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108 号の主な内容
● 緊急座談会 後編

 MTX16mg/ 週の実現

● リウマチ人 京極方久氏

● Topics PRSYM 速報

● 画像 Quiz 第 5 回

● アナウンスメント
（4 ページに続きます）

（次ページに続きます）

ご出席者
（話し手）鈴木 康夫 氏
	 東海大学医学部内科学系リウマチ内科	教授
（聞き手）神田 健博 氏
	 神田整形外科	院長（横浜市）
司　会
後藤 眞 氏
 桐蔭横浜大学医用工学部	生命・医工学科	不老科学・加齢制御学部門	教授	
	 （日本リウマチ財団ニュース編集委員長）

MTX増量によってより注意の
必要な副作用と葉酸の上手な使い方

神田：整形外科医にとって副作用で怖

いのは肝臓・腎臓の問題，骨髄抑制も
そうなのですが，特に間質性肺炎など
の肺の疾患だと思います。
鈴木：MTX の代表的な副作用であ

る間質性肺炎は MTX の用
量とは全く関係ありません。
日本での報告例の検討では，

（MTX の適正使用情報によ
る死亡例の背景の検討）間質
性肺炎発生例における MTX
用 量 は 4 〜 6mg ぐ ら い の
投与例が多いです。一種の

（MTX への）過敏反応型の
薬剤性間質性肺炎なのでまっ
たく用量とは関係なく，投与
量が増えたら起きやすいって
ことはまずありません。明らかに用量
と関係ある副作用の 1 つは肝障害（肝
酵素上昇）です。
後藤：そうですね
鈴木：ただし，肝酵素値の上昇は基本
的にはそれほど怖い副作用ではありま
せん。欧米のガイドラインでも基準値
の上限の 3 倍までは許容するとしてい
ます。私自身は 3 倍まではみませんが
…。
後藤：私は 3 桁にならなければと考え
ています。肝酵素の異常というのは薬
によって酵素活性が上昇することを意

味する。だから上がるほうが私はむし
ろ効く症例だと思うのです。多くの場
合，しばらく観察しているとそのまま
治まります。もちろん急激に数百以上
になると別問題ですが。
鈴木：基本的にはウイルス性肝炎など
他の肝疾患がベースにないということ
は重要ですね。MTX 自身の肝酵素の
上昇っていうのは私も基本的には怖い
ものではないと思いますし，それが長
期に続いたからといって慢性的な変化
が起きるわけではないのです。かつて，
慢性的な MTX 投与によって，総投与

座談会出席者，
左から神田 健博氏，鈴木 康夫氏，後藤 眞編集委員長

医師を志すきっかけになった
広島での被爆体験

後藤　原爆投下の日は，どこにおられ
たのですか。
京極　当時は学徒動員で毎日工場に
通っていましたが，ちょうどその日
は工場が月に一度の休みの日で，自宅
に母と 2 人でいたら，そこへドカーン

聞き手　後藤　眞 氏
 日本リウマチ財団ニュース編集委員長
 桐蔭横浜大学 医用工学部 生命・医工学科 不老科学・加齢制御学部門 教授

東北大学名誉教授
京極方久 氏

病理研究から教育へ
題字・仲村一郎
湯河原厚生年金病院
リウマチ科 部長

京極方久 氏

リウマチ性疾患は過去半世紀，研究面でも治療面でも大きな変貌を遂げた。特

に関節リウマチは，生物学的製剤の出現によって，もはや“不治の病”ではなく

なり，寛解，さらには治癒さえもが射程に入り始めたといわれる。しかし，生物

学的製剤が“なぜ”効くのかを含め，リウマチには依然多くの謎が残されたままだ。

病理学者・京極方久氏の 50 年の足跡は，そのまま戦後日本のリウマチ研究の歴

史に重なり合う。常にリウマチ性疾患のありようを正確に見極め，その本質に迫

ろうとして重ねてきた観察と実験，議論と思索の日々。後を託す後輩たちへの温

かな眼差しの中に，時折，今日のリウマチ臨床と研究に向けた厳しい目が光る。

107 号に引き続きメトトレキサート（以
下 MTX）の週 16mg 投与に関する座
談会の模様をお届けする。前号では神
奈川県横浜市緑区で開業されている整
形外科医 神田健博 氏と日本リウマチ
学会（JCR）の MTX 診療ガイドライ
ン（編集 ：日本リウマチ学会 MTX 診
療ガイドライン策定小委員会）作成の
責任者である東海大学 鈴木康夫氏が，
MTX 診療ガイドライン策定や公知申請
の承認，添付文書の改訂経緯などのお
話しから会をスタートさせ，実地臨床での
MTX の使用頻度が約 8 割程度であるこ
と。16mg まで使用できるようになって
一番の懸念は，増量する場合の「指標」
と「副作用」であること。以前と変わっ
た点について鈴木 氏は，最大投与量が
16mgまでの増量という点。第一選択薬
として使えるようになったという点などを

あげた。「投与開始後どのくらいのタイミ
ングで増量するか」については，「2ヵ月
間経っても効果が不十分であれば」が「4
～ 8 週間」と変更されたこと。「増量す
る時には週 2 ～ 4mg 単位で増量ができ
る，つまり2 カプセル（4mg）を一度に
増やしてもいい」ことも変更点として取
り上げた。葉酸の使用が添付文書に明
記されたことも重要であるという。

MTX 増量の目安は，個々の判断が優
先され，「どの用量がスタンダード」とい
う点について，鈴木 氏の個人的な見解
では週 8 ～ 12mg。また MTX を週何
mgまで使ってから生物学的製剤を投与
するという点は厳密に決めなくてもかまわ
ないというご意見だった。増量した際の
効果は意外と早く現れ，約 1ヵ月後の反
応性で増量の成否が判明するとのことで
もあった。

●107号の概略●
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量が増えると肝臓の線維化が起きるこ
とが尋常性乾癬治療の時に話題になっ
た時もありましたが，その後否定され
ています。バイオプシーを行った成績
でも大丈夫という背景があります。
後藤：その頃は毎月バイオプシーを真
面目にやりましたね。
鈴木：注意しなければいけないもう 1
つの副作用は血球減少症ですね。これ
は用量依存的な副作用で時々致命的に
なることがあります。それから口内炎
や嘔気，下痢などの消化器症状も用量
依存的な副作用です。
後藤：そうですね。
鈴木：ただ，用量依存性の副作用は裏
返すと，葉酸投与で予防ができうると
もいえます
後藤：そうですね。口内炎とか嘔気は
葉酸を加えるだけでだいたい OK にな
ります。
鈴木：ですからこれから MTX を高用
量で使う際には，葉酸をうまく使うっ
てことが非常に大事になると思います。
神田：8mg や 6mg 投与の患者さんに
も私は葉酸を使っていることが多いの
ですが，葉酸の使い方は MTX を増や
しても同じ 5mg 投与でいいのでしょ
うか。
鈴木：基本的には葉酸の量がどのくら
いがいい，というのはなかなかはっ
きりしてはいません。私自身は基本
的には週 5mg を超える用量は必要な
いと思っています。MTX の投与量が
週 8mg ぐらいですと葉酸 5mg/ 週を
併用しますと半数弱で効果が減弱しま
す。
後藤：確かに落ちますね。
神田：そうですか。
後藤：私はだから葉酸を使いません。
鈴木：後藤先生はお使いにならないそ
うですが，葉酸の治療効果に対する影
響に対して今までにも多くの臨床研究
があるのですが，これらの成績を検討
すると，MTX の投与量の半量以上の
葉酸を併用すると治療効果が減弱する
傾向があります。従って，葉酸の用量
は多くても MTX 用量の半量で十分と
いうことになります。例えば，MTX
が週 8mg だったら葉酸は週 4mg と
いうことになります。海外の検討で
は，赤血球中の葉酸濃度や血清ホモシ
ステイン濃度を指標にすると葉酸は週
5mg，フォリン酸は週 2.5mg で十分
であると報告しています。私の検討で
も，MTX 平均投与量が週 10mg 程度
の症例では，葉酸週 3mg で副作用は
予防・軽減できますので，MTX 投与
量の 3 分の 1 程度の葉酸があれば十分
ではないかと思っています。
後藤：日本の食事は葉酸だらけなので
必要ないというのが私の持論です。普
通の食事にでも十分量の葉酸が含まれ
ているからです。最初は真面目に患者
さん全員に葉酸を投与していたのです
が，MTX を増やすよりは葉酸を減ら
すほうが効くかもしれないと思って，
葉酸を徐々に減らしたら MTX の投与
量を増やさなくても効果が出てきたの
です。
鈴木：今回のガイドラインにも書いて
あるのですが，葉酸を使うことによっ
て少し効き目（MTX の効果）が落ち
た患者さんでは葉酸投与を減らすとい

う選択肢があります。
神田：そうですか。
鈴木：日本は葉酸に 1mg の製剤がな
いので使いにくいのですが，私は砕い
て3mgとか2mgにして使っています。
葉酸を 1mg 刻みで調節すると，個々
の症例ごとに有効的でかつ副作用が
少ない MTX/ 葉酸の最適比がえられ，
MTX 治療がうまくいく症例が増える
と思います。
後藤：なるほどですね。
神田：私は怖いので患者さん全員に
葉酸 5mg を使っていますが，たとえ
ばある患者さんは MTX を 6mg から
8mg 投与にしようとすると嘔気等の
副作用で使えないことがあります。そ
れで増量しないで，ブシラミン等を追
加，併用しようかと思ったのですが，
そういう場合は葉酸を少し減らしてみ
ると副作用もあまり出ずに効果だけが
増大するかもしれないということです
ね。
後藤：たとえば MTX による嘔気や口
内炎のような副作用は，ある程度の期
間飲んでいる人の場合には，葉酸を減
らす，あるいは期間を空けて投与して
も問題ないと思います。
鈴木：また吐き気（嘔気）には原因
的に 2 つの種類があります。1 つは
10mg を超える位になると，MTX を
服用した日と次の日だけが気持ち悪
い，食欲がないという患者さんと，も
う 1 つは，服薬日と関係なく持続す
る呕気，胃部不快感，胃痛，下痢で
す。前者は MTX が高用量になってき
て 10mg を超える位からみられること
が多く，嘔気は服薬日から始まります
ので，葉酸では対応できません。実
際，本当に気持ち悪い時は，MTX 服
用後 24 時間以内ですから，葉酸を服
用すると効果の減弱は明らかですし，
この気持ち悪さには葉酸はあまり有効
ではありません。原因は抗がん剤投与
時の吐き気と全く同じメカニズムで，
MTX 血中濃度が上昇している 48 時
間だけ気持ちが悪いのです。しかし，
その期間を過ぎるとすーっと良くなっ
てしまう。ただし，嘔気が軽い人は，
通常の吐き気止め，メトクロプラミド

（プリンペラン）やドンペリドン（ナ
ウゼリン）を MTX 服薬日と翌日だけ
飲ませてあげると良くなる人がいま
す。嘔気が強い患者さんに対しては，
保険適用外ですが，抗がん剤投与時に
併用する吐き気止め，セロトニン受容
体拮抗薬（オンダンセトロンやグラニ
セトロンなど）がすごく良く効きます
ので，ガイドラインでも触れています。
特に MTX 投与が高用量になってきま
すと，日本人は少し吐き気が多いので
はないかと思います。血中濃度に関連
する症状ですので，急激に血中濃度を
上げないような飲み方，たとえば分 2
から分 4 に分割するようなことがよい
かもしれません。そのような対策で吐
き気が軽減する患者さんもいます。

連続投与が認められ，
処方のバリエーションが増えた

鈴木：今回の添付文書改訂でもう 1 点
変わったのは，分 1 投与ができるとい
う項目が追加されたことです。これは

若年性特発性関節炎（JIA），に対す
る用法と全く同じような文章になって
おり，添付文書上は基本的には分 1 あ
るいは 1 日から 2 日にかけて，分 2 あ
るいは分 3 で服用することができると
いうことになっています。
後藤：1 回に 8 錠はちょっとどうか（多
過ぎないか），と思います。どうです
か？そういう人は実際にいるのです
か。
鈴木：海外には 1 錠 15mg の MTX の
ジェネリック医薬品があるぐらいです
から。
後藤：なるほど。
鈴木：とはいえ実際は，日本人では
投与量が多くなってくると吐き気を
訴える頻度が増えますし，ガイドライ
ンでは MTX の投与量が週 10mg 以上
の時には分割投与を勧めています。そ
の理由は，吐き気以外にも，薬物動
態的な背景があります。少なくとも
週 8mg ぐらいまでは分 1 でも分 2 で
も，非経口投与と比べて，薬剤の血中
濃度の AUC（血中濃度曲線下面積：
area under the blood concentration 
time curve）は変わらないのですが，
投与量が多くなってくると腸管での吸
収量が減るので AUC が低下してきま
す。このような薬物の生物学的利用能

（bioavailability）を考えた時に，ガイ
ドラインでは MTX 週 10mg 以上を投
与する時には分 2 以上を勧めているわ
けです。ただし，分 3 の場合，薬物動
態的なデータは全くありません。
後藤：分 2 というのは同日にというこ
とですか？
鈴木：そうです。分 2 のきちんとし
たデータはあります。分 1 に比べて
分 2 のほうが，AUC が 30% ぐらい良
くなることが報告されています。実際
リウマチでは証明されてないのです
が，尋常性乾癬に対する臨床的有効性
には AUC と相関するという論文があ
ります。海外では分 1 投与が一般的な
ようですが，日本のガイドラインでは
エビデンスを重視して， 10mg 以上の
MTX 投与からは分 2 を推奨していま
す。
後藤：たとえば，週 2 回ぐらいに分け
て，均等に投与するというのはどうな
のですか。
鈴木：正直なところそのような投与の
仕方の有効性を検討したデータがない
のではないかと思います。ただ，かつ
て１週を前半の 3 日間，後半の 4 日間
分けて各々の初日に飲ませたことがあ
るのですが，効果は減弱してしまった
という経験があります。
後藤：そうですか。
鈴木：今後，エビデンスが作られれば
変わるかもしれませんが，現時点で
は，私は 2 日間以内に，場合によって
分 2 〜分 4 で投与するのがいいと思い
ます。添付文書上では，分 4 の記載は
ありませんが。
後藤：そうですか。
鈴木：JCR ガイドラインでは分 4 ま
での選択肢を残してあります。その理
由は，日本のリウマチ医が MTX をど
のように使っているかのアンケート調
査をしたら，意外と分 4 という回答も
無視できない数ありました。2 日に分
けて朝晩，朝晩と 4 回投与させるわけ

です。今後，週 16mg まで使用される
時代になるわけですから，合計 8 カプ
セル（錠）をどのように投与するかで
す。1 日で分 2 ですと 1 回 4 カプセル
ずつですが，今まで週 8mg までしか
使用していない医師にとっては，経験
のないことです。従って，現在行われ
ている分 4 投与は，添付文書改訂後も
行われると考えられますから，ガイド
ラインではその選択肢を残しました。
ただし，私個人は分 4 の患者さんはほ
とんどいません。吐き気等がなければ，
原則は 1 日で分 1 〜分 2 で飲んで頂い
ていることが多いので，16mg 飲んで
いる人は朝 8mg 夜 8mg が私自身では
ポピュラーです。
後藤：その 2 つの処方を比較検討し
たデータはないのですか。1 日で 8mg
×２と 2 日で 4mg ×４のケースにつ
いて。
鈴木：おそらく検討したデータはない
と思います。ただ，薬物動態的には，
朝 16mg を 1 度に飲むよりは，分 2 の
ほうが生物学的利用能は良いであろう
ということは言えると思います。

最高用量が
なぜ 16mgになったのか

鈴木：今回の公知申請に関しては最大
週 20mg まで使えるような形の申請が
なされていたと聞いています。ただ
し，MTX は投与量を増やせば増やす
ほど，直線的に効果が増すわけではな
く，たとえば 30mg まで増量したとき
の有効性に関しては明らかなエビデ
ンスはありません。唯一 MTX の有効
性を用量依存的に前向きに検討した試
験では，週 5mg，10 mg，15 mg，20 
mg を比較していますが，15mg を過
ぎたあたりからその効果がプラトー状
態になっていました。

今回の承認で（週 20mg まで申請し
ていながら）16mg 投与になった背景
には，JCR ガイドラインが 16mg ま
でしか有効性と安全性について言及し
ていなかったのも関連しているかもし
れません。ただ，週 16mg まで使用で
きれば，最近は生物学的製剤も選択肢
の中にありますから，ほとんど日本人
の患者さんには対応でき，MTX を週
20mg，25mg などと増量する必要が
ある患者さんはほとんどいないと個人
的には思っています。
神田：私は今まで 8mg をガイドライ
ンに従って，2：1：1，つまり初日の
朝 4mg，夕 2mg，翌朝 2mg っていう
ふうにオーソドックスに出している患
者さんが多かったのですが。
鈴木：今，私は，3 回に分ける患者さ
んはだいぶ減りましたね。
神田：そうですか。
鈴木：1 つはコンプライアンスの問題
もあって，投与回数が増えるほど飲み
忘れの確率が増えるからです。
神田：では MTX8mg の時はどのよう
にすべきですか。
鈴木：4mg，4mg ですね。さらには
朝 8mg1 回という選択肢もあると思う
のです。たとえば男性で働いている患
者さんは朝 1 回に飲んでもらう方もい
ます。夜は帰宅時間が遅くなり服用し
づらいという人は，8mg を朝 1 回と
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して処方していますね。
後藤：なるほど。
神田：ではたとえば，4mg・4mg だっ
た人が 2mg 増やす場合は朝を 6mg に
する形でもよろしいのでしょうか。
鈴木：かまわないと思います。以前の
添付文書には夜の投与量が少ないほう
が良いというエビデンスがない記述が
ありましたが，今回の改訂で外れてい
ますし。朝と夜と均等に投与してもか
まいません。
後藤：肝酵素のサーカディアン・リズ
ムはあるのですか？
鈴木：経験はないですね。肝酵素の上
昇は 1 回上昇しても，次回の診察時に
何もしなくても下がっていることも多
くあります。
後藤：日本人の飲酒量も欧米人に比べ
て少ないこともあるでしょうし。
鈴木：しかも肥満体で脂肪肝の患者さ
んは MTX による肝酵素上昇が起こり
やすいという統計もあります。
後藤：それに患者さんはほとんどが女
性ですから，そこまで飲酒量が多いこ
とはないはずです。
鈴木：ただし，お酒を飲む方は MTX
の服用日はなるべく飲まないように一
応指導しています。なぜかというとお
酒を分解する酵素は葉酸を補酵素とし
て使います。つまり，酒飲みは潜在的
な葉酸不足になるからです。

増量対象患者さんの
スクリーニングのコツ

後藤：スクリーニングとして問題なの
は肝炎の有無ですか。
鈴木：そうですね。
後藤：B 型肝炎は特にそうです。
神田：MTX を使う患者さんは肝炎の
チェックは必ず実施したほうが良いの
でしょうか。
鈴木：そうですね。ガイドラインでは
最低 HCV の抗体と HBs 抗原は全員必
要ですと記しています。特に注意が必
要なのはに HCV よりは HBV のほう
です。たとえば肝酵素が少し基準値を
超えている患者さん，ウイルス性肝炎
の既往や家族歴がある患者さん，HB
キャリア，輸血歴がある患者さんなど
は，HBs 抗体，HBe 抗原，HBc 抗体，
HB-DNA は基本的には実施したほう
が安心できます。HBs 抗原陰性，HB-
DNA 陰性で，血中に HB ウイルスが
いない患者さんでも，HBc 抗体が陽
性の患者さんでは，肝臓などの細胞の
中にウイルスが残っている人がいま
す。ただ，健康保険上，MTX を開始
するすべての患者さんに HBc 抗体検
査は難しいと思いますが，お話しした
ような HBV キャリアである可能性が
ある場合は HBc 抗体まで見ておいた
ほうがいいと思います。MTX 投与開
始時のスクリーニングとしては，B 型
肝炎のキャリアを見逃さないこと，に
加えて腎機能障害や肺機能低下にも
十分な注意が必要です。この 3 点を
MTX 投与開始時にはきちっとチェッ
クすることが原則です。

MTX増量投与時にその他
気をつける患者さんの背景因子

後藤：喫煙者にはどう対応すべきです
か。
鈴木：喫煙は，日本では強く言われて
ないようですが，欧米はリウマチの患
者さんには禁煙を推奨していると思い
ます。
後藤：それが一番のリスクファクター
になっていますからね。
鈴木：確立はしていませんが，喫煙は
リウマチの進行度や関節外症状の出現
に影響する可能性があります。また。
最近の研究では，喫煙者は MTX や
TNF 阻害薬の反応性が悪いと報告さ
れています。
後藤：そうですね。
鈴木：基本的には，日本でもリウマチ
患者さんには原則禁煙を勧めるという
のがこれからのスタイルじゃないかと
思いますね。
神田：禁煙するような方でしたら使っ
てもいいというか。
後藤：禁煙するだけでリウマチもある
程度よくなる傾向があります。
鈴木：ただ，日本で喫煙の影響を検討
した成績はほとんどありません。
後藤：そうです。
神田：たしかに，私がみている男性患
者さんは喫煙の方が多いですね。
鈴木：そのうえ，長い間ヘビースモー
カーだった患者さんは潜在的に肺気腫
が多いので（副作用が気になる），肺
機能が低下している方がいます。
後藤：そうですね。
鈴木：肺気腫の患者さんは間質性肺炎
や肺感染症を発症すると重症化しやす
いですし，画像診断でも肺気腫がある
と間質性肺炎がわかりにくいことがあ
ります。タバコは基本的には止めるよ
うに指導するほうがこれからはいいと
思います。
神田：腎機能は普段では尿検査を行い，
クレアチニンや BUN をみているので
すが，GFR（糸球体濾過率）も検査
したほうが良いでしょうか。
鈴木：リウマチ患者さんはわりと痩せ
ていて筋肉量も少ないので，クレアチ
ニンはちょっと低めに出ます。ですか
ら，クレアチニンだけで見ていると腎
機能を過小評価してしまうこともあり
ます。腎機能低下は一番重要な骨髄障
害の危険因子ですから，計算式で求め
る Cockcroft-Gault の計算式による推
定 GFR 値や eGFR 値を参考にしたら
良いと思います。それから腎機能を推
察するのに有用な指標の 1 つは血清シ
スタチン C です。
神田：なるほどシスタチンですか。
鈴木：血清シスタチン C が正常値で
あれば，GFR は 70 mL/min 以上ある
と理解しています。ガイドラインでの
MTX の慎重投与は GFR60mL/min 以
下ですから，そういう意味で，シスタ
チン C が正常値であれば，腎機能に
関しては，MTX 投与上比較的問題な
いと言えます。

間質性肺炎などの発症と
重症化予防への対応ポイント

神田：肺が気になるので時々 KL-6（シ
アル化糖鎖抗原）を調べているのです
が。
鈴木：それは MTX の副作用のための

モニタリングですか。
神田：間質性肺炎のチェックとしてで
すが。
鈴木：MTX の間質性肺炎では発生時
に KL-6 値が基準値を超えることはあ
まりありません。一方，SP-D は基準
値を超えている症例を多く経験してい
ます。
神田：そうですか。
鈴木：ですから，定期的に KL-6 を測
定したり，定期的にレントゲン撮影を
していたら MTX 間質性肺炎が予見で
きるかと言えばそうではありません。
KL-6 値が少し上昇したからといって，
MTX 肺炎が起きる予兆であるとはい
えません。重要なのは，患者さんに
MTX 肺炎の初期症状を理解していた
だくことです。

間質性肺炎に関しては，症状が起き
た時には患者さんにまず病院を訪ねて
もらうことが大事です。間質性肺炎は
最近のデータでも 500 人に 1 人くらい
は発生していますし，避けることはで
きません。重要なのは，きちんと早期
に確定診断を行い，ステロイドを上手
に使えばだいたい 2 週間で治るもので
す。初期症状に気づかず服薬を続け，

「呼吸不全を起こすと予後不良である」
ということを忘れないで患者さんに注
意を喚起することが大事です。
後藤：「初期症状を患者さんによく説
明して，何かあったらすぐ連絡するよ
うに」と言うのが肝心ですね。とはい
えリウマチ患者さんはシェーグレン症
候群の合併患者さんも多いから，けっ
こう空咳を起こすのでわかりにくいと
ころもありますが。
鈴木：空咳が続いて，しかも熱が出て
きた時は一応病院に来てもらったほう
がいいと思います。一般的には MTX
の間質性肺炎は，投与開始から 2 年間
を過ぎると発病頻度は減ります。最初
の６ヵ月以内は発生頻度が多く，その
後の 2 年までに約 8 割が発生します。
それ以降は極めて少なくなりますが，
ゼロではないことも忘れてはいけませ
ん。
神田：特に最初の半年ぐらいは注意す
るということですね。
鈴木：患者さんには投与開始後，半年
たって，起きなければ忘れてしまうこ
とも少なくありません。「空咳が続い
たら医師に伝える。空咳に熱が出たら
すぐに病院に来る」といった注意を，
繰り返し促すことが大事です。
神田：熱が出たらすぐにその週はやめ
て，連絡をくださいということが良い
でしょうか。
鈴木：それが良いのではないでしょ
うか。実際これから MTX の投与量が
増えると感染症が増えるかもしれませ
ん。改訂された添付文書では，副作用
に対する注意点が少し変わっていま
す。以前は呼吸器症状に関しては間質
性肺炎のことだけが書かれていました
が，今回は感染症の鑑別の重要性を含
めて書いてあります。特にニューモシ
スチス肺炎（PCP）やクリプトコッカ
スなどの日和見感染症は投与量が増え
ると要注意です。
後藤：ウイルス性の感染症もその中に
はあるのですか。
鈴木：ウイルス性も恐らくあると思う

のですが診断が難しい。とにかく発熱
があった時は，その週は MTX の服用
をお休みして相談してもらうほうがい
いでしょう。少なくともある程度治療
が安定していれば，1 〜 2 週間程度の
休薬でリウマチがすぐに増悪というこ
とはあリませんから。
後藤：そうですね。
鈴木：リウマチ患者さんは一般的に服
薬に関して真面目な方が多く，「大事
な薬だから具合が悪くても飲まなきゃ
いけない」と思う人も少なくありませ
ん。そのような患者さんに対しても明
確に発熱の時などの休薬の必要性を伝
えておいたほうが良いでしょう。
神田：少し横道にそれるかもしれませ
んが，たとえば簡単な手術をする，抜
歯をするということでこの間も 1 人の
患者さんが，歯を抜くから MTX 服用
を止めてほしいと歯医者さんに言われ
たそうです。
後藤：少し言い過ぎかもしれませんが
歯医者さんの反応がすごく過敏ではな
いかと思います。ステロイド薬を少量
投与しているだけで抜歯はできません
と言われたと電話がかかってくる時も
ありました。
神田：同じようなケースで 1，2 週間
だったら仕方がないかと思って答えて
いますが，それ以上は休薬期間を広げ
ないほうがいいのではと思っていま
す。
鈴木：本来は抜糸のような小手術の前
後で MTX の休薬は不要です。
神田：そうですか。
鈴木：膝や股関節の人工関節置換術
くらいの侵襲性の高い手術の時でも
MTX 投与は基本的に中止する必要は
ありません。
後藤：私もそう思います。
鈴木：ただ，すべての手術が MTX を
休薬しなくても安全，大丈夫とは言い
切れません。ガイドラインにも記載し
てありますが，MTX 週 5 〜 12.5mg
までの投与量では MTX を継続しても
術後の感染症や縫合不全などの合併症
の増加はないというエビデンスがあり
ます。ただ，整形外科領域以外の手術
に関するデータはほとんどないのが現
状です。もう 1 つ，出血量が多いこと
が予想されるような手術の際には，一
時的に循環血漿量が減って，MTX の
排泄量が減少する可能性があるわけで
す。そのような時に，骨髄障害が出る
危険性も考慮しなければなりません。
高用量（週 12.5mg を超えて）MTX
を内服している患者さんや非整形外科
的な大手術の際は，手術前の服用を 1
回分だけはやめておいてもいいのでは
ないかと思います。それで術後に状態
が安定したら再開すればいいと思いま
す。

また，糖尿病を合併しているとかス
テロイド薬を 5mg/ 日を超えて内服さ
れているというように，感染症リスク
を保有している患者さんは，慎重に手
術の前後 1 週間ずつぐらいは休薬。た
だし，3 週間以上休薬するとリウマチ
が悪化する可能性があるので，それは
逆に術後の回復に支障が出ることも予
想されます。
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感染症の予防対策は
どこまで必要か

神田：肺感染症の予防としてβ -D グ
ルカンを調べる必要はないでしょう
か。
鈴木：この 5 年間ぐらい MTX の適正
使用情報が毎年出ているのですが，そ
こでの３大副作用は，骨髄障害と間質
性肺炎と感染症ですが，少し増えつつ
あるのが感染症です。通常の肺炎がそ
の中でも一番多いのですが，いわゆる
日和見感染も少なくありません。特に
注意しないといけないのは，ニューモ
シスチス肺炎（PCP）で，最近では非
結核性抗酸菌症が隠れていることがあ
ります。この疾患は単純 X 線撮影で
は分かりにくいことがあります。また，
真菌類ではクリプトコッカス症に注意
が必要です。しかもこれはβ -D グル
カンでスクリーニングできないという
点がやっかいです。このような感染症
が疑われるときは，胸部 CT などで精
査。ただし，β -D グルカンのモニタ
リングはニューモシスチスとクリプト
コッカス以外の真菌感染症の両者の診
断に役立ちます。最近は間質性肺炎よ
りもむしろ PCP を経験することが増
えている印象があり，それは全体的に
投与量が増えていることと関連してい

ると思っています。PCP の危険因子
は高齢者，肺病変の合併，リンパ球減
少などです。リウマチ肺の合併は必ず
しも禁忌ではありませんが，慢性の肺
病変を有している患者さんは PCP の
リスクは高いと思います，私の診療
でもβ -D グルカンのモニタリングや
ST 剤による化学的予防を行う機会が
少しずつ増えています。
神田：つまり元々リスクのない患者さ
んでしたら特別なチェックは不要と考
えて良いのですか。
鈴木：危険因子がない若い方ではそ
こまで必要ないと思うのですが，PCP
は日本に多く，時に致命的になります
ので，MTX の用量が増えてくると今
以上に注意が必要だと思います。また，
高齢者では感染症以外の副作用（骨髄
障害など）も頻度が多いので，副作用
モニタリングとともに，投与量の細か
い調節も重要です。年齢とともに，知
らず知らずに腎機能も落ちてきます。
リウマチは長期にわたって治療を継続
する疾患ですから，ずっと安定してい
る患者さんでも，気がついたら 75 歳
を過ぎていることがあります。

ですから，65 歳で MTX 治療を開
始し，週 16mg まで増量し安定してい
た患者さんでも，10 年たてば 75 歳で
すから，リウマチが安定していたら，

投与量を徐々に減らすなど注意をする
ように心がけています。

整形外科医として
MTX増量に対する心構え

神田：最後の質問は，私たち整形外科
医が MTX をリウマチ患者さんに投与
していて，どの段階，どんな状態の患
者さんだったら内科の先生にご紹介し
たほうがいいのでしょうか ?　その見
切りの仕方とかアドバイスがありませ
んか。
鈴木：そうですね。MTX がこれから
高用量まで使えるので，たしかに治療
の幅は広がったと思います。しかし，
どんな人でも 16mg まで使うという考
え方はやめて頂いたほうがいいと思い
ます。若い方，特に若い方で早期の方
は，大胆に，第一選択薬として使い，
積極的に増量する。ただし，高齢者や
腎機能の悪い人には細心の注意を払っ
て使用する。そのようなケースバイ
ケースの考え方，個々の患者さんのリ
スクとベネフィットを勘案して使用す
ることが非常に重要だと思います。た
とえば私の患者さんでは，60 歳未満
の患者さんでは MTX 投与量が 8mg
を超えている人は 7 割ぐらいですが，
75 歳以上では 8mg を超えている人は

15％です。高齢でない方は副作用が少
なく，8mg まで投与して大きな副作
用が出ない人は，その後増量しても葉
酸の併用をきちんと行えば，新たに
副作用が出ることはめったにありま
せん。整形外科の先生でも高用量の
MTX を使いこなすことは十分可能だ
と思いますが，肺，肝臓や腎臓など重
要臓器の合併症がある症例では，内科
医と連携しながら診療するのも重要な
ことだと思います
神田：やはり，ファーストチョイスで
使えることが大きいですね。今までは
他の DMARDs を使っていたのが，こ
れからは確信をもって最初から MTX
が使えるわけですから。
鈴木：今までは少し添付文書に遠慮し
ていたところがあったのですが，今回
の改訂によって関節リウマチと診断
し，予後不良因子を持っている患者さ
ん，すなわち高活動性，すでに骨びら
んがある，生活機能障害が高度，血清
反応が高値などの患者さんには積極的
に MTX を第一選択薬として使用して
頂きたいと思います。

（文責 編集部）

ときました。家は爆心地から 1.2 キロ
のところにあって，爆風で全壊し，近
所の人たちはほとんど亡くなりました
が，母と私は奇跡的に小さな傷だけで
済み，火事になる前に市街地を脱出し
ました。父はその頃，開業医をやめて，
郊外の電力会社の診療所の所長を務め
ていたので，私たちはそこへ逃げ，さ
らにその翌々日，県北にある父の生家
に避難しました。

後藤　最初から病理研究者を目指した
わけではなかったのですか。
京極　卒業後のインターンのときに，
後に京大血液内科の教授になられた先
生が私をとても可愛がってくださっ
たので，その先生の教室に入るつもり
でいました。ところが，いよいよ内科
入局の申し込みに行こうとしていたと
き，当時の第一病理の濱島義博先生

（現京大名誉教授）に，「ちょっと待て。
良い話がある」と呼び止められました。
後藤　どんな話だったのですか。
京極　第一病理に大学院特別研究生枠
というのが回ってきたが，お前，これ
に乗らないか，というのです。「特別
研究生になれば，好きな研究ができる
し，お金も支給される。生活費も心配
ないぞ」，「内科に行きたかったら，病
理研究をひと通りやってからでも遅く
ない」と。そのときは，すぐには返事
をせず，父に相談しました。すると，
父は研究志向ですから，「良い話じゃ
ないか」と大喜びで，これで私の進路
は決まりました。
後藤　濱島先生の策略にはまったので
すね（笑）。
京極　それでも初めのうちは，臨床医に

なるための基礎というつもりで第一病理
鈴江懐教室の大学院特別研究生となっ
たのですが，入局後，最初に従事した蛍
光抗体法の開発研究にすっかりのめりこ
んでしまい，そのまま一生涯，病理学研
究に従事することになりました。
後藤　なるほど。人生，何がどうなる
かわかりませんね。

リウマチ性心筋炎から
関節リウマチへ

京極方久氏は昭和 4（1929）年，
広島市の開業医の家に，二人兄弟
の長男として生まれた。父・一久
氏は二人の子が研究者となること
を望み，希望どおり，方久氏は医
学研究者に，弟・好正氏（故人）
は化学研究者となる。

旧制広島高等学校 1 年生であっ
た昭和 20 年 8 月 6 日，米軍の投下
した原子爆弾に被爆するが，運よ
く軽傷のみ。郊外へ避難し，当時
は言葉すらなかった原爆症の症状
に悩まされながら，辛くも生き延
びた経験が医師を志すきっかけに
なったと京極氏は言う。

後藤　原爆症などはなかったのです
か。
京極　当時はもちろん何も知りません
でしたが，今思い出すと，髪が抜けた
り，下痢が続いたり，けがをするとな
かなか治らない，といったこともあり
ましたから，間違いなく原爆症だった
と思います。しかし，父の田舎に疎開
してからは，食事も休養も十分にとれ
たせいか，悪化することもありません
でした。もし，あのとき市街地にとど
まっていたら，今ごろ命はなかっただ
ろうと思います。この被爆体験もあっ
て，私は自然に医者を目指すようにな
りました。

「病理は臨床医の基礎」
のつもりが一生涯の仕事に

その後，京都大学医学部に進み，
昭和28年に卒業。1年間のインター
ンの後は臨床の道へ入ろうと考え
ていたが，希望する教室に入局申
し込みをしようとしていた矢先，
病理学教室から誘いを受け，生涯
を病理学研究に捧げることになる。

京極氏の研究歴の最初の数ペー
ジは，前出の濱島氏と共に進めた
蛍光抗体法の開発，続いて，この
蛍光抗体法をリウマチ性心筋炎，
アショフ体の研究に応用し，鈴江
懐氏と共にその成立機序の一部を
解明した業績などに彩られている。

1950 年代から 60 年代にかけて，
リウマチといえば，リウマチ熱，
リウマチ性心筋炎，リウマチ性関
節炎などを指したが，その後のリ
ウマチ研究の進展と，それに伴う
疾患概念や分類の変更によって，
リウマチ研究そのものの対象や方

編集部注… * 宿題報告とは、日本病理学会の定例会において毎年 2～ 3名の研究者が自己のライフワークを1時間ほどにまとめて講演する同学会の慣例。本年表に挙がっているのは、このうちリウマチに関係の深
い主題を京極氏が選んだもので、その報告のあった年の西暦年を年表上端に記している。1年に2題ある場合は、演者名および主題をそれぞれ「／」で区切って列記した。
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後藤　京極先生がリウマチ性心筋炎，
特にアショフ体の成立機序を一部解明
されたというのは，具体的にはどのよ
うなことだったのでしょう？
京極　溶連菌に対する抗体が心筋細胞
表面に結合することによりⅡ型免疫
反応の ADCC（抗体依存性細胞障害）
が惹起され，このことから肉芽腫が引
き起こされることを，蛍光抗体法を用
いることによって発見したのです。そ
の後は，蛍光抗体法のほか，米国に留
学して学んだアイソトープ標識抗体法
や，酵素抗体法などを駆使して，生体
内の抗原抗体反応，特に自己免疫反応
を解析することが，私の病因追跡研究
の基本姿勢になりました。
後藤　少し時代が下って，1971 年に
神戸大学に教授として赴任されていま
すが，こちらではどんな研究を？
京極　神戸大では，整形外科の柏木大
志教授，広畑和志助教授と親しくして
いたことから，関心の中心がそれまで
のリウマチ性心筋炎から関節リウマチ
に移り，関節や滑膜の研究をやること
になりました。また，京大病理教室の
先輩で，当時愛知県がんセンターにお
られた西塚泰章先生から，PN 型壊死
性動脈炎を自然発症する SL/Ni マウ
スの病因解析を委託され，また同じ頃，
塩川優一先生のお導きで厚生省難病研
究班の悪性関節リウマチ班に入れて頂
き，これがきっかけになって，リウマ
チ膠原病，特に血管炎の病因探求が，
その後のテーマになりました。
後藤　神戸大学におられた 1970 年代
というと，私は医師になり立てのころ
でしたが，リウマチのことを知るには
滑膜や関節周辺のことを勉強しなけれ
ばと思って，随分文献を探しました。
当時そのあたりのことを本格的に研究
しておられたのは，世界中を探して
も，広畑先生と京極先生のほかにはい
なかったと記憶しています。
京極　そうですね。少なくとも日本で
最初に滑膜を研究したのは広畑先生
だったと思います。
後藤　そして，広畑先生や京極先生に
始まるリウマチの病理学的，解剖学的
研究が，今日までの日本のリウマチ研
究の系譜に連なるわけですね。

研究は What? から始まり
Why? How? へと深まる

後藤　ここで，京極先生ご自身の業績
を含めて，過去半世紀の日本のリウマ
チ研究史を振り返ってみると，どのよ
うにまとめられるでしょうか。
京極　きょうは，そのお話になるだろ
うと思って，年表にしたものを持って
きましたので，ご覧ください（図 1）。
もう 1 つは，50 年間の研究生活で感
じたことを「研究自戒十戒」という形
にまとめてみました（下記）。どちら
も前者は日本リウマチ学会 50 周年記
念会（長崎），後者は日本病理学会近
畿支部の学術集会で講演したときに用
意したものです。

研究自戒十戒
第1戒

研究のモチベーションは好奇心
と達成感。
第2戒

研究とは What? から Why? を経
て How? を追求することである。
第3戒

人の真似はするな！
第4戒

ネガティブデータの解析の仕方
で研究者の資質が問われ，かつ磨
かれる。
第5戒

十分な対照を忘れるな！
第6戒

症例数だけ増やしても駄目だ！
第7戒

手技の確立なくして新発見はない！
第8戒

病変の形に騙されるな！
第9戒

疾患モデル動物の素晴らしさと
危うさに心せよ。
第10戒

研究者を拘束するなかれ。

後藤　研究者としての厳しい姿勢と同

時に，後進の育成に配慮する
お気持ちがにじみ出た言葉だ
と思います。10 ヵ条全部に
ついてお話し頂きたいところ
ですが，紙面も限られていま
すので，先生の研究姿勢を最
も端的に表していると思われ
る第 2 戒について，お聞かせ
ください。
京極　まず，病理学研究の前
提条件の 1 つとして正しい病
理組織診断が必要です。ス
タートポイントで「What 何が起こっ
ているのか？」，つまり事実認識が正
確になされなければ，そこからスター
トした研究は誤った方向に向かい，す
べてはナンセンスになってしまいま
す。そこで，まず正しい事実認識が大
切ですが，それだけで終わってはいけ
ない。その原因を究明しない限り，病
気の根本的な治療法の開発は望めませ
ん。つまり，何が起こっているのか

（What?），に始まりまた，それはどん
な原因で（Why?），どんな過程を経
て（How?）そうなったのかを問うこ
とが，病理研究のスタートだというこ
とです。
後藤　それは，いつの世にも，すべて
の病理研究者がそうあるべき姿です
ね。第 3 戒から第 9 戒も，研究の現場
で常に心すべき戒めであると思いま
す。

「研究自戒十戒」から
今日のリウマチ研究をみると…

後藤　翻ってリウマチ研究の現状につ
いていうと，私はどうも日本のリウマ
チ研究は，京極先生が現役でやってい
らしたころが一番元気だったのではな
いかと思うのです。最近，特に生物学
的製剤が出てきてから，リウマチ研究
といえば薬の治験ばかりになっている
気がしてなりません。先生のいわれる
Why? と How? がおろそかになってい
るのではないでしょうか。
京極　そうですね。学会発表の演題な
どを見ても，薬の臨床成績に関するも
のが多くなりました。もう少し本質的
なことに取り組む人はいないのかと思
います。
後藤　本質的なことは避けているよう
ですね。生物学的製剤のことは，どの
ようにお考えになりますか。
京極　生物学的製剤は確かに画期的な
薬であると思います。しかし，やはり，
あるプロセスの中の 1 ポイントを押さ
えるにすぎない。現象面を押さえるだ

けであって，根治的なものではないで
すね。
後藤　そもそも病気というものは，1
つの遺伝子，1 つのサイトカインをコ
ントロールすれば治るというほど単純
なものではありません。リウマチもそ
の単純でないところが面白くて，私も
興味を持ち続けているのですが，医師
も研究者も，何でも単純化しすぎる傾
向があるように思います。
京極　特に最近はそうですね。しかし
リウマチや膠原病を研究していると，
病気とはそう簡単に割り切れるもので
はないということがよく分かってきま
す。私の弟子の一人である能勢眞人君

（2011 年 3 月愛媛大学定年退官）は，「膠
原病の病像多様性のポリジーンネット
ワーク」と題する研究で，遺伝子が
互いに影響し合い，さらに環境因子が
加わって膠原病のさまざまな病像を発
現させるメカニズムを示してみせて，
2000 年の日本病理学賞（宿題報告），
2007 年の日本リウマチ財団医学賞ノ
バルティス・リウマチ医学賞を受賞し
ました。
後藤　だから，私も能勢さんと会うと，
意見が一致するのです。ああいう研究
成果を，これからのリウマチ・膠原病
研究はもっと生かさなければならない
と思います。
京極　残念ながらそうはなっていない
ようですが，あのような行き方が本筋
だと思いますね。

京極病理教室の教育方針は
「放し飼い方式」

後藤　ところで，いま名前が出た能勢
さんもそうですが，京極先生の門下生
があちこちで活躍していますね。
京極　先ほどの「研究自戒十戒」では，
いろいろうるさいことも言っています
が，実は私は弟子を厳しく教育した覚
えはあまりないのです。門下生にいわ
せると，神戸大学時代の私は怖い存在
だった時期もあったようですが，ある

究生活の後，縁あって東北大学か
ら招かれ，1978 年 10 月より同大
医学部教授を併任，79 年 4 月より
同専任。神戸大で繁殖・飼育して
きた疾患モデルマウスを持ち込み，
血管炎などの研究を継続する。ま
た，厚生省の「難病の疾患モデル
研究班」の班長に任ぜられ，92 年
に東北大を定年退官するまで，内
外の研究者と交流を繰り広げた。
この間，研究成果を集大成した『血
管炎アトラス』，『難治疾患のモデ
ルと動物実験』などの編著書を相
次いで刊行する。

法も移り変わっていく。

編集部注… * 宿題報告とは、日本病理学会の定例会において毎年 2～ 3名の研究者が自己のライフワークを1時間ほどにまとめて講演する同学会の慣例。本年表に挙がっているのは、このうちリウマチに関係の深
い主題を京極氏が選んだもので、その報告のあった年の西暦年を年表上端に記している。1年に2題ある場合は、演者名および主題をそれぞれ「／」で区切って列記した。
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左から後藤 眞編集委員長，京極方久 氏

京極氏は神戸大学での教育・研
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たいと思います。本日はたくさん貴重
なお話をいただきまして有り難うござ
いました。　　　　　　（文責 編集部）
追記：　2011 年 3 月 11 日 14 時 46
分，宮城県沖を震源とした MG9.0 の
千年に一度の大地震，それに続いた平
地で高さ 10 ｍを超す大津波が，私の
東北大時代の多くの関係者を襲いまし
た。不幸中の幸いで彼らに人的被害は
ありませんでしたが，ご自宅，研究
室，医院・病院の物的被害は眼を覆う
ものが有り，それらによる精神的被害
を含めて，その復活復興にはかなりの
時間と経費がかかるものと心配してい
ます。然し彼等は既に眦を決して復興
に向って頑張っておられ，新しい未来
に向ってこれまで以上に邁進されるも
のと信じています。

京極方久　記

行っていましたね（笑）。
後藤　その「よく学び，よく遊ぶ」京
極病理教室から育ったお弟子さんが，
各分野で立派に活躍しておられる。先
生ご自身は，これまでの研究生活を振
り返って，この部分をやり残したとか
いうものはありますか。あるいは，後
輩に「これをやれ」と発破をかけたい
ものなどは？
京極　いや，もう発破をかけるのでは
なく，もっぱら彼らの研究成果を見せ
てもらい，話を聞かせてもらっていま
す。後輩たちの仕事がどう発展してい
くか，それが今，一番の楽しみですね。
後藤　それはお幸せです。お弟子さん
方には，京極病理学を継承して，ます
ますリウマチ研究を発展させ，先生に
はこれからも，お弟子さん方の活躍と，
リウマチ学の行方を見守っていただき

室を用意することと，研究予算を取っ
てくることでした。しかし予算は，彼
らが良い仕事をすれば取ってこられる

（笑）。ですから，私はできる限り彼ら
に発想と時間の自由を与え，十二分に
議論を尽くさせ，機が熟せば発表の機
会を与え，広く学界の評価を得させる
ようにしました。
後藤　自由闊達で，かつ緊張感に満ち
た研究室の様子が目に浮かびます。
京極　教室の大学院生たちは，学会よ
り，教室の仲間との議論をクリアする
ほうが大変だと言っていました。しか
し，時にはリラックスも必要ですから，
年に数回，教室の皆で一緒に旅行し，
酒を酌み交わす機会を設けました。新
年会，花見，初夏の一泊旅行，秋の芋
煮会，忘年会……。思い出してみると，
本当に「よく学び，よく遊べ」を地で

ときから，彼らをじっと見守り，時々
手を貸し，間違った方向へ暴走しない
ように見張るだけの「放し飼い方式」
に切り替えました。すると，弟子たち
が次々に優れた業績を出すようにな
り，研究予算が付き，学会で認められ，
続々と独り立ちしていきました。私は
彼らの芽を摘まなかっただけです。
後藤　第 10 戒の「研究者を拘束する
なかれ」とは，そういう事実が背景に
あったのですね。
京極　教室には，データの解析には優
れているが病理組織診断は不得意とい
う研究者もいれば，解析や論理の組み
立ては苦手だが組織診断の勘は鋭いと
いう者もいて，十人十色でした。そう
いう色々な素質を持った若者たちのた
めに，教授である私がするべきことと
いえば，しかるべき設備を整えた研究

学術研究賞等候補者を募集

財団では，このほど次の研究賞等候補者の推薦を依頼しました。

１．ノバルティス・リウマチ医学賞　締め切り　平成 24 年 1 月 31 日
リウマチ性疾患の発生機序，あるいは画期的治療等に関する独創的な研究
を顕彰。

２．リウマチ性疾患調査・研究助成　締め切り　平成 23 年 11 月 30 日
リウマチ性疾患の病因，治療，予防・疫学等に関する独創的な調査研究に
助成。

候補推薦依頼先は次のとおり。
全国医（歯・薬）科大学長，大学医（歯・薬）学部長，関係機関の長，財
団評議員及び専門委員。
詳細は財団ホームページ“リウマチ情報センター”をご覧ください。

財団ホームページ“リウマチ情報センター”に
「患者さん向け講演会」コーナーを新設しました

主催，世話人，演者等で登録医が関係して開催する患者さんやそのご家族
向けの公開講座，講習会等を掲載します。登録医名，登録医番号，e メール
アドレスを明記の上，会の名称，開催日時，場所，内容（プログラム），ホー
ムページのある場合は URL 等詳細を下記のアドレスまでお送りください。
開催日の 1 カ月前までにご連絡ください。
但し，掲載は以下の要件を満たすこととします。

e-mail：inform@rheuma-net.or.jp

・登録医が主催，世話人，演者等であること。
・内容がリウマチ性疾患であること。
・対象が一般市民（患者さんやその家族等）であること。
・営利目的ではないこと（商品名が会の名称にあるものは許可しない）。

2011 ACR/ARHP Professional Education
Pediatric Rheumatology Symposium（PRSYM）
速報

2011 年 6 月 2 日から 6 月 5 日にかけての 4 日間，米国フロリダ州
のマイアミ市にて米国リウマチ学会 (ACR) の専門教育プログラムで
ある小児リウマチシンポジウム（PRSYM：Pediatric Rheumatology 
Symposium）が開催された。欧米の小児リウマチ専門医中心に 500 名を
超える参加者があり活発な討議が行われた。

2011 年は若年性特発性関節炎（JIA）に関して，ACR による JIA 治療
の推奨（T. Beukelman et.al. Arthritis Care & Research 2011;63:465-82）
の発表，米国食品医薬局（FDA）による Tocilizumab（TCZ）の全身型
JIA （sJIA）への治療適応の承認という大きな出来事があった。今回のシ
ンポジウムでは，F.D.Benedetti 氏が TCZ の sJIA に対する第Ⅲ相試験

（TENDER 試験）の 52 週間までの有効性と安全性について報告をした。

Inactive disease（ID）

図　TREAT試験

50

25

0
0 mo 6 mo

（Carol A Wallace et.al. PRSYM 2011）

MTX単独（0.5ｍｇ/ｋｇ/ｗ ｓ.ｃ.）群と比較し，Etanercept & PSL 併用群の方が
疾患活動性が抑制される症状が多かったが，有意差は示せなかった。

％

40％

23％

（p＝0.088）
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今回のシンポジウムの最大の
トピックスは，CARRA（Childhood 
Arthritis Rheumatology Research 
Alliance）による北米の小児リ
ウマチ性疾患のレジストリーで
あろう。2010 年 5 月より登録
が開始され同年 12 月までの 7
カ月間に 1371 名もの巨大なレ
ジストリーが誕生した。登録は
その後も継続しており，現時
点では約 2 倍の規模になってい
る。巨大なレジストリーを利
用して，若手の研究者が中心
となり臨床研究を多数立ち上

げており，本シンポジウムでも
初期段階での成果が次々と発表
されていた。一例として関節型
JIA に対する早期の積極的な治
療による疾患活動性の抑制を
評価した TREAT 試験（Trial 
of Early Aggressive Therapy 
in JIA）を図に示す。小児リウ
マチの領域は症例数が比較的
少ないために大規模な臨床研
究が難しかったが，欧州連合
における PRINTO（Paediatric 
Rheumatology International 
Trials Organization）， 北 米 に

おける CARRA という２つの
巨大なレジストリーが立ち上が
り，さらに両者が連携を模索し
ている中で状況が一変した。今
後数年間に小児リウマチ性疾患
の臨床研究が急激に発展を遂げ
るであろうことを予感させる今
回のシンポジウムであった。

PRSYM 会場にて筆者

山口賢一 氏　聖路加国際病院　アレルギー膠原病科（成人・小児）
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QUIZ

画像画像 画 像 ク イ ズ
#5

解説：山田昭夫 氏（新橋アレルギー・リウマチクリニック　前東京慈恵会医科大学
 リウマチ・膠原病内科）
協力：リウマチセンター間連絡会

問題
これらの写真はどのようなケースの所見でしょうか ?

出題：出題：神戸克明 氏
 （東京女子医科大学東医療センター 整形外科・リウマチ科）
協力：リウマチセンター間連絡会

49 歳，男性，右膝関節 49 歳，男性，右足関節

前号解答：乾癬性関節炎
手指関節に対称性に骨びらんと関節の狭小化が認められ，関節リ
ウマチに類似しているが，関節リウマチではみられない DIP 関
節にも多発しており，骨増殖所見も軽度認められており，乾癬性
関節炎が考えられる。実際に CRP は陽性であるが，リウマトイ

ド因子陰性であり，両側前腕に広範な乾癬が認められていた。乾
癬性関節炎の分類では，Group3（対称性多発関節炎型）に該当
する症例である。

「関節リウマチのトータルマネジメント」を
学ぶための必読テキスト

関節リウマチのトータルマネジメント

監修：公益財団法人　日本リウマチ財団 

編集：（公財）日本リウマチ財団

 リウマチのケア研究委員会

 RA トータルマネジメント研究会

発行所：医歯薬出版株式会社　

〒 113-8612 東京都文京区本駒込 1-7-10

 TEL:03-5395-7610

 FAX:03-5395-7611

 http://www.ishiyaku.co.jp/

A4 判 4 色刷　244 頁

定価 4,410 円（本体 4,200 円　税 5％）

●本書の内容は，関節リウマチの症状・診断・治療，リウマチ患者の看護，

リウマチ患者に対する栄養指導・服薬指導，患者の転倒の予防，妊娠時の注意，

そして患者への精神的なサポート等，きわめて広範囲なものになっています。

またリウマチ患者を支援するさまざまな制度についても，その利用法を含め

て詳しく記載されています。

●本書は，「関節リウマチのトータルマネジメント」を実施している第一線の

専門家が執筆しており，リウマチ患者のケアにあたる医療関係者，行政，患

者団体の方々も含めたすべてのリウマチ関係者にとって必読の書としてお薦

めします。

※当財団の教育研修会場でも購入可能です。
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H23.9 〜H23.12）］

		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。

10/1（土）2（日）1日 14:00 16:30 各1単位 青森
 2日 10:30 13:30 各1単位 
第21回 日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会
青森県立中央病院
竹森 弘光　Tel.017-726-8140

10/1（土）16:30　2単位 宮城
第3回 宮城リウマチセミナー
帝人ファーマ（株）
髙木 守人
Tel.022-711-4433

9/22（木）19:45　1単位 秋田
秋田県整形外科セミナー
アステラス製薬（株）
高山 秀宣
Tel.018-825-5177

9/17（土）18:30　1単位 宮城
第20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

9/17（土）17:45 2単位 岩手
第9回 岩手臨床リウマチ研究会
ファイザー（株）
木皿 尚哉
Tel.019-625-1447

北海道・東北

9/16（金）17（土）16日12:00 1単位 茨城
第51回 関東整形災害外科学会および
第60回 東日本整形災害外科学会
筑波大学大学院臨床医学系整形外科
金森 章浩　Tel.029-853-3219

9/15（木）～17（土）15日 12:00 各1単位 東京
 16日　12:30　17日　12:30
第39回 日本臨床免疫学会総会 ランチョンセミナー

（株）コングレ
長野 充祥 Tel.092-716-7116

関東・甲信越

10/15（土）16:00　2単位 北海道
旭川リウマチT細胞セミナー
ブリストル・マイヤーズ（株）
原田 隆之
Tel.0166-22-0768

10/2（日）12:30　1単位 青森
第21回 日本リウマチ学会北海道・東
北支部学術集会 ランチョンセミナー
青森県立中央病院
竹森 弘光　Tel.017-726-8140

9/22（木）20:00　1単位 東京
第4回 多摩アダリムマブ研究会
アボットジャパン（株）
坂本 淳一
Tel.03-4588-4653

9/20（火）18:30　1単位 東京
第82回 関節疾患フォーラム
科研製薬（株）
藤田 大輔
Tel.03-5950-1121

9/20（火）19:45　1単位 千葉
印旛地区タクロリムスRA講演会
アステラス製薬（株）
渡邊 健吾
Tel.043-351-8520

9/30（金）18:30　2単位 東京
第8回 ヒアルロン酸関節注入療法の臨
床と基礎研究会
中外製薬（株）
小山 悟史　Tel.03-3346-0227

9/29（木）19:40　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

9/29（木）19:00　2単位 茨城
骨粗鬆症クリニカルセミナー 水戸会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2089

9/28（水）19:30　1単位 埼玉
第13回 川越リウマチ懇話会
参天製薬（株）
平原 滋
Tel.048-645-8701

9/27（火）20:00　1単位 神奈川
第8回 KKR懇話会
田辺三菱製薬（株）
竹下 優子
Tel.045-472-2653

9/22（木）19:00　1単位 神奈川
第88回 相模原市整形外科医会学術講演会
吉川整形外科
吉川 恭弘
Tel.042-750-5043

10/13（木）19:30　1単位 埼玉
熊谷市医師会整形外科医会講演会
JA埼玉県厚生連熊谷総合病院
西山 秀木
Tel.048-521-0065

10/8（土）18:00　1単位 東京
第8回 東京抗サイトカイン療法研究会
田辺三菱製薬（株）
吉川 陽介
Tel.03-5421-1500

10/8（土）16:30　2単位 東京
第10回 北関東抗TNF療法研究会
田辺三菱製薬（株）
脇本 文子
Tel.048-645-2937

10/6（木）19:15　1単位 山梨
山梨運動器フォーラム
山梨大学整形外科
波呂 浩孝
Tel.055-273-6768

10/1（土）15:55　1単位 東京
第7回 「リウマチと感染症」研究会
大正富山医薬品（株）
石黒 一彦
Tel.03-3985-1142

10/1（土）15:00 2単位 東京
第16回 「目で見る整形外科」東京コロ
キュアム
聖マリアンナ医科大学整形外科
別府 諸兄　Tel.044-977-8111

10/15（土）18:00　1単位 東京
第15回 城東RAカンファレンス
田辺三菱製薬（株）
工藤 謙治
Tel.03-3647-1211

10/15（土）16:30　1単位 東京
第1回 城南地区リウマチ研究会
国立病院機構東京医療センター
大島 久二
Tel.03-3411-0111

10/14（金）19:15　1単位 新潟
第52回 新潟リウマチ研究会
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

10/14（金）19:00　1単位 栃木
とちぎ肩関節フォーラム
獨協医科大学整形外科
長田 伝重
Tel.0282-87-2161

10/15（土）19:00　1単位 長野
第10回 東信リウマチ研究会
武田薬品工業（株）
鈴木 敬紹
Tel.0263-31-8432

9/17（土）18:30　1単位 愛知
第5回 東海小児リウマチ・膠原病研究会
愛知医科大学小児科
鬼頭 敏幸
Tel.0561-62-3311

9/17（土）18:30　1単位 富山
第6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）
渡辺 崇　Tel.076-432-9530

東海・北陸

12/15（木）19:30　1単位 東京
第21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

9/30（金）19:00　1単位 愛知
第6回 斯整会リウマチ研究会
ファイザー（株）
花谷 一志
Tel.052-231-8611

9/24（土）17:00　1単位 愛知
第30回 F・S・Rの会
参天製薬（株）
岡田 直美
Tel.06-6321-7068

9/18（日）16:10　2単位 富山
第10回 日本リウマチ実地医会
参天製薬（株）
荒山 孝洋
Tel.06-6321-7068

近畿

10/22（土）17:00　1単位 愛知
第2回 東海血管炎研究会
帝人ファーマ（株）
野津 晃司
Tel.052-249-3910

10/1（土）19:00　1単位 愛知
第9回 西三河リウマチ研究会
ファイザー（株）
諏訪 智之
Tel.080-3585-5385

9/15（木）19:10　1単位 大阪
第19回 大阪関節疾患学術講演会
科研製薬（株）
赤澤 伸展
Tel.06-6231-8180

10/15（土）16:00　2単位 大阪
第4回 関節リウマチ治療の最前線
田辺三菱製薬（株）
平野 雅之
Tel.06-6205-5718

10/8（土）17:10　2単位 京都
第11回 臨床免疫セミナーin Kyoto
旭化成ファーマ（株）
関 陽介
Tel.075-352-3537

10/1（土）16:05　2単位 兵庫
第10回 東幡整形外科医会学術講演会
ファイザー（株）
米田 雅彦
Tel.078-361-6171

9/24（土）17:00　1単位 大阪
第12回 膠原病症例検討会
参天製薬（株）
原田 昭弘
Tel.06-6321-7382

9/22（木）20:00　1単位 和歌山
第2回 紀三井寺リウマチセミナー
ファイザー（株）
大野 民雄
Tel.073-431-8631

9/17（土）17:00　1単位 大阪
第8回 リウマチ病診連携の会
エーザイ（株）
井上 文輔
Tel.090-5300-0173

9/17（土）18:00　1単位 京都
第8回 KZ-RA Update 研究会
洛西シミズ病院
石津 恒彦
Tel.075-331-8778

10/13（木）19:30　1単位 徳島
第2回 徳島リウマチ医の会
参天製薬（株）
村田 壮司
Tel.090-5886-5660

10/13（木）18:30 2単位 岡山
骨粗鬆症クリニカルセミナー 岡山会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2089

10/5（水）19:05　2単位 岡山
第7回 岡山運動器疾患研究会
帝人ファーマ（株）
足立 真次
Tel.086-234-1727

10/15（土）18:30　2単位 広島
広島県臨床整形外科医会研修講演会

（骨粗鬆症クリニカルセミナー）
原田リハビリ整形外科
原田 英男　Tel.082-870-5555

9/14（水）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

中国・四国

10/15（土）19:00　1単位 兵庫
第5回 神戸西リウマチ性疾患連携の会
神戸大学病院リウマチセンター
柱本 照
Tel.078-382-5680

9/21（水）19:00　2単位 鹿児島
第10回 鹿児島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運
動機能修復学講座整形外科学
上村　Tel.099-275-5381

9/14（水）19:30　1単位 福岡
第7回 トシリズマブのRA適正使用研
究会（福岡RA生物学的製剤治療研究会）
近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一　Tel.092-762-2380

10/14（金）19:30　1単位 長崎
第20回 県北リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）
小林 範和
Tel.095-824-5300

10/15（土）13:30　1単位 大分
第5回 二豊リウマチフォーラム
河嶌整形外科病院
河嶌 眞人
Tel.0979-24-0464

9/24（土）　15:20　1単位 北海道
痛風・高尿酸血症アップデート－糖尿
病合併症フロンティア特別企画－
帝人ファーマ（株）
高畑 諭　Tel.011-219-6627

9/22（木）19:15　1単位 福井
福井県臨床整形外科医会リウマチ研究会
片山整形外科
片山 元
Tel.0776-35-2400

9/16（金）20:00　1単位 千葉
第14回 東葛リウマチ医会
富田医院内東葛リウマチ医会事務局
富田 康之
Tel.04-7165-8887

10/7（金）20:00　1単位 熊本
第22回 熊本リウマチ研究会
ファイザー（株）
世良 泰夫
Tel.096-322-4811

9/22（木）19:30　1単位 三重
第13回 伊勢志摩区骨粗鬆症リウマチ
研究会
武田薬品工業（株）
櫻井 大輔　Tel.059-226-1505

10/6（木）18:30　2単位 兵庫
第9回 阪神リウマチ治療研究会
兵庫医科大学リウマチ・膠原病科
堀池 万知子
Tel.06-6482-9551

9/30（金）19:45　1単位 福岡
第18回 筑後骨代謝・骨粗鬆症研究会
大日本住友製薬（株）
堀田 正人
Tel.0942-30-7712

9/28（水）19:00　2単位 福岡
筑紫整形外科医会学術講演会
アステラス製薬（株）
藤井 晃宏
Tel.092-261-5520

九州・沖縄

9/24（土）18:00　1単位 静岡
第18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

10/15（土）19:00　1単位 岡山
第1回 岡山TKAフォーラム
科研製薬（株）
福田 幸弘
Tel.086-246-3232

（公財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修会開催される

さる平成 23 年 8 月7日（日）、猛暑の

中，第二回目の（公財）日本リウマチ

財団登録リウマチケア看護師研修会

が名古屋駅からほど近い「ウインクあ

いち（愛知県産業労働センター）」に

て，認定看護師を目指す男女 150 人

余りの看護師を集め開催された。中

部地区はもとより全国から参加者が集

まり，講演を聞く姿勢はまさに真剣その

ものであった。 リウマチケア看護師研修会
会場の様子

新規リウマチ登録医募集

財団では，平成 24 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 24 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。

■登録要件等

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）

今年度から新規登録医資格審査料を３万円から１万円に，登録料を８万円か

ら２万円に大幅に引き下げました。登録の有効期間を３年から５年に延長，登

録の更新料についても３万円から２万円に引き下げ，登録医になるための大幅

なコスト削減を実行いたしました。

登録医には財団ニュース，登録医名簿を無償配布するほか，財団主催の教育

研修会の受講料減免等の特典があります。

詳細は財団ホームページ“リウマチ情報センター”をご覧ください。

日本リウマチ財団 寄付金ご協力のお願い

【ご寄付いただいた方】
〜平成 23 年 6 月〜

株式会社　デュアルタップ様

●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。税制での優遇措置がありま

す。

 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。

●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。

9/15（木）20:00　1単位 埼玉
第37回 見沼リウマチ懇話会
大正富山医薬品（株）
冨永 大二郎
Tel.048-653-5510

9/29（木）19:30　1単位 富山
第二回 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
076-434-7353

9/28（水）20:00　1単位 宮崎
第7回 Osteoporosis Clinical Network
研究会
宮崎大学医学部整形外科学分野
渡邊 信二　Tel.0985-85-0986

10/6（木）19:00　1単位 三重
第6回 三重膠原病フォーラム
旭化成ファーマ（株）
勝又 忠
Tel.059-224-0561

10/21（金）20:00　1単位 千葉
第7回 東葛南部リウマチ研究会
千葉県済生会習志野病院
縄田 泰史
Tel.047-473-1281

10/15（土）17:00　2単位 京都
骨粗鬆症クリニカルセミナー 京都会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2089

10/13（木）19:00　2単位 山口
第217回 山口中央整形外科医会
田辺三菱製薬（株）
原田 裕司
Tel.083-972-5311
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生きるとは？
生態学者の考えでは，生きるとは自由に移

動することだそうだ。移動するとは，捕食や

生殖のチャンスを増加させるため，動物に限

らず，生物であれば，植物でも様 な々手段を

こうじて移動のチャンスを狙っている。生物

発生の進化の早い段階では，最初の生物は，

移動手段のないコケ類で，徐々に運動能力

を獲得し，種の繁栄に寄与していったと考え

られている。

生きるとは，自分一人だけが生きるのでは

なく，種，一族が生きる事に他ならない。定

住型の社会では，移動のチャンスを失った者

の代わりを他が代用して生き延びようとしてい

る。だが，野生では，移動の自由を失えば，

群れから見捨てられ，のたれ死にするか，捕

食者の餌食となる。競走馬なら，試合中に

下肢の骨折を起こせば薬殺される。近代社

会は，移動のための様 な々手段を開発した。

最たるモノが，人工衛星やロケットであり，本

来飛行の叶わぬ構造の人間が，レオナルドの

想像力を遙かに超えて，目もくらむような遠方

まで移動可能となった。念力で瞬間移動など

を夢想する，空想家もいるが，さすがに賛同

者は少ない。今や，自転車，バイク，自動車，

列車，船などは，日常生活に欠かすことがで

きない移動手段となっている。上肢にどれほ

ど不都合があろうとも，移動には問題は生じ

ない。しかし，下半身では，どこかにほんの

わずかな障害がおきても，たちどころに移動

の自由が失われる。リウマチでなくても，年を

とれば，あるいは，怠けてばかりいれば，筋

力低下，骨粗鬆症，麻痺などで，簡単に寝た

きりになる。つまり，生態学者から言わせれば，

死んだも同然だ。生態学者でなくても，ヒトが

寝たきりを恐れるのは，つまり，社会的な死と

見なされるからだ。老年病学の示すところで

は，寝たきりになると，3 年以内に本物の死が

確実にやってくるとされている。

近代医学の大発明の筆頭に，人工関節

の開発が挙げられるのは，ヒトが社会的な死

から免れることの喜びを表しているからだと思

われる。なまけものとして，更に無い物ねだり

をすれば，ドーピングにひっかからない筋力増

強剤や人工筋肉だろうか？　　　（後藤眞）

平成23年度リウマチ教育研修会　開催予定

地区名 開催日 登録医単位 開催場所 世話人 申込方法

秋　田 11/6
（日） 6 秋田市

秋田大学医学部附属病院

秋田大学大学院医学系研究科医学専攻
機能展開医学系　整形外科学講座
島田 洋一 教授

ブリストル・マイヤーズ（株）秋田事務所「秋田地区リウマチ教育研修会」宛
① E-mail ：wataru.takaseki@bms.com
② FAX ：018-867-0163
③ 郵送：〒 010-0951 秋田県秋田市山王 6 丁目 10 番 9 号 猿田興業ビル 6 階

石　川 11/13
（日） 6 金沢市

ホテル金沢
金沢医科大学 血液免疫内科
梅原 久範 教授

（株）サンプラネットMCV 事業本部「石川地区リウマチ教育研修会」担当宛
① web:https://regconf.jp/rheuma2011ishikawa（10月3日（月）より申込受付開始）
② FAX:03-3942-6396
③郵送：〒 112-0012 東京都文京区大塚 3-5-10　住友成泉小石川ビル 7 階

愛　媛 平成 24年
2/19（日） 未定 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

未定

福　岡 12/11
（日） 6 福岡市

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

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

問合せ先 : 日本リウマチ財団　TEL:03-3946-3551

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医資格更新単位（直近 5 年間で 20 単位）
研修会に参加ご希望の方は，事前申込が必要です。
受講料：登録医　7,000 円　　一般医　10,000 円

申込方法：「○○地区リウマチ教育研修会申込」と記載し，①氏名 ②勤務先・科名 ③連絡先
住所 ④電話番号  ⑤ FAX 番号 ⑥ E-Mail ⑦ 登録医は登録医番号をご記入の上，
各地区の申込先へお申込みください。

取得単位：日本リウマチ財団リウマチ登録医研修単位は下記に掲載しています。
日本リウマチ学会専門医研修単位及び日本整形外科学会研修単位，日本医師会生
涯教育単位については，各地区申請を予定しています。

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
単　位

開催日 開催場所 世話人 申込方法
医師 看護師

北海道
･東北 3 3.5 9/18

（日）
福島市
コラッセふくしま

福島赤十字病院
宮田 昌之 副院長

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

関東・
甲信越 3 3.5 11/20

（日）
新潟市
朱鷺メッセ

新潟県立リウマチセンター
村澤 章 院長

（株）東京バンケットプロデュース内
「関東・甲信越地区リウマチの治療とケア研修会」事務局 担当：矢野
① FAX: 03-3556-6966
② E-mail: racare2011@tbpk.co.jp

 東海・
北陸 3 3.5 10/2

（日）
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

（株）ICS コンベンションデザイン内
「東海・北陸地区リウマチの治療とケア研修会」事務局
① web：https://amarys-jtb.jp/tokai-hokuriku/
② E-mail：rheumatic@ics-inc.co.jp
③ FAX：03-5283-6853
④ 郵送：〒 101-8449 東京都千代田区猿楽町 1-5-18　千代田ビル 6F

近畿 3 3.5 10/16
（日）

奈良市
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

（株）レディオコム内「近畿地区リウマチの治療とケア研修会」事務局
① web:http://radiocom.co.jp/nara2011/
②郵送：101-0047 東京都千代田区内神田 2-7-10 松楠ビル 7F

九州 3 3.5 11/27
（日）

長崎市
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

未定

問合せ先 : 日本リウマチ財団　TEL:03-3946-3551

医師をはじめ，看護師，薬剤師，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　※単位をご希望の方は別途単位料が必要です。
研修会に参加ご希望の方は，事前申込みが必要です。
申込方法：「○○地区リウマチの治療とケア研修会申込」と記載し，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 FAX 番号 ⑦ E-Mailをご記入の上，
各地区の申込先へお申込みください。

取得単位： 日本リウマチ財団リウマチ登録医及び登録リウマチケア看護師研修単位は下記に掲
載しています。

 日本リウマチ学会専門医研修単位，日本整形外科学会研修単位，日本リハビリテー
ション医学会（プログラムによる）については，各地区申請を予定しています。

 日本理学療法士協会履修ポイント基準− 10 ポイント，日本作業療法士協会生涯教
育制度基礎ポイント対象。

上記研修会の詳細は日本リウマチ財団ホームページ "リウマチ情報センター " に掲載しています。　リウマチ情報センター http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/index.html
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