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（財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師を目指す看護師のための研修会が，去る8月29日，東京の都市セン

ターホテルで開かれた。リウマチケア看護師の登録申請をする際の要件の一つに，日本リウマチ財団が主催または認定

する教育研修会への出席が規定されており，本研修会はこの教育研修会に相当するもの。全国からリウマチケア看護師

を目指す看護師340名以上が集まり，10名の講師の約6時間にわたる講義に，ノートを取りながら熱心に聞き入っていた。

研修会は 4 つのセクションに分けて
行われ，セクション 1，セクション 2
およびランチョンセミナーでは，リウ
マチの薬物療法，手術療法，リハビリ
テーション，看護や，大規模災害時の
リウマチケアなどについて，8 題の講
義があった。（各講義の概要は，本記
事の抄録参照。）

最後のセクションでは，一番町リウ
マチクリニックの山本純己顧問による

「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災害時リウマチ患
者支援事業」と，藤田保健衛生大学の
松本美富士教授による「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」と題した講演が行われた。

今ではすっかり定着したトータルマ

ネジメントを提唱してきた山本顧問
は，関節リウマチ治療の 4 本柱（薬物
療法，リハビリテーション，手術，ケ
ア）だけでなく，それを支える基礎療
法の大切さを改めて解説し，治療の目
標はリウマチ患者の QOL の向上にあ
ることを述べた。そのためには，痛み
の緩和や機能障害の予防，修復といっ
た身体面のサポート，不安などに対す
る精神面のサポート，生物学的製剤の
使用などによる高額な医療費をカバー
する社会面のサポートが欠かせない。
医師，看護師，理学療法士，作業療法
士，MSW，薬剤師，ヘルパーといっ
た専門職がチームとして取り組み，患
者を加えた治療パラダイムの重要性が
説かれた。 （次ページに続きます）
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かになった患者が求める医療体制など
を報告した。また，日本リウマチ財団
のチーム医療に対するこれまでの取り
組みや，リウマチケア専門職の必要性
と，専門職制度導入により期待される
効果などについて述べた。

また，災害時リウマチ患者の支援事
業については，平成７年の阪神淡路大
震災を契機に災害時支援の重要性が認
識され，15 年には日本リウマチ財団
災害時リウマチ患者支援特別委員会
が，17 年には厚生労働省の指導を受
けて災害時リウマチ患者支援検討会が
設置されたこと，また，日本リウマチ
財団では，全国の医療機関に働きかけ
て，災害時支援協力機関ネットワーク
づくりに取り組み，全国で 600 近い医
療機関の参加が得られていることが紹
介された。

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でもある松本教授
は，わが国におけるリウマチ性疾患の
疫学像や実態と，アンケートから明ら

103 号の主な内容
● （財）日本リウマチ財団登録

リウマチケア看護師研修会が
開催される

● 第 1 回　「いまさら聞けないス
テロイドの薬効薬理」

● 新連載・画像クイズ
● 特別寄稿
 天気とリウマチ（前編）
● 第 17 回欧州小児リウマチ学会 

速報
● 日欧リウマチ外科交換派遣医

髙久史麿理事長を表敬訪問
（5 ページに続きます）

ステロイドの
作用機序

（1）分子レベルの作用機序
脂溶性のステロイドは細胞膜を通過し

て細胞内に入り，受容体と結合する。ス
テロイドが結合し，活性化した受容体
は 2 つの異なった機序によって作用を
現す。第 1 の機序は DNA 上の GRE

（glucocorticoid responsive element）
と結合し，特異的な蛋白の合成を促進す
る場合と，逆に蛋白合成を抑制する場合
がある。前者には肝細胞における糖新生
に関与する諸酵素の合成促進があり，後
者にはステロイドによる下垂体の ACTH

合成抑制がある。第 2 の機序はリンパ球，
マクロファージなどにおいて，サイトカイン
合成を促進する転写因子にステロイド･受
容体結合物が結合することによって転写
因子の作用を抑制するものである。AP-1
という転写因子を抑制することにより，イ
ンターロイキン－２（IL-2），コラゲナーゼ
の産生が低下し，NFκBという転写因子
を抑制することにより，IL-2，IL-2R，IL-6，
腫瘍壊死因子α（TNF-α）などのサイト
カイン，細胞間接着分子－１（ICAM-1），
内皮白血球接着分子－１（ELAM-1）な
どの接着分子の産生が抑制される。

（2）細胞レベルの作用機序
　a. 免疫抑制作用，抗炎症作用

Tリンパ球に対してステロイドは低濃度
で抑制的に働く。IL-2 分泌が低下し，T
細胞系機能の低下をもたらし，インターフェ
ロンγ（IFN-γ）分泌抑制はマクロファー
ジを含む免疫系を抑制する。Bリンパ球
機能は，直接的作用に加え，Tリンパ球
の IL-2，IL-6 分泌低下を介して抑制され
る。

単球，マクロファージは抗原をリンパ球
に提示するとともに，IL-1，TNF-α等の
サイトカインを分泌するが，サイトカイン分
泌は低濃度のステロイドによって抑制され

セクション 1 の座長を務められた
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
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講義1 リウマチ性疾患の
薬物療法と生活指導

岡 寛 氏　聖マリアンナ医科大学
難病治療研究センター 准教授

リウマチの薬物療法で重要な点は，
リウマチと診断したら早期に抗リウマ
チ薬による治療を開始することであ
る。従来リウマチ患者では，年齢と
ともに骨破壊が進むと考えられてい
たが，近年，発症後 2 ～ 3 年の間に急
速に骨破壊が進むことが明らかにな
り，早期に治療を開始することが重要
と考えられるようになった。抗リウ
マチ薬としてメトトレキサート（以
下，MTX）等を使用し，抗リウマチ
薬の効果発現までの間，必要に応じ
NSAIDs（非ステロイド系抗炎症薬），
ステロイドを使用する。

抗リウマチ薬は，MTX のほか，レ
フルノミド，タクロリムス，ブシラミ
ンなどがあるが，効果と安全性のバラ
ンスの点から，MTX が標準薬となっ
ている。

抗リウマチ薬の使用に当たっては，
合併症に注意する。「リウマチ肺」と
もいわれる間質性肺炎のある患者に
は，MTX はリスクがあり，この場合
はアザルフィジン ®，シクロスポリン，
ミノマイシン ® 等を使用する。腎障害
のある患者には，タクロリムスを避け
る。血液障害がある場合は，骨髄抑制
の少ないシクロスポリン，タクロリム
スを選ぶ。

MTX の服薬指導として，葉酸の
摂取に患者の注意を促す。MTX は
DNA 合成の抑制を目的とする一方，
葉酸は DNA 合成に重要な役割を果た
す物質であり，MTX 服用と同時に葉
酸を摂取すると，MTX の効果が減弱
する。したがって，MTX を服用する
日は葉酸の多い食品の摂取を避ける。

葉酸が特に多い食品は海苔，ドライ
イースト，抹茶などである。

リウマチ患者の生活指導では，疲労，
ストレスに注意する。リウマチはスト
レスにより悪化することが多いので，
十分な睡眠，十分な栄養を取ることが
重要である。一方，リウマチ患者は，
関節の痛みのために運動が少なくなり
がちである。あまりに運動が少なくな
ると筋肉が衰え，ステロイドを服用し
ている場合は，さらに衰えやすい。ま
た，骨粗鬆症も懸念される。したがっ
て，毎日適度の運動を生活に取り入れ
るよう指導する。

講義2 リウマチケアに
おける看護職の介入

澁谷 美雪 氏
TORAM NET グループ
ケアマネージャー

リウマチ治療は，薬物療法，手術療
法，リハビリテーション，基礎療法の
4 本柱から成るといわれる。看護師が
最も深く関わるのは，このうちの基礎
療法であり，より具体的には身体的・
精神的・社会的ケアを行う。

近年，リウマチ治療に対する考え方
の変化に伴って，リウマチ患者に対す
るケアの考え方も変わってきた。従来
のリウマチケアの中心は，疼痛緩和と
生活援助であった。しかし，薬物療法
の進歩によりリウマチの進行の抑制が
可能になり，機能障害を持つ段階まで
進行する患者が少なくなった今日，リ
ウマチケアの中心は，患者管理と安全
管理に移行した。

リウマチケアに従事する看護師に求
められる条件として，疾病と治療の理
解，患者背景と患者の理解が重要であ
る。

第一の条件については，リウマチが
長期治療を要する慢性疾患であるこ
と，さまざまな合併症があり，治療の
副作用があることをまず理解しなけれ
ばならない。また，新しい治療法，新
しい治療薬が使われるならば，当然そ
れについても知らなければならない。
これらを熟知したうえで，患者と家族
に疾患への理解と，治療への協力を求
める必要がある。

第二の条件については，リウマチと
いう病を持った患者の痛みを理解する
ことが重要である。リウマチは以前と
異なりコントロールが可能になったと
はいえ，進行性の疾患であることから，
患者が「不治の病」と思い込み，喪失
感に苛まれるケースが多い。また，関
節痛など身体の痛みは他人と共有する
ことが難しいために孤独感を抱きやす
い。病気のために職業上の可能性を閉
ざされ，有利な機会を失うこともある。
このような患者の痛みを知り，その原
因，背景を把握することが重要であ
る。そのためには，折にふれ患者と会
話を交わす必要があり，これは治療開
始後も継続的に，また医療チームのメ
ンバー全員で行わなければならない。

リウマチ治療は在宅治療に中心が移
行しつつあり，医療者が患者に接する
機会も少なくなっているが，常に患者
を継続的にとらえる視点からケアを考
えることが重要である。

講義3 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 氏
松原メイフラワー病院 院長

最近，リウマチ治療について「治療
機会の窓」という言葉が使われている。
リウマチは発症から 3 年未満の早期の
段階で治療を成功させると，関節破壊
の進行を阻止するか，緩徐に留めるこ
とができ，その結果，ADL（日常生
活動作）障害を長年にわたり軽微に抑
えることができる。したがって，発症
3 年未満の時期がリウマチ患者の逃し
てはならない重要な治療機会である，
との意である。

この治療機会の窓で大きな役割を期
待されているのが，生物学的製剤（レ
ミケード ®，エンブレル ®，ヒュミラ ®，
アクテムラ ® の 4 剤。本年中にもう 1
剤加わる予定）である。生物学的製剤
の治療効果は目覚ましく，リウマチ治
療の目標を「症状の緩和」から，「症
状の寛解」（ほとんど症状の起こらな
い状態）に移すことができるように
なったのは，生物学的製剤がもたらし
た福音である。

しかし，生物学的製剤には，薬が有
効な人と無効な人がいる，副作用があ
る，薬剤料が高価である，などの問題
がある。ある患者に生物学的製剤が有
効か無効か，副作用が出現するかしな
いかを事前に予測する方法は現在まだ
ない。薬剤料が高価であるので，一定
の割合で無効例があることは医療費の
無駄遣いとなり，また薬が無効であっ
た患者にとっては精神的に，経済的に
大きな痛手となる。

生物学的製剤の効果の有無，副作用
の有無を予測できれば，このような事
態を回避できる。そこでわれわれは，
遺伝子の多型解析という方法により，
これらの予測が可能であるかどうかを
検討した。

全国 11 施設から集めたリウマチ患
者について，遺伝子の多型部位（突然
変異箇所）と，生物学的製剤の効果の
有無，副作用の有無との関連を分析し
た。その結果，レミケード ® では，治
療により寛解に達するか否か，副作用
が出現するか否かをいずれも 87％の
正確さで予測できることが判明した。
エンブレル ® でも同様であった。

この結果から，今後，リウマチ患者
の遺伝子に合わせたテーラーメード治
療を確立できる可能性が示唆された。

講義4
リウマチの手術療法

岡本 連三 氏
大口東総合病院 顧問（整形外科）

リウマチ手術治療の目的は，痛みを
除去することと，失われた機能を回復
することである。これにより，ADL
の向上，社会参加の促進，QOL の向
上を図り，さらにリウマチの疾患活動
性をコントロールすることまでを目指
す。かつてリウマチ医療において，手
術治療を忌避する傾向が一部にあった
が，手術が患者にもたらす利益は大き
い。

リウマチ手術の主なものに，滑膜切

除術，人工関節置換術，関節固定術，
関節切除術，骨切り術，腱の手術，脊
椎の手術などがあり，ほかにもさまざ
まな手術がある。

最も成績が安定していて推奨できる
のは，手・肘の滑膜切除術，膝・股関
節の人工関節置換術，頸椎の関節固定
術などである。

リウマチ手術の適応の基本は，本人
に「良くなりたい」という強い意欲
があること，手術目的を理解し医療ス
タッフと意思の疎通が円滑に行えるこ
と，手術に耐えられない合併症がない
こと，回復の見込みのない著しい頸髄
障害がないこと，である。また，手術
の適応を妨げる要因は，患者に動機付
けが不足していること，年齢が低いこ
と，全身合併症があること，顎関節の
変化があること，頸椎の病気があるこ
と，などである。

手術の実施にはタイミングが重要で
あり，時機を逸すると，患者にさま
ざまな不利益が生じる。例えば人工関
節置換術のタイミングを逃した場合に
生じるデメリットは，手術が難しくな
る，特殊な人工関節が必要になる，手
術の成功率が低下する，術後のリハビ
リテーションが長期化する，術後合併
症が生じやすい，などであり，患者の
人生を著しく不幸なものにする。これ
らのことから，手術のタイミングの重
要性を特に強調しておきたい。

近年，生物学的製剤がリウマチ治療
に大きな福音をもたらしている。手術
に関連した注意点として，レミケード ®

を使用している患者に手術を実施する
場合，手術の日を中心に前後４週間は
投与を中止する。しかし，外傷・骨折
など緊急の場合はやむを得ないので，
レミケード ® 投与中であっても，感染
などに細心の注意を払いながら手術を
実施する。

澁谷 美雪 氏
TORAM NET グループ　ケアマネージャー

松原 司 氏
松原メイフラワー病院 院長

岡 寛 氏
聖マリアンナ医科大学
難病治療研究センター 准教授

岡本 連三 氏
大口東総合病院 顧問（整形外科）
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大規模災害
とリウマチ患者
ランチョンセミナー

羽生 忠正 氏
長岡赤十字病院 副院長

新潟県中越地震が起こったのは平成
16 年 10 月 23 日である。午後 5 時 56
分に震度 7，マグニチュード 6.8 の本
震が襲い，同 6 時 12 分と 6 時 34 分に
震度 6 の余震があった。

長岡の人的被害は死者 40 人，負傷
者 2,869 人，死者のうち外因死は 18
人で，いずれも老人か子どもであった

（全体では死者 67 人，負傷者 4,795 人
〔平成 19 年版防災白書〕）。

長岡赤十字病院のある長岡市は本震
の震度 6 であったが，当院の建物の損
傷はわずかであり，院内では備品の転
倒・落下等があった程度で，CT，ア
ンギオ室を含め地震後の救急対応に支
障はなかった。けが人はなかった。

当院は基幹災害医療センターであ
り，被災者への対応として，地震後
72 時間に 431 人を受け入れ，うち 73
人が入院した。当院では偶然，地震の
7 日前に，震度 6 強の地震が発生した
との想定の下に傷病者受け入れ訓練を
行っていた。訓練に比べて，実際の患
者搬入のペースはゆるやかであり，重
症者の割合も少なかった。

震度 6 以上だった地区のリウマチ患
者がどのように地震を乗り切ったかを
アンケート調査した。大部分の患者は
自宅で被災し，手術を受けたことのあ
るような患者は，すぐに逃げ出せず，
揺れが収まってから近所の人に助けて
もらったという報告が多かった。自宅
から脱出後は，多くは避難所や車の中
で過ごし，下肢人工関節置換をしたあ
る患者は車中泊を続けた後，しばらく
歩けなくなった。

薬に関しては，薬を持たずに避難所
に駆け込み，2 ～ 3 日後に関節痛が出

てきて，薬を飲んでいなかったことに
気付いた，という患者が何人かいた。
自宅が倒壊して薬を取りに入れず，余
震が怖くて病院にも来られないという
患者には，患者宅の近くの薬局に院外
処方箋をファックスし対応した。

今後，災害時には患者から病院に連
絡を入れ，消息を知らせてもらうこと，
薬については，災害時のために 3 日分
程度を残しておくこと，などを周知徹
底することが必要だと考えている。生
物学的製剤の処方に関しては，災害時
に備えて，他機関との連携も考えなけ
ればならないだろう。

講義5 リウマチの
リハビリテーション

村澤 章 氏
新潟県立リウマチセンター 院長

リウマチの良い治療薬が出現し，リ
ウマチ治療は変化したといわれる。発
症後早期に薬物療法を開始すれば，長
期にわたり骨破壊を抑え，変形を防ぐ
ことができると期待されている。しか
し現実には，現在 60 ～ 70 歳代のリウ
マチ患者の 20 ～ 30％は骨破壊が相当
程度に進行し，変形に至った患者も少
なくない。この現状を踏まえるならば，
リウマチ治療における手術やリハビリ
テーションの重要性は今も変わらず，
したがってリウマチ治療は薬物療法，
手術療法，リハビリテーションにケア
を加えてトータルにとらえられるべき
である。

今日のリハビリテーションの考え方
は，ICF（国際生活機能分類）を基本
とし，機能障害に対しては治療的アプ
ローチ（理学療法，手術療法）を，活
動制限に対しては適応的アプローチ

（作業療法，住居改造）を，参加制約
に対しては環境改善アプローチ（社会
資源の活用）を考える。また，心の問
題の解決もリハビリテーションの一環
ととらえ，適切なアプローチを考えな
ければならない。

リウマチ治療の変化に伴い，リハビ
リテーションも変わっていくと思わ
れるが，リウマチが進行した患者が多
数いる現状では，早期，進行期，晩期
の各々の病期に合わせたリハビリテー
ションが必要である。早期には関節機
能低下を予防し，進行期には関節機能
を維持し，変形を予防し，晩期には自
助具の利用や在宅ケアの導入を検討す
る，などである。

発症から 5 ～ 10 年経過したリウマ
チ患者で，薬物療法によって痛みがな
くなったために，安心して手足を使い
すぎ，腱断裂や骨の変形を来たす場合
がある。生物学的製剤が導入されて
から，このような例が増えている。痛
みはなくなっても，リウマチによって
破壊の進んだ骨は元に戻らないことを
知っておかなければならない。このよ
うなことにならないよう，常に関節保
護を指導すべきである。

リウマチのリハビリテーションは，
いろいろな専門職からなるチームに
よって行われる。一人のコーディネー
ター（医師とは限らない）を中心に手
を組み，各々のメンバーが専門性を発
揮しながら患者にかかわる。

講義6 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 氏
近藤リウマチ・整形外科クリニック 院長

今リウマチ診療の中心は，病院から
クリニックに移りつつある。これは国
の方針でもあり，実際にクリニックで
治療を受けるリウマチ患者が増えてい
る。

しかし，リウマチは全身性，慢性，
難治性の疾患であり，関節のみならず
全身の病変を長期にわたり診療しなけ
ればならない。また，リウマチ治療は
薬物療法，手術，リハビリテーション，
患者教育と多岐にわたり，治療薬の進
歩も速い。このため，クリニックの医
師だけでこのすべてを担うには限界が
あり，医療連携とチーム医療が必須と
なる。

診療所が医療連携を必要とするケー
スとして，合併症の治療，手術，入院
を他院に依頼する場合のトータルマネ
ジメント，新規リウマチ薬の使用開始
時や副作用発現時にリウマチ専門病院
に協力を求める場合，新薬治験実施時
の治験支援病院との連携などが挙げら
れる。必要な連携先として，リウマチ
専門病院のほか，合併症，副作用の治
療や，手術治療などのために，呼吸器
内科，脊椎外科，消化器内科（肝臓），
その他の専門病院があり，また，高血
圧，高脂血症，歯科疾患などの場合の
ために一般病院，一般診療所との連携
が欠かせず，さらに治療が長期化した
場合のために療養型病院との連携も必
要である。日ごろから地域の医師の勉
強会に参加するなどして，このような
場合に無理を聞いてもらえる関係を築
いておくことが重要である。

クリニック内においてはチーム医療
が必要であり，演者のクリニックでは
現在，医師，看護師，医療事務，医療
秘書の 4 人でチームを組んでいる。医
療事務は患者からの電話を最初に受
け，また検査の手配などを行う。医療
秘書は膨大な患者データの整理などを
担当する。看護師は医師にとって，診
療の最も重要なパートナーである。検
査センターから戻ってきた検査データ
を，まず看護師がチェックし，後で医
師が再度チェックし，異常値があった
場合は必要に応じ患者を呼び出す。治
験実施中は，治験薬の注射，患者の日
常生活のアンケート，検査値のチェッ
クといった重要な業務を看護師が行っ
ている。

講義7 看護コミュニケーション
と看護倫理

東森 由香 氏
日本看護協会看護研修学校 主任教員

医療の倫理原則には，善行の原則，
無危害の原則，正義の原則，自律の原
則，誠実の原則，忠実の原則がある。
看護者はこれらの倫理原則を守りなが
ら患者の尊厳を守ることが重要であ
り，具体的なケア場面で，どうすれば
患者の自尊感情が守られるかに常に注
意を払うことが必要である。

看護の一場面を考えてみる。入院中
のリウマチ患者がベッドから立ち上
がる際，看護師に「立ち上がるのを手
伝ってほしいのですが」と介助を依頼
した。これに対して看護師は，「○○
さん，できることは自分でやってみま
しょう」と応じた。

この看護師の対応の背景に，「患者
の身体機能を維持し改善しよう，少な
くとも現在の状態を落とさないように
しよう」という考えがあったとすれば，
これは善行の原則にしたがった行動で
あると考えられる。一方，患者は，「い
つもより痛みが強いから」「ベッドが
高すぎて足がうまく着地しないから」
などの理由で介助を依頼したが，看
護師からこのように対応された。その

近藤 正一 氏
近藤リウマチ・整形外科クリニック 院長

東森 由香 氏
日本看護協会看護研修学校 主任教員

村澤 章 氏
新潟県立リウマチセンター 院長

羽生 忠正 氏
長岡赤十字病院 副院長

修了証書を手にする看護師のみなさん
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要がある。第二に，受けるケアの内容
を患者自身が選択し決定できるよう
に，コミュニケーション力を高める必
要がある。

看護師は，「良いケア」をすること
を念頭に置いて行動しているが，この
場合の「良さ」は看護師が判断するの
ではなく，患者が看護師のケアに満足
感を持ったとき，それが「良いケア」
といわれる。看護師が配慮すべきこと
は，状況により変化する患者の気持ち
や認識を引き出せるようなコミュニ
ケーションを図ることである。

結果，「手伝ってほしいのに，手伝っ
てもらえなかった」「今の状態を確か
めてもらえなかった」といった思いが
残っている。つまり，これは看護師の
善行の原則にのっとった行動が，必ず
しも患者の自尊の感情を満足させてい
ないケースである。

このケースにおける倫理的課題をコ
ミュニケーションと関連づけて考え
ると，二つの課題が浮かび上がる。第
一に，看護師は患者の言葉の背後にあ
る患者の状態や気持ちを確かめるため
に，コミュニケーション力を高める必

● セクション1 ●

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

講義1

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

講義2

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

講義3

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

講義4

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）

● ランチョンセミナー ●

座長：西岡 久寿樹

東京医科大学医学総合研究所 所長

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

● セクション2 ●

座長：松原 司

松原メイフラワー病院 院長

講義5

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

講義6

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

講義7

看護コミュニケーションと看護倫理

東森 由香

日本看護協会看護研修学校 主任教員

● セクション3 ●

座長：村澤 章

新潟県立リウマチセンター 院長

講義8

リウマチのマネジメントとケアおよび日

本リウマチ財団災害時リウマチ患者支

援事業

山本 純己

一番町リウマチクリニック 顧問

講義9

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

（財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修会プログラム

盛況となった会場の様子

QUIZ

画像画像 画 像 ク イ ズ
#1

レントゲンクイズに替わって、新シリーズを開始します。
各種画像による問題について、その疾患名をご推測ください。
解答は次号に掲載します。

問題
生後 2 ヵ月の女児。生後 1 ヵ月より前額部に紅斑
が出現し，2 ヵ月で図のような形状を示した。

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 RA 3 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。

山本 純己 氏
一番町リウマチクリニック 顧問

ランチョンセミナーの座長を務められた
西岡 久寿樹 氏
東京医科大学医学総合研究所 所長

出題：吉永 泰彦 氏（倉敷成人病センターリウマチ膠原病センター）
協力：リウマチセンター間連絡会
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る。IL-1 はリンパ球を刺激し，TNF-αは
関節リウマチ（RA）における滑膜細胞
の増殖，サイトカイン産生を促進する。図
にステロイドの免疫に及ぼす影響の模式
図を示した。

ステロイドは強力な抗炎症作用を呈す
る。マクロファージ，リンパ球の機能はス
テロイドによって抑制されるが，好中球の
作用は高濃度でないと抑制されない。し
かし，ステロイドの抗炎症作用に重要な役
割を果たしているものとして，血管内皮細
胞の接着分子であるICAM-1，ELAM-1
の発現抑制がある。接着分子発現抑制
により，炎症局所へのマクロファージ，リン
パ球，好中球の浸潤が低下し，炎症反応
を抑制する。

　b. 代謝に及ぼす作用
糖代謝に及ぼす影響は，肝細胞にお

ける糖新生作用の亢進，末梢組織のイン
スリン抵抗性の亢進，さらに中枢神経系
を介する食欲亢進も関与して高血糖を来
す。高血糖によるインスリン分泌の亢進
は脂肪沈着をもたらすが，部位によるイン
スリン感受性の違いによって満月様顔貌，
中心性肥満を来す。脂質代謝に関して，
結果的に高コレステロール血症，高 LDL
血症，高トリグリセリド血症を来す。

骨代謝に関して，ステロイドの主な作
用は骨芽細胞の増殖抑制，骨芽細胞
および骨細胞のアポトーシスである。同
時に，ステロイドは骨を含む種々の臓器
で産生される OPG（osteoprotegerin)
産 生を抑 制 する。 骨 芽 細 胞，基 質
細胞，T 細胞の表面に発現している
RANKL(RANK ligand) は破骨細胞上
の RANKを刺激するが，OPG はその結
合を阻害する。すなわち，ステロイドは破
骨細胞機能を亢進させ，骨吸収を促進す
る。これらの作用は骨塩量の低下をもた
らす。ステロイドは，同時に骨の質的変
化をもたらし，骨折につながると考えられ
ている。

RAに対する
ステロイドの治療効果

（1）ステロイド投与は関節破壊を抑制す
るか。

DMARD 投与に加え，プレドニゾロン
（PSL）を 5 ～ 7.5mg/ 日を 1 ～ 2 年間
投与した無作為割り付け対照研究の多く
は，ステロイド投与が関節破壊（Sharp 
score， Larsen score）の進行を抑制す
ることを示している。抑制の程度は 50%
前後である。ちなみに，メトトレキサー
ト（MTX）の投与は無治療あるいは
NSAID 単独治療時と比べ，関節破壊進
行を約半分に抑制すると考えられるので，
ステロイドの追加によりさらにその 1/2 に
低下することになる。

ステロイド大量投与を試みたものもあ
る。すなわち，COBRA 療法では MTX，
スルファサラジン（SSZ）に加え，PSLを
60mg/日の投与から漸減し，7 週間で
7.5mg/日とし，29 から 35 週間までで中
止している。その結果，SSZ 単独療法と
比べ，1 年後までの関節破壊進行は 1/3
以下に抑制された。同様に PSL 60mg/
日から漸減投与した BeSt 研究でも関節
破壊進行が約 1/3 に抑制されている。

（2）ステロイド投与中止後も関節破壊抑
制効果は長期間持続するか。

この設問については 2 つの考え方があ
る。COBRA 療法を例にとると，5 年後
のステロイド群の関節破壊が対照群より
少ない，という考えと，ステロイド投与を中
止した 2 年後以降も関節破壊進行が抑
制されている，という考えである。後者の
考えはいわゆるwindow of opportunity
にもつながるものである。COBRA 研究
においては，1 年後のステロイド群と対
照の SSZ 群の Sharp score の比は 2.6
であり，5 年後もステロイド群の Sharp 
score が対照群より有意に低い。しか
し，両群の 1 年後から 5 年後までの４年
間の Sharp score の増加をみると，対照
群はステロイド群の約 1.5 倍にすぎない。
BeSt 研究 では DMARD 単独群とステ
ロイド 60mg/日投与群の 1 年後から 4
年後まで 3 年間の Sharp score の増加
は平均で，4.6と4.7とほぼ等しい。

すなわち，両研究とも，最初の 1 年間
のステロイド治療の効果が 4，5 年後にも
持ち越されているが，ステロイド投与を中
止している1 年後から4，5 年後までの関
節破壊進行は対照群と著明な差がないよ
うに思われる。

（3）ステロイドが RA の活動性に及ぼす
効果

5 ～ 7.5mg/日のステロイドを投与する
と臨床的活動性は当然抑制されるものと
想像される。しかし，臨床的活動性の評
価には主観が入りやすいので，プラセボ
との二重盲検比較試験のみを取り上げて
みると，予想とは異なる結果となる。ステ
ロイドの関節破壊進行抑制作用を初めて
確立した Kirwanらの研究がある。この
研究では，DMARD に加え 7.5mg/日の
ステロイド投与を持続しているが，関節指
数は3ヵ月後のみステロイド群が有意に低
く，6ヵ月後以降 24ヵ月後までは両群間
に全く差がない。急性期反応物質（ESR， 
CRP）は全経過を通じて差がない。但し，
疼痛指数は 6ヵ月後まで，HAQ は 15ヵ
月後まで有意差があった。PSL 5mg/日
を投与した Wassenberg の報告も2 年
後の Sharp score には有意差があった
が，疼痛指数，朝のこわばり，患者総合
評価，ESR，関節の疼痛，腫脹はいずれ
も有意差がなかった。

それでは臨床的に経験するステロイド
の著効をどのように考えたらよいであろう
か。PSL 5mg/日を投与した Harrisら
の研究をみると関節症状の改善はほとん
どなかったが，6ヵ月間の投与中，健康感
が著明に改善していた。上述の報告で
HAQ の改善が長期間認められたことと
も関連するが，ステロイドには全身症状を
改善する作用があるとも考えられる。

（4）1 〜 2mg/ 日の減量でも臨床症状
が悪化することはステロイドの有効
性を示すのではないか。

Harrisらの PSL 5mg/日とプラセボを
比較した二重盲検比較試験では，24 週
間後関節症状はほとんど改善しなかった
が，その時点でステロイドを中止すると，
他覚的な関節所見は著変なかったが，自
覚的関節痛は中止 8 週間後でもステロ
イド投与前の 2 倍以上に増加していた。
すなわち，リバウンド現象である。この成
績からも明らかなように，ステロイドによる

関節症状の改善効果はほとんどなかっ
たにも関わらず，中止するとその著明な
悪化が認められている。van Gestel は
PSL 10mg/日を 18 週間かけて 2.5mg/
日に減量し，そこから 2 ～ 6 週間をかけ
て中止したところ，58% にリバウンドが認
められ，この減量法は推奨できないとして
いる。すなわち，ステロイドでは関節症状
の改善効果がないにも関わらず，減量，
中止すると著明に悪化するという理解しに
くい現象がある。このことは，一旦ステロ
イド投与を開始すると，減量，中止が難しく，
長期間の継続投与になる理由でもある。

ステロイド
少量投与の副作用

ステロイドの副作用としては，満月様顔
貌，高血圧，高脂血症，心血管性疾患，
白内障，緑内障，その他多くのものが知
られているが，ここでは比較的定量的に
とらえられている骨および感染症に関す
る副作用を取り上げたい。

（1）骨折と骨粗鬆症
Van Staaらのメタアナリシスによると，

PSL 5mg/日以上で骨折の危険性が増
し，骨粗鬆症（骨塩濃度低下）が進
行する。脊椎以外の骨折は 5mg/日で
約 20%，10mg/日で 40%，15mg/日で
50% 増加する。脊椎の圧迫骨折はこの
2 倍近いと推定される。ちなみに，骨折
はステロイド服用後 3ヵ月で増加し，その
発生率はその後は変わらない。ステロイ
ドによる骨折はその時のステロイド服用量
によるとしている。一方，ステロイド服用に
より骨塩量の減少が起こるが，その程度
はステロイド総投与量と相関している。

興味深いことは，ステロイドによる骨折
は骨塩量の減少だけでなく，骨の質の
変化が関与していることである。ビスフォ
スフォネートなどにより骨塩量は回復して
も骨折を防げないこととつながる。最近，
副甲状腺ホルモンのアナログ，テリパラチ
ドがステロイド誘発骨粗鬆症にも極めて
有効であることが報告されているが，本
剤投与中にも骨折のあったことが報告さ
れている。

（2）ステロイド少量投与と生物学的製剤
投与による易感染性の比較

Wolfeらは，米国のリウマチ性疾患患
者のデータバンクから16,788 人の RA 患
者を 3.5 年間，経過を追い，入院を必要
とした肺炎の頻度を分析した。全体をみ
ると，100 患者･年で 1.5 回であったが，
PSL 5mg/日以下で 1.4 倍（HR)，5 ～
10mg/日で 2.1 倍，10mg/日以上で 2.3
倍と用量依存性に増加した。同時に検討
した MTX は 1.0 倍，生物学的製剤は 0.8
乃至 1.2 倍で有意な増加は認められな
かった。Schneeweissらはペンシルベニ
ア州の健康保険などのデータから，65 歳
以上の RA 患者 15,597 人を対象に，入
院を必要とする重篤な感染症（肺炎，敗
血症，骨髄炎）の頻度を比べた。その
結果，重篤な感染症は 100 患者・年あ
たり2.2 回であったが，MTX 服用者を基
準としてみると，他の DMARD，生物学
的製剤では頻度に有意差はなかったにも
関わらず，ステロイド服用者は 2.1 倍で有
意に増加していた。さらに，PSL5mg/日
以下で 1.3 倍，6 ～ 9mg/日で 2.5 倍，10
～19mg/日で3.0倍， 20mg/日以上で5.5
倍と用量依存性増加があった。

RAに対するステロイド少量投与の
効果と副作用のバランスは

以上，RA におけるステロイド少量投
与の効果と副作用について概説した。一
概にステロイドを使用すべきとも，避ける
べきであるとも言い切れない。我が国の
RA におけるステロイド使用頻度をみるた
め，比較的重症が多いと推定される生物
学的製剤に関する研究報告をみると，平
均的には，5 ～ 60% の症例が 6 ～ 7mg/
日のステロイド投与を受けている。しかし，
スイスの研究報告では 30% 前後と低く，
我が国にかぎっても45.6% の症例に平
均 2.5mg/日が投与されていた研究から，
94% がステロイドを併用していた報告もあ
る 。このような国による，あるいは施設に
よる違いは RA のステロイド療法のあり方
にコンセンサスが得られていないことを示
しているかも知れない。今回の特集を後
藤編集長が企画された理由もここにある
のであろう。

図　免疫機構の模式図とグルココルチコイドの作用部位
 （サイトカイン分泌を中心として）
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（市川陽一，year note 2011，Selected Articles P147より一部変更）
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外来で「いかがですか，調子はどうで
しょう」と挨拶すると「こう天気が悪くて
は，調子が悪くてね」という答えがかえっ
てくる。こんな患者が３人も続くとリウマチ
の関節症状には天候も関係するのかなと
思ってしまうであろう。しかし「天気が悪
いと膝が痛む」と言われて，あいまいに
あいづちをうつだけでなく，医者らしいコメ
ントのひとつも述べようとすると，はたと困っ
てしまう。大学では天気とリウマチのこと
は教えてくれなかったし，教科書にも書い
ていない。リウマチ病学の教科書として
有名なホランダーでも第７版で weather
という章はある。この章で述べられている
ことには後で触れる。

しかしこの第７版のみに weather の章
があり以降の版には章がたてられていな
い。学問的厳密さに達していないとして，
掲載を避けたのであろうか。

天候とあなたの関節症状は関係があり
ますかと，リウマチ性疾患の患者を対象
に質問をした調査は全世界で行われて
いる。天候によって病状変化がある場合
を気 象 感 受 性（weather sensitivity；
WS）があるといっているが，リウマチ性
疾患におけるWS は報告により差があり，
平均 65％程度である。すなわち６割強の
リウマチ患者は天気と自分の病気は関係
があると思っている（表１）。これは本邦

での調査でも同様の傾向を示す。

しかし，「6 割くらいのリウマチの患者さ
んは関節症状がお天気に関係があると
思っているんですよ」では患者さんの話
を同義反復しているに等しく医者として迫
力がない。

天気とリウマチという言い方がそもそも
あいまいである。天気が悪いと関節の具
合が悪いという場合，雨が降り始めるとか，
急に寒くなるようなことを言うのか，雨が毎
日続くような状況を言っているのかも問題
だ。もともと天気という全体的にも要素的
にも語られるものと疾患とを結びつけるこ
とに難しさがある。

通常は短い天気の移り変わりを気象
weather といい，やや長期にわたる天気
の変化を気候 climateといっている。し
たがって関節症状の気象による変化が問
題か，気候による変化が問題なのかを分
けて考えると問題点が少しだけはっきりす
る。

 気象とリウマチ

気象は気温，湿度，気圧，風向，雲量，
イオン濃度などの気象要素で構成されて
いる。気象要素は一部を除いて物理量と

して数値化されているので，扱いに便利
である。例えば病状を点数化しそれと気
象要素の変化をグラフとか統計数字など
で表現すれば，簡単に何か結果が出る
ように思える。事実，気象とリウマチの関
係の研究はそのような方向で，気温，湿度，
気圧などの気象要素との関連が調べられ
てきている。

前述のホランダーの教科書に載ってい
るのは気象要素とリウマチ性疾患の関係
を実験室で検討した研究だ。これは密
室で行った「実験」で，天気のうち，晴
れ，曇り，雨などから遮断して気象要素
だけを取り上げたものである。クライマトロ
ン（人工気象室）という室温，湿度，気
圧などを自由に調整できる部屋に患者を

生活させ，気象要素を変化して，病状を
観察した。このクライマトロンは日本でも
何箇所かのスポーツ施設とか研究所にあ
る。しかし，この中で何週間か患者に生
活してもらうというのはなかなか大変なこ
とだろう。

実験の詳細は省くが，この結果，湿度
を上昇する，気圧を下げる，という操作を
同時に行うとリウマチ性疾患患者の病状
が悪化した。正確に言うと，患者のランズ
ベリー指数が増加した。湿度の上昇，気
圧の低下は低気圧が襲来するときの変化
である。確かに低気圧がくれば「天気
が悪くなる」。そうすると患者が不調にな
る原因は湿度が上昇し，気圧が下がるた
めだと結論されそうだ。

それでは気象の 3 大要素である気温
は関係ないのか。急に寒くなると関節が
痛む，という患者もしばしばみかけるがこ
れはどうしたのか，日照量とか日照時間，
雲量などは問題がないのかということにな
る。

通常は 1日平均の気温，気圧，湿度な

Announcement
［登録医単位認定研修講演（H22.11〜H23.2）］

		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。

11/13（土）　17:45　1単位 福島
第3回 中通りRAセミナー
ファイザー（株）リウマチ事業統括部
松浦 道一
Tel.024-523-0754

11/13（土）　16:00　2単位 山形
第8回 山形リウマチセミナー
田辺三菱製薬（株）山形営業所
藤原 敦
Tel.023-627-6583

11/12（金）　19:30　1単位 福島
いわきリウマチ性疾患懇話会
ファイザー（株）リウマチ事業統括部
若生 将希
Tel.024-923-4717

11/6（土）　18:00　1単位 福島
学術講演会
田辺三菱製薬（株）
小澤 大樹
Tel.024-932-1800

11/6（土）　14:00　1単位 青森
第17回 青森リウマチ・ケア研究会
エーザイ（株）青森コミュニケーションオフィス
田中 伸和
Tel.017-777-7545

11/4（木）　19:00　1単位 岩手
第17回 岩手県自己免疫疾患研究会
科研製薬（株）仙台支店
飯尾 昌浩
Tel.019-604-9300

北海道・東北

11/20（土）　17:30　1単位 秋田
秋田県南・由利地区リウマチと関節疾患
懇話会
MSD（株）
松本 康行　Tel.080-6604-3061

11/12（金）　19:45　1単位 千葉
第2回 ちばリウマチ研究会
参天製薬（株）埼玉千葉抗リウマチ薬チー
ム
澤井 隆義　Tel.048-645-8701

11/11（木）　18:40　1単位 新潟
新潟臨床整形外科セミナー
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

11/11（木）　19:30　1単位 茨城
取手北相馬疼痛セミナー
科研製薬（株）
山中 健次
Tel.029-224-8771

11/6（土）　15:00　1単位 山梨
第2回 山梨大学整形外科セミナー
山梨大学医学部整形外科
河野 秀樹
Tel.055-273-6768

11/6（土）　15:00　2単位 東京
第15回 「目で見る整形外科」東京コロ
キュアム
東京医科大学整形外科
山本 謙吾　Tel.03-3342-6111

11/2（火）　19:00　1単位 新潟
第91回 膠原病研究会
新潟大学医歯学総合研究科
黒田 毅
Tel.025-227-2194

11/13（土）　19:00　1単位 千葉
第16回 リウマチ薬物治療研究会
田辺三菱製薬（株）
赤羽 保
Tel.043-227-1741

11/13（土）　17:00　2単位 埼玉
第16回 埼玉県骨粗鬆症研究会
帝人ファーマ（株）
和田 博英
Tel.048-858-6881

11/13（土）　19:00　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー2010
中外製薬（株）
中川 展利
Tel.027-321-6511

11/18（木）　19:20　1単位 埼玉
第20回 埼玉県北部リウマチ研究会
今井内科クリニック
今井 史彦
Tel.0494-27-0055

11/17（水）　20:00　1単位 東京
町田市整形外科部会学術講演会
中野クリニック整形外科・内科
中野 裕治
Tel.042-793-7776

11/17（水）　19:30　1単位 埼玉
関節リウマチ治療連携懇話会
獨協医科大学越谷病院
相良 博典
Tel.048-965-1111

11/15（月）　19:45　1単位 神奈川
第7回 藤沢リウマチネットワーク
田辺三菱製薬（株）
松田 英亮
Tel.046-228-2531

11/13（土）　16:30　2単位 長野
運動器疾患/骨・関節フォーラム 松本会場

（株）メジカルビュー
横田 秀夫
Tel.03-5228-2617

11/19（金）　19:50　1単位 神奈川
第2回 湘南リウマチ治療懇話会
中外製薬（株）横浜営業部
佐々木 義明
Tel.046-229-2700

11/19（金）　19:15　2単位 千葉
第38回 柏市整形外科医会学術講演会
田辺三菱製薬（株）松戸営業所
金城 達也
Tel.047-360-1430

11/19（金）　20:00　1単位 茨城
第6回 リウマチ治療を考える会
武田薬品工業（株）水戸営業所
今井 由典
Tel.029-303-2634

11/18（木）　19:30　1単位 千葉
第15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

11/27（土）28（日）27日 12:00 各1単位 東京
 28日 12:00
第25回 日本臨床リウマチ学会ランチョンセミナー

（株）オフィステイクワン
山田 紀子 Tel.052-930-6145

11/27（土）28（日） 27日 15:40 各1単位 東京
 28日 10:50
第25回 日本臨床リウマチ学会

（株）オフィステイクワン
山田 紀子　Tel.052-930-6145

11/27（土）　18:00　1単位 東京
東京都城北整形外科医会 平成22年度
秋季セミナー
アステラス製薬（株）板橋営業所
井上 英司　Tel.03-5957-1686

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

11/24（水）　20:00　1単位 神奈川
第9回 湘南西部リウマチ性疾患症例検
討会
中外製薬（株）横浜営業部
藤原 悦朗　Tel.046-229-2700

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

11/20（土）　17:00　2単位 神奈川
第63回 神奈川リウマチ医会イブニングセ
ミナー
田辺三菱製薬（株）横浜支店
竹下 優子　Tel.045-472-2653

11/20（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

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2617

11/20（土）　18:00　2単位 東京
第17回 桜リウマチ研究会
日本大学医学部整形外科学系整形外科
学分野
上井 浩　Tel.03-3972-8111

1/28（金）　19:45　1単位 埼玉
第56回 埼玉リウマチ研究会
埼玉医科大学リウマチ膠原病科
三村 俊英
Tel.049-276-1462

1/27（木）　18:30　2単位 東京
第13回 骨とリウマチ研究会
中外製薬（株）医薬情報管理室
渡邊 光道
Tel.03-3346-0234

1/27（木）　18:30　1単位 神奈川
第8回 生物学的製剤治療の研究会
中外製薬（株）横浜支店横浜新薬2室
新井 希和子
Tel.045-450-7675　

1/26（水）　19:30　1単位 神奈川
第6回 横浜リウマチ・関節の外科研究会
参天製薬（株）神奈川抗リウマチ薬チーム
小島 英一
Tel.03-3523-8890

1/20（木）　19:15　1単位 東京
西多摩臨床整形外科医会
エーザイ（株）多摩コミュニケーションオフィス
橋本 瑠美
Tel.042-367-9300

2/10（木）　19:00　2単位 埼玉
第18回 埼玉骨・関節疾患研究会
エーザイ（株）
位頭 俊治
Tel.048-647-9961

12/11（土） 10:00 16:00 各1単位 埼玉
第21回 日本リウマチ学会関東支部学術
集会
プランニングオフィスアクセスブレイン
立川 佐和子　Tel.03-3839-5033

12/4（土）　17:20　1単位 長野
第5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

12/2（木）　19:20　1単位 新潟
新潟骨粗鬆症・骨形成セミナー
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

11/20（土）　18:30　1単位 石川
第10回 石川リウマチ薬物治療研究会
武田薬品工業（株）京都支店
大谷 行寛
Tel.076-262-7331

11/14（日）　10:00　1単位 福井
関節外科懇話会
日本ストライカー（株）
高森 俊樹
Tel.080-6773-5120

11/6（土）　19:00　1単位 三重
第5回 トシリズマブ適正使用懇話会
中外製薬（株）津オフィス
溝口 恭平
Tel.059-225-7255

12/1（水）　20:00　1単位 富山
第15回 富山抗サイトカイン療法研究会
田辺三菱製薬（株）富山営業所
野口 昌治
Tel.076-444-0500

11/26（金）　19:30　1単位 愛知
第48回 瑞穂卒後研修セミナー
名古屋市立大学大学院医学研究科
松下 廉
Tel.052-853-8236

11/25（木）　19:00　1単位 三重
第11回 骨・関節免疫研究会
武田薬品工業（株）名古屋支店三重営
業所
山田 威人　Tel.059-226-1505

11/25（木）　19:15　1単位 愛知
第12回 リウマチ懇話会
ファイザー（株）
油座 聡
Tel.052-231-8611

12/4（土）　19:30　1単位 福井
Biologics研究会（第4回）
武田薬品工業（株）
奈良 匡朗
Tel.0776-22-8160

表１　リウマチ性疾患における気象感受性（WS）

発表年 疾患 感受性症例 割合（％） 地域 備考   ／全患者数

1985 
RA 23/35 66

 カナダ ＃, ＊ 
  OA 21/35 60
1986 RA 13/19 69 ベルギー 

1990  全患者数 62 
男 37

 イスラエル ＊＊
    女 62
1996 RA 17/18 94 米国 サンディエゴ ＃
1997 RA 32/53 60 豪州 シドニー ＃

＊：RA - 関節リウマチ，OA - 変形性関節症
＊＊：リウマチ性疾患　62例（RA 16 例，OA 24 例，炎症性関節炎 11例，線維筋痛症 11例）
＃：問診による気象感受性の判定

註：縦軸は６５名の患者の痛み訴え率。気象要素から計算される痛み訴え率と実際の回答による訴え率を表示。
 横軸は２００５年３月１５日から４月１４日までの調査期間を示す。

第三回調査期間　65名全員
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表２　主な気象とリウマチに関する報告
Hollander,JL 1961 湿度，気圧
Sibley,JT 1985 気象要素の変化と関係なし
Patberg,WRほか 1985 気温，水蒸気圧，湿度
Rasker,JJほか 1986 湿度
Dequeker,Jほか 1986 相対湿度，戸外気温，雲量，全般気象計数
Guedj,Dほか 1990 気圧，気温，降雨量
Van de Laar,MAほか 1991 気象要素の変化と関係なし
Redelmeier,DAほか 1996 気象変化と関係なし
Drane,Dほか 1997 ほとんど関係なし，わずかに気温日較差
Gorin,AAほか 1999 関節痛と当日および 1日ずれの気温
Strusberg,Iほか 2002 気温，気圧（高），湿度   
Verges,Jほか 2004 気圧低下

図　日々の関節痛の変化と気象変化（例）
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12/9（木）　19:00　1単位 青森
第4回 八戸リウマチ研究会学術講演会
田辺三菱製薬（株）
須山 耕多
Tel.017-732-6820

11/13（土）　13:45　1単位 東京
日本線維筋痛症学会 第2回 学術集会
日本線維筋痛症学会事務局
中野 泉
Tel.03-5367-2382

11/13（土）　18:00　2単位 神奈川
infliximab RA 学術講演会 in Kanagawa
田辺三菱製薬（株）レミケード部
竹下 優子
Tel.045-472-2653

11/20（土）　17:00　1単位 東京
第24回 城南リウマチ会
大塚製薬（株）
松井 正仁
Tel.03-5486-0470

11/19（金）　20:00　1単位 神奈川
第8回 川崎・横浜骨粗鬆症とリウマチを
語る会
宮川病院整形外科
小酒井 治　Tel.044-222-3255

11/30（火）　19:30　1単位 山梨
第2回 山梨県郡内地区RA研究会
富士吉田市立病院
天野 力郎
Tel.0555-22-4111

11/27（土）28（日） 27日 17:00 1単位 東京
第25回 日本臨床リウマチ学会イブニング
セミナー

（株）オフィステイクワン
山田 紀子　Tel.052-930-6145

東海・北陸
1/15（土）　17:00　1単位 愛知
第17回 東海関節鏡研究会
帝人ファーマ（株）名古屋支店
養田 智一
Tel.052-249-3910

1/15（土）　15:30　1単位 愛知
第17回 藤田リウマチカンファレンス
ファイザー（株）リウマチ事業統括部東海
第一営業所
水野 智弘　Tel.052-231-8611

11/27（土）　18:00　1単位 福島
福島県臨床整形外科医会及び日整会教
育研修会
さとう日出夫整形外科
佐藤 日出夫　Tel.024-533-1433

11/13（土）　18:30　1単位 富山
富山MTXエキスパートセミナー
富山大学医学部整形外科
松下 功
Tel.076-434-7533

11/6（土）　17:30　1単位 静岡
浜松オルトス勉強会
エーザイ（株）
中村 孝彦
Tel.053-455-1582
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近畿

2/26（土）　18:00　1単位 愛知
平成22年度春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

2/19（土）　17:00　1単位 愛知
第58回 東海膠原病研究会
第一三共（株）東海支店名古屋病院第
二営業所
南 裕人　Tel.052-241-9015

1/29（土）　18:00　1単位 愛知
第8回 西三河リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）
谷村 卓麻
Tel.0564-66-0220

11/13（土）　18:00　1単位 大阪
第6回 近畿大学病診連携リウマチ研究会
アステラス製薬（株）
南口 和彦
Tel.072-226-2775

11/13（土）　17:00　2単位 京都
関節リウマチ治療戦略講演会
ファイザー（株）
花谷 一志
Tel.075-315-5721

11/11（木）　19:30　1単位 兵庫
第15回 兵庫県骨・カルシウムを語る会
兵庫県医科大学整形外科学教室
楊 鴻生
Tel.0798-45-6452

11/6（土）　15:10　2単位 大阪
第5回 大阪京阪生物学的製剤を学ぶ会
田辺三菱製薬（株）大阪支店
武井 陽平
Tel.072-843-3023

11/20（土）　18:00　1単位 兵庫
第4回 神戸東リウマチ性疾患連携の会
神戸大学医学部付属病院リウマチセンター
柱本 照
Tel.078-382-5680

11/20（土）　17:00　1単位 大阪
第28回 関西免疫研究会
田辺三菱製薬（株）大阪支店
南雲 成一郎
Tel.06-6205-5136

11/19（金）　12:05　1単位 京都
第15回 日本関節症研究会学術集会ラン
チョンセミナー
藤田保健衛生大学医学部整形外科
石川 容子　Tel.0562-93-2169

11/18（木）19（金） 19日 9:25 1単位 京都
第38回 日本関節病学会モーニングセミナー

（株）JTBコミュニケーションズコンベンショ
ン事業局
嶋根 真須美　Tel.06-6348-1391

11/18（木）19（金）18日12:00 各1単位 京都
 19日12:05
第38回 日本関節病学会ランチョンセミナー

（株）JTBコミュニケーションズコンベンション事業局
嶋根 真須美　Tel.06-6348-1391

12/11（土）　14:45　2単位 大阪
第21回 大阪リウマチカンファレンス
田辺三菱製薬（株）大阪支店大阪中央
営業所
浅生 晋二　Tel.06-6205-5715

12/4（土）　16:00　2単位 兵庫
平成22年第5回 兵庫県整形外科医会
学術講演会
よしだ整形外科
吉田 竹志　Tel.072-772-5055

12/2（木）　19:00　1単位 大阪
第9回 臨床リウマチUpdate
ファイザー（株）リウマチ事業統括部
青木 史江
Tel.06-6575-5211

11/27（土）　18:10　1単位 大阪
大阪臨床整形外科医会（第224回）
堀口整形外科医院
堀口 泰輔
Tel.072-752-1420

11/25（木）　19:00　1単位 兵庫
Tocilizumab Expert Meeting
中外製薬（株）兵庫営業部
村上 陽一
Tel.078-241-6851

1/29（土）　17:00　1単位 大阪
第2回 北摂リウマチ病診連携会
中外製薬（株）
中村 真生子
Tel.06-6350-6358

1/29（土）　17:00　1単位 滋賀
第31回 滋賀リウマチ・膠原病臨床談話会
参天製薬（株）
日野 和幸
Tel.06-6321-7382

1/29（土）　16:00　2単位 和歌山
和歌山臨床RAフォーラム（第25回）
那智勝浦町立温泉病院
木浦 賀文
Tel.0735-52-1055

1/15（土）　17:00　1単位 大阪
第3回 骨・関節懇話会
田辺三菱製薬（株）大阪支店
島田 暢茂
Tel.06-6205-5718

11/13（土）　19:00　1単位　岡山
第271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

11/6（土）　18:30　2単位 広島
第167回 広島県臨床整形外科医会研修
講演会
原田リハビリ整形外科
原田 英男　Tel.082-870-5555

中国・四国

2/5（土）　17:30　1単位 兵庫
第34回 神戸免疫・膠原病懇話会
参天製薬（株）リウマチ営業グループ兵
庫抗リウマチ薬チーム
黒本 卓司　Tel.06-6321-7382

2/2（水）　19:30　1単位 大阪
第11回 大阪リウマチ関節ゼミナール
大阪大学医学部整形外科
竹内 彩子
Tel.06-6879-3552

2/17（木）　19:00　1単位 徳島
第1回 徳島リウマチ医の会
アステラス製薬（株）
山田 利春
Tel.088-657-7250

2/3（木）　19:30　1単位 山口
第13回 山口臨床リウマチ研究会
ファイザー（株）
平岡 尚文
Tel.082-502-7311

1/23（日）　17:00　1単位 広島
第168回 広島県臨床整形外科医会研修
講演会
原田リハビリ整形外科
原田 英男　Tel.082-870-5555

1/20（木）　19:30　1単位 山口
第216回 山口中央整形外科医会
田辺三菱製薬（株）山口第一営業所
藤村 健
Tel.083-972-5311

1/13（木）　19:30　1単位 山口
第6回 周南地区学術講演会
田辺三菱製薬（株）山口第一営業所
藤村 健
Tel.083-972-5311

1/8（土）　19:00　1単位 香川
香川県整形外科医会講演会
香川県立中央病院
長野 博志
Tel.087-835-2222

12/9（木）　19:00　1単位 山口
第3回 関門リウマチフロンティア
田辺三菱製薬（株）山口営業所
畑中 正典
Tel.083-972-9830

12/9（木）　18:30　2単位 島根
第7回 島根東部リウマチセミナー
島根大学医学部整形外科学教室
松崎 雅彦
Tel.0853-20-2241

12/5（日）　13:10　2単位 広島
リウマチ・アレルギー IN 広島 パート1
財団法人日本予防医学協会
市川 英一
Tel.03-3635-1153

11/30（火）　19:00　1単位 長崎
第32回 県北膠原病研究会
旭化成ファーマ（株）医薬福岡支店長崎
営業所
宮野 昭洋　Tel.095-848-7601

11/25（木）　20:00　1単位 大分
第96回 大分県リウマチ懇話会
中外製薬（株）大分営業所
久保田 功一
Tel.097-537-7151

11/19（金）　19:00　1単位 熊本
熊本赤十字病院講演
中外製薬（株）
原 篤史
Tel.096-359-6311

11/18（木）　19:30　1単位 福岡
第64回 北九州・筑豊リウマチ懇話会
旭化成ファーマ（株）医薬福岡支店北九
州営業所
鈴木 智巳　Tel.093-512-5115

11/11（木）　19:40　1単位 福岡
第13回 久留米リウマチ懇話会
参天製薬（株）福岡抗リウマチ薬チーム
平田 真生
Tel.092-411-0119

11/10（水）　18:30　2単位 長崎
第24回 長崎骨粗鬆症研究会
中外製薬（株）長崎オフィス
前川 智彦
Tel.095-825-4772

11/9（火）　19:30　1単位 福岡
第2回 リウマチ治療を語る会
ファイザー（株）
山口 聡
Tel.093-531-5333

11/24（水）　19:00　2単位 鹿児島
第9回 サイトカイン制御療法研究会
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
上村
Tel.099-275-5381

11/6（土）　16:00　2単位 福岡
運動器疾患/骨・関節フォーラム 福岡会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2617

11/5（金）　20:00　1単位 福岡
第86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

1/19（水）　19:00　1単位 鹿児島
第4回 大隈リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）
原田 政信
Tel.099-251-5151

1/14（金）　19:30　1単位 福岡
第7回 ももち浜整形外科・リウマチ科集談会
ファイザー（株）RA西日本営業部九州第一営
業所
矢野 真二　Tel.092-281-7031

1/13（木）　20:00　1単位 大分
第4回 大分エリア生物学的製剤適正使
用研究会
アボットジャパン（株）大分営業所
堀 三郎　Tel.097-540-5986

2/26（土）　16:30　1単位 宮崎
第26回 宮崎県リウマチ研究会
国立病院機構都城病院
税所 幸一郎
Tel.0986-23-4111

2/4（金）　20:00　1単位 福岡
第87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

1/27（木）　19:15　1単位 大分
第8回 大分RAフォーラム
田辺三菱製薬（株）営業本部レミケード部
青砥 正道
Tel.097-536-180

1/23（日） 9:00 14:30 各1単位 福岡
第12回 博多リウマチセミナー
近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一
Tel.092-762-2380

どを気象要素としている研究が多い。し
かし，1日の最高，最低の気圧差，気温差

（日較差）などを取り上げたほうがよいの
ではないかとか，関節の痛みによって，天
候の変化が予測できるなどという患者が
いると，前日，前 日々の気象要素との関係
も調べる必要が出てくる。

実を言うと，クライマトロンでの実験報
告以降，実験室内で検討した報告はほと
んどなくて，入院患者を対象とするか，あ
るいは外来通院の患者に病状変化の日
記をつけてもらって検討したもの，すなわ
ち野外の調査がおもに行われている。

1985 年にカナダの Sibley は 70 人の
患者に一ヵ月間，日記形式で日々の病状
を記載してもらい，13 の気象要素の変
化との関係を検討した。その結果，関
節リウマチ（RA）， および変形性関節症

（OA）患者の病状変化と気象要素とは
関連が認められなかった。

一方，オランダの Patbergらは 88 人
の RA 患者に１年間，疼痛症状を中心に
日記をつけてもらい気象要素との関係を
検討した。その結果，気温の上昇，水蒸
気圧の上昇に伴い関節痛は増悪し，相

対湿度は逆相関（相対湿度の増加は関
節痛の減少をもたらす）した。調査地域
がオランダの海浜地域で，常に湿度が高
い地域であるため，湿度に関しては本邦
を含めたその他の地域とは異なる結果が
得られたものと思われる。

ベルギーで 19 人の RA 患者を調べた
報告では，相対湿度，気温，雲量，全般
的気象指数などに症状との関連を認め
た。

さらに 2004 年までに多くの報告がされ
ているが，それらの報告は気象変化とリ
ウマチの病状は関係がないとするものか
ら，いくつかの気象要素が関係するとす
るものまでさまざまで，一定の結論が得ら
れていない（表２）。

ここに「天気とリウマチ」が教科書事
項にならない理由がある。すなわち「厳
密な学問的検討」を行うと，気象要素と
リウマチの関節症状は関係があるのやら
ないのやらはっきりしないのである。

気温，湿度，気圧に関して述べると，
実験室では気温の影響はなかったが，野
外の調査では，気温と湿度，気温と湿度

と気圧，などが関係するという。気象要
素がまったく関係ないとする報告も2 編ほ
どある。

我々は最近，関節痛の増減のみを指
標にした調査を行った。痛みのみを指標
としたことの意味については後述する。

一ヵ月に一回以上の疼痛変化を示す
RA，OA, その他の慢性疼痛疾患の患者
を対象とし，調査期間の 85日間を3 回に
分けて季節的変異をも取り込んだ。

その結果，湿度の上昇，気温の低下，
気温日較差の減少，平均風速の増加が
関係し，この順序で関係することが数式
で示された。すなわち関節の疼痛を多変
量の気象要素で表すことに成功した。そ
の結果の一例を示す（図）。

湿度も気温も関節痛が発現することに
寄与するが気圧の関与は認められなかっ
た。

興味あることでは，RA，OA では数式
との一致率が良いが，神経痛，腰痛など

表１　リウマチ性疾患における気象感受性（WS）

発表年 疾患 感受性症例 割合（％） 地域 備考   ／全患者数

1985 
RA 23/35 66

 カナダ ＃, ＊ 
  OA 21/35 60
1986 RA 13/19 69 ベルギー 

1990  全患者数 62 
男 37

 イスラエル ＊＊
    女 62
1996 RA 17/18 94 米国 サンディエゴ ＃
1997 RA 32/53 60 豪州 シドニー ＃

＊：RA - 関節リウマチ，OA - 変形性関節症
＊＊：リウマチ性疾患　62例（RA 16 例，OA 24 例，炎症性関節炎 11例，線維筋痛症 11例）
＃：問診による気象感受性の判定

註：縦軸は６５名の患者の痛み訴え率。気象要素から計算される痛み訴え率と実際の回答による訴え率を表示。
 横軸は２００５年３月１５日から４月１４日までの調査期間を示す。
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表２　主な気象とリウマチに関する報告
Hollander,JL 1961 湿度，気圧
Sibley,JT 1985 気象要素の変化と関係なし
Patberg,WRほか 1985 気温，水蒸気圧，湿度
Rasker,JJほか 1986 湿度
Dequeker,Jほか 1986 相対湿度，戸外気温，雲量，全般気象計数
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Gorin,AAほか 1999 関節痛と当日および 1日ずれの気温
Strusberg,Iほか 2002 気温，気圧（高），湿度   
Verges,Jほか 2004 気圧低下
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11/18（木）19（金） 18日 13:40 1単位 京都
第38回 日本関節病学会

（株）JTBコミュニケーションズコンベンショ
ン事業局
嶋根 真須美　Tel.06-6348-1391

11/18（木）　19:00　2単位 兵庫
第16回 阪神リウマチセミナー
兵庫医科大学整形外科学教室
福西 成男
Tel.0798-45-6452

12/25（土）26（日） 25日 15:15各1単位 大阪
 26日 11:20
第22回 中之島リウマチセミナー
行岡病院
中川 惠子　Tel.06-6371-9921

12/25（土）　17:00　2単位 大阪
第3回セファロ・ニューロ・サイコリウマト
ロジー研究会
参天製薬（株）兵庫抗リウマチ薬チーム
小笠原 健　Tel.06-6321-7382

11/18（木）　19:00　1単位 鳥取
第9回 鳥取県東部リウマチ膠原病研究会
鳥取県立中央病院整形外科
山本 哲章
Tel.0857-26-2271

11/16（火）　19:30　1単位 広島
第30回 備後リウマチ懇話会特別講演会
ファイザー（株）リウマチ事業部統括部
平岡 尚文
Tel.082-502-7311

九州・沖縄

12/2（木）　20:00　1単位 大分
第18回 大分人工関節研究会
日本ストライカー（株）
尾形 明隆
Tel.080-6773-5085

11/30（火）　20:00　1単位 鹿児島
タクロリムス・ループス腎炎講演会
アステラス製薬（株）鹿児島第一営業所
福原 隆暢
Tel.099-805-0776

11/6（土）　18:20　1単位 大阪
関節疾患フォーラム
中外製薬（株）大阪支店
奥田 裕子
Tel.06-6350-6360

2/19（土）　19:15　1単位 広島
第132回 備後整形外科医会
寺岡記念病院
小阪 義樹
Tel.0847-52-3140

を含む群では気象要素の変動の影響は
少なく，気象に対する疾患差がみられた
ことだった。

参考文献
１. リウマチ性疾患と気象，行山康，地球

環境 8, 175-182, 2003
２. 季節とリウマチ性疾患，行山康，日

本生気象学会誌，40（s）, 285-292, 
2004

３. 疼痛学序説「痛みの意味を考える」，
Patrick Wall 著，横田敏勝訳，南
江堂，2001

１， ２に主な文献の掲載があります。
さらに資料的まとめは
http://www.hakatara.net/images/
no6/6-1.pdf
が参考になります。

（次号，後編に続きます）

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

11/4（木）19:30　1単位 山口
第47回 山口県リウマチ・膠原病（YRC）
研究会
大日本住友製薬（株）山口営業所
村田 育彦　Tel.083-973-2480

11/2（火）　19:30　1単位 福岡
第11回 筑豊膠原病研究会
エーザイ（株）九州エリア福岡医薬四部
桜井 克之
Tel.093-551-5281
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2010 年 9 月 9 日から 9 月 12 日にか
けて，スペインのバレンシアにて第
17 回欧州小児リウマチ学会（PReS：
Pediatric Rheumatology European 
Society）年次総会が開催された。バ
レンシアは，毎年３月にスペイン三大
祭りのひとつ「サン・ホセの火祭り」
が催される，地中海に面した美しい
ビーチをもつリゾート都市である。期
間中は天候に恵まれ，サマータイムの
ため夜９時過ぎまで透き通るような青
空を楽しめる日が続いた。

小児リウマチについて

成人と比較すると頻度は少ないが，
関節リウマチ，全身性エリテマトーデ
ス，筋炎などのリウマチ性疾患は小児
期にも発症し，長期間の治療を必要
とする。また，自然免疫系の機能異常
により発症する家族性地中海熱などの
自己炎症症候群は小児期に発症するこ
とが多い。小児リウマチはこれらの疾
患を対象とする分野である。横浜市立
大学小児科教授の横田俊平氏らによ
る，全身型若年性特発性関節炎に対す
る有効性の報告（Lancet 2008；371：

998-1006）に基づき，トシリズマブが
2008 年より世界に先駆けて小児に対
し臨床応用されるなど，日本の貢献度
が高い分野のひとつである。

生物学的製剤に関して  

イタリア，ジェノヴァ大学の Nicola 
Ruperto 氏は，全身型若年性特発性関
節炎に対するトシリズマブの有効性と
安全性を評価した第Ⅲ相試験である
TENDER スタディを発表した。この
スタディでは，NSAIDs とステロイド
薬による治療を６ヵ月以上行っても十
分な改善が認められない患児に，トシ
リズマブを投与した群とプラセボを投
与した群に分け 12 週間にわたり比較
した。トシリズマブの投与は 2 週間に
１回で，用量は体重 30 ㎏未満の児に
は 12mg/kg ，体重 30kg 以上の児に
は 8mg/kg であった。トシリズマブ
の投与を受けた群はプラセボの投与を
受けた群と比較し有意に JIA ACR の
改善基準を達成した（図）。従来は日
本人における有効性の報告しかなかっ
たが，欧米人においても同様に有効で
あることが追証された。

レジストリー（症例の登録）
について

PReS メンバーによるミーティン
グでは，今後のレジストリーのあり
方について討議がなされていた。現
在， 欧 州 に は PRINTO（Paediatric 
Rheumatology International Trials 
Organization）， 米 国 と カ ナ ダ に は 
PRCSG（Pediatric Rheumatology 
Collaborative Stugy Group） と い う
臨床研究を行うための組織があり，地
域内で診断されたほぼすべての小児リ
ウマチの症例が登録されている。治療
法の開発は国単位ないしは地域単位で
行われており，上記の TENDER スタ
ディも PRINTO と PRCSG の共同で
行われたものである。2010年9月には，
欧州における自己炎症症候群のレジス
トリーである EUROFEVER プロジェ
クトが開始される。今年の会議では，
現在運用されているレジストリーをオ
ンライン方式へ移行する議題が検討さ

れていた。将来的には両者を統一した
世界規模のレジストリーの確立を目指
しているとのことであった。小児のリ
ウマチ性疾患は稀な疾患であり症例数
が少ない。今後の有効かつ安全な治療
法の開発のためには，国単位さらには
国際的に協力しあう仕組みがきわめて
有意義であると考えさせられた。

本学会は，2011 年はベルギーのルー
バンで，2012 年は EULAR と共同で
ドイツのベルリンで開催される。

去る９月３日（金）、ヨーロッパから本財団の招待で来日していたお二人
の派遣医 Christian Fontaine, Prof. of Anatomy（Faculté de Médecine Henri 
Warembourg, France) と Erdal Cetin, OA Dr. med.（Medizinische Universität 
Wien, Univ. Klinik für Orthopädie, Austria) が日本医師会館の日本医学会会長
室を訪れ、髙久理事長に記念品を贈呈したうえで、今回の招待の御礼と来日
の感想や今後のスケジュールなどを交えて 30 分ほど歓談された。

折しも東京は厳しい残暑の中であり、来日されたお二人は、その厳しい気
候を第一の感想として挙げていたが、観光で訪れた富士山の美しさやその日
に向かうことになっていた京都や関西訪問に大きな期待を寄せているお話を
された。

来日後には、東京女子医科大学、帝京大学、東京大学の各施設のリウマチ
医療を見学し交流を深めており、関西に移動後は越智当財団常務理事の手配
で、大阪大学や京都大学のリウマチ医療施設を見学することとなっていた。

髙久理事長は、お二人のお国のリウマチの患者さんや医療状況をおたずね
になったり、お国の夏休み（バカンス）時期にもかかわらず来日されたこと
に対してねぎらいのお言葉をかけながら、今後のフランス、オーストリア両
国と日本のリウマチ医療、整形
外科治療の関係のよりいっそ
うの充実を希望されるとお話
された。

表敬訪問は終始和やかで、暑
さ談義ではこの時期に来日す
る際の短パンの必要性で話が
盛り上がった。

なお、会談終了後派遣医の
お二人は、すぐにその足で京都
に向かわれた。

日欧リウマチ外科交換派遣医
髙久史麿理事長を表敬訪問

学会中お世話になった横浜市立大学 横田教授と
一緒に。
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図　投与 12週後に JIA ACR改善基準を達成した患児の比率
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日本医師会館の髙久理事長のお部屋にて歓談される
Christian Fontaine 氏と Erdal Cetin 氏
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1987 年に関節リウマチの分類基準が改定されたアメリカリウ
マチ学会の時期に，見学の学生として大分県にある膠原病専
門施設を訪れていた。そのころはまだ，インターネットどころか
Medlineも普及しておらず，何とか手に入れた新基準のコピー
を先生方がこぞって見ていたのを鮮明に覚えている。先日，関
節リウマチの分類基準が改定されたのと偶然重なり，23 年ぶり
に大分を訪れる機会があった。現在は，見学の学生や研修医
の方 を々受け入れる立場になっているが，大分の研究会の後に
当時お世話になった先生方のご活躍をお聞きしながら，若い先
生方にリウマチ膠原病領域を専門とする良さを伝えていかなくて
はと気が引き締まる思いであった。

今号には，聖路加国際病院の山口先生に PReS（ヨーロッパ
小児リウマチ学会）の学会報告を投稿していただいた。日本に
は小児リウマチの専門医は都道府県の数ほどしかいないが，実
はこれは米国でも欧州でも同様の状況である。小児リウマチ疾
患の頻度が少ないためであるが，個々の患者にとっては専門性
をもって診療してくれる医師が必須であることは，他の分野の疾
患と何ら変わりはない。

専門研修医を定期的に受け入れ始めた 2 年前からは，内科
をバックグラウンドとするリウマチ膠原病専門医と小児の専門医
が同じ科で共同して診療に当たっており，入院患者なども年齢に
かかわらず同じチームで診療している。これは，研修を終えた際
には，内科からのリウマチ膠原病専門医であっても一般小児科
医と共同して診療することによって，小児リウマチ疾患を専門的
に治療できるレベルの知識を得られるようにと考えたからである。

小児リウマチ専門医を全国に配置することは近い将来に実現
することは難しい。しかし，小児診療の経験のないリウマチ膠原
病専門医も必ずしも十分な専門性をもって診療できるとは限らな
い。この現状を少しでも改善するための案であった。4 年前に
帰国した時とは状況も大きく変わり，小児科領域でも生物学的製
剤が世界中でも普及するようになった。治療効果の向上とともに
小児リウマチの学会も独立して開催されるようになり，今後さらに
この分野に興味を持つ若い医師が増加することが期待される。

23 年前にリウマチ膠原病科で初めて診察させてもらった患者
さんは，小児発症で学校も欠席することが多く，病勢のコントロー
ルだけでなく発育や就学などの社会的な問題もきめ細かにケア
されていたと記憶している。慢性疾患を専門とする医師として，
患者さんが人生を歩んでいく傍らを一緒に歩かせていただける
ような存在になれればと考えているうちに，医師としての半分の
時間と4 半世紀が過ぎたようである。

（岡田正人）

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8月〜

玉田　厚 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。

地区名 開催日 開催場所 世話人 申込先

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

日本リウマチ財団　事務局
①郵送：〒 170-0005	東京都豊島区南大塚 2-39-7
	 ヤマモト大塚ビル 5F
② FAX：03-3946-7500
③ E-mail：kenshukai@rheuma-net.or.jp

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

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

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	

（株）サンプラネットＭＣＶ
①郵送：〒112-0012	東京都文京区大塚 2-15-6
	 ニッセイ音羽ビル 1F
②ＦＡＸ：03-3942-6396
③ＷＥＢ申込み：https://www.regconf.jp/rheuma2011shiga/
※申込み受付は 11 月 20 日（土）からを予定しています。

山　口 平成 23年
3/13（日）

山口市
山口グランドホテル

田中　浩　診療部長
山口県立総合医療センター　整形外科 未　　定

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

熊本整形外科病院　束野	通志先生
〒862-0976　熊本市九品寺 1-15-7
必要事項を記載し、必ず返信用封筒（80円切手貼付、返信先記入）を
同封の上お申し込み下さい。

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〕「○○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，財団登録医は登録医番号を書き，返信用封筒（宛先を書き80 円切手貼付）を同
封の上，申込先へお申し込み下さい。
〔受講料〕 登録医 7,000 円 一般医 10,000 円
〔テキスト〕『リウマチ病学テキスト』（平成 22 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。

平成22年度リウマチ教育研修会　開催予定

開催地区名 開催日 開催場所 世話人 申込先

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郵送：〒 170-0005	東京都豊島区南大塚 2-39-7
	 ヤマモト大塚ビル 5F
② FAX：03-3946-7500
③ E-mail：kenshukai@rheuma-net.or.jp

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

（株）サンプラネットＭＣＶ
①郵送：〒112-0012 東京都文京区大塚 2-15-6ニッセイ音羽ビル 1F
②ＦＡＸ：03-3942-6396
③ＷＥＢ申込み：https://www.regconf.jp/rheuma2011osaka/
※申込み受付は 12 月 20 日（月）からを予定しています。

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。

平成22年度リウマチの治療とケア研修会　開催予定

問合せ先：日本リウマチ財団　TEL：03-3946-3551
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