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106 号の主な内容

● 大阪南医療センター

● 30 年ぶりに関節リウマチの

寛解基準改定

● （公財）日本リウマチ財団 

平成 23 年度 事業計画

● アナウンスメント

● 画像クイズ

（4 ページに続きます）

背 景

DMARD 併用療法や生物学的製剤
など治療法の進歩は著しく，それに伴
い治療効果を定量的に評価する指標
が開発され，寛解も現実的な治療目
標となってきた。ただし，この寛解
基準に使用される疾患活動性の指標
に関して，　欧州では DAS（Disease 

Activity Score）（表１）が標準であ
るのに対し米国では日常診療では時間
が取れないため DAS はほとんど普及
しておらず，ACR から 2008 年に出
された薬物療法に関する推奨におい
てもどの疾患活動性の指標を使用す
るかについては特定されていなかっ
た。さらに臨床的寛解基準に関しても
図１のグラフのように同じ患者群を異
なる指標で評価した場合に，最もあ

まい DAS28 を使用した場合では最大
で約 30% が寛解と分類されるにも関
わらず，もっとも厳しい ACR 旧寛解
基準（1981 年版）（表２）を使用した
場合では約 10% となる矛盾があった。
実際，最近報告されている臨床研究に
おいてはこの ACR 旧寛解基準は厳し
すぎることと，ACR コアセットには
入っていない腱鞘炎や朝のこわばりな

独立行政法人 国立病院機構 大阪南医療センターは，大阪市内の難波から電車で 30 分，西は大阪府，東は奈良県，南は和歌山県というトライアングルの中心に位置し，ベッ
ド数 500 床以上，リウマチ科，アレルギー科をはじめ広い診療系をもつ基幹病院である。リウマチ関連ネットワークの近畿地方の中核的存在であり，先進的リウマチ治療
とともに，最近では，独自に開発した「リウマチ医療連携システム」，「リウマチ診療支援システム」の成果が注目されている。

今回は，現地を訪問し臨床研究部部長 佐伯行彦 氏，免疫異常疾患研究室室長 大島至郎 氏，医療情報管理室 香川邦彦（医療情報技師） 氏にお話を伺った。

近畿圏有数のリウマチ患者数

大阪南医療センターの重点分野は免
疫医療，癌，循環器，骨・運動器の
4 分野で，それぞれセンター化されて
いる。免疫医療分野の組織は，免疫疾
患センターの下にリウマチ科，アレル
ギー科，呼吸器科があり，また，臨床
研究部が併設されている。

平成 22 年の患者数はリウマチが約
2,000 名，SLE 350 名，強皮症 155 名，
そのほか喘息 1,500 名，古典的不明熱
530 名などで，特にリウマチでは近畿
圏有数の患者数となっている。

地域におけるリウマチ医療の
問題点と患者さんの思い

厚生科学研究により，地域における
リウマチ医療の現状には，いくつかの
問題点が指摘されている。1）リウマ

チセンターは主診療圏からの通院が少
数で，地域性に乏しい，2）センター
に患者が集中し，なおかつコントロー
ル良好な患者が約半数を占めるなど，
役割分担が必ずしもできていない，3）
早期診断・早期治療開始が重要である
が，実際には，患者は診断までに 2 ヵ
所以上を受診している，4）リハビリ
のしっかりした受け皿がない，などで
ある。

リウマチ患者さんのこの様な現状に
対する思いはどうなのだろうか。

大阪南医療センターでは，リウマチ
友の会近畿支部の会員 834 名の協力を
得て，医療連携についてのアンケート
調査を行っていた。佐伯 氏から提供
されたその結果をみると，回答を得ら
れた 532 名中，診療所に通院している
患者さんが 138 名，基幹病院に通院し
ている患者さんは 377 名であった。通
院機関別にそれぞれどちらで診療を
受けることを希望するかという質問に

対し，診療所に通院する患者さんの
85％が診療所を希望，基幹病院に通
院する患者さんの 90％が「基幹病院」
を希望しており，つまり少なくともこ
の地域の多くのリウマチ患者さんは現
状にほぼ満足していることがわかっ
た。患者さんたちにそれぞれの医療施
設のメリットについて聞いたデータで
は，診療所のメリットとしては，「日
頃から診療を受けている」「近いので
通院が楽」「相談しやすい」などが挙
げられており，基幹病院のメリットは，

「専門医に診察を受けたい」「最新の治
療を受けたい」などの回答が多かった。

基幹病院を希望する患者さんに医療
連携に対する考えを聞いた答えでは，
連携を「希望する（30％）」，「希望し
ない（37％）」，「わからない（31％）」
がそれぞれ約 1/3 ずつで，基幹病院を
希望する患者さんの医療連携のイメー
ジとしては，副作用時・緊急時の対応
が心配，専門医に診てもらえないので

はないか，診療内容・質はどうなるか
心配など，医療連携の仕組みが十分に
理解されていないために不安のあるこ
とがこの地域では見てとれた。

このような現状から，大阪南医療セ
ンターでは，患者さんが安心して医療
を受けられる「顔の見える医療」を目

（次ページに続きます）

臨床研究部部長 佐伯行彦 氏

岸本暢将 氏　聖路加国際病院 アレルギー膠原病科（成人、小児）

東北地方太平洋沖地震に
被災された皆様へ

東日本大震災で被災された医
療関係者の方々，そして一般の
方々に謹んでお見舞い申し上げ
ます。

被災地での医療，そして皆様
の日常が一日でも早く復興する
ことを強く祈念しております。

2010 年欧州リウマチ学会（EULAR）
総会では 23 年ぶりに改訂となった関節
リウマチの分類基準の最終発表があった
が、同年 11 月にジョージア州の州都ア
トランタで行われた米国リウマチ学会

（ACR）総会にて 30 年ぶりの臨床的寛解
基準の改定が報告され，2011 年３月号
の Arthritis and Rheumatism 誌および
Annals of the Rheumatic Diseases 誌
に同時に掲載されたのでここにその詳細
を報告する。
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指そうということで，患者さんを含め
た地域の医療ネットワークづくりに取
り組んできたそうである（表 1）。

リウマチに特化した
医療連携の取り組み

地域におけるリウマチの中核施設と
して何をすべきか。リウマチは専門性
が高いため，リウマチに特化した連携
システムを作らなければならないのは
これまでも折に触れて弊紙は強調して
きた。早期診断，診療方針への関わり，
患者さんの管理・教育，難治性関節リ
ウマチの治療すなわち先進医療，さら
には症状変化時のバックアップ，地域
に対する情報発信などが基幹病院の役
割と考えられるからである。

大阪南医療センターの医療連携の仕
組みは，具体的には，次のようなもの
である。1）日常の診察は診療所の医
師が行い，基幹病院の専門医も半年～
1 年に 1 回，定期的に診察を行う，2）
診療は診療所医師と専門医が共有する
ガイドラインを用いて行う，3）副作
用時や緊急時は基幹病院が速やかに対
応する，4）定期的に連携の会合を開
き情報交換を行う。

その上で大阪南医療センターでは，

している診療所医師を対象に，イン
ターネットを使った登録制のサイト

『リウマチ掲示板』が開設されている
（図 1）。現地取材前にホームページで
その存在は確認済みだったが、このコ
ンテンツは完全クローズド制の WEB
掲示板システムで，地域の先生方同士
の日常診療における相談，情報提供の
場として，症例に関する相談・アドバ
イスや議論をはじめ，新薬の情報提供，
診療所の案内，ゴルフ，テニス，会合
の案内など，枠にとらわれず利用でき
る仕組みになっているそうである。い
わばリウマチ医の“井戸端会議”のよ
うな自由な情報交換の場と言えよう。
佐伯 氏によるとまだまだ開設したば
かりでアクセス数はあまり多くないと
いうが，今後の成果が期待されるもの
と考えられる。

患者さんへの情報提供ツールと
専任看護師の役割

このほかこのセンターでは病診連携
について患者さんに理解をしてもらう
ためのツールとして，『リウマチの治
療を受けられている方へ』というリー
フレットも作成している。

これには，リウマチの病状が安定し
ている患者さんを連携先へと紹介する
もの（図 2）と，診療所から大阪南医
療センターに紹介するものとの 2 種類
があり（図 3），患者さんに，診療所
および大阪南医療センターが，両者で

チの原因，症状，検査・
診断，治療法をはじめ
日常生活の注意，社会
保障の解説までを網羅
し，充実したわかりや
すい内容となっている。
また『リウマチ病診連
携手帳』は患者さんと
医師とがさまざまな疾
患情報を共有するため
のツールとなっており，
最小限の情報が記入できるようになっ
ている。

さ ら に， 病 院 の ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.ommedc.jp/patient/
shinryou/relation_list.html） に は 診
療案内のほか，連携先の医療機関名，
所在地などの情報も掲載してあった。
当然、自前の連携説明用リーフレット
の作成や連携先の診療所が一覧で載っ
ているポスターなども制作し、専任ス
タッフによる連携相談にも乗っている
そうだ。

診療所の先生方に対しては，前述の
「リウマチ医療を考える会」での情報
交換，勉強会の開催のほか，『関節リ
ウマチ病診連携ガイドライン』を作成，
活用している。このガイドラインは，
病院と診療所が互いにリウマチ診療の
基本方針，内容を共有するもので，こ
れにより患者さんは安心して治療を受
けることができるようになっているの
も特徴といえるだろう。

患者さんのアンケートで不安の多
かった症状悪化時のホット・ラインに
ついては，患者さんに何かあった場合，
かかりつけ医から地域連携室に電話を
すると，その日の当番医師が受診ある
いは入院など対応できるよう，バック
アップ体制を確立していた。

登録制の情報交換の場
『リウマチ掲示板』を開設

「リウマチ医療を考える会」に参加

平成 15 年に「地域医療連携室」を設
置，同 18 年には南大阪地区でリウマ
チ登録医・リウマチ専門医・整形外科
リウマチ認定医を中心に，リウマチ診
療ネットワーク「リウマチ医療を考え
る会」を発足させて，定期的に情報交
換・勉強会の場を設けていた。さらに
同年，緊急時の診療体制＝「リウマチ・
ホットライン」を立ち上げていた。

医療連携を進めるために
患者さん，診療所医師への対応

医療連携を進める上では，地域の先
生方や患者さんに「医療連携とはど
んなものか」ということを知ってもら
うことが必要であろう。そこでまず大
阪南医療センターでは，患者さんへの
啓発活動（情報提供と診療経過の把
握）として，年数回の「リウマチ教
室」の開催，『リウマチの栞』，『リウ
マチ病診連携手帳』の作成・配布（写
真 1）などを行っている。『リウマチ
の栞』は，大阪南医療センター内の内
科・整形外科の専門医，理学療法士，
薬剤師，栄養士，ソーシャルワーカー
がそれぞれ専門分野を担当して自主作
成した，患者さんがリウマチに対する
理解を深めるための小冊子で，リウマ

前列左・後藤 眞 編集委員長，右・佐伯行彦 氏，後列左・大島至郎 氏，右・香川邦彦 氏

図 1 リウマチ掲示板 図 2 リウマチの治療を受けられている方へ 図 3 リウマチの治療を受けられている方へ

表 1 大阪南医療センターの地域医療における役割
Ⅰ . 早 期 診 断 と 治 療 方 針 の 検 討
Ⅱ . 管 理・教 育 →「 リ ウ マ チ 短 期 入 院 」の 実 施
Ⅲ . 難 治 性 関 節 リ ウ マ チ の 診 療 → 生 物 学 的 製 剤 の

導 入・治 験
Ⅳ . 病 状 変 化 に 対 す る バ ッ ク ア ッ プ（ 合 併 症・副 作

用 に 対 す る 対 応・手 術 な ど ）
	 → H O T 	 L I N Eの 確 立
Ⅴ . 診 療 情 報 の 発 信
	 → セ ミ ナ ー ，症 例 検 討 会 な ど 交 流 会 の 開 催

“顔の見える診療”をめざして

図 5 リウマチ診療支援システムの全体構成図 4 専任看護師による連携支援 表 2　リウマチ診療支援システムの開発の経緯
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作成した病診連携ガイドラインに基づ
いて検査や治療を行っていること，ま
た連携先の診療所等での「治療中に手
指や足などの関節が痛む場合には，必
要に応じて大阪南医療センターのリウ
マチ科で検査・診察を受けていただく」
旨が記されている。このような配慮が
施されたリーフレットの活用により，
きちんと病診連携が行われていること
を患者さんに理解していただくように
していることになる。

またここ大阪南医療センターでは，
2 年前よりリウマチ科専任看護師によ
る連携支援の試みを行っているそうで
ある（図 4）。その試みが患者さんの
病診連携に対する信頼感をさらに育ん
でいる可能性は高く，その効果は少な
くないようである。

専任看護師の具体的な役割は，かか
りつけ医とセンター医師の間にあっ
て，連携がスムーズに行われるよう，
かかりつけ医からセンター医師への要
望や患者さんの意思をセンター医師に
伝達する一方，逆に，センター医師か
ら患者さんへの連携システムの説明の
伝達，患者・家族の意思をかかりつけ
医に伝達するなど，重要な橋渡し（コ
ミュニケーション）の役割を担ってい
るということのようである。

専任看護師が導入されるまでは，セ
ンターから診療所に患者さんを紹介す
る場合，「患者さんの自宅に近い」と
いう地理的な条件が中心だったそうで
ある。しかし，リウマチ医療は言うま
でもなく専門性の高い領域であるた
め，先方の診療経験や診療内容を把握
しないままで患者さんを送ると，往々
にして患者さんがまたセンターへ帰っ
て来てしまう場合が多い。そこで、大
阪南医療センターでは，地理的条件だ
けでなく送り先の診療内容を事前に把

握したうえで，リウマ
チ専任看護師が「あな
たの住んでいる近くに
はこういうきちんと私
たちと連携しているお
医者さんがいますから」
と説明して紹介するこ
とにより，以前に比べ
定着率が上がって来た
というのである。ここ
での連携システムで診
療所へ紹介した患者さ
んは，「家族に迷惑をか
けなくてすむ」，「近く
なって良かった」など，
9 割以上の人が満足して

いるという調査結果も出ているそう
だ。

取材に同席された免疫異常疾患研究
室室長の大島至郎 氏は，「初めの頃は
病診連携というと，自分はここから切
られるのじゃないかなどと考える患
者さんが多かったのですが，専任看護
師さんによる説明補助などのおかげも
あって，最近ではかなり理解されるよ
うになってきましたね。」と，その成
果の実感を口にされていた。

診療記録，問診票の電子化
「リウマチ診療支援システム」

大阪南医療センターでは，2009 年
11 月にカルテが完全電子化されるこ
とになり，それまで紙で出されていた
DAS28，MHAQ などのデータをどう
するかということを検討している過程
から，独自の「リウマチ診療支援シス
テム（リウマチノート）」を開発した
そうである（表 2）。

従来は，問診データや関節の状態は
紙カルテ，検査結果はオーダリング
端末というように，情報があちこちに
散らばっていた。そして特に，リウ
マチの活動性を評価する重要な指標
DAS28 は，電卓での計算が必要で手
間がかかり，医師の負担が大きかった
そうだ。これはどこの医療機関でも同
じ悩みと言えそうだが，ここではカル
テの電子化を機に，これを「自動計算
できないか」という課題ととらえ直し，
それを実践したのである。

このようなきっかけではあったが，
システムの開発は簡単ではないし，コ
ストのかかるものである。大阪南医療
センターでその開発を実際に担当した
のは，この日の取材に大島 氏と一緒
に同席された医療情報管理室の香川邦

彦 氏である。
「リウマチノート」は，電子カルテ

にある過去の注射，処方，検査などの
履歴情報を一覧で出すとともに，当日
の関節評価を追加，DAS28 の値を自
動計算して，経時変化がグラフで表示
される（図 5）ものである。診療情報
がビジュアル的に一覧でき，かつ更新
が自動化されているのが大きなメリッ
トと言えよう。そしてさらに「リウマ
チノート」にはもうひとつ大きな特徴
がある。患者さんが待合室にあるタッ
チパネル（リウマチパネル）から入力
したその日の問診データを，医師が診
察時に即時に見ることができる点だ。
来院した患者さんは，待ち時間の間に
外来待合室にある「リウマチパネル」
の端末を自分で指先などによるタッチ
をして，その日の MHAQ を入力する

（写真 2 参照）。指あるいはペンでタッ
チする行為は一見不便そうだが，手の
不自由なリウマチ患者さんでも実際に
は操作が可能で，ほとんどの患者さん
が自分で入力しているという。タッチ
パネルに慣れていない患者さんには，
看護師が付き添って説明することもで
きるので，その実効性はかなり高いよ
うである。
「付き添いの家族がいっしょに画面

を見て，『おばあちゃんは，こういう
ことができないんだね』と話しかける
場面も見受けられ，患者さんと家族の
コミュミケーションの助けになるとい
う，思わぬメリットも生まれた」（大
島 氏）そうだ。

一方，看護師の反応はどうか。香川 
氏によれば，問診票をカルテにはさん
だり，紙に書かれたデータを電子カル
テに転記する必要もないので，業務が
楽になったというプラスの評価を得て
いるとのこと。さらに医師からは，今
後，ここでの「リウマチノート」が治
験などの臨床研究にも役立つとの期待
も寄せられているという。このような
進んだ電子カルテのシステム運用が病
診連携に活用されれば，中核となる病
院と診療所が患者情報を共有すること
ができ，地域のリウマチ医療の質の向
上に活かすことができる可能性が示さ
れたと言っても過言ではないというの
が，現地まで足を運ばれた後藤編集委

員長の意見である。

質の高い地域リウマチ医療を
めざして

大阪南医療センターでは，地域のリ
ウマチ医療の中核として，医療連携シ
ステム，院内ネットワーク「リウマチ
診療支援システム」の構築など，刻々
と進化する現代のリウマチ医療に対応
して着々と成果を上げてきたようであ
る。特にシステム化された「リウマチ
診療支援システム」（表 2）の稼働後は，
全国各地から見学希望が殺到している
という。

大阪南医療センターの存在は患者さ
んにとっても診療所の医師にとって
も心強い限りである。日本リウマチ財
団ニュースではその推移をこれからも
ウォッチしつつ、今後のさらなる発展
に期待したい。

（文責 編集部）

医療情報管理室 香川邦彦 氏

免疫異常疾患研究室室長 大島至郎 氏

写真 2　リウマチパネル・イメージと，手に取る後藤編集委員長

写真 1　大阪南医療センターで作成・配布されている栞や連携手帳

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 23 年 2 月〜

池田 晴江様

●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。

（公財）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

●寄付金に対する優遇措置　当財団は
本年４月１日より「公益財団法人」にな
りました。税制で次の優遇措置があり
ます。

（国税）
１，個人の場合、その寄付金額から2,000

円を差し引いた金額を、その個人の所
得から控除されます。

２，法人の場合には、（所得金額の 5.0％
＋資本金等の額 0.25％）×1/2を限度
として損金算入されます。

（地方税）
１，都道府県、市区町村が条例により指

定した寄付金（公益社団・公益財団
法人に対する寄付金等）は寄付優遇
措置の対象寄付金になります。

２，以下の金額が個人住民税の額から控
除されます。

（1）都道府県が条例で指定した寄付金・・・
（寄付金額−5,000 円）×4％

（2）市区町村が条例で指定した寄付金・・・
（寄付金額−5,000 円）×6％
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どの項目が入っているためほとんど使
用されていない。一方，DAS 寛解基
準は ACR 改善度とともに臨床研究で
使用されているが，DAS28 寛解と報
告されている患者の中で最大で 21 か
所の腫脹関節があっても寛解基準を満
たしている患者も含まれており，実
際 DAS28 寛解にも関わらず残存する
活動性を認め画像的進行がみられる患
者も少なからずいることが示されて
きた。厳格な活動性のコントロール

（Tight control era）により関節破壊
の進行を防止することが目標となる現
在では DAS28 寛解基準では不十分で
あるといった意見もでてきていた。そ
こで ACR と EULAR の上層部から以
下の７つを満たすような寛解基準作成
が目標として掲げられた。
• 厳しい基準 （残存する活動性があっ
てもごく軽度）

• 少なくとも以下のコアセットを含
む : 圧痛，腫脹関節数，急性反応蛋
白

• 身体機能障害 （罹病期間に影響され
るため）は含まない

• 治療の有無は問わない
• 寛解の持続期間を含まない . 臨床研
究で寛解持続期間は寛解基準から別
に報告する

• のちの骨破壊進行をきたさず，身体
機能障害も起こさないもの

• 基準は臨床研究のために作られるが
実臨床においても使用できるものが
望ましい

方 法

ACR（代表 Felson 氏），EULAR（代
表 Smolen 氏）および OMERACT（代
表 Boers 氏）のメンバー 27 人で構成
される寛解基準改定委員会が組織さ
れ，上記目標を満たすための 6 つの
Step によって作成作業が進められた。

Step1：ACRコアセットのそれぞれ
の項目において寛解と呼ぶべき上限値
は？

27 人の委員に次の２つの質問につ
いてアンケートを行った。1）1 つの
項目のみで寛解と判定する場合のその
項目の上限値は？ 2）ある 1 つの項目
以外の他のすべての項目が寛解基準
にある場合，ある 1 つの項目の上限値
は？ これらアンケートの結果を表 3
に示す。

Step2：患者が報告する指標（患者

疾患活動性全般評価や疼痛VAS）を
含めるべきか？

4 つの大規模多施設 / 無作為臨床試
験（RCT）のデータを解析して ACR
コアセットのうちどの項目が TNF 阻
害薬 /MTX 併用療法と MTX 単独療
法の効果の違いを同定するのに優れて
いるか検討したところ，患者疾患活動
性全般評価は 1 つの RCT でもっとも
すぐれた同定項目であり他の RCT に
おいても 4 番目にランクされた。また
疼痛 VAS も 1 つの RCT で 2 番目に
ランクされた。よって寛解基準には，
患者が報告する指標のうち１つは含め
るべきであるとされ，以下の Step に
て最終的に患者疾患活動性全般評価が
寛解基準項目として選択された。

Step3：どの指標を寛解基準に使用
するか？

総 合 的 疾 患 活 動 性 指 標 で あ る
DAS28，SDAI（Simple Disease 
Activity Index），CDAI（Clinical 
Disease Activity Index）に加え，ACR
コアセットの項目の組み合わせでそれ
ぞれの項目が Step1 のアンケートの上
限値以下であるといういくつかの候補

［Boolean 法（0 あるいは１）］を使用
する。

Step4：臨床研究（RCT）の患者デー
タを基にStep3で挙げたいくつかの
寛解基準の候補の妥当性を検討する

Step3 で選ばれた寛解基準の候補を
使用して，大規模多施設 RCT のデー
タから MTX 単独群を解析し図２のよ
うに治療開始から 6 か月または 12 か
月の時点で候補となった寛解基準を
達成している患者（および達成して
いない患者）が，12 か月から 24 か月

の間に身体機能および X 線学的 Good 
outcome を達成している割合を検討
した（表４）。その結果，DAS28 にお
ける寛解基準は他の基準より劣ってい
たが，他の基準はほぼ同等であった。

Step5：寛解基準の候補が実際の基
準として適切かどうか評価する

寛解基準候補の Face validity を行
うために，それぞれの寛解基準を満た
した時にどれぐらい活動性が残存して
いるか上記 RCT データを解析して評
価した。その結果，総合的疾患活動
性指標を用いた場合，DAS28 寛解基
準では多くの ACR コアセットにおい
て活動性が残存（例 TJC 最大 7，SJC
最大 21）していたが，SDAI ≦ 3.3 で
は残存する活動性はほとんど認めな
かった。一方，Boolean 法を用いた場
合，TJC28, SJC28, CRP ≦ 1 では，患
者が報告する指標で活動性が残存（例
PtGA 最大で 8，Pain 最大で 8）して
いたが，TJC28, SJC28, CRP, PtGA ≦
1 ではほとんど残存していなかった。
また，これら寛解基準を使用すること
で TNF 阻害薬 MTX 併用療法群では
18 ～ 26％の患者が寛解を達成する一
方，MTX 単独群では 5 ～ 10％の患者
のみ達成可能であったということから
もこれら寛解基準が適切であると判断
した。

Step6：寛解基準の最終決定
Step1-5 までの作業の後，最終的に

2009 年 ACR 総会直前に委員会を開き
寛解基準の候補の最終投票を行い，表
５に示す新 ACR/EULAR 寛解基準が
決定した。今回公式基準としては臨床
研究で使用される基準（表 5 左側）が
採用されたが，委員から日常診療にお

表１　疾患活動性指標　

寛解 低疾患
活動性

中程度
疾患活動性

高度疾患
活動性

DAS（44） <1.6 <2.4 以下 >2.4，3.7
以下 >3.7

DAS28 <2.6 3.2 以下 >3.2，5.1
以下 >5.1

SDAI 3.3 以下 11 以下 26 以下 >26
CDAI 2.8 以下 10 以下 22 以下 >22

S D A I = 圧 痛 関 節（ 0 - 2 8 ）+ 腫 脹 関 節（ 0 - 2 8 ）+ 医 師 の
疾 患 活 動 性 全 般 評 価（ V A S で 0 - 1 0 c m ）+ 患
者 の 疾 患 活 動 性 全 般 評 価（ V A S で 0 - 1 0 c m ）
+ C R P 値 ( m g / d L )

C D A I = 圧 痛 関 節（ 0 - 2 8 ）+ 腫 脹 関 節（ 0 - 2 8 ）+ 医 師 の
疾 患 活 動 性 全 般 評 価（ V A S で 0 - 1 0 c m ）+ 患 者
の 疾 患 活 動 性 全 般 評 価（ V A S で 0 - 1 0 c m ）

表２　ACR 寛解基準　（1981 年版）

1 . 朝 の こ わ ば り が な い か ，あ っ て も 1 5 分 を 超

え な い

2 . 疲 労 感（ f a t i g u e ）な し

3 . 病 歴 で 関 節 痛 な し

4 . 関 節 の 圧 痛 な し

5 . 関 節 ま た は 腱 鞘 の 腫 脹 が な い

6 . 赤 沈（ E S R < 2 m m / 時（ 男 性 ）），< 3 0 m m /

時（ 女 性 ）

判定基準：上記1－6が5つ以上2か月以上認

めた場合ACR寛解

表３．ACR コアセット項目の上限値は？

アンケート１） アンケート２）

平均値 80％ 最大 平均 80％ 最大
圧痛関節数 28 1.1 2 6 2.6 4 10
腫脹関節数 28 0.5 1 4 1.3 2 6
CRP（mg/dL） 0.9 1 2 1.1 1.5 2
Pain（0-10） 1.3 2 3 2.4 3 6
医師全般評価

（0-10）
1.0 1 4 1.6 2 4

患者全般評価
（0-10）

1.2 2 3 2.2 3 6

HAQ（0-3） 0.7 0.5 3 0.9 1 3
80%=80th percentile

表４．さまざまな寛解基準における Good outcome 達成率および
 陽性的中率

Good outcome
達成率（%）

寛解基準候補（CRP あり） 寛解（＋）寛解（－）陽性的中率 P 値
TJC28,SJC28,CRP ≦ 1 46 17 3.2 <0.001
TJC28,SJC28,CRP,PtGA ≦ 1 66 17 7.2 <0.001
TJC28,SJC28,CRP,PtGA,MDGA,Pain ≦ 1 67 18 7.5 <0.001
DAS28<2.6 38 18 2.2 0.01
DAS28<2.0 ＊ 56 20 4.5 0.01
SDAI ≦ 3.3 56 17 4.8 <0.001
寛解基準候補（CRP なし） 寛解（＋）寛解（－）陽性的中率 P 値
TJC28,SJC28,PtGA,MDGA ≦ 1 68 17 7.9 <0.001
TJC28,SJC28,PtGA ≦ 1 66 16 7.2 <0.001
CDAI ≦ 3.3 63 16 6.4 <0.001

＊この基準を満たすのはごく少数である

図１．24か国QUEST-RA研究における 寛解率は指標により異なる

Sokka T et al. Arthritis Rheum 2008;58:2642-51

ACR

40

30

20

10

0
SJC（42），
TJC＝0，
ESR＝ACR

SJC（28），
TJC＝0，
ESR＝ACR

RAPID3≦1 MD≦0.3 CDAI≦2.8 DAS28≦2.6

図２：Step4 Good outcomeの定義

6 か月または 12か月の時点である基準で寛解を満たしていた時に 12か月から 24

か月の時点で以下の基準を満たす X 線学的 good outcome: Sharp 変法 スコアある

いは Sharp-/vdH スコアの変化≦0 身体機能的 good outcome: HAQ スコアの変化

≦0 およびHAQスコアが一貫して≦0.5

治療開始 Remission？

0 mo 6 mo 12 mo 24 mo

Ｇｏｏｄ Outcome？
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（公財）日本リウマチ財団　平成 23年度	事業計画
日本リウマチ財団は，昭和 62 年の設立
以来，着実な事業推進により多大な成果を
あげてきた。公益財団法人移行認定が視
野に入ったこともあり，今後はさらに，その基
盤を確固たるものとするために従前から実施
している各種事業の一層の充実強化を図る
他，関係団体と連携してリウマチ性疾患の
制圧に対する社会の要請と期待に応えるよ
うに努めることといたしたい。
平成 23 年度の主な事業は次のとおりで

あるが，新規事業として若手研究者の育成
を目的に，国際学会における研究発表につ
いて定額の助成を行うこととする。

１. 調査・研究及びその助成事業
（1）中長期的な研究計画のもとにリウマチ性

疾患の治療研究を行う。
（2）リウマチ性疾患治療薬等の治験の円滑

実施を検討推進する。
（3）全国登録医のネットワークを構築する。
（4）リウマチ性疾患の病因究明，治療，予防，

疫学等に関する広範な調査・研究の助

成を行う。
ア.	リウマチ性疾患調査研究助成（公
募）11 課題　各 100 万円助成

イ.	三浦記念リウマチ学術研究賞
	 アの 11 課題のうち1題を選考し助
成する。

ウ.	その他
（5）ノバルティス・リウマチ医学賞（300 万円）
	 リウマチ性疾患の本態解明に関する研
究で生命科学，情報科学，遺伝･環境学，
薬物科学等の分野で，顕著な功績を挙
げた研究を顕彰し賞金を授与する。

（6）日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞	
（100 万円）

	 リウマチに関する医学教育，患者教育，
社会教育等の功績を顕彰し賞金を授与
する。

（7）リウマチ福祉賞（福祉奨励賞）
	 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また
は団体を顕彰し賞金を授与する。

（8）リウマチのケアに関する事業を推進する。
（9）リウマチ登録医のあり方，医療情報網の

整備等について調査研究を行う。

２. 普及啓発事業
（1）日本リウマチ財団ニュース（医学情報の

分野を充実）を年６回発行し，リウマチ
登録医等に配布する。

（2）リウマチ月間（６月）用ポスターを作成し，
医療機関，保健所，市町村保健センター
等に配布する。

（3）「リウマチ月間リウマチ講演会」を開催する。
	 平成 23 年 6月6日（月）東京都千代
田区丸ノ内	丸ビルホール

	 月間事業に併せ同一会場において，医
学賞等の授賞式を挙行する。

（4）新しいリウマチ医療の導入，リハビリテー
ション医療のあり方等にかかわる医療保
険制度の問題点について検討し改善策を
当局に提案，実現に努める他，診療報酬
等に関する情報を登録医等へ提供する。

（5）リウマチ登録医の診療レベルの向上，リ

ウマチに関する知識の普及啓発事業の
展開を図るため，リウマチ登録医の会又
は，リウマチ医の会の活動を推進する。

（6）ホームページ・リウマチ情報センターを運
営する。

	 登録医等が必要とする情報を適宜，迅
速に収集･提供し，頼られる情報センター
となるために活動を強化するとともに，逐
次ホームページのリニューアルを進める。
そのため事務局体制を強化する。

		
３. 教育研修事業
（1）リウマチ登録医等の教育の一層の推進

に寄与するため教育研修会を開催する。
	 6 地区での研修会を充実させる。
	 地区研修会 6 地区（秋田県，東京都，
石川県，兵庫県，愛媛県，福岡県）

（2）リウマチのトータルケア推進のためリウマ
チの治療とケア研修会及びＲＡトータル
マネジメントフォーラムを開催する。
ア.	リウマチの治療とケア研修会　
	 ６地区（福島県，新潟県，愛知県，

Announcement
［登録医単位認定研修講演（H23.5 〜H23.7）］

		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。

6/15（水）　19:15　1単位 福島
会津医学会学術講演会
田辺三菱製薬（株）
高橋 環
Tel.024-932-1800

6/9（木）　18:20　1単位 北海道
深川医師会学術講演会
ファイザー（株）
山本 昌嗣
Tel.011-241-0993

6/3（金）　19:30　1単位 青森
第22回 青森県リウマチ懇話会
ファイザー（株）
土岐 雅良
Tel.017-735-7061

5/28（土）　14:15　1単位 北海道
北海道リウマチ性疾患の治療とケア
エーザイ（株）
大津 貴智
Tel.011-851-6172

5/20（金）　19:00　1単位 北海道
道南関節リウマチ・膠原病懇話会
旭化成ファーマ（株）
加藤 正憲
Tel.0138-31-6701

5/18（水）　19:15　1単位 山形
第9回 山形リウマチセミナー
アステラス製薬（株）
藤原 充敏 
Tel.023-615-2522

北海道・東北

5/17（土）　19:50　1単位 神奈川
第5回 横浜リウマチ・膠原病研究会
田辺三菱製薬（株）
竹下 優子
Tel.045-472-2653

5/17（火）　19:30　1単位 東京
第31回 ひがし東京リウマチ研究会
安倍内科医院
安倍 千之
Tel.03-3692-3515

5/7（土）　18:00　1単位 埼玉
第4回 埼玉Biologics研究会
田辺三菱製薬（株）埼玉支店医薬部学
術課
脇本 文子　Tel.048-645-2937

関東・甲信越

6/17（金）　19:00　1単位 北海道
第14回 旭川リウマチ研究会
旭川医科大学整形外科学教室
伊藤 浩
Tel.0166-68-2511

6/16（木）　19:00　1単位 秋田
第1回 秋田県MTX診療セミナー
ファイザー（株）
長岐 徹
Tel.018-866-3601

6/1（水）　20:00　1単位 神奈川
第10回 湘南西部リウマチ性疾患症例
検討会
参天製薬（株）
神戸 昌孝　Tel.03-3523-8890

5/31（火）　19:45　1単位 群馬
第2回 群馬骨および生活習慣病を考える会
群馬大学生体調節研究所
北川 浩史
Tel.027-220-8855

5/28（土）　16:10　1単位 山梨
第3回 山梨大学整形外科セミナー
山梨大学医学部整形外科
佐藤 信隆
Tel.055-273-6768

5/28（土）　16:00　2単位 東京
骨粗鬆症クリニカルセミナー 東京会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2089

5/26（木）　19:30　1単位 東京
第20回 大田区リウマチ・膠原病研究会
東邦大学医学部整形外科
坂本 百合子 
Tel.03-3762-4151

5/21（土）　17:00　2単位 神奈川
第117回神奈川県臨床整形外科医会学
術講演会
中外製薬（株）
森 絵美　Tel.045-450-7672

6/15（水）　19:30　1単位 千葉
松戸整形外科医会教育研修講演会
ヤンセンファーマ（株）
松井 夏海
Tel.03-5793-7488

6/9（木）　19:30　1単位 神奈川
第8回 横浜骨粗鬆症研究会
中外製薬（株）
森 絵美
Tel.045-450-7672

6/7（火）　19:00　1単位 新潟
第92回 膠原病研究会
新潟大学保健管理センター
黒田 毅
Tel.025-227-2040

6/4（土）　17:00　1単位 東京
第25回 城南リウマチ会
武田薬品工業（株）
柳沢 俊一
Tel.03-5456-9876

6/4（土）　15:00　1単位 東京
第16回 シェーグレン症候群セミナー
参天製薬（株）
千場 猛
Tel.03-3523-8890

6/2（木）　20:00　1単位 神奈川
第17回 神奈川県続発性骨粗鬆症研究会
エーザイ（株）神奈川医薬5部
常木 茂成
Tel.046-222-1021

6/16（木）　20:00　1単位 神奈川
第21回 横浜リウマチフォーラム
横浜市立大学大学院医学研究科
丘野 洋
Tel.045-787-2630

6/17（金）　19:45　1単位 山梨
第7回 山梨RA生物学的製剤研究会
社会保険鰍沢病院
中島 育昌
Tel.0556-22-3135

6/17（金）　20:30　1単位 埼玉
第6回 埼玉リウマチ実地医の会
武田薬品工業（株）
高橋 良平
Tel.0492-41-7820

6/17（金）　20:00　1単位 埼玉
第2回 埼玉リウマトロジーカンファランス
エーザイ（株）
富田 剛
Tel.049-245-6321

6/17（金）　19:45　1単位 埼玉
第7回 埼玉東部リウマチフォーラム
順天堂越谷病院
木田 一成
Tel.048-975-1111

6/17（金）　20:00　1単位 神奈川
第9回 川崎・横浜骨粗鬆症とリウマチ
を語る会
宮川病院
小酒井 治　Tel.044-222-3255

5/21（土）　17:00　1単位 愛知
第2回 中部ロコモサイコソマ研究会
中部労災病院心療内科
小林 志保 
Tel.052-652-5749

5/20（金）　19:45　1単位 静岡
駿遠整形外科医会
杉山整形外科医院
杉山 修一
Tel.054-620-4114

東海・北陸

7/6（水）　19:00　2単位 神奈川
第10回 横浜関節疾患研究会
横浜市立大学
熊谷 研
Tel.045-787-2655

6/28（火）　19:45　1単位 千葉
第5回 かずさ整形外科セミナー
MSD（株）
野田 征宏
Tel.080-6742-6997

6/22（水）　19:05　1単位 茨城
第1回 茨城T細胞研究会
ブリストル・マイヤーズ（株）
岸本 拓也
Tel.029-226-3335

6/18（土）　19:00　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー
ファイザー（株）
若生 将希
Tel.027-328-6121

5/21（土）　18:00　1単位 愛知
東三河リウマチ研究会（第26回）
ブリストル・マイヤーズ（株）
池田 頼彦
Tel.052-202-0051

6/9（木）　19:30　1単位 三重
第6回 トシリズマブ適正使用懇話会
中外製薬（株）
高木 克也
Tel.059-225-7255

6/9（木）　19:45　1単位 福井
第5回 Biologics研究会
ブリストル・マイヤーズ（株）
井之元 豪
Tel.076-233-2751

6/4（土）　18:45　1単位 石川
第2回 金沢リウマチ懇話会
田辺三菱製薬（株）
横山 紘幸
Tel.076-221-8722

5/31（火）　19:30　1単位 富山
第1回 高岡リウマチエキスパートセミナー
本荘リウマチクリニック
本荘 茂
Tel.0766-29-1800

5/28（土）　17:30　1単位 岐阜
第13回 岐阜大学整形外科教育研修会
第一三共（株）岐阜第一営業所
神保 隆介
Tel.058-269-1305

5/21（土）　18:40　1単位 石川
第11回 石川リウマチ薬物治療研究会
アステラス製薬（株）京都支店金沢営
業所
夏目 浩介　Tel.076-263-7750

5/21（土）　18:30　1単位 愛知
第2回 三河地区トシリズマブ研究会
中外製薬（株）
小辻 勝美 
Tel.0564-24-3191

5/21（土）　15:30　1単位 大阪
第23回 北河内リウマチ膠原病勉強会
エーザイ（株）
遠藤 健一 
Tel.06-6831-5222

5/14（土）　17:00　1単位 奈良
第15回 奈良膠原病研究会
旭化成ファーマ（株）
杉田 英之
Tel.0742-34-4801

近畿

6/18（土）　18:15　1単位 愛知
第5回 三河湾リウマチセミナー
田辺三菱製薬（株）
谷村 卓磨
Tel.0564-66-0220

6/18（土）　17:15　2単位 静岡
静岡炎症研究会
ファイザー（株）
齋藤 尚也
Tel.054-284-0303

6/11（土）　17:00　2単位 愛知
東海MTX適正使用セミナー FSRの会
特別記念講演会
参天製薬（株）
中畑 忠士　Tel.052-219-1870

中国・四国

6/18（土）　17:00　1単位 兵庫
第5回 神戸東リウマチ性疾患連携の会
神戸大学医学部附属病院リウマチセンター
柱本 照
Tel.078-382-5680

6/4（土）　14:00　1単位 兵庫
川西市医師会 健康スポーツ医学講演会

（社）川西市医師会
深町 隆史
Tel.072-759-6950

5/21（土）　18:00　1単位 兵庫
第3回 兵庫リウマチチーム医療研究会
中外製薬（株）神戸オフィス
村上 陽一
Tel.078-241-6851

5/21（土）　17:30　2単位 大阪
第8回 阪神RA研究会
田辺三菱製薬（株）
大坪 有一郎 
Tel.0798-22-3241

5/21（土）　17:00　1単位 大阪
大阪臨床整形外科医会（第230回研修会）
堀口整形外科医院
堀口 泰輔
Tel.072-752-1420

6/9（木）　20:00　1単位 高知
第44回 高知リウマチ研究会
旭化成ファーマ（株）
阿部 英孝
Tel.088-825-3191

6/9（木）　19:30　1単位 山口
周南地区学術講演会
武田薬品工業（株）
石原 裕己
Tel.083-972-4114

6/4（土）　18:45　1単位 鳥取
第6回 Biological Meeting in Tottori
鳥取大学医学部保健学科
萩野 浩
Tel.0859-38-6308

5/21（土）　19:00　1単位 岡山
第277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

5/20（金）　19:15　1単位 広島
呉リウマチ地域連携ネットワーク講演会
マッターホルンリハビリテーション病院
白川 泰山
Tel.0823-22-6868

5/19（木）　19:00　1単位 山口
第19回 山口県東部地区リウマチ勉強会
参天製薬（株）
岡田 直美
Tel.06-6321-7068

6/16（木）　19:15　1単位 広島
三原市医師会学術講演会
中外製薬（株）
梅北 透
Tel.084-925-1211

5/20（金）　19:30　1単位 宮崎
第14回 ひむか運動器セミナー
宮崎大学医学部整形外科学教室
矢野 浩明
Tel.0985-85-0986

5/20（金）　20:00　1単位 福岡
第88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

5/18（水）　19:30　1単位 福岡
第2回 大牟田リウマチを考える会
永田整形外科病院
金﨑 克也
Tel.0944-53-3879

九州・沖縄

6/18（土）　17:30　2単位 徳島
徳島関節リウマチ学術講演会
ファイザー（株）
田中 学
Tel.088-624-2471

6/28（火）　18:45　1単位 長崎
県北リウマチ研究会 学術講演会
Meiji Seikaファルマ（株）
石田 雄三
Tel.095-856-9012

6/14（火）　19:30　1単位 福岡
第13回 筑豊膠原病研究会
エーザイ（株）
桜井 克之
Tel.093-551-5281

6/10（金）　20:00　1単位 熊本
熊本県タクロリムス関節リウマチ研究会
アステラス製薬（株）
秋田 直人
Tel.096-212-0220

6/1（水）　18:30　2単位 長崎
第25回 長崎骨粗鬆症研究会
武田薬品工業（株）
西田 茂弘
Tel.095-811-0118

5/31（火）　20:00　1単位 長崎
第7回 トシリズマブ適正使用研究会
中外製薬（株）
前川 智彦
Tel.095-825-4772

5/27（金）　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）
矢野 真二
Tel.098-868-0981

5/27（金）　19:15　1単位 宮崎
第8回 宮崎膠原病リウマチ治療研究会
田辺三菱製薬（株）
山下 淳
Tel.0985-32-9205

大規模災害発生に伴い、前号にてご案内致しました中から中止または
延期となりました認定研修講演がございますので、ご確認下さい。
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奈良県，鳥取県，長崎県）
イ.	ＲＡトータルマネジメントフォーラム　
	 平成 24 年 2月4日・東京で開催

（3）登録リウマチケア看護師研修会
	 経過措置による登録希望者の資格取得
の機会を増やすため，中央研修会を開
催する。平成 23 年 8月，名古屋で開
催予定

（4）インターネットを利用したｅラーニングによ
る教育研修教材を作成し，引続き，eラー
ニングによる教育研修の充実に努める。

（5）財団主催以外の教育研修会について
研修単位の認定を行う。

（6）海外研修のため派遣する医師 10 人を
目途に助成する。助成金額を増額する。

（7）日欧リウマチ外科交換派遣医制度に基
づく事業として，今年度は若手医師 2名
を欧州へ派遣する。

（8）国際学会におけるリウマチ性疾患調査・
研究国際学会発表助成

	 国際学会においてリウマチ性疾患調査・
研究を発表する若手研究者に対し，旅

費，宿泊費を対象として定額を助成する。
3 学会を予定，1 学会について3 名程
度を目途に助成する。

（9）テキスト「関節リウマチのトータルマネジ
メント」を作成する。

４. 登録医の養成事業
（1）平成 23 年度新規登録医の審査登録及
び平成 23 年度更新者（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
年度及び平成 20 年度登録医）の審査
更新を行う。

（2）平成 24 年度新規登録医及び更新者
（昭和63年度，平成3年度，平成6年度，
平成 9年度，平成 12 年度，平成 15 年
度，平成18年度及び平成21度登録医）
の申請受付を行う。

（3）リウマチ登録医名簿を作成し，登録医，
保健所等に配布する。

	 全国版（登録医等配布用）　　　　
4,200 部

　	各地区別（患者，保健所等配布用）
150～ 350 部

（4）登録制度のあり方について検討し，結論
を出す。

５.リウマチケア専門職制度の推進　
看護師を対象に平成22年度より発足した

「日本リウマチ財団登録リウマチケア看護
師 ｣制度については，第 2次の募集，認定
を行なう他，他職種についての制度創設に
ついて検討する。

６. 災害時リウマチ患者支援事業
ネットワークの構築，維持管理，情報収集
管理事業等を実施することにより，災害時に
おけるリウマチ患者支援の充実強化を図る
ため体制のあり方を検討する。
　
７. 国際交流及び関係団体への助成事業
（1）国際交流を深めるため役員等の海外派

遣を行う。
（2）リウマチ学に関する学術会議等の開催

に対し助成を行う。
（3）リウマチ患者団体の情報提供，医療相

談等の活動に対し助成を行う。

９. その他事業
（1）リウマチ対策作業班を設置して対策の

見直しの検討を始めた，厚生労働省に
対しさらなるリウマチ対策の推進を働き
かける。

（2）各大学，国公立病院にリウマチ診療科
の設置を働きかける。

（3）各都道府県リウマチ登録医の会及びケ
ア研究会の設置に努める。

（4）賛助会員の増加に努める。
（5）リウマチ性疾患に関する調査・研究等
の助成事業に充当するため募金活動を
推進する。

（6）リウマチ関係団体が行う大会，講演会等
リウマチ対策の推進に寄与すると認めら
れる事業については後援，協賛を行う。

（公財）日本リウマチ財団　平成 23年度	事業計画

平成 22 年度日欧リウマチ外科交換派遣医受入報告
平成 11 年，日本リウマチ財団とEuropean Rheumatism and Arthritis Surgical Society

（ERASS）の間で，リウマチ外科の進歩・発展とリウマチ外科を専門とする日本とヨーロッパの
整形外科医の研修・交流・親睦を目的として，日欧リウマチ外科交換派遣医制度が開始され昨
年で 10 年が経過しました。1 年おきに日本とヨーロッパから気鋭のリウマチ外科専門の整形外

科医を相互に派遣し，日本とヨーロッパにおいてそれぞれ研修を積み，交流し，親睦を深めています。
今号は，昨年の 8 月28 日～ 9 月11 日の期間，日本に派遣・来日されていたヨーロッパの

2 名の派遣医を迎え入れた施設の方々の交流，親睦のご様子をレポートしていただきました。

桃原	茂樹	氏
東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風
センター　整形外科教授

ヨーロッパでリウマチ外科を専門とした
European Rheumatism and Arthritis 
Surgical Society （ERASS）と日本リウマチ
財団との間で平成 11 年から日欧リウマチ外
科交換派遣医制度が設けられています。こ
れは隔年に日本とヨーロッパとの間で交換派
遣が行われるもので，22 年度はヨーロッパか
ら2 人のリウマチ外科医が日本に来られまし
た。 

今回来日されました外科医は，フランス リー
ルからProf. Christian Fontaineと，オース
トリア ウイーンから Dr. Erdal Cetin のお二
人です。都合 2 週間の日本滞在でしたが，
前半 1 週間は東京に滞在されました。東京
でのホスト役を私が承りましたので，東京での
研修についてご報告させていただきます。
8 月28日（土）Prof. Christian Fontaine 来日
8 月29日（日）Dr. Erdal Cetin 来日
8 月30日（月），31日（火），9 月2日（木）
東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風セン
ター整形外科で研修
9 月１日（水）東京大学整形外科で研修
9 月3日（金）帝京大学整形外科で研修

夕刻，日本リウマチ財団髙久理事長を表敬
訪問
同日，関西に移動

8 月29日（日）の夜，滞在先のホテルで待
ち合わせをしてから日本的情緒溢れるお店で
初めて食事をご一緒しました。お二人とも紳
士的でとても温かみのある人柄であることが
分かり，日本，フランス，オーストリアでの医療
事情や各自の趣味などに話を咲かせました。

8 月30日（月），31日（火），9 月2日（木）は
私どもの東京女子医科大学膠原病リウマチ
痛風センターで研修されましたので，その際
の内容について記します。

8 月30日（月），毎週月曜日午前 7 時 15
分から始まる定例のモーニングカンファレンス
に参加していただき，医局員全員と挨拶した
後にカンファを行いました。その後，病棟に移
り入院患者さんのプレゼンや回診にも同席し
ていただきました。午後からは手術室に移動
し，関節リウマチ症例の足趾中足骨骨切り術
に立ち会っていただきました。その後の 31日

（火），9 月2日（木）の両日ともわれわれのセ
ンター整形外科で，リウマチ症例に対する人
工指関節，人工肘関節，人工肩関節などの
手術に立ち会っていただき，お互いの術式や
工夫について情報を交換しました。

また初日の 8 月 30 日（月）17 時より東京

女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風セン
ター 2 階会議室で small meetingを開催致
しました。以下が当日の内容です。

Dr .  Taku j i  Iwamoto  （Japan）: 
Rheumatoid Hand and Rheumatoid Wrist

Dr. Erdal Cetin （Austria）: Rheumatoid 
foot

Prof .  Yoshiharu Kato （Japan）: 
Atlantoaxial subdislocation in RA

Prof. Christian Fontaine （France）: 
Total elbow arthroplasty and Wrist fusion 
in RA

議論が尽きず，予定より大幅に時間が超
過致しましたが，とても実りの多い会合でした。

また，私ども以外の施設では下記の日程で
研修をされておられます。

9 月1日（水）は東京大学整形外科にて田
中栄准教授ご指導で研修。

9 月3日（金）は帝京大学整形外科にて西村
慶太教授，黒島永嗣教授のご指導で研修され
ました。そして同日の夕刻，日本リウマチ財団
髙久理事長の元を表敬訪問致し，その後次の
目的地である関西に移動致しました。

以上が東京滞在での大まかな内容です。
日本リウマチ財団とERASSとの日欧交換派
遣が始まって 10 年以上が経過しました。そ

の間，リウマチ外科を専門とする多くの医師
が日本とヨーロッパとの間の架け橋となり，そ
れぞれの医療を学んでまいりました。私も平
成 11 年この交換派遣の第 1 回目に 4 週間
欧州の国々の病院を訪問させていただき，非
常に得がたい貴重な体験をさせていただい
ております。そこでの経験がその後随分役
に立っております。関節リウマチに対しては
パラダイムシフトと呼ばれるように薬物療法
が飛躍的に発展しました。しかし，それでも
関節破壊が進行する例も少なくなく，total 
management の一つとして外科的治療は依
然として必要とされています。ですから，この
日欧交換留学が今後も継続されることを心か
ら願って止みません。

センター整形外科で手術に立ち会うお二人
（左中央 Prof. Christian Fontaine，右中央 Dr. Erdal Cetin）

橋本	淳	氏
独立行政法人国立病院機構 大阪南医療セ
ンター 免疫疾患センター

（2010 年 9 月時　大阪大学整形外科）

9 月4 ～ 11日の１週間，大阪大学整形外
科で担当させていただきました。日本の人工

関節製造企業も見ていただくのもよいのでは
ないかという委員会の前向きな方向性に従
い，今回は企業見学として“ナカシマメディカ
ルプラント”ツアーを１日入れたことが大きな特
徴でありました。また，これまで同様に多施
設の見学により多くの医師との交流がはかれ
るようにする方針を踏襲し，大阪大学だけで
はなく，中川夏子先生，居村茂明先生のご
協力のもと加古川甲南病院も訪問いたしまし
た。合計５件の手術をみていただくとともに実
際に手洗いをして手術に入っていただき，手
術の細かい術式にまで情報交換を行うことが
できとても有意義でありました。以下，時系列
に従い記載いたします。
■９月６日（月）大阪大学

Prof. Christian Fontaine（手指変形の
再建），Dr. Erdal Cetin（足部病変治療の
考え方），平尾　眞（光造形カスタムメイド
ジグを用いた人工足関節置換術），史　賢林

（人工足関節置換術の中期成績），橋本　
淳（骨伝導に優れた人工骨を用いたリウマ
チ関節の手術）の内容で発表を行いながら，
リウマチ関節外科に関しての意見交換を行
いました。
■９月７日（火）大阪大学

前日のミーティングで紹介した「人工足関
節手術の工夫」および「人工骨を用いた治
療」を実際の手術でみていただきました。

〈手術１〉人工足関節置換術（RA）
〈手術２〉肘頭骨内嚢胞に対する掻爬，人
工骨（NEOBONE）移植術（RA）
■９月８日（水）プラントツアー

ナカシマメディカル関連の施設３ヵ所，ナカ
シマプロペラプラント（玉島工場），ナカシマ
メディカル人工関節製造工場，研究所を移動
して見学しました。巨大プロペラ製造行程，
各種人工関節，新規の人工材料の紹介に，
担当者に様々多くの質問を投げつつ興味を

持って見学が行われました。
■９月９日（木）大阪大学

〈手術３〉前足部中足骨短縮矯正骨きり術
（RA）第 I-V 趾中足骨頭温存
〈手術４〉母指 CM 関節形成術（Kaarela 法）
+MP 関節 Swanson 人工関節（RA）
■９月１０日（金）加古川甲南病院

居村茂明名誉院長自ら院内を回りながら
施設をご紹介いただき，日本の病院の診察の
流れ，プール療法の施設などみていただくこ
とができました。

また，中川夏子先生には手術を見学させ
ていただきました。

〈 手術５〉人工肘関節置換術 Coonrad-
Morley（RA）

お二人共，関節外科の知識と考察も豊富
なだけでなく非常に気さくで，学問的にも文化
的にも大いなる交流をはかることができました。

大阪大学にてみなさんと
（ 左 か ら 2 人 目 Dr. Erdal Cetin，3 人 目 Prof. 
Christian Fontaine）
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QUIZ

画像画像 画 像 ク イ ズ
#4

問題
これらの写真の疾患は何でしょうか？

出題：出題：山田昭夫 氏（新橋アレルギー・リウマチクリニック）
協力：リウマチセンター間連絡会

解説：島田浩太 氏　東京都立多摩総合医療センター リウマチ膠原病科
協力：リウマチセンター間連絡会

前号解答
悪性リンパ腫（diffuse large B cell lymphoma）
肝生検にて悪性リンパ腫（diffuse large B cell lymphoma）
と診断，経気管支肺生検組織（図 3）では肉芽腫組織内に異型 B
細胞が認められたことから，lymphomatoid granulomatosis

（Wegener 肉芽腫症に似た肺内腫瘤を来し，悪性リンパ腫への
進行が知られる）と診断，同肺病変から悪性リンパ腫へと進行し，
肝・脾臓浸潤を来した症例と考えられた。なお本症例の詳細は，
Scand J Rheumatol 2007;36:64 に報告した。
K.Shimada et al., Scand J Rheumatol 2007;36:34-67 より引用

58 歳 男性
職業：カセットテープ編集
主訴：手指・足趾変形（関節痛なし）
ESR 4mm/h
CRP 0.96mg/dl
IgG 1489mg/dl
IgA 305mg/dl
IgM 118mg/dl
IgE 2091IU/ml
(HD 6+, Mite 6+)

RF　19.9 IU/ml
抗核抗体 (-)
抗 dsDNA 抗体 <5
抗 RNP 抗体 <7.0
抗 Sm 抗体 <7.0
抗 SS-A 抗体 <7.0
抗 SS-B 抗体 <7.0

図 3 悪性リンパ腫（B 細胞型）
K.Shimada et al., 2007 より改変

図 1 症例：54 歳女性 RA 図 2 経過
K.Shimada et al., 2007 より改変 K.Shimada et al., 2007 より引用
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  村島温子　（独）国立成育医療研究センター 母性医療診療部部長

このたびの東日本大震災でお亡くなりに
なられた方々のご冥福をお祈りするとともに，
被災された皆様には心よりのお見舞いを申
し上げたいと存じます。また被災地の一日
も早い復旧復興をお祈り申し上げます。

身が震えるほどの未曾有の大災害であ
る。マグニチュード 9.0 の大地震，その直
後の大津波，さらには原発事故による放射
能汚染。震災から 1カ月以上が過ぎた夜
にこの原稿を書いているが，あらためてそ
の被害の大きさに呆然とする。その一方で
この震災によってたくさんの問題が世の中
に放たれたとも感じる。

震災直後にまず疑問に感じたのは報道
のあり方であった。無論いち早く現地にヘ
リを飛ばしてその被害の惨状と現地で必要
なものを私たちに伝えることは報道の大切

な使命である。しかしどのチャンネルを回し
ても金太郎飴とは言わないまでもほぼ同じ
内容であった。報道の自由を十分承知の
上で申し上げるが，大災害時には局ごとに
被災状況・安否確認・原発事故関連・医
療情報・津波気象情報などと担当を決める
ことはできないものかと感じた。またある番
組で「ニュージーランド地震の直後にはサ
イレントタイムがあって生存者救助のために
ヘリも含め現場への立ち入りが禁止されて
いた」と述べたキャスターに対して，ゲスト
が「ですから今回だってマスコミの方も自
主的によく考えて」と応じる場面があり，ま
さに我が意を得たりという感であった。

原発の問題でも矛盾を感じた。放射能
汚染の発表にしても安全を強調するのはわ
かるが，“直ちに”健康を害する線量では
ないという表現が逆に不安を煽った。その
一方で，当初レベル 4 ～ 5と発表していた
ものが 1カ月以上たってレベル 7 でしたと
改められてしまう。つまり当初の発表を信じ
てはいけなかったわけであり，今後の原発

関連の発表についてもまたあとで変更され
るのではないかという猜疑心を生んだ。さ
らに唐突に住民の被曝限度線量を上げた
り，（相対的に）低濃度な汚染水を海に放
出してしまう事態にいたっては，病院でのフィ
ルムバッジによる放射線健康管理や基礎実
験の際に厳しく指導されたラジオアイソトー
プ廃液の処理を考えると，そんなに簡単に
基準値を変えるのであればこれまでの基準
とは何だったのだろうと感じた。また国のエ
ネルギー政策の根幹をなす原子力発電が
電力会社という営利企業によって運営され
ている危険にもあらためて気づかされた。
水力・火力発電はよいとしても原子力発電
に関しては全国の原発を一括管理する国
営機関が必要なのではないか。さらに東
京電力との利益相反の問題も見逃せない。
リウマチ学会でも今年から利益相反の有無
にかかわらず，学会発表時にその申告を行
うことが必要となった。東電がどの大学に
何億のお金を使って寄付講座を作ったり研
究補助をしたとしてもそれは企業の自由で

あろう。大切なことはテレビや新聞で原発
の安全性・必要性を論じている学者たちが
きちんと東電との利益相反を表明すること
ではないか。

そのほかにも東京 21 区の方にはわから
ないであろうが，計画停電といいながら直
前になるまで実施されるかわからない計画
性のない停電とそれによる医療機関の混
乱，交通の混乱。私の外来に通ってくる患
者さんたちの足も大いに乱れた。またドー
ムでのプロ野球ナイター問題，首都知事
の「天罰」発言，日本ユニセフ協会の問
題など驚くことが次々に噴出した。とにかく
これまで明らかにされていなかった様々な
人々のさまざまな本音や思惑，利害関係が
一気に浮かび上がってきた。しかも被災者・
被災地とは関係なく。パンドラの箱は開か
れたのである。しかしエルピス＝希望が残っ
ているはずだ。それを信じてすべての人が
目の前にある「今できること」を淡 と々実践
していければと願っている。

 （仲村一郎）

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。詳細については決まり次第ホー
ムページ「リウマチ情報センター」に掲載します。

平成23年度リウマチの治療とケア研修会　開催予定

地区名 開催日 開催場所 世話人
北海道
･東北 9/18（日） 福島県 コラッセふくしま 福島赤十字病院（内科）

宮田 昌之 副院長
関東・
甲信越 11/20（日） 新潟県 朱鷺メッセ 新潟県立リウマチセンター

村澤 章 院長
 東海・
北陸 10/2（日） 愛知県 名古屋市

中小企業振興会館
名古屋大学大学院医学系研究科
整形外科・リウマチ学　石黒 直樹 教授

近畿 10/16（日） 奈良県
奈良県新公会堂

近畿大学医学部奈良病院 整形外科・
リウマチ科　宗圓 聰 教授

中国・
四国 8/28（日） 鳥取県

米子コンベンションセンター
鳥取大学医学部整形外科学教室
豊島 良太 教授

九州 11/27（日） 長崎県
長崎ブリックホール

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 
展開医療科学講座（第一内科）
川上 純 教授

医師をはじめ、医療関係者等を対象にリウマチの治療とケア研修会を下記のように開
催する予定です。

平成23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

秋　田 11/6（日） 秋田大学医学部
附属病院

秋田大学大学院 整形外科学講座
島田 洋一 教授

東　京 9/11（日） 東京コンファレン
スセンター・品川

順天堂大学 医学部膠原病内科
髙崎 芳成 教授

石　川 11/13（日）ホテル金沢 金沢医科大学 血液免疫内科学
梅原 久範 教授

兵庫・
大阪 7/31（日） 新大阪ワシントン

ホテル　プラザ
兵庫医科大学 内科学講座リウマチ・膠原病科
佐野 統 主任教授

愛　媛 平成 24年
2/19（日）

松山市総合
コミュニティセン
ター

愛媛大学大学院 医学系研究科生体統御内科学
長谷川 均 准教授
愛媛大学大学院 医学系研究科運動器学 （整形外科）
渡部 昌平 准教授

福　岡 12/11（日） 福岡国際会議場 久留米大学医療センター リウマチ膠原病センター
福田 孝昭 教授

医師を対象に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資格更新単位（直近 3 年間で 12 単位）

日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞及び日本リウマチ財団リウマチ福祉賞受賞者 決定

日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞及び日本リウマチ財団リウマチ福祉賞受賞者が決定しました。

日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞受賞者
齋藤	輝信氏
独立行政法人国立病院機構 西多賀病院 リウマチ疾患研究センター センター長
永年にわたりリウマチ性疾患にかかわる医学教育を通じ、わが国のリウマチ学の進歩・発展に著
しく貢献された方を顕彰するものである。（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）

日本リウマチ財団リウマチ福祉賞受賞者
八木	恵美子氏
日本音楽療法学会認定音楽療法士

（社）日本リウマチ友の会 会員
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。

授賞式は、リウマチ月間リウマチ講演会 （6 月 6日開催　丸ビルホール 東京都千代田区 丸ビル 7 階）において執り行います。

国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表に対する助成要綱
当財団では平成 23 年度より 新規事業として「国際学会に

おけるリウマチ性疾患調査・研究発表」に対する助成を行う。 

公益財団法人　日本リウマチ財団

１．助成対象の調査・研究発表
海外及び国内における国際学会において発表するリウマチ

性疾患の病因，治療，予防，疫学等に関する調査・研究

２．助成対象の国際学会
（1）ヨーロッパリウマチ学会（EULAR）
（2）アメリカリウマチ学会（ACR）
（3）アジア太平洋リウマチ学会（APLAR） 
（4）その他リウマチ性疾患に関する国際学会で日本リウマチ

財団が特に認める学会

３．助成対象者の推薦
リウマチ性疾患の調査・研究に意欲的に従事する若手の研

究者等で，次の者の推薦を受けた者とし，次の推薦者は学会
毎に各１名推薦するものとする。
（１）大学の場合は学長，（総合大学は学部長，あるいは研

究所長）
（２）その他の機関の場合その代表者
（３）当財団の評議員，専門委員

４．助成対象者
助成対象者は発表者に限り，毎年度，各学会毎の助成者は

３名以内とする。

５．助成対象金額
旅費及び宿泊費用を対象として次の金額を限度とする。

（千円未満打切り）

（１）海外で開催の国際会議の場合は次のとおり
①ヨーロッパリウマチ学会（EULAR） …………… 30 万円
②アメリカリウマチ学会（ACR） …………………… 25 万円
③アジア太平洋リウマチ学会（APLAR） …………15 万円

（２）国内で開催する国際学会 …………………… 10 万円

６．応募方法等
（１）所定の申請用紙により採択通知とともに抄録を添えて

申請する。
（２）申請書の締切は学会発表の日の２か月前とする。
（３）当財団の選考委員会において選考し，学会発表３週間

前までに申請者に通知する。

７．助成金の交付及び報告書の提出
各学会発表後，１か月以内に発表報告書及び請求書を提出，

請求書受理後，１か月以内に助成金を交付する。
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