患が原因不明で原因療法が困難
であること，治療の主体が病勢の鎮静
化・進行抑止・ADL・QOL の向上で
あること，多くの場合に障害治療が必
要であること，などを概説した。

しかしながらこれに対する，リウマ
チ登録医（日本リウマチ財団），リウ
マチ専門医（日本リウマチ学会），認
定リウマチ医（日本整形外科学会）な
ど，治療者としての専門的医師の認証
制度登録医師は約6,000名と推定され，
その絶対数が不十分であることを紹介
した。

さらに，リウマチ性疾患の様々な救
急医療の場面から，一般救急とは異
なった適切な対応が必要であり，リウ
マチ医療に求められるケアはリウマチ
専門医だけでは実践不可能であること

からチーム医療の必要性を訴えた。
現在，医師以外の医療行為実施者

には NP や physician assistant（PA）
があり，米国では 1960 年代から登場
していること，わが国でも大分県立看
護科学大学大学院にコースが設置され
ていることを紹介した。ただし，わが
国では法的な規制もあり，現状では実
践することは困難であることから，適
切な制度の制定が必要である。現在の
看護師の業務が「療養の世話と診療の
補助」であることから，この枠内での
リウマチ性疾患ケアに対する関わりを
検討したことを説明した。

これにはチーム医療や，認定看護師・
専門看護師を含む他の領域の専門職制
度を参考にし，そこにリウマチ性疾患
の患者さんの声を反映して，まずリウ
マチケア看護師制度を創設したと述べ
た。さらに，リウマチケア専門職制度
の導入で期待される効果に言及し，そ
の実践には質の担保の必要から専門職
資格認証・登録制度の導入の正当性を
説いた。

続けて松本氏は，日本リウマチ財団
登録リウマチケア看護師の申請に関し
て，図のような流れで実施することを
説明し，本年から 2012 年までの経過
措置としての審査に関しても触れた。
また登録期間は 3 年であり，研修単位
とケア実践による更新制であることも
説明した。

最後に，日本リウマチ財団主催の登
録リウマチ看護師研修会を 8 月 29 日

（日）に開催するので奮って参加して
欲しいと呼びかけた。

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， 2010 年を

「関節リウマチ制圧の年」とした目標
は，ある程度達成できたのではないか，
今後はきめ細やかなリウマチ治療の普
及が目標になる。日本リウマチ財団の
立場からも更なるリウマチ治療の邁進
に努力するというメッセージが閉会の
辞として語られた。

（文責 編集部）会場の様子

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師　申請の流れ

資　格 ① 3 年以上継続的にリウマチケアに従事
② リウマチ性疾患（関節リウマチ 3 名含む）ケア指導患者

名簿 20 名
 →この内 10 名の指導記録
③ リウマチケアに関する教育研修会（財団主催または認定

研修）20 単位以上
*20 単位のうち，リウマチ性疾患の治験担当は 10 単位，災
害時リウマチ支援事業に従事は 5 単位に相当

申請・審査 （1 回／年）（7月1日〜9月30日）
① 申請書・看護師免許証の写し
② 履歴書
③ 資格を満たす書類
④ リウマチ登録医等の推薦書
⑤ 審査

登　録 ① リウマチケア看護師に登録，リウマチ情報センター HP
に掲載（氏名，勤務先）

② 登録申請
③ 登録書交付
④ 登録期間：3 年（更新制：研修単位とケア実績）

*2010 〜 2012までは経過措置
直近 5 年間にリウマチケアに関する
研修会に参加／発表 3 回以上
財団主催「リウマチの治療とケア研
修会」，「リウマチケア看護師研修会」
を利用
申請期間：7/1 〜 10/31と延長
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ば基準を満たすとされる。スコア計算
においては，関節数は圧痛もしくは腫
脹のある関節すべての合計であり，圧
痛と腫脹の両方がある関節も 1 関節と
数えられる。少なくとも 1 つの小関節
を含む 11 関節以上の関節という項目
では，小関節は以前の定義通りであり，
その他の関節は除外と規定されている
関節以外すべてを含むため，顎関節な
ども含まれる。また，基準を一度満た
せば，その後改善し基準を満たさなく
なった場合でも関節リウマチと分類さ
れ，逆に発症初期に基準を満たさなく
とも，その後のフォローで満たす患者
も存在するため繰り返し基準に当ては
めることが推奨された。

1987 年以来の正式な分類基準の改
訂であるが，診断はあくまでリウマチ
専門医の臨床的な診断が優先されるべ
きであり，今回の基準もあくまで臨床
研究などにおいて対象患者群を統一す
るための分類基準であることが強調さ
れた。もちろん，臨床的診断をつける
うえで新基準は参考として利用するこ

とも想定されてい
るが，基準を満た
してもリウマチ専
門医の判断で臨床
的には関節リウマ
チの診断とならな
いことも，臨床的
に確定診断がつい
ている患者でも分
類基準を満たさな
いことも十分考え
られる，と見解が
述べられた。

Treating RA to Target (T2T)
寛解を目標とした関節リウマチ治療

昨年の EULAR で提唱された，医
師と患者が明確な治療目標を設定し 3
－ 6 ヵ月以内の達成を目指す治療であ
る T2T に関しても，より具体的な内
容が 2010 年 5 月の EULAR 学会誌に
掲載され，今回の学会でも大きなセッ
ションが設けられていた。概念として
は，薬物療法の進歩により，積極的な
治療で関節破壊を防ぎ，機能保持が可
能になったこと，また発症から時間が
たつにつれ，薬物療法への反応性が低
下し寛解導入が困難になっていくこと
が基本にある。

まずは新しい分類基準などをもと
に，できるだけ早期に RA の診断を
つけるとともに，DMARD（欧米で
は禁忌がなければメトトレキサート）
を開始し，3 ヵ月後に目標を達成して
いなければ予後不良因子（リウマチ
因子 / 抗 CCP 陽性，画像上の骨びら
ん，高活動性など）があれば，その

時点で TNF 阻害薬
を開始，予後不良
因子がなければ第 2
の経口 DMARD を
試みるとされてい
る。また，その 3 ヵ
月後には，TNF 阻
害薬を使用してい
る患者では他の生
物学的製剤に（第 2
の TNF 阻害薬，も
しくは他の機序の
製 剤 ），TNF 阻 害
薬ナイーブな患者
では TNF 阻害薬を開始するとされて
いる（図 2）。

ここで，治療目標は早期 RA では寛
解であり，長期罹患患者では低疾患活
動性である。今回の学会でも，ごく早
期から MTX と TNF 阻害薬を併用す
ることで約 70％の寛解率が得られた
という，より早期の積極的な治療を支
持する大規模スタディの結果が発表さ
れた。

治療目標と寛解の定義

寛解の定義としては，今のところ
DAS28<2.6 と さ れ て い る が，CDAI
や ACR 寛解基準もしくは腫脹関節な
どのより厳しい寛解の定義が望まし
いという論議も，DAS 寛解患者での
関節破壊進行データなどをもとに活
発に議論された。経口 DMARD にて
DAS28 を用いた臨床的寛解を達成し
ても，関節破壊の進行が認められる
患者が少なからずいるが，これは生
物学的製剤を使用しなければ，経口
DMARD による寛解を達成しても関

節破壊を防止できないのではなく，単
に寛解の基準が真の活動性の抑制を表
していないからであると考えられてい
る。

ステロイド

米国と日本では経口ステロイドは
DMARD とは定義されていないが，
欧州では DMARD の 1 つと考えられ
ている。これは，早期の低用量または
高用量ステロイド投与により，関節破
壊の進行が抑えられることがいくつか
の研究により証明されていることと，
中止後も長期にわたってその効果が持
続することによる。T2T においても，
早期のステロイド併用は推奨されてい
るが，やはり最低限の用量と期間とさ
れている。逆に，英国の TNF 阻害薬
使用患者の 48% がステロイドを併用
しているというデータは多すぎるの
で，改善が必要と考えられているとの
ことであった。

学会長の Paul Emery 氏の開会のあいさつ

最終日のクリニカルハイライトを発表するフランス・コシャン病院 Dr. Gossec

1つ以上の腫脹関節
（診察）

関節リウマチと
分類しない

関節リウマチと
分類しない

6点以上で
関節リウマチ確定

より可能性の高い他の関節炎が考えられる

分類基準に当てはまるか検討（下表へ） 関節リウマチ

単純X線写真にて関節リウマチに典型的な骨びらん

図 1　ACR/EULAR関節リウマチ分類基準 2010（岡田訳）

腫脹または圧痛のある関節数（診察，MRI，US）
中，大関節の1カ所 0
中，大関節の2-10カ所 1
小関節の1-3カ所 2
小関節の4-10カ所 3
最低 1つの小関節を含む11カ所以上 5
血清反応
リウマトイド因子，抗CCP抗体の両方が陰性 0
リウマトイド因子，抗CCP抗体のいずれかが低値陽性 2
リウマトイド因子，抗CCP抗体のいずれかが高値陽性 3
罹患期間
6週未満 0
6 週以上 1
炎症反応
CRP，ESRの両方が正常 0
CRP，もしくはESRのいずれかが異常高値 1

小関節　MCP，PIP，1stIP，2-5MTP，手首
中，大関節　肩，肘，膝，股，足首
OAとの鑑別のためDIP，1stCMC，1stMTP
は除外
陽性基準は施設ごとの正常値を超える場合
低値陽性は正常上限から正常上限の3倍まで
高値陽性は正常値上限の3倍を超える場合
国際基準ユニットができれば変更予定

評価時に腫脹または圧痛関節のうちで，
患者が申告する罹患期間

陽性基準は施設ごとの正常値を超える場合
スコアリングには最低 1つの血清反応
最低 1つの炎症反応の測定が必要

No Yes

No Yes

No Yes

* 寛解導入（DAS28＜2.6）が困難と考えられる
 長期罹患患者などでは低活動性（DAS28＜3.2）

図 2　早期寛解導入の必要性を示したEULARの関節リウマチ治療指針（岡田訳）

* 寛解導入（DAS28＜2.6）が困難と考えられる
 長期罹患患者などでは低活動性（DAS28＜3.2）

RF/ 抗 CCP陽性，特に高値
高疾患活動性早期関節破壊

Ann Rheum Dis 　　　　　　　　published online May 5, 2010
doi: 10. 1136/ard. 2009. 126532

予後不良因子あり 予後不良因子なし

生物学的 +/- 経口 DMARD

メトトレキサート
開始

Phase I

短期ステロイド併用
低用量・高用量± ±

関節リウマチ
診断確定

レフルノミド　注射金剤
サラゾスルファピリジン

3-6カ月以内に
臨床的寛解 *Phase II へ No 継　続Yes

Phase Iが効果不十分
もしくは副作用にて
継続不可能

Phase IIが効果不十分
もしくは副作用にて
継続不可能

生物学的製剤の導入
特に，TNF阻害薬 No

3-6カ月以内に
臨床的寛解 *

Phase III

生物学的製剤の変更
第 2のTNF阻害薬（+DMARD）

もしくは
アバタセプト，リツキシマブ，
トシリズマブ（+/-DMARD）

Phase III へ No

No

継　続Yes

3-6カ月以内に
臨床的寛解 *

継　続

Yes

第 2のDMARDの開始
単剤，もしくは併用

（レフルノミド，メトトレキサート，
サラゾスルファピリジン，注射金剤）

+/-ステロイド

3-6カ月以内に
臨床的寛解 *

Phase II
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生活習慣

喫煙は抗 CCP 抗体陽性の関節リウ
マチ発症に関連していることが示され
ているが，発症後も喫煙者は，非喫煙
者と比して感染症などの合併症発症率
が高いのみならず，治療反応性も落ち
ることが Dr. Saevarsdottir により報告
された。逆に飲酒者の方が，発症率は
低いという報告もあったが，これは直
接の関連性を確定するものではない。
栄養に関しては，Dr. Sainaghi が VitD
欠乏が高頻度で認められること，通常
の推奨量では関節リウマチ患者では十
分な補充にならないことが報告され，
骨粗鬆症関連骨折のみでなく，最近注
目されている VitD の自己免疫系に対
する作用も合わせ，より積極的な補充
が考慮されるべきと発表されていた。

日本人の発表

Abstract Award を，筑波大学大学
院人間総合科学研究科疾患制御医学専

攻臨床免疫学の近藤裕也 氏がコラー
ゲン誘発性関節炎における T-bet 遺伝
子の研究で，産業医科大学第一内科学
講座の前島圭佑 氏が JAK 阻害薬のリ
ンパ球に対する作用に関する研究で受
賞し，基礎研究部門の受賞者 6 人のう
ち唯一日本が複数入選を果たした。臨
床的な発表では，産業医科大学第一内
科学講座 田中良哉 教授の RRR スタ
ディの，２年追跡結果においても約半
数の患者がインフリキシマブにて疾患
コントロール後に有意な再発なく，生
物学的製剤なしで低疾患活動性を維持
していること，和歌山医科大学 西本
憲弘 教授のトシリズマブにて寛解導
入後に中止し再発した例でも，再投与
が多くの症例で有効であることなどの
発表が注目を浴びていた。

その他の
リウマチ膠原病関連疾患

強直性脊椎炎，乾癬性関節炎などで
も積極的な治療が進められており，強
直性脊椎炎では 4 週間の NSAID の後
には TNF 阻害薬を考慮するとされて

いた。強直性脊椎
炎の早期治療とこ
れまで以上の効果
判定に対応するた
め，新しい活動性
指標である ASDAS
も発表された。ま
た，乾癬性関節炎
に 対 す る EULAR
の治療指針も発表
された。

SLE の 分 類 基
準に関しては，検
証 が 2010 年 7 月

には終了する予定
であり，米国リウ
マチ学会誌にその
後は投稿される予
定となっていると
のことである。生
物学的製剤として
は，Epratuzumab，
Belimumab な ど の
治験結果の発表が
あった。

生物学的製剤は
RANKL に 対 す る
Denosumab が骨粗
鬆症，NGF に対す
る Tanezumab が変
形性関節症に新し
いデータが発表さ
れ，近い将来の臨
床応用が期待され
る一方，医療経済
的な側面，必要な
患者と効果が見込
まれる患者の選定
が課題とされ，実
際に Tanezumabに
関しては臨床応用
に関して，懸念の
声も聞かれた。骨粗鬆症に関しては，
ACR からもステロイド誘発性骨粗鬆
症の治療指針試案が昨年公表され，作
成委員の Dr.Saag によれば，正式な
ものも間もなく発表されるとのことで
あったが，今回 EULAR からも骨粗
鬆症治療推奨が発表された。

全身性硬化症の新しい分類基準，
シェーグレン症候群の治療指針や悪性
リンパ腫の合併の早期発見にこれま
での補体低下，クリオグロブリン検
出などに加えて，唾液生検における

Germinal Center の有無が役立つ可能
性があること，その他にも線維筋痛症，
痛風，血管炎などに関しても多くの発
表があった。

毎日炎天下の中，朝から夜遅くまで
スケジュールの詰まった忙しい学会で
あったが，ACR と EULAR が程良い
一致と相違を保った現在の状況は，リ
ウマチ膠原病分野のめまぐるしいほど
の発展に大きく寄与していると感じら
れる有意義な学会であった。学会ディナー会場で ACR2008 でインタビューした Saag 氏（米国）と再会した筆者

エキシビジョンブース。大きな展示物が目立った。

2003 年本邦でも生物学的製剤が承
認され，痛みや腫れをとるだけでなく
関節破壊の進行を抑える，さらには修
復まで報告され，“リウマチは治る”
時代に入った。今回のリウマチ学会で
の報告で，関節リウマチ（RA）に対
する手術件数はまだまだ減少していな
い。膝や股関節といった再建手術は減
少傾向にあっても，手指や足趾の手術
が増えていることが明らかとなった。
そこで，希望が多い前足部再建手術を
取り上げてみた。その背景には術式選
択の変化がうかがえ，患者さんの満足
度があるようだ。

前足部変形による病態

RA 前足部の関節腫脹の結果，外反
母趾，槌趾，開張足を生じ，進行する

と中足趾節間（MTP）関節が背側に
脱臼する扁平三角状変形を呈する（図
1）。足底や趾の背側に有痛性胼胝形
成のため，履物障害や歩行時痛に悩ま
される。

どんなときに手術を行うか

MTP 関節の脱臼ないし亜脱臼が少
なくとも一趾に存在し，それに起因す
る変形，交叉趾や胼胝による疼痛や歩
行障害があって，足底装具で対応でき
ない場合が手術のタイミングである。
手術方法としては，①従来から行われ
てきた切除関節形成術と②中足骨頭を
温存して中足骨で骨切りし短縮する方
法とがある。

切除関節形成術

背側から進入する Fowler や Clayton
法，足底から進入する Hoffmann 法，

Kate 法，Lelievre 法 な ど が 代 表 的
な術式である。骨切除に関しては，
Hoffmann 法，Kate 法，Lelievre 法で
は中足骨頭のみを，Fowler 法では基

長岡赤十字病院 副院長　羽生忠正

図1　中足趾節間（MTP）関節が背側に脱臼する扁平三角状変形 

図 2　Lelievre 法

a. 足底弓状皮切 b. 骨切除範囲 c. K-wire 剌入による良肢位固定

盛況なポスターセッション
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図 3　中足骨頚部斜め骨切り短縮術

図 4　遠位骨片を骨把持鉗子で保持

中足骨頭から約２cm近位部で，背側から遠位に向けて約45 の゚斜め骨切り 

滑膜切除

徒手矯正
足底解離（骨棘切除）

背側近位へスライド

K-wireによる髄内固定

斜め骨切り

背側脱臼の程度に応じて 5～
10mm の幅で，骨切り部の近位
端に平行に斜め骨切りを加え，
骨切除 

a. 足底部のベンチを骨膜下の剥離や骨棘切除

b. MTP関節内の剥離操作と確実な脱臼整復操作

遠位骨片を骨把持鉗子で保持して上方に翻転しながら足底部の胼
胝を骨膜下に確実に剥離し，骨棘があれば切除を行う 

手用 1.2mm 直径 Kirschner 鋼線（K -wire）は遠位骨片の骨髄腔から逆行性
にMTP関節を整復位で貫通させ，足趾先から順行性に近位骨髄腔に刺入する 

図 5　斜め骨切り短縮術後X線写真と中足骨バー付足底装具

斜め骨切り短縮術後に
３ヵ月以上装着する中足
骨バー付足底装具

骨膜下に確実に剥離された足
底部の胼胝（右）

背側部に内側凸の3つの縦切
開（左）跡 

遠位骨片の骨髄腔から逆行性に MTP 関節を整復位で貫通させ，
足趾先から順行性に近位骨髄腔に刺入された手用 1.2mm 直径
K ‒wire 像

図 7　切除関節形成術（従来）と斜め骨切り短縮術の骨切除量の比較

切除関節形成術

> 15 mm

> 7 mm
中足骨斜め骨切り
短縮術

節骨基部のみを，Clayton 法では基節
骨基部と中足骨頭の両方を切除する術
式である。手術手技と後療法の簡便さ
から Lelievre 法が広く行われている。

Lelievre 法の要点（図２）

外側４趾の足底に末梢凸の弓状皮切
を加えて（a），第２中足骨の断端が
頂点となるゆるやかなカーブを描くよ
うに中足骨頚部で骨切りを行い（b），
骨頭を摘出する。中足骨断端を舟底上
にトリミングする。次に母趾は MTP
関節内側からの皮切で進入し，中足骨
頚部と基節骨基部とを切除する。この
際，外側４趾のカーブに沿って切除量
を調節することが大切である。母趾か
ら第５趾まですべてを末梢骨から足部
まで Kirschner 鋼線（K -wire）を剌
入し良肢位固定する（c）。足底の胼胝
部を含む余剰の皮膚を切除した後，皮
膚縫合を行う。

中足骨頭を温存する術式

MTP 関節での滑膜切除，中足骨の
骨切り，短縮，そして MTP 関節の整
復操作を行い，中足骨頭を温存する術
式で，中足骨斜め骨切り短縮術 1）やオ
フセット短縮骨切り術 2）などがある。

中足骨斜め骨切り短縮術の要点
（図３，4）

足背に内側凸の 3 つの縦切開を加え
る。滑膜切除を施行し，中足骨頭から
約２cm 近位部で，背側から遠位に向
けて約 45 ゜の斜め骨切りを行う。背
側脱臼の程度に応じて 5 ～ 10mm の
幅で，骨切り部の近位端に平行に斜
め骨切りを加え，骨切除を行う。遠位
骨片を骨把持鉗子で保持して上方に翻
転しながら足底部の胼胝を骨膜下に確
実に剥離し，骨棘があれば切除を行
う。次にこの鉗子を近位方向に牽引
し，MTP 関節の背側脱臼を整復する。
整復不十分な場合には左右の側副靭帯
は温存しつつ関節内の剥離や瘢痕組織
の解離を徹底して行う。手用 1.2mm

直径 K -wire は遠位骨片の骨髄腔から
逆行性に MTP 関節を整復位で貫通さ
せ，足趾先から順行性に近位骨髄腔に
刺入する。これらの操作で，遠位骨片
は背側近位にスライドした状態で固定
される。

母趾に対しては，関節破壊の軽い，
比較的若い，あるいは高い歩行能力
を望む患者には骨切り術を勧め，感
染例には固定術を，それ以外には
flexible hinge toe implant （Swanson 
implant） を spacer として使用するこ
とを原則としている 3）。

背側脱臼が最も高度な中足骨で骨切
除量を決め，残りの足趾もこれとほぼ
同じ量を切除して第２趾 MTP 関節が
頂点になる円弧を描くように調節する
ことが大切である。

後療法

Lelievre 法の後療法は，術後３週で
K-wire を抜去し，趾の開閉訓練，踵
歩行を開始し，術後４週で足底装具装
着し，前足部を接地し可及的な全荷重
歩行を許可する。

一方，斜め骨切り短縮術では骨切り
短縮部での近位上方へのスライディン
グと骨癒合の促進と横のアーチの形成
を狙ってゲタヒール付靴型ギブスによ
る荷重歩行を行わせる。現在は術後 2
週で K-wire の抜去を行い，MTP 関
節の屈曲運動を許可し，中足骨バー付
足底装具は３ヵ月以上装着させている

（図 5）。
代表症例の術前後を図6に提示した。

合併症と対策

切除関節形成術には①切除断端部で
の胼胝再発，②再発を防ぐために骨切
除量が多くなり短足障害，③外側 4 趾
の一部のみの病変でもすべての中足骨
頭を切除しなければならない，といっ
た問題点がある。

一方 , 中足骨頭を残す術式では，滑
膜炎の再燃につながる可能性がある。
しかしながら，滑膜切除，骨切り，そ

して短縮の３つの効果があいまって骨
びらんの改善をみており，再発率は薬
物療法の進歩もあって低かった。従来
の切除関節形成術で安定した成績を得
るためには 15mm 以上の骨切除が必
要であるが，斜め骨切り短縮術ではそ
の半分の骨切除短縮ですんでいた（図
7）。したがって切除関節形成術は , 最
終的な手段と位置付けるべきである。

母趾にも切除関節形成術を施行した
症例の長期成績では，外反母趾の再発
率が高く，これに伴って外側４趾の変
形再発が引き起こされる 4）。したがっ
て，外側４趾に切除関節形成術を施行
した場合，母趾には関節固定術との組
み合わせが推奨されている。

母趾に Swanson を用いた群の合併
症は晩期感染，インプラントの折損，
変形再発である。感染率は３％で，変
形再発を含めインプラント抜去を end 
point とすると 10 年生存率は 93% で
あった。いずれも抜去後骨移植して死
腔を埋め良肢位固定を得た。X 線上イ
ンプラントの折損を認めてもシリコン

滑膜炎を生じた例は無かった 3）。
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図 6　代表症例
症例1

症例3

症例2

症例1

症例2

斜め骨切り短縮術の術前術後 

症例3

斜め骨切り短縮術の術前術後  

斜め骨切り短縮術の術前と調査時のX
線写真MTP関節の背側脱臼が整復さ
れ，関節裂隙が見える
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『線維筋痛症診療ガイドライン2009』
厚生労働省研究班編（財団法人日本リウマチ財団 発行）の
普及と疾患啓発へのご協力を。

社団法人日本リウマチ友の会
創立50周年記念大会（社団法人40周年記念）開催される。

本年 3 月に標題の診療ガイドラインが当財団から発行された。登録医の
皆さんには一部ずつ配布されたので，是非日常診療に役立ててもらうとと
もに，臨床上連携のある心療内科，精神科，あるいは一般内科の医師の方
がたに，単にリウマチ科に患者さんを送るだけでなく，本ガイドラインの
存在をお伝えし，疾患啓発の一助としてお役立て頂きたい。購入に当たっ
ては当財団直売の形をとっている。必要な部数，送り先をご連絡頂きたい。

ちなみに，日本リウマチ財団が線維筋痛症の診療ガイドラインをまとめ，
発行したのは関節リウマチの診療ガイドラインに次ぐものであり，大きな
反響を呼んでいる。本書の理念・目的を，このガイドラインの企画，編集
にあたられた本財団常務理事であり，日本線維筋痛症学会理事長でもある
西岡久寿樹氏に伺った。
「リウマチ対策と言えば，今日は多くが「関節リウマチ」に集中しており，

関節リウマチより症例がはるかに多い変形性関節症や骨粗鬆症などに対す
る取り組みは希薄である。

線維筋痛症はかねてより当財団に対して多くの患者団体，厚生労働省な
どの要望も強くガイドラインの作成が急務であるとされていた。すなわち，
その複雑な病像のゆえに診断や症状の把握，治療に混乱を招いているた。
本疾患の患者さんは，診断もつかず，治療に手をこまねき医師の間を転々
とするが，痛みが筋肉・関節などに初発症状として出やすいことからリウ
マチ科の実地診療に携わる医師に初めてかかることが多い。その一方で，
線維筋痛症の診療に関する保険診療が整備されておらず，承認された線維
筋痛症に適応を要する治療薬がない実情から，不眠や疼痛というような随
伴症状に対する診療行為に対してのみ保険診療が認められている現状であ
る。このような制度的に未整備な状態の不備は行政当局も強く認識してお
り，その問題を解決するための一環として，その要請に基づきリウマチ研
究班から分科会，そして独立した研究班が 2008 年に発足した経緯がある。
本ガイドラインもそのような行政側の現状認識のもと，今まさに苦しんで
いらっしゃる患者さんのために現在とりうることのできる手段を提示した
ものである。近い将来，『線維筋痛症』を適応とする治療薬が正式に保険診

療薬として承認を受け，推奨 A として掲載できるようになれば，おのずと
改訂版が準備されることになる。また，疾患の性格上，他科を受診される
患者さんも多く，地域の診療ネットワークを整備していくことも求められ
ている。本書の中には，整形外科，神経内科やメンタルケアに関わる医療
関係者への診療指針のメッセージなどの項も準備した。

財団登録医の皆さんには，この趣旨をよく汲んで頂き，本ガイドライン
を是非疾患啓発，日常診療にお役立て頂ければ幸いである。」

西岡 久寿樹先生

さる，5 月 22 日土曜，東京 新宿の京王プラザホテルにおいて，多くの
患者さんを集めて盛大に日本リウマチ友の会の記念大会が開催された。

日本リウマチ友の会は，1960 年に旧国立伊東温泉病院（現国立病院機構
静岡医療センター）で治療を受けていた患者さん 152 人から発足した歴史
ある患者会である。日本リウマチ財団ともその 50 年の歴史の中で，協力関
係を築き上げ，共に日本のリウマチ医療に貢献してきた団体である。まずは，
50 年の記念すべき年を迎えられたことにご祝辞を申し上げる。これからも，
リウマチ患者さんの生活環境と福祉にご尽力いただくことをお願いしたい。

当日は，この記念すべき第 50 回の大会を盛り上げるべく，多くのゲスト
がお見えになっていた。

午後一時から開始された第一部記念式典では，長谷川三枝子会長のご挨
拶に続いて，厚生労働大臣（代理），東京都知事（代理），社団法人日本医
師会会長，社団法人東京都医師会会長，一般社団法人日本リウマチ学会理
事長（宮坂信之氏），当財団よりは理事長髙久の代理として東邦大学付属大
森病院 川合眞一氏が出席した。このほか，来賓として当時行政刷新大臣で
あった枝野官房長官，参議院議員の家西さとる氏が祝辞を述べられた。特
に枝野氏は，リウマチに限らず難病への関心が高く，以前から長谷川会長
を初めとしてリウマチ友の会との関係が深かったそうである。

続いて，創設者の挨拶として島田廣子氏が登壇する予定であったが，あ
いにく体調不良でご欠席であった。その後，日本リウマチ友の会賞，感謝
状が授与され，最後に恒例となっている「私たちの願い－大会決議－」が
読み上げられ，第一部の記念式典は幕を閉じた。

休憩を挟んだ第二部 記念講演においては，「リウマチ治療の現在（いま）
未来（これから）」という題で，薬物治療については宮坂信之氏（東京医科
歯科大学医学部付属病院膠原病リウマチ内科学教授）が，手術療法につい
ては勝呂 徹氏（東邦大学医学部整形外科教授），リハビリテーションにつ
いては村澤 章氏（新潟県立リウマチセンター院長）がそれぞれ講演された。

第三部の「明日に希望を」というパートでは，元朝日新聞論説委員であ

る大熊由紀子氏（国際医療福祉大学大学院教授）による，患者会の活動や
ボランティア活動の精神などについての「患者の声を医療の現場に〜友の
会からはじまった新しい波〜」として熱心な講演が聴衆に向けて行われ，
満場の拍手を受けた。

現在，日本リウマチ友の会は，2010 年度版の「リウマチ白書」を編纂中
である。本記念会でも，この新しいリウマチ白書の発刊が間近であること
が告げられ，盛況の中閉会した。

会場の外には，「リウマチからの解放を願って」という題材で写真展や絵
手紙の展示があり，また，今回，講演会に参加した人には会のシンボルマー
クをかたどったピンバッチが配布された。

創立 50 周年記念全国大会，会場の様子
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H22.7 〜H22.11）］

		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。

7/24（土）17:00　1単位 青森
第21回 青森県リウマチ懇話会
ファイザー（株）
高橋 充
Tel.017-735-7061

7/24（土） 15:05 18:00 各1単位 北海道
北海道関節リウマチベーシックセミナー
参天製薬（株）医薬事業部 リウマチ営業
グループ
岡田 直美　Tel.06-6321-7068

7/8（木）19:30　1単位 秋田
第13回 秋田県リウマチ・膠原病カンファ
レンス
武田薬品工業（株）秋田営業所
金沢 好浩　Tel.018-824-5311

7/3（土）15:55　1単位 宮城
第11回 膠原病肺疾患研究会
エーザイ（株）宮城医薬一部
日比谷 哲志
Tel.022-226-2185

7/2（金）19:00　1単位 北海道
第2回 帯広関節リウマチ学術講演会
中外製薬（株）
庵原 一章
Tel.011-271-5311

北海道・東北

9/17（金）〜18（土） 各1単位 岩手
17日 12:30 18日 12:10
第59回 東日本整形外科災害外科学会学術集会ランチョンセミナー
岩手医科大学整形外科学教室
西田 淳　Tel.019-651-5111

9/9（木）19:30　1単位 秋田
第4回 秋田整形外科RAトータルマネージ
メントフォーラム
田辺三菱製薬（株）秋田第一営業所
高橋 順哉　Tel.018-883-4601

9/4（土）18:10　1単位 宮城
第18回 リウマチ診療研究会・仙台
ファイザー（株）
酒井 正弘
Tel.022-225-4446

9/1（水）19:10　1単位 山形
第21回 山形リウマチ研究会
山形大学医学部整形外科
河田 澄子
Tel.023-628-5355

8/28（土）〜29（日）　各1単位 岩手
28日17:15　29日9:00
第21回 安比夏季セミナー
岩手医科大学大学整形外科
西田 淳　Tel.019-651-5111

8/28（土）　16:20　1単位 北海道
第12回 北海道整形外科手術フォーラム
エーザイ（株）
中村 稔
Tel.011-851-6171

11/25（木）19:30　1単位 新潟
第9回 新潟運動器QOL研究会
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

9/22（水）19:00　1単位 北海道
三木会学術講演会
旭川医科大学
研谷 智
Tel.0166-68-2511

9/18（土）7:30　1単位 岩手
第59回 東日本整形外科災害外科学会
学術集会モーニングセミナー
岩手医科大学整形外科学教室
西田 淳　Tel.019-651-5111

7/17（土）16:30　1単位 東京
関節診研究会
エーザイ（株）東京一部
草野 修一
Tel.03-3817-3751

7/15（木）19:10　1単位 長野
Summer Rheumatology Seminar in 
駒ヶ根
アボットジャパン（株）松本営業所
相良 和正　Tel.0263-36-7141

7/10（土）18:30　1単位 千葉
第15回 リウマチ薬物治療研究会
国立病院機構千葉東病院アレルギー・
膠原病科
松村 竜太郎　Tel.043-261-5171

7/10（土）17:00　1単位 埼玉
埼玉リウマチ・膠原病フォーラム
埼玉医科大学リウマチ膠原病科
秋山 雄次
Tel.049-276-1462

7/9（金）19:30　1単位 神奈川
Infliximab Seminar
田辺三菱製薬（株）横浜支店
渡辺 竜也
Tel.045-830-5921

7/9（金）19:45　1単位 埼玉
第55回 埼玉リウマチ研究会
エーザイ（株）
林 秀春
Tel.049-245-6321

7/22（木）19:10　1単位 長野
Summer Rheumatology Seminar in 諏訪
アボットジャパン（株）松本営業所
相良 和正
Tel.0263-36-7141

7/22（木）19:45　1単位 神奈川
第7回 生物学的製剤治療研究会
田辺三菱製薬（株）横浜支店
加藤 恭子
Tel.045-472-2732

7/22（木）19:30　1単位 茨城
第7回 免疫疾患フォーラム
参天製薬（株）
関本 貴史
Tel.048-645-8701

7/21（水）20:00　1単位 神奈川
第18回 三浦半島リウマチ懇話会
ファイザー（株）
大竹 信直
Tel.045-474-3110

7/18（日）12:40　1単位 神奈川
第23回 日本臨床整形外科学会学術集
会ランチョンセミナー3
参天製薬（株）医薬事業部 リウマチ営業グループ
岡田 直美　Tel.06-6321-7068

7/17（土）17:00　2単位 神奈川
第62回 神奈川リウマチ医会
横浜市立大学付属市民総合医療セン
ターリウマチ膠原病セミナー
大野 滋　Tel.045-261-5656

7/28（水）19:30　1単位 埼玉
第11回 川越リウマチ懇話会
参天製薬（株）医薬事業部 リウマチ営業グループ
岡田 直美
Tel.06-6321-7068

7/27（火）20:00　1単位 神奈川
第2回 横浜リウマチ・膠原病研究会
医療法人社団慶進会慶宮医院
宮地 清光
Tel.045-501-5361

7/27（火）19:45　1単位 東京
第36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（株）押上営業所
小池 範和　Tel.03-3829-3171

7/23（金）19:00　2単位 埼玉
第1回 バイオクリニカルカンファレンス
エーザイ（株）川越コミュニケーションオフィス
佐別當 裕
049-245-6321

7/28（水）19:30　1単位 千葉
松戸市整形外科医会教育研修会
エーザイ（株）千葉医薬五部
佐藤 庄平
Tel.047-366-1501

7/29（木）19:20　1単位 神奈川
第5回 横浜リウマチ・関節の外科研究会
参天製薬（株）医薬事業部 リウマチ営業
グループ
岡田 直美　Tel.06-6321-7068

7/29（木）19:00　2単位 埼玉
埼玉県整形外科医会 学術講演会
エーザイ（株）大宮コミュニケーションオフィス
紋谷 洋志
Tel.048-647-9961

9/10（金）19:00　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー
武田薬品工業（株）前橋営業所
鈴木 誠一
Tel.027-230-8081

9/9（木）20:00　1単位 埼玉
第35回 見沼リウマチ懇話会
大正富山医薬品（株）東京第2支店
冨永 大二郎
Tel.090-5997-7124

9/8（水）20:00　1単位 東京
第25回 城北リウマチ研究会
科研製薬（株）東京支店
宇田川 浩邦
Tel.03-5950-1121

9/6（月）19:45　1単位 神奈川
小田原リウマチセミナー
エーザイ（株）神奈川医薬六部
石神 佳紀
Tel.0465-222-1021

9/3（金）19:00　2単位 栃木
第25回 栃木リウマチ研究会
中外製薬（株）
小俣 敦
Tel.028-623-4681

9/25（土）19:00　1単位 千葉
第3回 リウマチバイオセミナ－
中外製薬（株）
胡間 大輔
Tel.047-363-8585

9/18（土）17:30　1単位 千葉
第20回 千葉膠原病セミナー
旭化成ファーマ（株）
後藤 将志
Tel.043-221-2626

9/16（木）19:30　1単位 埼玉
埼玉県整形外科医会学術講演会（第15回）
日本臓器製薬（株）さいたま営業所
安住 哲
Tel.048-640-6441

9/11（土）17:10　1単位 長野
アダリムマブ北信地区学術講演会
厚生連篠ノ井総合病院リウマチ膠原病セ
ンター
鈴木 貞博　Tel.026-292-2261

9/11（土）12:00　1単位 埼玉
第20回 日本脊椎関節炎学会・学術集会
ランチョンセミナー
順天堂越谷病院内科
高田 千代　Tel.048-975-0321

10/23（土）18:00　1単位 長野
第49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
山崎 秀
Tel.0263-28-3003

10/2（土）16:05　1単位 東京
第6回 「リウマチと感染症」研究会
大正富山医薬品（株）学術研修センター
石黒 一彦
Tel.03-3985-1142

9/30（木）20:00　1単位 埼玉
第7回 埼玉西部リウマチ性疾患研究会
埼玉医科大学リウマチ膠原病科
三村 俊英
Tel.049-276-1462

9/25（土）18:00　1単位 東京
第13回 城東RAカンファレンス
田辺三菱製薬（株）営業本部レミケード部
関口 和男
Tel.03-3647-1213

9/25（土）17:00　1単位 東京
第7回 東京リウマチトータルマネジメント
研究会
エーザイ（株）
村田 恵美　Tel.03-3817-3862

10/20（水）19:45　1単位 東京
第13回 東京リウマチ膠原病研究会
旭化成ファーマ（株）押上営業所
中村 洋
Tel.03-3829-3171

10/29（金）18:00　2単位 茨城
第16回 茨城リウマチ
旭化成ファーマ（株）
大山 洋一
Tel.029-855-1988

9/11（土）17:00　1単位 岐阜
第34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

9/9（木）19:25　1単位 三重
第1回 三重リウマチ合併症フォーラム
鈴鹿医療科大学
細井 哲
Tel.059-383-9591

8/29（日）11:20　1単位 福井
第17回 福井県リウマチケア研究会
福井総合病院
林 正岳
Tel.0776-59-1300

8/28（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（株）東海支店浜松営業所
河合 麻幾
Tel.053-455-1231

8/28（土）17:00　1単位 岐阜
第21回 岐阜リウマチ研究会
ファイザー（株）
竹内 一哲
Tel.058-252-4461

7/31（土）15:05 16:30 各1単位 静岡
第20回 静岡県東部リウマチ膠原病医会
定例学術講演会
大塚製薬（株）静岡支店沼津出張所
上野 直樹　Tel.055-926-6363

7/29（木）19:00　1単位 三重
三重関節リウマチフォーラム
田辺三菱製薬（株）
長田 博司
Tel.059-221-1760

7/28（水）19:30　1単位 富山
富山サイトカインセミナー
富山大学医学部整形外科
松下 功
Tel.076-434-7353

7/17（土）15:40　1単位 愛知
第5回 海部・津島リウマチ疾患研究会
エーザイ（株）名古屋コミュニケーションオ
フィス
安積 克郎　Tel.052-931-1315

7/16（金）19:45　1単位 福井
第6回 嶺南リウマチ研究会
武田薬品工業（株）
後藤 藍
Tel.0776-22-8160

9/25（土）18:30　1単位 富山
第5回 富山リウマチ・トータルマネジメン
ト研究会
エーザイ（株）富山医薬部
渡辺 崇　Tel.076-432-9530

9/19（日）13:50 18:00 各1単位 愛知
第9回 日本リウマチ実地医会
参天製薬（株）リウマチ営業グループリウ
マチマーケティングチーム
荒山 孝洋　Tel.06-6321-7068

9/18（土）18:00　1単位 静岡
第16回 静岡リウマチ治療研究会
ファイザー（株）
川村 義信
Tel.053-451-5375

9/11（土）19:00　1単位 愛知
藤田保健衛生大学整形外科同門会セミナー
藤田保健衛生大学医学部整形外科学医局
石川 容子
Tel.0562-93-2169

9/11（土）15:00　2単位 兵庫
運動器疾患/骨・関節フォーラム 神戸会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2617

9/11（土）17:00　1単位 大阪
第6回 中河内エタネルセプト研究会
医真会八尾リハビリテーション病院
濱野 照明
Tel.072-941-5333

9/11（土）17:30　1単位 京都
第13回 比叡RAフォーラム
京都大学医学部整形外科学教室
川内 清智
Tel.075-751-3366

9/8（水）19:30　1単位 大阪
第10回 大阪リウマチ関節外科ゼミナール
大阪大学医学部整形外科
竹内 彩子
Tel.06-6879-3552

9/4（土）17:00　1単位 大阪
第5回 北摂関節外科研究会
大阪医科大学整形外科
中島 幹雄
Tel.072-683-1221

8/21（土）19:00　1単位 大阪
第10回 膠原病症例検討会
参天製薬（株）
多田 正則
Tel.06-6321-7382

8/21（土）16:30　2単位 大阪
第10回 阪和リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）堺第二営業所
池添 彰人
Tel.072-254-3276

8/21（土）18:00　1単位 京都
第7回 KZ-RA Update研究会
ファイザー（株）
原田 和彦
Tel.075-315-5721

8/7（土）18:00　1単位 兵庫
第3回 膠原病セミナーinKOBE
神戸大学大学院医学研究科
笠木 伸平
Tel.078-382-5111

8/7（土）18:00　1単位 兵庫
第14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

8/21（土）19:00　1単位 兵庫
第4回 神戸西リウマチ性疾患連携の会
神戸大学病院
柱本 照
Tel.078-382-5680

8/7（土）14:30 15:30 16:45 17:45 各1単位 大阪
第20回 大阪リウマチカンファレンス
参天製薬（株）大阪抗リウマチ薬チーム
村田 紀和
Tel.06-6321-7382

7/31（土）19:00　1単位 大阪
第5回 24884会
エーザイ（株）大阪コミュニケーションオフィス
遠藤 健一
Tel.080-1107-9910

7/31（土）17:00　1単位 大阪
第39回 大阪整形外科症例検討会
参天製薬（株）大阪抗リウマチ薬チーム
オフィス
吉田 公彦　Tel.06-6321-7382

九州・沖縄

9/25（土）19:00　1単位 岡山
第269回 岡山県臨床整形外科医会研修会
竜操整形外科病院
角南 義文
Tel.086-273-1233

9/11（土）18:00　2単位 広島
第129回 備後整形外科医会学術講演会
寺岡記念病院整形外科医局
小坂 義樹
Tel.0847-52-3140

8/28（土）19:00　2単位 広島
第41回 広島リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）
橋本 光次
Tel.082-222-5653

7/17（土）15:00　3単位 宮崎
第21回 宮崎リウマチ医の会
旭化成ファーマ（株）宮崎営業所
長友 哲也
Tel.0985-28-2736

7/15（木）19:30　1単位 長崎
第11回 県北骨代謝研究会
帝人ファーマ（株）福岡支店長崎営業所
西川 慎一郎
Tel.095-826-6270

7/1（木）19:00　2単位 長崎
第10回 長崎県央地区リウマチセミナー
中外製薬（株）長崎オフィス
長村 理沙
Tel095-825-4772

7/15（木）20:00　1単位 大分
第95回 大分県リウマチ懇話会
ファイザー（株）大分営業所
瀧本 浩史
Tel.097-534-5100

7/31（土）16:00　2単位 福岡
第16回 福岡県リウマチ医の会
参天製薬（株）医薬事業部リウマチ営業
グループ
岡田 直美　Tel.06-6321-7068

7/24（土）17:00　1単位 熊本
第3回 トシリズマブ適正使用講演会
熊本整形外科病院
本田 五男
Tel.096-366-3666

7/22（木）19:20　1単位 熊本
第28回 熊本膠原病研究会
熊本大学大学院生命科学研究部運動骨
格病態学
水田 博志　Tel.096-373-5226

7/20（火）20:00　1単位 沖縄
那覇整形外科リウマチセミナー
ファイザー（株）
吉里 英生
Tel.092-281-7031

7/9（金）19:00　1単位 北海道
第13回 道南関節リウマチ・膠原病懇話
会
旭化成ファーマ（株）医薬札幌支店
加藤 正憲　Tel.0138-31-6701

9/11（土）14:30　1単位 埼玉
第20回 日本脊椎関節炎学会・学術集会
順天堂越谷病院内科
高田千代
Tel.048-975-0321

9/17（金）〜18（土） 各1単位 岩手
17日 08:15 09:15 18日 14:10
第59回 東日本整形外科災害外科学会学術集会
岩手医科大学整形外科学教室
西田 淳　Tel.019-651-5111

7/9（金）19:50　1単位 佐賀
第10回 佐賀リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）
前田 知己
Tel.0952-22-7811

7/27（火）19:30　1単位 福岡
第10回 筑豊膠原病研究会
参天製薬（株）医薬事業部リウマチ営業
グループ
岡田 直美　Tel.06-6321-7068

7/2（金）20:00　1単位 茨城
第7回 茨城リウマチケア研究会
エーザイ（株）水戸コミュニケーションオフィス
川島 文明
Tel.029-224-8131

7/8（木）19:00　1単位 茨城
第6回 取手リウマチ懇話会
ファイザー（株）
成見 公一
Tel.029-851-6971

7/7（水）19:00　2単位 神奈川
第9回 横浜関節疾患研究会
横浜市立大学医学部整形外科
熊谷 研
Tel.045-787-2655

7/3（土）19:00　1単位 栃木
栃木リウマチネットワーク講演会
エーザイ（株）
北山 純
Tel.028-625-6221

7/2（金）20:00　1単位 栃木
第19回 栃木膠原病と腎カンファランス
旭化成ファーマ（株）
山本 順一
Tel.028-636-9162

8/7（土）18:30　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー（2010年:8月）
ブリストル・マイヤーズ（株）
佐藤 順一
Tel.027-328-1310

8/6（金）20:00　1単位 長野
アダリムマブ学術講演会in中信
アボットジャパン（株）松本営業所
相良 和正
Tel.0263-36-7141

8/6（金）19:45　1単位 千葉
第12回 東葛リウマチ医会
富田医院
富田康之
Tel.04-7165-8887

8/7（土）16:15　1単位 東京
第15回 臨海リウマチ性疾患談話会
昭和大学病院
笠間 毅
Tel.03-3784-8000

8/25（水）19:30　2単位 埼玉
第6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

7/10（土）17:00　1単位 愛知
第57回 東海膠原病研究会
旭化成ファーマ（株）医薬品名古屋支店
学術グループ
昆布 恭一　Tel.052-262-4513

7/2（金）19:00　1単位 静岡
IL-6阻害薬研究会2010
中外製薬（株）東海営業部沼津新薬室
下田 賢
Tel.055-964-0390

東海・北陸

11/20（土）15:00　1単位 長野
長野県南整会
田中病院
福井 秀義
Tel.0265-78-3555

7/3（土）16:30　2単位 兵庫
第6回 兵庫骨粗鬆症懇話会
兵庫医科大学篠山病院整形外科
楊 鴻生
Tel.079-552-1181

近畿

10/30（土）18:00　1単位 愛知
平成22年度秋季名古屋市立大学整形外
科開業医会講演会
守山整形外科
高橋 浩成　Tel.052-739-2525

10/23（土）16:00　1単位 愛知
東海地区整形外科教育研修会（第42回）
藤田保健衛生大学医学部
石川 容子
Tel.0562-93-2169

9/15（水）20:00　1単位 大阪
第15回 大阪RAフォーラム
田辺三菱製薬（株）大阪支店医薬部学術部
南雲 成一郎
Tel.06-6205-5136

9/16（木）19:10　1単位 大阪
第18回 大阪関節疾患学術講演会
近畿大学医学部整形外科
浜西 千秋
Tel.072-366-0221

10/16（土）17:20　1単位 大阪
豊中市医師会整形外科医会・秋季学術
講演会
エーザイ（株）北大阪CO
三宅 潔　Tel.06-6831-5222

9/18（土）19:00　1単位 奈良
第5回 NARA Meeting
中外製薬（株）大阪南営業所奈良オフィス
髙久 優
Tel.0742-33-6011

8/27（金）20:00　1単位 福岡
近藤リウマチクリニック・整形外科クリニック
近藤 正一
Tel.092-762-2380

8/2（月）19:30　1単位 沖縄
第13回 沖縄リウマチ医の会
参天製薬（株）医薬事業部リウマチ営業
グループ
岡田 直美　Tel.06-6321-7068

8/25（水）19:00　1単位 宮崎
整形外科のためのリウマチ研究会
獅子目整形外科医院
獅子目 賢一郎
Tel.0985-39-1052

8/28（土）16:00　1単位 福岡
第29回 福岡県リウマチのケア研究会
エーザイ（株）九州エリア
桜井 克之
Tel.093-551-5281

7/24（土）16:30　1単位 大阪
第16回 なにわリウマチフォーラム
参天製薬（株）医薬事業部リウマチ営業
グループ
岡田 直美　Tel.06-6321-7068

7/10（土）16:20　2単位 兵庫
第10回 骨粗鬆症セミナー
帝人ファーマ（株）
福山 智之
Tel.078-261-9851

7/10（土）17:10　1単位 滋賀
Arthritis Forum in Shiga
中外製薬（株）
山村 信之
Tel.077-552-9935

7/1（木）19:00　1単位 鳥取
鳥取県臨床整形外科医会学術講演会
鳥取大学医学部保健学科
萩野 浩
Tel.0859-38-6308

中国・四国

7/16（金）19:15　1単位 岡山
第7回 美作地区リウマチの会
田辺三菱製薬（株）岡山第二営業所
弘中 大策
Tel.086-232-2402

7/22（木）20:15　1単位 岡山
第1回 OKAYAMAリウマチネットワーク講演会
ファイザー（株）リウマチ事業本部西日本
営業部中国第二営業所
村上 敬司　Tel.086-223-7300

9/22（水）19:00　1単位 大分
第4回 二豊リウマチフォーラム
川嶌整形外科医院
川嶌 眞之
Tel.0979-24-0464

9/11（土）17:00　2単位 鹿児島
第21回 鹿児島リウマチ医の会
参天製薬（株）鹿児島医薬チームオフィス
中西 幸一
Tel.092-411-0119

9/10（金）19:30　1単位 熊本
第2回 熊本赤十字病院地域連携の会

（整形外科）
エーザイ（株）
榮田 修之　Tel.096-356-2611

10/1（金）19:45　1単位 熊本
第3回 熊本リウマチ性疾患勉強会
熊本大学医学部付属病院膠原病内科
星乃 光有
Tel.096-344-2111

7/17（土）16:20　2単位 大阪
RA Sunriseフォーラム大阪 特別企画
中外製薬（株）大阪支店
奥田 裕子
Tel.06-6350-6360

7/8（木）19:40　1単位 神奈川
The 8TH 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

7/8（木）19:40　1単位 神奈川
第7回 SAGAMI OSTEOPOROSIS研
究会
万有製薬（株）中日本営業部
松島 宏和　Tel.080-5181-7522

8/26（木）19:30　1単位 千葉
第14回 南総リウマチ研究会
よねもと整形外科
米本 光一
Tel.0475-40-1065

8/28（土）12:00　2単位 東京
第39回 リウマチの外科研究会

（株）ADKメディカル事業室
武藤 圭子
Tel.03-3547-2533

7/11（日）11:30　1単位 石川
第39回 北陸リウマチ・関節研究会
科研製薬（株）金沢営業所
定国 光宏
Tel.076-263-2211

7/10（土）18:30　1単位 愛知
第1回 三河地区トシリズマブ研究会
中外製薬（株）岡崎オフィス
小辻 勝美
Tel.0564-24-3191

7/28（水）19:45　1単位 大阪
南大阪リウマチ治療研究会
エーザイ（株）
加茂 佳之
Tel.06-6448-9008

8/4（水）18:30　2単位 広島
第1回 RAトータルケアフォーラム
エーザイ（株）広島コミュニケーションオフィス
厚東 裕幸
Tel.082-244-1212

8/21（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

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2617

7/24（土）15:20　2単位 兵庫
第30回 兵庫県リウマチ登録医の会（リウ
マチ医の会）学術講演会
参天製薬（株）医薬事業部リウマチ営業グループ
岡田 直美　Tel.06-6321-7068

関東甲信越

9/11（土）17:00　1単位 東京
多摩アダリムマブ研究会
エーザイ（株）
吉田 量哉
Tel.042-367-9300

8/7（土）17:40　1単位 愛知
第23回 東三河リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）岡崎第二営業所
嶋田 嘉典
Tel.0564-58-8402

9/11（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
中島 幹雄　Tel.072-683-1211

9/11（土）15:00　2単位 兵庫
運動器疾患/骨・関節フォーラム 神戸会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2617

7/2（金）19:45　1単位 茨城
第6回 常陸リウマチ治療研究会
田辺三菱製薬（株）水戸営業所
大亀 淳
Tel.029-226-6601

7/7（水）20:00　1単位 愛知
第10回 藤田保健衛生大学整形外科教
育研修会
久光製薬（株）名古屋支店
松井 和也　Tel.052-761-3111

7/3（土）16:00　2単位 和歌山
和歌山臨床RAフォーラム（第24回）
那智勝浦町立温泉病院
木浦 賀文
Tel.0735-52-1055

7/6（火）20:00　1単位 岡山
第7回 岡山リウマチ医のための肺障害研
究会
エーザイ（株）
大音 猛　Tel.086-254-1811

7/2（金）19:00　1単位 熊本
人吉市・球磨郡医師会学術講演会
アステラス製薬（株）南九州支店熊本支
店熊本第二営業所
中村 秀樹　Tel.096-212-6780
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リウマチ教育研修会を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）

平成22年度リウマチ教育研修会　開催予定

地区名 開催日 開催場所 世話人

岩　手 10/31（日）
盛岡市
ホテルメトロポリタン盛岡本館

嶋村　正 教授　岩手医科大学　整形外科学講座

埼　玉
平成 23 年
1/23（日）

さいたま市
大宮ソニックシティ

織田　弘美 教授　埼玉医科大学　整形外科学講座 

静　岡
平成 23 年
1/16（日）

浜松市
アクトシティ浜松　コングレスセンター

小川　法良 講師　浜松医科大学第三内科　宮本　繁仁　院長　みやもと医院

滋　賀
平成 23 年
1/16（日）

大津市
県立県民交流センター　ピアザ淡海

松末　吉隆 教授　滋賀医科大学　整形外科 

山　口
平成 23 年
3/13（日）

山口市
山口グランドホテル

田中　浩 準教授　山口大学大学院　医学系研究科　整形外科学

熊　本 12/5（日）
熊本市
崇城大学市民ホール　（熊本市民会館）

束野　通志 副院長　熊本整形外科病院

リウマチ教育研修会及びリウマチの治療とケア研修会に参加ご希望の方は、事前申込が必要です。申込先等につきましては、次号より順次掲載します。また、ホームページ「リウマ
チ情報センター」にはプログラム等が決まり次第詳細を掲載します。

4 月 10 日（土），第 3 回群馬県リウ
マチ登録医・実地医家の会がホテルメ
トロポリタン高崎を会場に開催されま
した。

群馬県リウマチ登録医・実地医家の
会は，2008 年 4 月に群馬県内のリウ
マチ診療に携わる専門医，実地医家な
らびにコメディカルを対象に，最新の
情報提供，診療連携を推進することを
目的に発足しました。

第 3 回目となる今回は，第一セッ
ションでは生物学的製剤の治療の実際

という視点から，群馬大学整形外科　
米本由木夫氏ならびに医療法人井上病
院　整形外科　櫻井武男氏の 2 名に講
演いただいた。

講演では，抗 TNF 製剤二次無効に
対する薬剤選択について，また，発売
2 年を向かえるアダリムマブを中心と
した 6 ヵ月以上の継続例での治療成績
の報告がなされた。

第二セッションでは，東京医科歯科
大学大学院 医歯学総合研究科教授 宮
坂信之氏より「関節リウマチの早期診

断・早期治療の重要性」と題して講演
いただいた。講演の中では関節リウ
マチの治療の変遷，RA 治療における
MTX の重要性さらに ACR/EULAR
の新しい RA 診断基準等の多岐にわた
る視点から RA 治療における早期診
断，早期治療の重要性が示された。

今後，当研究会は医師の発表・講演

に加え，看護師の発表の場を設け「RA
診療のトータルマネジメント」との観
点から，医師と看護師が情報交換を行
う研究会として運営していくことにな
りました。
報告　財団法人日本リウマチ財団
 企画運営委員会委員
 井上　博

第 3 回群馬県リウマチ登録医・
実地医家の会 開催される

平成 22 年 4 月 10 日
於：ホテルメトロポリタン高崎（高崎市）

研 究 会
レ ポ ート

左から高岸憲二 氏　宮坂信之 氏　井上博 氏　櫻井武男 氏

平成22年度リウマチの治療とケア研修会　開催予定

開催地区名 開催日 開催場所 世話人 申込先

北海道･東北 10/3（日）
盛岡市　　　　　　　　
いわて県民情報交流セン
ター（アイーナ）

嶋村　正　教授
岩手医科大学　整形外科学講座

岩手医科大学整形外科学講座　田島克巳先生
〒 020-8505　岩手県盛岡市内丸 19-1
必要事項を記載し、必ず返信用封筒（80 円切手貼付、送付先記入）
を同封の上お申し込み下さい。

関東・甲信越 11/14（日）
東京都千代田区
ベルサール飯田橋

 川合 眞一　教授
東邦大学医療センター大森病院 膠原病科

日本リウマチ財団　事務局
① FAX：03-3946-7500
② E-mail：kenshukai@rheuma-net.or.jp

 東海・北陸 9/12（日）
富山市
ボルファートとやま

木村 友厚　教授
富山大学　医学部整形外科

（株）レディオコム内
「東海・北陸地区　リウマチの治療とケア研修会」事務局
①郵送 〒 101-0047 東京都千代田区内神田 2-7-10 松楠ビル 7F
② web 申込み http://radiocom.co.jp/toyama2010/

近　　畿
平成 23 年
2/12（土）

大阪市
大阪・毎日新聞ビル
オーバルホール

行岡 正雄　院長
行岡病院

中国・四国 7/17（土）
広島市
広島国際会議場

山名 征三 理事長
東広島記念病院　リウマチ・膠原病センター

東広島記念病院　リウマチ・膠原病センター　廣川耕三氏
① FAX：082-423-7710
②郵送：〒 739-0002　広島県東広島市西条町吉行 2214

九　　州  11/21（日）
鹿児島市
鹿児島県医師会館

松田 剛正　院長
鹿児島赤十字病院

日本コンベンションサービス（株）竹内氏
① FAX：06-6221-5938
② E-mail: racare@convention.co.jp　

問合せ先：日本リウマチ財団　TEL：03-3946-3551

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
申込方法：参加ご希望の方は、「○○地区リウマチの治療とケア研修会申込」と記載し、必要

事項（①氏名 ②勤務先・科名または部署名 ③職種 ④所在地 ⑤電話番号 ⑥ファッ
クス番号）をご記入の上、各地区の申込先へ事前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
 当財団登録リウマチケア看護師単位、４単位

日本リウマチ学会専門医及び日本整形外科学会認定リウマチ医の単位については、各地区申
請を予定しています。

また、リハビリテーション学会の単位については、プログラムにより申請を予定しています。詳細
は、日本リウマチ財団リウマチ情報センターでみることができます。
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平成 21 年度（財）日本リウマチ財団事業報告
１. 調査・研究事業
調査研究事業については，前年度に引き続
きリウマチ性疾患の病因，治療，予防，疫学
等に関する広範な調査・研究の助成及びリウ
マチ薬の有用性の評価をするための臨床研究
等を行った。

（1）リウマチに関する調査・研究の助成 
	 リウマチ性疾患の病因，治療，予防，疫
学等に関する調査研究について 11 件

	 （うち 1 件は三浦記念リウマチ学術研究
賞），について各 100 万円の助成を行っ
た。（申請件数	35 件）

（2） 医学賞の平成 21 年度の授与と平成 22
年度授賞者の募集・選定

	 リウマチ学の発展・進歩に大きく寄与す
る独創的な研究を顕彰し，その継続を助
成することを目的とする「ノバルティス・
リウマチ医学賞」及び「アボットジャパ
ン・リウマチ性疾患臨床医学賞」の授賞
者各１名に対し，賞金各 300 万円を交付
した。平成 21 年度の受賞者は次のとお
りである。
① ノバルティス・リウマチ医学賞
受	賞	者　塩沢	俊一	神戸大学大学院

医学研究科	内科学講座	免
疫感染内科学	教授

研究課題　関節リウマチの新規治療薬	
c-Fos	/	AP-1	阻害薬の開発
研究

②アボットジャパン・リウマチ性疾患臨
床医学賞
受	賞	者　川合	眞一	東邦大学医学部

内科学講座（大森）膠原病
科	教授

研究課題　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

平成 22 年度これら各医学賞について，募
集の告知を行い，次のとおり応募申請があっ
た。
ノバルティス・リウマチ医学賞　2	件
アボットジャパン・リウマチ性疾患臨床医
学賞　3	件

（3） 日本リウマチ財団・ワイス国際賞の平成
20 年度（第 8 回）の授与
国際的にリウマチ性疾患及び関連疾患の予
防，原因究明，治療方法の進歩，確立等に著
しく貢献していると認めた研究を顕彰・助成
することを目的とする日本リウマチ財団・ワ

イス国際賞の受賞者に対し，次のとおり賞金
総額 500 万円を交付した。

受	賞	者	 ジャン・ミシェル・ダイヤー
スイス・ジュネーブ大学医
学部名誉教授
ウィリアム・Ｐ・アレンド	
米国コロラド大学医学部リ
ウマチ科部長	教授

研究題目	インターロイキン１（IL-1）
の発見と臨床応用。

ワイス国際賞は，平成 13 年度日本リウマ
チ財団・ワイス国際賞として始まったが，ワ
イス株式会社の都合で 20 年度をもって終了，
20年度授賞者に対し授賞を21年度行なった。

（4） 平成 21 年度（第 12 回）「日本リウマチ
財団柏崎リウマチ教育賞」の授賞
リウマチ性疾患に関する医学教育を通じ，

リウマチ学の進歩・発展に著しく貢献のあっ
た者を顕彰・助成することを目的とする「柏
崎リウマチ教育賞」の授賞を行った。

受賞者	 廣瀬	俊一	順天堂大学名誉
教授

賞　金	 100 万円
（5） 平成 21 年度「日本リウマチ財団リウマ

チ福祉賞」の授賞
リウマチ性疾患に悩む患者に対して永年に

わたる医学的又は社会的救済活動を通じて，
著しく貢献のあった個人又は団体を表彰する
ことを目的とするリウマチ福祉賞（記念盾，
賞金 20 万円）の授賞を行なった。

受	賞	者　茅原	聖治	龍谷大学短期大
学部非常勤講師

（1）三浦記念リウマチ学術研究賞	及び	（2）
から	（5）	の各賞については，平成 21 年 5 月
29 日，報道機関に，投げ込みにより広報を
した。
授賞式は，6月 4 日開催のリウマチ月間リ

ウマチ講演会の場において行った。ワイス国
際賞の受賞者は欠席であった。

２. 普及啓発事業
（1） 機関紙「日本リウマチ財団ニュース」の

発行
名　称：	日本リウマチ財団ニュース」

第 94 〜 99 号（4色刷り，12 頁）
部　数：各 5,100 部
配布先：賛助会員，登録医等，リウマチ

友の会，厚生労働省，都道府県，
報道機関等	

（2）「線維筋痛症診療マニュアル 2009」を
発行　
厚生労働省研究班の監修により「線維筋痛
症診療マニュアル 2009」を 5,000 部発行した。

（3）平成 21 年度リウマチ月間用ポスターの
印刷・配布
制作数：リウマチ月間 12,454 部，リウ

マチ月間リウマチ講演会 5,754
部

配布先：保健所，市町村保健センター，
医療機関，患者団体等

（4）平成 21 年度リウマチ月間リウマチ講演
会の開催
リウマチ性疾患に関する正しい知識を一般
に普及するとともに，リウマチ性疾患の制圧
を推進するための啓発運動の一環として実施
した。
日　時	 平成 21 年 6 月 4 日（木）
	 午後１時〜 3時 20 分
会　場	 丸ビルホール
	 東京都千代田区丸の内	2-4-1
後　援	 厚生労働省　日本医師会　日

本リウマチ学会　日本リウマ
チ友の会

参加者　300 人		　　	　
（5） 医療保険委員会（委員長 井上 博 井上病

院理事長）において，リウマチ医療診療
報酬上の問題点等を検討，「関節リウマ
チ治療薬アバタセプトの早期承認につい
て」，「リウマチ診療について」，「リウマ
チ医療の診療報酬等に関する要望につい
て」厚生労働省へ要望書を提出した。

（6）リウマチ情報センターの運営
医療情報委員会（委員長　高林克日己	千
葉大学医療情報部教授）において，インター
ネットホームページによる情報の提供を実施
した。
プロバイダー　富士通インターネットサー
ビス
サーバー　スターティア株式会社
ホームページアドレス　http://www.
rheuma-net.or.jp/
電子メールアドレス　inform@rheuma-
net.or.jp
平成 21 年度中訪問数　630,854 件

３. 教育研修事業
（1） 教育研修委員会（委員長　山本一彦　東

京大学教授）において，リウマチ登録医
とリウマチ診療に従事する医師等を対象
に中央研修会のほかに 6 地区の教育研
修会を実施，参加者数延べ 451 人であっ
た。

（2） リウマチのトータルマネジメント推進の
ためリウマチの治療とケア研修会及びケ
アフォーラムを開催した。
①リウマチのケア研究委員会（委員長　
山本純己一番町リウマチクリニック顧
問）において，保健，医療，介護，福祉，
行政等に従事する者を対象に全国 6地
区でリウマチの治療とケア研修会を開
催，参加者数延べ1,208人であった。（資
料－ 16 〜 20 頁）	

②ＲＡトータルマネジメント研究会（委
員長　山本純己	一番町リウマチクリ
ニック）と共催し，各地区のリウマ
チのケア研究活動の成果に関し，RA
トータルマネジメントフォーラムを開
催した。（資料－ 20 〜 21 頁）

（3）リウマチ医（登録医）の会の開催
「都道府県リウマチ登録医の会の指定につ
いて（平成 3年運営委員会決定）」に基づき，
リウマチ登録医等リウマチ診療医を対象に研
究及び研修を実施した。
8道県，2地区で延べ 14 回開催した。

（4） インターネットを利用した e ラーニング
の教材として第 3 弾「関節診察法と関
節注射」（監修　狩野庄吾 日本リウマチ
財団理事）を作成した。

（5） 財団主催以外の教育研修会についても，
一定の条件の下に審査のうえ，単位の
認定を行った。平成 21 年度認定件数は
574 件である。

（6） 若い優れたリウマチ専攻医を海外に研修
のため派遣した。
派遣人員：米国	6 人，スイス	1 人，フィ

ンランド	1 人
	 計	8 人（応募者		15 人）
奨学金：各人 60 万円

（7）日欧リウマチ外科交換派遣医選考委員
会（代表世話人 越智隆弘 大阪警察病院
院長）において，日欧リウマチ外科交換
派遣医制度要綱に基づき，欧州へ 2 名
研修医を派遣した。

（8） リウマチ病学テキストについては，20
年度に引き続き，作成作業を進めた。出
版社より平成 22 年 6 月頃，出版予定で
ある。

４. 登録医等養成事業
①登録医審査委員会（委員長　腰野富久	
横浜市立大学名誉教授）において，平
成 21 年度新規登録医の審査登録と登

録医更新者の審査更新及び平成 22 年
度の新規登録医と登録医更新の申請受
付を行った。

②	登録医名簿の発行
名　称：	財団法人日本リウマチ財団登

録医名簿（平成 21 年 6 月 1 日
現在）

登録医数　3,679 名
部　数：全国版 4,000 部，地区別 120 〜

350 部
配布先：登録医，保健所，市町村保健セ

ンター，患者団体，希望する
患者等

５. リウマチケア専門職制度検討会　
リウマチケア専門職制度検討会（委員長　
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）において看護師を対象とし日
本リウマチ財団リウマチケア看護師制度につ
いて検討を重ね，（財）日本リウマチ財団登
録リウマチケア看護師制度規則等を制定し，
平成 22 年度より施行することとした。

６. 災害時リウマチ患者支援事業
6 地区で開催をしているリウマチの治療と
ケア研修会開催時に災害時リウマチ患者支援
事業参画医療機関による打合せ会を開催し
た。3 月 23 日には災害時リウマチ患者推進
委員会を開催し，各地区での問題点について
改善策を次年度において委員会を再構築した
上で検討することとなった。
	
７. 法人賛助会員との懇談会を開催　
12 月 8 日経団連会館において法人賛助会
員との懇談会を開催した。

８. 関連団体等への助成
次の各事業に対して助成を行った。
日本リウマチ友の会
臨床試験治療研究助成

９. 後援名義の使用承認
次の事業に対して後援名義の使用承認を
行った。
熊本リウマチのケア研究会
日本リウマチ友の会創立 50 周年記念大会

10. 理事会等の開催状況
（1）理事会
第 47 回理事会
開催年月日	平成 21 年 6 月 23 日（火）

午後 3時〜 3時 40 分
開催場所	 学士会館　東京都神田錦町

3-28
出席者数	 理事 14 名　監事 2名　　
議　　題	 第 1 号議案
	 平成 20 年度事業報告に関

する件
第 2号議案	平成 20 年度決算に関する

件
第 48 回理事会
開催年月日	平成 22 年 3 月 23 日（火）

午後５時〜 5時 40 分
開催場所	 学士会館　東京都神田錦町

3-28
出席者数	 理事 14 名　監事 2名
議　　題	 第 1 号議案　平成 21 年度

収支予算の補正に関する件
　　　　　　　

第 2号議案	平成 22 年度事業計画に関
する件

第 3号議案	平成 22 年度収支予算に関
する件

第 4号議案	評議員の選出に関する件
第 5号議案	公益財団法人への移行に関

する件
（2）評議員会
第 46 回評議員会
開催年月日	平成 21 年 6 月 23 日（火）

午後 3時 40 分	〜	4 時
開催場所	 学士会館　東京都神田錦町

3-28
出席者数	 評議員 28 名　監事 2 名　

　
議　　題	 第 1 号議案　平成 20 年度

事業報告に関する件
第 2号議案	平成 20 年度決算に関する

件
第 47 回評議員会
開催年月日	平成 22 年 3 月 23 日（火）

午後 5時 40 分〜	6 時 10 分
開催場所	 学士会館　東京都神田錦町

3-28
出席者数	 評議員 28 名　監事 2名
議　　題	 第 1 号議案　平成 21 年度

収支予算の補正に関する件
第 2号議案	平成 22 年度事業計画に関

する件
第 3号議案	平成 22 年度収支予算に関

する件
第 4号議案	理事の選出に関する件
第 5号議案	公益財団法人への移行に関

する件
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日本国内における医師数は約 29 万人，
このうち約 18% が女性医師である。しか
し，日本の統計は就業実態を問うことなく
医師免許所有者をすべて医師数に含め
ており，実際にフルに従事しているものは
21 万 5 千人にすぎない。女性医師が増
えているものの，結婚，出産，子育てなど
と医療とを両立させる環境が整っていな
い場合も多く，結果として臨床の現場に

復帰できずに家庭に入ってしまうケースも
ある。次号の特別企画で取り上げる加古
川病院の場合，当直や救急の勤務に関し
て育児中の女性医師は免除されていた。
昼間の勤務時間内は集中して，きっちり
外来病棟などを見てくれていれば，フルタ
イムでなくとも大きな戦力となっていた。

私が所属する日本赤十字社も女性職
員の多い職場であり，仕事と子育ての両
立を支援する制度を充実し，優秀な人
材の確保，とりわけ医師や看護師の確保
に取り組むことは重要かつ有効な方策で
あるという考えから，国より2 年遅れたが，

育児休業規程を改正した。この育児短
時間勤務制度によると，部分休業等の対
象となる子の年齢は 3 歳から小学校就
学前までの子というように期間も延長され
た。勤務形態も1 週間のうち 5日におい
て 1日につき4 時間または 5 時間，あるい
は 1 週間のうち 3日において 1日勤務な
どが認められるようになった。

日本医療機能評価機構の審査でも，女
性専用の当直室やパウダールームなど女
性医師への配慮が上げられている。育
児を支援する仕組みとして，職員はもちろ
んのこと嘱託医でも，育児休暇が取れる

ように，そして敷地内に設けられた保育
所へ子供を預けて働ける環境が大切な
点だろう。子育てのために退職してしまう
と日進月歩の臨床の現場では，再教育が
必要となる。しかし，育児短時間勤務制
度を活用すれば，現場を離れる期間が短
くなり，遅れを感じることも少ないのでは。
病院の規模によっては大変かもしれない
が，医師不足の対策の一つとして女性医
師の待遇改善を図るべきである。

（羽生 忠正）

平成 22 年度　新規リウマチ登録医（13 名）一覧

◇ 茨 城 県 ◇

 荻島 博
◇ 東 京 都 ◇

 鈴木 曉岳
 横江 勇
 上久保 和明

◇ 神 奈 川 県 ◇

 清水 潤
 中村 雄一郎
◇ 新 潟 県 ◇

 阿部 麻美
 大滝 恭弘

◇ 京 都 府 ◇

 保田 真吾
◇ 大 阪 府 ◇

 生駒 真也
 清水 義友

◇ 徳 島 県 ◇

 答島 章公
◇ 沖 縄 県 ◇

 張 同輝

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 22 年 5 月〜

山寺 民吉様

●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。

お知らせ

当財団設立以来 7 月末に開催しておりましたリウマチ中央教育研修会は諸般の
事情により本年度より取り止めとなりました。今年度からは 6 地区でのリウマチ教育
研修会のみの開催となります。

事務局だより

リウマチ登録医募集

財団では，平成 23 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 23 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）

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 23 年度資格更新
者に該当いたしますので，手続きを
お願いします。

◎昭和 62 年度，平成 2 年度，平成 5
年度，平成 8 年度，平成 11 年度，
平成 14 年度，平成 17 年度，平成
20 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。

平成 22 年度 日本リウマチ財団・海外派遣研修医

平成 22 年度の海外派遣研修医 9 名が決定しました。当財団では昭和 62 年度からリ
ウマチ性疾患の調査研究のため海外に研修医を派遣しています。今年度で 24 回とな
り221 名を派遣することになります。

研修国 氏名 所属機関 専門科目

米　国

片岡 浩 北海道大学病院第二内科 助教
内科
リウマチ科

山上 貴也
名古屋市立大学大学院医学研究科
整形外科 大学院生

整形外科

寺田 聡史 大垣市民病院整形外科 医師 整形外科

吉岡 克人
金沢大学附属病院整形外科
・脊椎脊髄外科 助教

整形外科

磯﨑 健男 昭和大学リウマチ膠原病内科 助教員外） リウマチ科

小川 寛恭 岐阜大学整形外科 大学院生 整形外科

ドイツ 玉井 克弥 奈良県立奈良病院整形外科 医長 整形外科

スイス 岩本 直樹
長崎大学大学院医歯薬総合研究科
リウマチ免疫病態制御学講座

内科
リウマチ科

スイス
英　国

永瀬 雄一
東京大学医学部附属病院整形外科
･脊椎外科 助教

整形外科

リウマチケア看護師研修会案内について

リウマチケア看護師を目指す看護師さん 
( 財 ) 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師を目指す皆さんのために

特別に下記の研修会を開催いたします
この機会をお見逃しなく、奮ってご参加ください
6単位（経過措置では研修会２回分）取得できますよ！！

⇒ 申込方法はホームページをご覧ください http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/

同封のポスターを貴院・貴クリニックの看護師にお渡し頂くか，御掲示頂き，周知にご協力願います。

（財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修会
開 催 日：平成 22年 8月 29日（日）　9：30～ 16：20

開催場所：都市センターホテル　3階コスモスホール　東京都千代田区平河町2－4－1
受講料：5,000 円　　単位取得証明書料：1,000円（6単位取得）

9:30 ～ 9:35 開会の挨拶 松本 美富士
  日本リウマチ財団リウマチケア専門職制度検討会 委員長
座長：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  
9:35 ～ 10:10 リウマチ性疾患の薬物療法と生活指導 岡　　寛
  聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター 准教授
10:10 ～ 10:45 リウマチケアにおける看護職の介入 澁谷 美雪
  TORAM NET グループ ケアマネージャー ( 看護師 )
10:45 ～ 11:20 リウマチ性疾患における生物学的製剤を含む先端医療
  松原　司  松原メイフラワー病院 院長
11:20 ～ 11:55 リウマチの手術療法 岡本 連三 大口東総合病院 顧問 ( 整形外科 )
  休憩（15分）
座長：西岡 久寿樹 東京医科大学医学総合研究所 所長
ランチョンセミナー
12:10 ～ 12:55 大規模災害とリウマチ患者 羽生 忠正 長岡赤十字病院 副院長
座長：松原　司 松原メイフラワー病院 院長
13:00 ～ 13:35 リウマチのリハビリテーション 村澤　章  新潟県立リウマチセンター 院長
13:35 ～ 14:10 リウマチ専門クリニックにおける医療連携とチーム医療
  近藤 正一 近藤リウマチ・整形外科クリニック 院長
14:10 ～ 14:55 看護コミュニケーションと看護倫理 東森 由香 ( 社 ) 日本看護協会看護研修学校 主任教員
  コーヒーブレイク（10分）
座長：村澤　章 新潟県立リウマチセンター 院長　
15:05 ～ 15:40 リウマチのマネジメントとケアおよび日本リウマチ財団の災害時リウマチ患者支援事業
  山本 純己 日本リウマチ財団リウマチのケア研究委員会 委員長
  災害時リウマチ患者支援事業推進委員会 委員長
  一番町リウマチクリニック 顧問
15:40 ～ 16:10 日本リウマチ財団リウマチケア専門職制度の創設の経緯と背景
  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
16:10 ～ 16:20 閉会の挨拶 森　眞一　日本リウマチ財団 専務理事

主　　　催： 財団法人 日本リウマチ財団
後援（予定）：社団法人日本医師会・一般社団法人日本リウマチ学会・
 社団法人日本整形外科学会・日本臨床リウマチ学会・
 社団法人日本看護協会・社団法人日本リウマチ友の会

（ 問合せ先 ）財団法人 日本リウマチ財団　事務局
〒170-0005 東京都豊島区南大塚 2-39-7　ヤマモト大塚ビル5F
TEL：03-3946-3551 FAX：03-3946-7500
E-mail：nursejrf@rheuma-net.or.jp（看護師専用）http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/
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