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114 号の主な内容
●	「関節リウマチと肺疾患」座談会

●	 平成 24年度	リウマチ講演会

	 開催される

●	 Topics

	 15th	International	Conference	

of	Behçet’s	Disease開催される

	 内科医対象の関節注射手技勉強

会を拝見

●	 アナウンスメント

●	 平成 23 年度事業報告

（次ページに続きます）

イメージしてください。その中で，急峻な山は
RA です。RAを含めた広い山野に広がった
Sjögren 症候群が，その向こう側に SLE（全
身性エリテマトーデス）というちょっと広めの山
が，さらにその向こう側には混合性結合組織
病を介して全身性硬化症があり，そのこちら側
に PM がある。この位置関係では RAとPM
は非常に遠いので，併発することはないとイメー
ジします（図）。このように患者さんがどこの

森本：現在，関節リウマチ（RA）では，生物
学的製剤が多く用いられ，臨床的寛解の導入・
維持を目指し，さらにドラッグフリー寛解も視野
に入れた治療目標が提言されています。一方，
結核，日和見感染症などの肺疾患や，MTX
などによる間質性肺炎（IP）は今後さらに増
加する可能性があると思われます。そこで本
日は「RAと肺疾患」について，日本赤十字
医療センターの猪熊先生をお招きし，整形外
科からは仲村委員にもご参加いただいて，お
話いただきたいと思います。

RA の肺疾患は予後を左右し得る
～ RA 肺に興味をもったきっかけ～

森本：猪熊先生は膠原病，RA の肺疾患とい
うご専門ですが，どのようなきっかけで肺疾患
に興味を持たれたのでしょうか。

座標にいるかをイメージすれば，診断基準を
覚えなくても診断・治療に結びつくのです。

各山には，放置すればその方向へ向かうと
いうコア（中核）の病態があります。例えば
RA のコアの病態は，破壊を来す慢性の多発
性関節炎です。これらのコアの病態の中に，
肺病変が含まれない膠原病はあまりないので
す。DM の IPとRA の IP はどう違うかという

猪熊：私ははじめ物療内科（東京大学）におり，
アレルギーを中心に研究していました。アレル
ギーと膠原病や RA はつながっており，アレル
ギーの研究をすると肺は避けて通れない場所
ですので，肺の勉強をするようになっていきま
した。その後，都立駒込病院のアレルギー膠
原病科では，アレルギー，膠原病，RA のいず
れも診療しました。臨床家はまず予後を良くし
なければいけないのですが，シビアな病態の
中で予後を左右し得るのが肺だったのです。

RA とそれ以外の膠原病では
合併する IP に違いはあるのか
～アルプスをイメージしよう～

森本：膠原病では IP を合併し易いですが，
RA に合併する場合と，皮膚筋炎（DM）や
多発性筋炎（PM），それ以外の膠原病で合
併する場合とでは本質的に何か違いはあるの
ですか。
猪熊：膠原病，RA，アレルギーはいずれも慢
性の全臓器疾患です。慢性の炎症が多臓器
に起き，免疫異常を伴うものは広義の膠原病
と言うことができ，この中に RAも狭義の膠原
病も入るのです。膠原病という広い病気を考
える際は，山が連なる中央アルプスの山並みを

関節リウマチと合併症をとり上げる
座談会シリーズ。前号では紙面の都合
でそのイントロダクションのみの紹介
であったため，今号では改めて完全版
として冒頭より掲載する。

門職制度の創設が他職種でも望まれているこ
と，また，リウマチ治療に伴う高額な薬剤費に
ついて，患者負担の軽減策を財団と日本リウマ
チ学会，日本整形外科学会，日本臨床整形外
科学会が共同で検討し，政府に提案する準備
を進めていることなどを報告した。

続いて，本講演会の後援団体の代表者 5
名の来賓祝辞があった。厚生労働省健康局
疾病対策課課長の山本尚子氏（小宮山洋子
厚生労働大臣の代理），日本医師会会長の横
倉義武氏（代読・副会長今村氏），日本リウ
マチ学会理事長の宮坂信之氏，日本整形外

科学会理事長の
岩本幸英氏（代
読・副理事長堀内
氏），日本リウマチ
友の会会長の長
谷川三枝子氏が，
祝辞とともに，それ
ぞれのリウマチ医
療に対する現状認

識，将来展望や期待を述べた。
山本氏は，昨年 8 月に厚労省のリウマチ対

策の基本指針の見直しが行われたことに触
れ，指針を一歩一歩実現することにより前向き
な道筋を見出していきたいと述べた。

横倉氏（今村氏代読）は，かかりつけ医と
専門医の連携によるリウマチ診療の実現を目
指し，地域を核とした医療提供体制の構築に
努力していくとの日本医師会の活動方針を示
した。

宮坂氏は，昨年 2 月に実現したメトトレキサー
トの適応拡大と用
量制限の緩和など
の事例に言及し，リ
ウマチ診療の進歩
が財団と日本リウマ
チ学会との協働に
より実現されてきた
側面を強調。現在，
治験が進行中で，
承認が待たれてい

後援団体代表 5 氏より祝辞
リウマチ診療発展への期待を語る

講演会当日は雨との天気予報が影響してか，
当初入場者の出足が鈍かったものの，式典開
始時刻には例年通り大勢の患者さん，そのご
家族を中心とする参加者で席が埋まった。初
めに髙久代表理事が挨拶に立ち，日本リウマ
チ財団に対する各方面よりの支援・協力に謝

辞を述べると共に，
リウマチ医療の動
向や，財団の最近
の活動状況に触
れ，既に全国で約
600 名弱の登録リ
ウマチケア看護師
のようなリウマチ専

（公財）日本リウマチ財団恒例の「リウマチ月間」のメインイベント「リウマチ講演会」が6月3日，
東京の丸ビルホールで開催された。同講演会は今年で24回目。盛況裡に行われた当日の模様を
お伝えすると共に，基調講演，およびパネルディスカッションにおけるプレゼンテーションの要旨を紹
介する。

（4 ページに続きます）
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つをクリアにして，何となくIP がある方に使っ
て良いかどうかではなくて，どちらの意味でこ
の方は困るのかと考えるべきだと思います。間
質性肺障害が薬剤性肺障害のリスクになるか
について，確実にエビデンスといって良いデー
タがあるのは，レフルノミド（leflunomid）です。
レフルノミドは，日本リウマチ学会で全例調査
を解析したところ，既存の肺障害を有する例の
レフルノミドによるIP 発症のオッズ比は 8.17 で
した。既存の IP がある場合は，リスクが極め
て高い。タクロリムス（tacrolimus）もそうだ
と思います。
仲村：IP があり，MTX やレフルノミドが使えな
い場合は，タクロリムスを使うとイメージがある
のですが，それは違うのですか。
猪熊：タクロリムスに関しては全例調査での検
討がレフルミドのようにはされていないのです
が，タクロリムスでも間質性肺炎による死亡例
が十数例出ています。これは既存の IP が悪
化したということではありません。ここは重要な
ポイントなのですが，元々あるIP は，治癒が
望めない肺線維症あるいは CPFE なのです。
しかし，レフルノミドやタクロリムスなどにより
新たに起きるIPは，既存の IPとは全く異なる
場所に新たに発症し，薬剤投与を中止すれば
跡形もなく治ります。ですから既存の IPが増
悪したと言ってはいけないという点を，くれぐれ
も念頭においていただきたいですね。
仲村：リスクファクターではあるが，場所もタイ
ムコースもまったく異なるということですね。
猪熊：はい。またDMARDsでIPを起こす場合，
それはほとんど有効例ですね。
仲村：有効例ほど注意すべきということですね。
ブシラミンも，よく効いている方ほどタンパク尿
が出易いのです。患者さんには，「強いボール
を投げれば，強いものが返ってくるのです。効
いているからこそ，気を付けましょう」という話
を私もよくしています。
森本：レフルノミドの出始めの時は，IP のリスク
は非常に少ないと言われていました。それはア
メリカのデータでしたが，欧米人と日本人の差
なのでしょうか。
猪熊：一般的にはそういうことになっています
が，私の調査によりますと，欧米人でもレフルノ
ミドによる薬剤性 IP による死亡例の症例報告
が出ています。日本人に対するレフルノミドの
用量は，体格差のある欧米人と同じなのです
が，ここには誰も注目をしないのです。当初は
初期高用量負荷も行われました。ですから人
種差で簡単に片付けてしまうわけにはいかな
い。また「安全だ」ということで，レフルノミド
が肺障害のある例に使用され，元の肺障害が
増悪しただけで，薬剤によるものではないとい
う議論もありました。しかし，先ほども言いまし
たが，薬剤性の IPと元からあったIPとは全く
違います。

生物学的製剤による薬剤性 IP の
エビデンスが必要

森本：ベースに IP や肺線維症があるRA に
対し生物学的製剤を考慮する場合も，肺障害
が危惧されます。
猪熊：現在，生物学的製剤単剤によるIP 発
生の検証がないのです。日本は全例調査とい
う世界に冠たることを実施しているので，日本
リウマチ学会などが主導し，このデータを用い
たエビデンス構築を行っていただきたいと思い
ます。また調査のためには困ったことに，現
在多くの症例が従来型 DMARDs の併用例
で，生物学的製剤のみによる治療例が乏しい
のです。それでも現在，生物学的製剤は何
万例というオーダーですから，それを調べれば
良いのですが，まだ行われていません。また，
現在大規模試験が全盛なのですが，私は臨
床研究としておのおのの症例を調べることが
極めて大事だと思っています。症例報告をつ
ぶさにみてみると，生物学的製剤による発症を
否定できない症例がかなりあると思います。で

と，DM に伴うIP は，まず拠ってきたる元が違
う。必ず血管障害を持っているという元が異な
り，それをコントロールできないと縦隔気腫を起
こす，びまん性肺胞障害を起こす，そして死
に至る。これが DM の肺です。
森本：薬剤性は別として，RA そのものに合併
するIP は DM に比べ死に至ることは極めて
まれということですね。生命に直結するのは，
DM によるIP ですね。
猪熊：そうです。RA は全国に 70 万～ 80 万
人いますが，RA 自体によるIP で生命予後が
悪い例はほとんどないはずです。しかしいまだ
に RA がベースにあると，IP は RA 自体による
ものかもしれないという議論があるのです。そ
れはもっと検証すべきだと思います。
森本：RA には器質化肺炎（BOOP）も合併
しますよね。BOOP はステロイド薬によく反応
しますが，見逃すと死に至る場合はありますか。
または自然寛解のような形になるのでしょうか。
猪熊：死に至るようなことはないでしょう。DM
における肺障害のようにはならないと思いま
す。

RA 自体に合併する IP における
3 つのハイリスク因子
～男性＋喫煙＋ RF 高値に要注意～

仲村：一般の臨床家や整形外科を含め，関節
を主に診ているリウマチ外科にとって，肺は少
しなじみが薄い臓器かと思います。RA の IP
は急性増悪することはまれですが，これだけは
チェックすべきというものはありますか。
猪熊：女性患者さんについて，RA 自体に合
併するIP を心配する必要はないと思います
が，男性患者さんのRAでは，間質性肺障害
を含め，肺障害が非常に高率です。日赤医療
センターで男性 RA 患者さんを遡り調べたとこ
ろ，70 人中 36% が肺障害を持っていました。
女性では，その約 10 分の 1 の頻度です。
仲村：それは喫煙とも関係しているのですか。
猪熊：非常に良い質問だと思いますね。30 年
後，ほとんど喫煙が世の中から消えてしまった
後にどうなるかというのは今後わかってくるで
しょう。RA 自体の肺障害で重篤な間質性肺
障害を起こす例は少ないのですが，RA の喫
煙男性が起こす IP は，肺気腫の合併が多い
です。私はこれを30 年ぐらい前からずっと言
い続けているのですが，最近ようやく肺気腫
合併肺線維症（CPFE）というコンセプトが出
てきました。肺気腫と肺線維症が併存すると，
やがては重篤な肺障害を起こし得ます。それ
は間質性肺障害だけではなく，感染症など，
何らかの障害が重なると危険です。肺高血圧
症を生じる可能性もあります。
森本：男性で喫煙歴が長い方については，肺
をまずチェックすべきですね。女性でも喫煙を
している方は気を付けるべきでしょうか。
猪熊：そうですね。女性もゼロではないのです。
CPEF の進行はとても緩やかで，5 年前の CT
と今日の CTとを比較すると，進行が分かる程

すから既存 IPをリスクとしては未だ否定できな
い。

また薬剤性肺障害の発生後は，元々残存
肺機能が少ないと回復までの期間耐えられな
いというリスクがあり，死に結びつくわけですが，
生物学的製剤はサイトカインをブロックし自覚
症状を乏しくしてしまい，気づかず進行する場
合があるのでさらにリスクが高くなります。
森本：どの生物学的製剤が起こり易いといった
ことはわかっていますか。
猪熊：抗 TNF-α抗体製剤による発生は否定
できないと思っていたのですが，抗 IL-6 受容
体抗体製剤トシリズマブでも同様に発生してい
ます。T 細胞共刺激調節剤であるアバタセプ
トでも出ていますし。
仲村：アバタセプトの場合は，市販後調査の
死亡例の大半にベースとして IP がありました。
むしろアバタセプトを使う時の方が，既存の IP
についてよく調べないといけないという印象で
す。
猪熊：そうですね，私も驚きました。アバタセプ
トは製薬のコンセプトが違うにもかかわらず肺
障害が起きていて，その症例の背景をみると，
既存の IP があるのです。
仲村：TNF-αに限らず，T-cell でも，IL-6 でも，
生物学的製剤によるIP があることは否定でき
ないのですね。膨大なデータがありますから，
早くそれがエビデンスとして出されることが望ま
れますね。
猪熊：レフルノミドの調査は，全例調査のデー
タをリウマチ医自身がみたから極めて信憑性
が高いのです。やはり私たち医師がみるという
ことが大事だと思います。

IP と鑑別を要する肺感染症：
薬剤による免疫抑制が原因の
PCP に注意

森本：生物学的製剤の投与では，肺感染症
に関してもいろいろな問題があります。どのよ
うなことに注意すれば良いでしょうか。
猪熊：IPと感染症としての間質性肺障害との
鑑別に限定して言えば，結核は入らないです
ね。粟粒結核は鑑別が必要ですが，それ以
外は限局性ですから。また非定型抗酸菌症
も同様ですね。IPと鑑別を要するびまん性の
肺感染症は，ニューモシスチス肺炎（PCP）
とサイトメガロウイルス（CMV）肺炎ですが，
CMV 肺炎に比べ PCP の方が圧倒的に多い
です。
森本：HIV 例で起きるPCPとRA で起きる場
合とは違うのですか。
猪熊：HIV で起きるPCPとRA で起きるPCP
は違います。私は HIV の診療経験はないで
すが，RA の方が一時期，急性でたち
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が悪い
とされていました。
森本：HIV の場合は，CD4T 細胞などのいわ
ゆる免疫系が徐々にという感じで低下します。
その経過中に PCP が起きますが，RA の場合
は免疫系を薬剤により急激に落とすため発生
が急激なのでしょうか。
猪熊：おっしゃる通りです。RAも含めた膠原
病例において，自覚症状の出現からPCPと診
断するまでの時間を調べたところ，平均約 5日
でした。HIV では数ヵ月だったと思います。ま
た肺野の分布も異なると言われています。一
時期は RA に対する生物学的製剤投与によっ
て PCP で死亡する例が多かったですね。RA
あるいは膠原病自体で，PCP を発症すること
はまずないと思いますが，免疫抑制をする薬
剤が出てきて初めて PCP が問題となりました。
従来型 DMARDs の中では MTX に注意が
必要で，他はほとんど心配しなくて良いかと思
います。生物学的製剤はすべての薬剤でリス
クがあります。アバタセプトは始まったばかりな
のでまだ分からないですね。
仲村：PCPとCMV 肺炎はびまん性の病変と
のことですが，CT などでそういった像をみつ
けた場合，鑑別のためにどのような検査を進
めていけば良いでしょうか。β-Dグルカンなど

度でほとんど自覚症状がないです。
仲村：男性で喫煙者など，リスクが存在する
ので肺を調べる際は，単純 X 線に加え CTも
撮っておいた方が良いと思いますが，KL-6 や
SPD などの検査値はいかがですか。
猪熊：RA では関節のみ障害される方が非常
に多く，肺に障害が出るタイプの方は少数で
すが，RAで肺も含め関節以外に病態が出現
するのは，男性，喫煙者，もう一つはRF 高
力価例です。これらの要素を有する場合は，
肺障害の有無を調べた方が良いです。その
際，もちろん CTを撮ればより明確ですが，聴
診が極めて有用ですね。また，単純レントゲン
は必ず 2 方向以上撮る。単純 X 線のフィルム
だと，繰り返し比較ができますので。
森本：私の過去にあった症例ですが，RA の
女性に生物学的製剤を投与する際，単純 X
線画像はほぼ正常と思われたのですが，CT
で甲状腺癌の肺転移がみつかりました。それ
に関しては CTを撮っておいて良かったと思い
ました。
猪熊：リスクがある方や，これから生物学的製
剤を使う方には CTを撮った方が良いですね。
KL-6 は，添付文書では基準値 500U/mL 以
下となっており，600 や 900U/mL の数値が出
ると皆さん心配されますが，あれは存在マー
カーなのではないかと私は思っています。そこ
で，存在マーカーなのか，活動性マーカーな
のかということを検討したところ，実際のところ，
500U/mL 以上は存在マーカーでした。活
動性マーカーとなるのは，1000U/mL 以上で
す（ 註：Intern Med 2011：50（23）：2889-
92）。また 1000 以上にしろ500 以上にしろ，明
らかな変動がある場合は非常に有用です。
仲村：ポイントを2 つ取り，その変化をみるべき
だということですね。
猪熊：そうですね。1000U/mL 以上でもただ
ちに活動性だということではなく，そのリスクが
高いというだけです。SPD について大規模
な調査は実施していませんが，恐らくこちらの
方が活動性マーカーとしては有用で，200ng/
mL 以上で活動性と言えます。
森本：非常に参考になりますね。SPDとKL-6
が高い方はそれだけで疾患があると考えがち
ですから。

薬剤性 IP は既存の RA による IP
の悪化ではない
～混同されがちな２つの IP ～

森本：RA の活動性が高くIP が存在する場
合，MTX や生物学的製剤は IP のリスクがあ
り使うべきでないとされており，何を使えば良い
のかと考えてしまうことがあります。
猪熊：RA の IPには2つの意味があります。
1 つは，肺予備能の減少です。この場合に肺
障害が起きると，回復するまでに危ないわけで
す。もう1 つは，もともと間質性肺障害を持っ
ている方は，それが薬剤性の間質性肺障害を
引き起こすリスクになるという点です。この 2

膠原病領域の疾患概念図（猪熊氏）
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が上昇していたら，PCPと思って良いですか。
猪熊：そうでありますが，臨床家は，まず一人
ひとりの患者さんを診ることが一番です。例
え ば，PaO2 が 40mmHg の MTX 肺 炎 の
方が一人で歩いて入院してくる，定期受診で
MTX 肺炎と診断した方に入院を拒否される
など，薬剤性肺炎は重症感が足りないという
印象を持ちました。そういうことの方が私は大
事だと思っています。
仲村：なぜそのような質問をしたかと言います
と，インフリキシマブを使っていて PCP になっ
た方がいて，男性だったのですが MTXも投
与されており，薬剤性のIPだと思ったのですが，
β-D グルカンが上昇しており，最終的に PCP
と分かりました。診断がもう少し遅くなっていた
ら，治療が遅れたのではないかという苦い経
験があるのです。
猪熊：すべての患者さんでリスクが同様にあ
るわけではないのです。PCP になり易い方は，
そのリスクがあるのです。
仲村：そのリスクの一つが MTXと生物学的
製剤ですよね。今，どのような薬剤を投与され
ているのかということですね。
森本：HIV で PCP になる方は，免疫系が
抑制されて CD4T 細胞が低下しております。
300 以下位になると，PCP の危険があるので
すが，RA でも同じではないでしょうか。
猪熊：それは良いご指摘です。確か CD4T
細胞数は 200 以下だと，リスクが非常に高い
ですよね。
森本：250 ～ 300 でも考える必要があります。
HIV の場合は抗 HIV 薬の効果判定や免疫
状態の評価のために CD4T 細胞を測定しま
すが，RA では保険点数の問題もありCD4T
細胞を測定しませんが，PCP が生じる場合は
細胞数も低いと思います。
猪熊：PCP発症例ではリンパ球数は著しく低

下していると思います。以前の研究では発症
時 500/μL 程度でした．末梢血のリンパ球数
が少ないのは，膠原病の一つの特徴なのです
が，RA だけはそういう現象がないのです。で
すからリンパ球が少ない場合はリスクだと思い
ます。分画を測っていただきたいですね。
仲村：分画からリンパ球数をみて，まずそこで
感覚をつかむわけですね。リンパ球数の低い
方はリスクが高いという。
猪熊：リンパ球が 2000 や 3000 ある方では
PCP は出ません。私達はルーティンで血清リ
ウマチ反応などを測定する際に必ず分画を測
定します。整形外科の先生は分画をみますか？
仲村：私は入れていますが，一般的に整形外
科において実施しているかどうかは分かりませ
ん。そこはやはり喚起したいですね。分画でリ
ンパ球数が 3 けた以下であれば注意して，特
に 500 以下であれば，リスクが高いということ
ですね。
猪熊：そうです。また私の施設では現在，パー
セントだけではなく，実数が全部電子カルテで
表示できるようになっています。膠原病を扱っ
ている施設で電子カルテなどに替える機会が
あったら，実数にした方が確かです。
森本：肺 MAC 症の場合も，生物学的製剤を
使ってはいけないと言われています。
猪熊：私は自分自身でデータを出していません
ので分かりませんが，使用は避けるのではな
いでしょうか。私はRA自体で命を落とすことは，
それほど高率なことではないと思っているので
すが，感染症は生命予後が極めて悪い場合
があります。私たち臨床家は生命予後の担保
を第一にすべきだと思います。その考え方で
いきますと，MAC 感染症が確認されていてあ
る程度の広がりがある，またはコントロールがで
きているかどうか不明な状態で生物学的製剤
を使うべきではないと思います。

森本：MAC 感染症が治療によりある程度落
ち着いていて，RA の関節炎がひどい場合，
先生はどうされていますか？
猪熊：RA の活動性が上昇し，リスクを承知で
生物学的製剤を使わざるを得ないというケー
スがあれば，やむを得ないでしょうね。それぞ
れの例で個別に検討すると思います。
仲村：本当に MAC は悩ましいですね。私は
エタネルセプトなど半減期の短いものを，週 1
回で使うことがあります。例えばトシリズマブの
場合には CRP をマスクしてしまい，白血球も
大きく低下させるので，感染症リスクの高い方
には使えない。またインフリキシマブなどの半
減期の長いものも要注意だと思います。だか
ら，少なくとも抗体製剤ではなく受容体製剤で，
できるだけ半減期の短いものを，例えば 25mg
週 2 回のものだったら，25mgを週に 1 回使う
などします。私の患者さんでは 25mg 週 1 回
でも良いコントロールになっている方がおられる
ので，そうやって慎重に実施します。

リウマチ内科医として
全身を診る姿勢が大切

仲村：MACも悩ましい問題ですが，このよう
な診療に迷う場合に，良いアドバイスをいただ
けるような，RAも肺もきちんと診られるリウマ
チ内科の先生が徐々に少なくなってきている印
象があります。RA には肺がつきものだと思い
ますが，呼吸器内科に回してしまうリウマチ内
科の先生もいらっしゃる。
森本：膠原病は腎臓にも肺にも来ますから，や
はり膠原病内科医は全身を診られなければい
けないですね。今後の若い世代で，RA なら
即バイオ，肺合併症は呼吸器内科へという傾
向が出てきてしまうことを危惧しています。
仲村：広いバックグラウンドを持つリウマチ内科

の先生が将来減ってしまうのは困りますね。私
自身整形外科医として，リウマチ内科の先生
には肺もしっかり診てアドバイスをいただきたい
のですが，それができない方が増えることを危
惧しています。
猪熊：実際そうなっていると思います。私の在
籍する日本赤十字社医療センターは，腎臓内
科も，呼吸器科も，感染症科もあります。では，
私たちは何なのかということですが，膠原病に
かかわることであれば，私たちが診療した方が
良い，それが私たちなのだと考えています。ア
ダリムマブとMTXを使ったRAの方に肺障害
が起きた場合，診療するのは私のところです。
私は肺だけでなく，腎臓も，全部診ます。膠
原病の山並みの中にその患者さんがおられる
ならば私達が診ます。このコンセプトを持てて
初めて，私たちは仕事をしているのです。例
えば昨日は，はじめ神経内科にかかっていたア
レルギー性肉芽腫性血管炎（Churg-Strauss
症候群）の方を私のところで緊急入院させ，
治療を開始しました。この疾患は末梢神経障
害がほぼ必発なのですが，免疫異常を有する
多臓器疾患ですから他の臓器に何が起きるか
分からない。この場合，各臓器の助けは各専
門家に依頼しますが，私たちが中心となって診
る方がはるかにメリットは大きく，病院全体とし
てレベルの高い診療を行える。それが私たち
なのです。
仲村：そうですね。先生がお持ちのコンセプト
で診療されるのが望ましい，そうあるべきだと
私も思います。これからのリウマチ内科医の
方には是非，そういった姿勢を持っていただき
たいと思います。本日は示唆に富んだお話し
ありがとうございました。

（文責 編集部）

る新薬があり，これ
によって開かれるリ
ウマチ治療のさら
に新しい局面への
期待を述べた。

岩 本 氏（ 堀 内
氏代読）は，近年
のリウマチ治療は
著しい進歩を遂げ

た半面，地域格差の是正，医療連携体制の
構築など残された課題も多いとの認識を示し，
日本整形外科学会でもこれらの課題に取り組
んでいく姿勢を表明した。

長谷川氏は，リウマチ治療が寛解を目標と
するまでに進歩した今日，患者が病気に制約
されずに自分の人生を選べるように，友の会
が患者の立場から支援していく決意を示し，ま
た財団が今後も，一人の患者も取り残すこと
のないリウマチ診療の実現に努めていくことに
期待すると述べた。

リウマチ研究・教育・医療・福祉の
功労者に賞を贈呈

来賓祝辞の後，基調講演とパネルディスカッ
ションに先立ち，リウマチ性疾患に関する調査
研究・教育・医療・福祉の功労者に毎年，日
本リウマチ財団から贈られる各賞の授賞式が
行われた。

今年度の受賞者と授賞理由等は以下の通り。

三浦記念リウマチ学術研究賞

リウマチ性疾患に関する独創的な研究調査
等を行った若手研究者に授与される。今年度
は，東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科分子情報伝達学助教（現職・東京大学
大学院医学系研究科免疫学講座助教）であ
る岡本一男 氏に贈られた。授賞対象の研究

題目は「自己免疫性 Th17 細胞を制御できる
新規分子標的の探索」。

日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞

リウマチ性疾患に関する医学教育および患
者教育における多年の功績を顕彰し授与され
る。今年度は，神戸海星病院理事長兼病院長・
兵庫医科大学名誉教授の立石博臣 氏に贈ら
れた。

ノバルティス・リウマチ医学賞

リウマチ性疾患の病因・発症機序・画期的
治療法を探索し自然科学の発展に寄与した研
究を顕彰し授与される。今年度は，東京医科
歯科大学大学院医歯学総合研究科システム
発生・再生医学分野教授の浅原弘嗣 氏に贈
られた。授賞対象の研究題目は「システムア
プローチによる関節形成メカニズムの解明とリ
ウマチ病態解析への応用」。

日本リウマチ財団リウマチ福祉賞

リウマチ性疾患に悩む患者に対する多年
にわたる救済活動を通じ，その福祉向上に
寄与したと認められる人に授与される。今

年度は，日本リウマチ友の会福島県支部支
部長・福島県難病団体連絡協議会会長の渡
辺政子 氏に贈られた。

以上 4 つの賞のほか，日本リウマチ財団
に対し年間に一定額以上の寄附を行った個
人・団体に厚生労働大臣から贈られる感謝
状が，（公社）日本リウマチ友の会香川県
支部支部長の桑野澄子 氏に贈呈された。

授賞式の後，基調講演およびパネルディ
スカッションが行われ，「地域基盤型リウマ
チ診療体制」の構築をテーマに，4 人の演者・
パネリストがそれぞれのリウマチ診療・研
究の経験を踏まえて，現状改善への方途を
提言した。以下，各演者・パネリストの講演・
プレゼンテーション要旨を紹介する。

基調講演

地域基盤型リウマチのケア構築
について
―バイオ治療戦略を中心に―

座長／松原　司 氏
 松原メイフラワー病院院長
演者／西岡 久寿樹 氏
 東京医科大学医学総合研究所所長
要旨：適切なリウマチ治療を受けられな
いために寛解導
入に至らない患
者をゼロにする
ことを目指して，

「リウマチ零（ゼ
ロ）策戦」を提
言したい。

その前提とな
る現状認識のため，都道府県別の代表的リ
ウマチ治療薬の普及率を調査した。その結
果，生物学的製剤では，普及率の最も高い
県と，最も低い県の間に 3 倍近い差がある
ことが分かった。メトトレキサート，サラ
ゾスルファピリジンの使用率でも同様の格
差がみられた。生物学的製剤の普及率の大

きな開きは，リウマチ診療体制の充実度に
おける地域間格差の存在を強く予想させ
る。

リウマチ零策戦の具体的作戦行動とし
て，①リウマチ検診制度を確立し，②ハイ
リスク集団を同定し，早期発見・早期治療
を図ることを提案したい。また，①②の前
提として③各地域におけるリウマチケアの
人材育成が必要である。日本リウマチ財団
は各地のこのような取り組みを積極的に支
援し，また各地域においては，ブロック別
リウマチ対策協議会を設立し，当事者が互
いに知恵を絞って有効なリウマチ対策の推
進計画を練り，推進することが望まれる。

パネルディスカッション

地域基盤型リウマチ診療体制の
確立へ向けて

座長／村澤　章 氏
 新潟県立リウマチセンター 院長
 松本 美富士 氏

桑名市総合医療センター・桑名東医
療センター 内科・リウマチ科 顧問

パネリスト／
 松原　司 氏

松原メイフラワー病院 院長
 岡田 正人 氏

聖路加国際病院 アレルギー膠原病科 部長
 井上　博 氏

井上病院 理事長
座長開会コメント

 松本美富士 氏
リ ウ マ チ は，

他の難病と異な
り，地域の専門
病院やクリニッ
クで先端的な治
療が受けられる
ことが特徴であ
る。 そ の た め，

（平成 24 年度 リウマチ講演会開催つづき）

三浦記念リウマチ学術研究
賞 岡本一男 氏

ノバルティス・リウマチ医
学賞 浅原弘嗣 氏

日本リウマチ財団柏崎リウ
マチ教育賞 立石博臣 氏

松本美富士 氏日本リウマチ財団リウマチ
福祉賞　渡辺政子 氏

西岡久寿樹 常務理事

（公社）日本リウマチ友の会会長
長谷川三枝子 氏
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治療の地域間格差は生じにくいはずだが，
実際にはかなり大きい格差が存在する。こ
の格差を解消し，患者が等しく有効な治療
を受けられる状況を作り出すためには何が
必要かを，3 人の先生にお話しいただく。

プレゼンテーション 1

地域格差の是正　－日本リウマチ
財団登録医の役割についてー

松原　司 氏
要 旨 : 西 岡 先 生
が基調講演で指
摘されたように，
リウマチの疾患
コントロールに
地域間格差が生
じているのは事
実である。これを是正するための 4 項目の
キーポイントを指摘しておきたい。

①リウマチの診断基準は早期診断を目的
として作られている。リウマチ性疾患にお
いては「治療機会の窓」が重要である。こ
の時期に適切な治療を開始すれば，関節破
壊の進行を長期にわたり抑制することがで
きる。この意味において，リウマチでは早
期診断が極めて重要であり，そのために，
感度を高めた診断基準が作成された。

②リウマチでは，明確な目標を設定し，
その達成を目指す治療（T2T；Treat to 
Target）が有効である。この治療戦略は，
本態性高血圧症における血圧コントロール
や，糖尿病における HbA1c のコントロー
ルで既に広く実践され，効果が実証されて
いる。

③昨年 2 月の公知申請により，メトトレ
キサート（MTX）は最大で週 16mg まで
の投与が可能になった。また，第一選択薬
として MTX を使用できるようになった。
いたずらに生物学的製剤の導入を急がず，
MTX を活用した T2T の実践により，良

好な疾患コントロールの実現を目指すべき
である。

④生物学的製剤は薬剤費の患者負担が大
きい。一方，一定の割合で不奏功例が存在
し，マクロ医療経済の観点からも問題があ
る。しかし，遺伝子解析により，例えばレ
ミケードでは 90％の正確度で効果の有無
を事前に予測できることが，大規模な研究
により明らかになっている。このような成
果を活用して，治療のテーラーメード化と
効率化を図ることが望まれる。

プレゼンテーション 2

欧米のリウマチケア看護師との
交流を目指して

岡田 正人 氏
要旨 : 欧米ではリ
ウマチケア看護師
の活動が盛んであ
る。わが国にも日
本リウマチ財団の
登録リウマチケア
看護師の制度があ
るが，日本より数十年古い歴史を持つ欧米の
制度から学べることは多いと考えられる。

欧州では，国により制度の違いはあるものの，
看護師と医師が対等に患者と関わり合ってい
る点は各国共通である。昨年の欧州リウマチ
学会で，看護師の役割に関するガイドラインが
発表され，この中には，患者への常時対応と
情報提供，治療目標達成への支援，精神的な
ケアはもとより，プロトコールに則った治療への
参加，医療経済面からの治療と治療効果のモ
ニタリングなど，看護師に求められる高度に専
門的な役割が列挙されている。

プロトコールは 64 ページあり，患者背景の
チェックシート，スクリーニング検査リスト，患者
自己チェックリストなど，看護師または患者自身
が行うさまざまな事前チェックを経て治療へと

進む仕組みになっている。
欧米のリウマチケア看護師との交流から，

欧米の歴史ある制度を学べることが期待でき
るが，与えられるだけでは交流が続かない。
日本にも世界に誇るべき看護の伝統や制度が
あり，これを欧米の看護師に伝える努力が必
要である。そのためには，言語の問題が障壁
となる。そこで当面は，外国人患者の多いわ
れわれの聖路加国際病院が交流の窓口を務
めたいと考えている。

ケアの内容が向上すると，リウマチ患者の
状態がより大きく改善されることが，さまざまな
データから立証されている。欧米の看護師と
の交流により，互いにケアの内容を高め合い，
世界規模でリウマチ医療の改善に寄与するこ
とができると期待している。

プレゼンテーション 3

高崎市での新しいリウマチ医療の
取り組み：モデルケースとして

井上 博 氏
要旨 : 群馬県高崎
市は関東平野の
北縁に位置し，人
口 37 万人を有す
る，交通の便に恵
まれた中核市であ
る。

われわれの井上病院は，高崎市で 31 年前
からリウマチ診療を行い，現在リウマチ指導医
3 名，リウマチ専門医 3 名，呼吸器科医 3 名，
整形外科，放射線科，循環器科の非常勤医
10 名，リウマチケア看護師 14 名を有し，地域
のリウマチセンターとして機能していると自負し
ている。外来治療，入院治療，手術，リハビ
リテーション，在宅医療のほか，新薬の治験，
臨床研究，基礎研究なども積極的に行ってい
る。また，保険の上限の入院期間（90日）を
超えた高齢のリウマチ患者の受け入れ先とし

て，老健施設を運営している。
リウマチ診療を始めた当時は，現在のよう

に有効な薬もなく，治療成績は低迷していた。
その状況を，県内の医師らと協力して打開しよ
うと，1981 年に「群馬リウマチ関節外科研究
会」を発足させ，以来，リウマチの啓発と情
報共有を図って，医師向けと，患者向けに講
演会をそれぞれ年 1 回開催している。2007
年からは，薬剤師，製薬会社 MR などを対象
とした講演会も開いている。また，生物学的
製剤の副作用が問題になり始めた 2005 年に
は，製薬会社と共同で「群馬リウマチアカデ
ミー」を設立して，年数回の講演会を行い，さ
らに 2009 年には「群馬リウマチ登録医・実
地医家の会」を立ち上げ，年 2 回勉強会を開き，
医師やさまざまな職種の医療従事者がそれぞ
れの自験例を発表し合う場としている。

以上，数多くの講演会・勉強会などを通じて，
リウマチの啓蒙に努めてきた結果，群馬県内
のリウマチ治療の地域間格差は解消されたと
考えている。

座長コメント
村澤　章 氏

松 原 先 生 から
は，国際的な診断
基準，治療戦略の
導入などにより地
域間格差は解消で
きるとの見通しを，
岡田先生からは，
欧米の看護師との交流により，互いにリウマ
チケアの質を高め合うことができるとの希望を，
井上先生からは，粘り強い啓発活動の積み重
ねにより地域間格差が解消できる実例を教え
ていただいた。3 人の先生のお話から，日本
のリウマチ医療の将来に明るい見通しを持つ
ことができたと思う。

（文責編集部）

岡田正人 編集委員

村澤　章 氏

井上 博氏

松原　司 氏

イグラチモド製剤の製造販売後調査への協力をお願いします

厚生労働省より次の通り協力依頼がありましたので，協力方宜しくお願い致します。

記
薬食審査発 0629 第 1 号

平成 24 年 6月29日
公益財団法人　日本リウマチ財団　代表理事殿

厚生労働省医薬食品局審査管理課長
イグラチモド製剤の製造販売後調査への協力依頼について

イグラチモド製剤　（販売名：コルベット錠 25mg，ケアラム錠 25mg）については，本日，「関
節リウマチ」を効能・効果として製造販売承認（以下「本承認」という。）を行ったところです。

本承認に際しては，
「 製造販売後，一定数の症例に係るデータが集積されるまでの間は，全症例を対象に使用成

績調査を実施することにより，本剤使用患者の背景情報を把握するとともに，本剤の安全
性及び有効性に関するデータを早期に収集し，本剤の適正使用に必要な措置を講じること。」

を承認条件としましたので，本剤の適正使用のほか，特に，製造販売業者が実施する製造販売後
調査について貴会会員の協力方よろしくお願いします。

平成 24 年 7月
公益財団法人日本リウマチ財団　医療保険委員会

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 24 年 6 月～

株式会社　デュアルタップ様

e ラーニング第 5 弾
「抗リウマチ薬と生物学的製剤の使い方」が完成

これまでのアンケートでご要望の多かった「抗リウマチ薬と生物学的製剤の使い方」をテーマに
eラーニング第５弾として制作いたしました。

リウマチ財団登録医の先生方にはすでにCD-ROMがお手元に届いているかと存じます。併せ
てご活用ください。

平成 24 年度日本リウマチ財団
登録リウマチケア看護師研修会を開催しました。

リウマチケアに関心のある看護師等を対象にした標題の研修会を，本年 8 月5 日，東京品
川のザ グランドホール品川で開催しました。

研修会は，午前 10 時のリウマチケア専門職制度検討会松本美富士委員長の開会の挨拶
に始まり，ランチョンセミナーを挟んで午後 4 時の閉会まで，過密な長時間でしたが，リウマチ
ケア専門職制度検討会委員を中心とした講師の熱演を，約 270 名の参加者が真剣に聴講し
ました。

会場で行ったアンケート調査によれば，74％の方が自発的参加者であり，勤務先の院長，
上司等に勧められて参加した方が 24％でした。これら参加者は 93.7％の方が今年から来年
にかけて，日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師に応募したいと答えました。今年度に応
募したいと答えた方は 66.2％に上ります。

このように登録リウマチケア看護師制度は大変好評でありますが，一方でこの制度に関し，
病院長等，職場の上司，同僚の理解が得られないとの声もありますので，制度の普及とその
役割の理解を求めるために，一層の努力をする必要を感じております。

登録医の皆さんには，日本リウマチ財団登録医制度とセットで，この制度の普及にご支援，
ご理解を賜りたいと思います。

平成 24 年 8 月
公益財団法人　日本リウマチ財団
代表理事　　　髙　久　史　麿

リウマチケア専門職制度検討会
委員長　　　松　本　美富士

日本リウマチ財団が第 64 回「保健文化賞」を受賞

本年 4月，公益社団法人日本リウマチ友の会の推薦を受け，第 64 回「保健文化賞」に応募
していたところ，光栄なことに授賞が決定いたしました。これは財団設立以来，一貫してリウマチ性
疾患の制圧をめざした活動の実績が，国民の保健衛生と福祉の向上に寄与する，優れた業績とし
て世に評価されたものであると考えます。

保健文化賞は，昭和２４年の創設以来，保健医療，健康増進，生活環境等々，保健衛生の
分野で顕著な実績を残した団体，個人を表彰するものであり，第一生命保険株式会社が主催，厚
生労働省，朝日新聞厚生文化事業団，NHK 厚生文化事業団が後援しており，この分野におい
ては，権威ある賞として高く評価されております。

本年 11月に授賞式があり，その後，天皇陛下拝謁が予定されております。
平成 24 年 8月

公益財団法人日本リウマチ財団
代表理事　髙久史麿
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ブレディニン ®（ミゾリビン）は 1971
年に弊社研究所にて発見された免疫抑制剤
です。八丈島の土壌の中から見つかった，
新規の糸状菌が産生する抗生物質（かびに
対して弱い抗菌作用がある　）として発見
されました。本品は免疫に関わるリンパ球
細胞に作用し免疫抑制作用を発揮すること
が分かり，移植医療での拒絶反応を抑える
薬としての開発が始まりました。1978 ～
1982 年に腎移植を受けた患者さんを対象
とした臨床試験が実施され，当時の主流の
治療法であった，アザチオプリン + ステ
ロイドに本剤が加わった３剤併用療法の有
効性が示され，1984 年に「腎移植におけ
る拒絶反応の抑制」の効能で承認されまし
た。

1980 年代においても，関節リウマチは
比較的有病率の高い身近な難病とされてお
りました。その原因は不明であるが免疫学
的な機序の関与が明らかにされつつあり，
免疫反応→炎症→滑膜の増殖→関節の破壊
というのが関節リウマチの一連の過程との
考え方が定着した時代でありました。免疫
を調節することにより病勢を抑えようとい
う目的で，金剤，ぺニシラミン等の疾患修
飾性抗リウマチ薬が非ステロイド性抗炎症
薬やステロイド等に併用される主要な治療
薬でありました。

移植医療で最初の評価，
膠原病適応への期待膨らむ

ブレディニンは承認以降も，移植医療の
中でこれまでの治療薬に比較し，肝障害，
腎障害，骨髄抑制などの副作用が少なく，
安全に長期間使用できる薬剤との評価をい
ただいておりました。このような外科医療
の評判は内科領域の医療現場にも波及し，
当時の膠原病治療の重鎮であった，塩川優
一教授（順天堂大学），本間光夫教授（慶
應義塾大学），柏崎禎夫教授（北里大学）
が本品の抗リウマチ薬としての可能性に興
味を示され，国内での臨床試験の実施を提
案されました。特に本間教授は本品の作用
機序は明確であり，疾患修飾性抗リウマチ
薬とは違った効果を示すのではと大きな期
待を寄せられておりました。本間教授は関
節リウマチのみならず SLE に対する本品
の臨床応用の可能性にも熱心で，独自に
臨床研究グループを立ち上げ，1990 年の

「ループス腎炎」の承認に尽力されました。

当時では新しい指標で評価された
関節リウマチに対するブレディニン

ブレディニンの関節リウマチに対する
臨床試験は最初 1985 年から２年間，全国
の 22 のリウマチ専門施設で 122 例の患者
さんを対象に，安全性の確認と投与量の設
定を目的とした第２相試験が実施されまし
た。当初は臓器移植に使う薬ということで，
比較的重症の患者さんが選ばれ，とくに副
作用や臨床検査値の異常などには厳しい，
注意深い観察が行われました。この中では，
安全性を確認しながら投与量を移植で使用
している量の倍の１日 300 ｍｇまで増やす
ことができ，効果の用量依存性が確認され
ました。なお，第２相試験は当初 16 週間
の投与期間が設定されましたが，施設の了
承があり，継続を希望する患者さんには可
能な限り長期間投与することが推奨されて
おりました。その結果 11 施設で 40 例に
24 週以上，平均 55 週，最長 126 週間，投
与されました。長期投与での安全性に問題
はないこと，効果の減弱も無いことが示唆
されました。

続いて 1987 ～ 1990 年に２つの二重盲検
比較試験が塩川教授の指導のもと企画，実
施されました。１つは乳糖プラセボを対照
薬とした投与期間 16 週間の試験で，全国
の 44 のリウマチ専門施設で，203 名の患
者さんの参加で実施されました。

当時の臨床試験の評価基準はランズバ
リーの活動性指数，患者さんの印象，医師
の改善度評価を中心としたもので，炎症の
程度を反映する疾患の過程（Process）を
評価するものでした。本品の臨床評価に適
しているのかどうか議論が有りましたが，
当時としては「この方法がそれまでいくつ
かの抗リウマチ薬を評価した基準であり，
これを乗り越えなければ関節リウマチに効
果のある薬とは言えない。」との意見が強
く従来の評価基準で実施することになりま
した。結果はランズバリー活動性指数，疼
痛関節数，腫脹関節数等においてプラセボ
投与群に比較し，ブレディニン投与群で優
れた改善効果が得られ良好な結果が得られ
ました。

もう１つの試験は疾患修飾性抗リウマチ

薬の１つを対照とした投与期間 24 週の試
験で，全国 45 のリウマチ専門施設の 149
名の参加が有りました。こちらも基本的に
は従来の評価方法を用いた臨床試験となり
ました。しかしながら，内外のリウマチ関
連の学会では「関節リウマチの臨床評価
には過程（Process）のみならず運動機能
を含めた健康状態や生活の質などの転帰

（Outcome）も重要」との考え方が議論さ
れ始めておりました。そこで，この長期投
与の比較試験には「関節のＸ線評価」を加
えることとなりました。そこで関節リウ
マチのⅩ線読影法の論文を集め，Larsen
法が優れた方法であると考え本治験の
Outcome 評価として採用しました。おそ
らく治験の中にＸ線評価を採用したのは本
試験が日本で最初であったと思います。

1992年
待ちに待った関節リウマチへの適応

本試験においてもブレディニン投与群で
優れた改善効果が得られました。当時の評
価基準で重要な位置付けにあった，「有用
度」，「概括安全度」においても対照薬より
優れているとの結果を得ることができまし
た。関節Ⅹ線所見の評価は投与開始前およ
び投与 24 週後の両手 22 関節の関節破壊度
を測定することで行いました。投与薬剤，
撮影日をブラインドにし，２人の読影者（内
科，および整形外科の専門医各１名）が全
てのＸ線写真の各関節の破壊度を Larsen
の関節リウマチＸ線像評価法（Damage 
Score）に従い０～５の６段階で判定しま
した。２人の読影結果はほぼ一致し，本読
影法による薬効評価の妥当性を示すもの
となりました。試験前後の Damage Score
の変動を読影者ごとに図に示しました。
両読影者とも対照薬の投与を受けた群の
Damage Score は有意に上昇しておりまし

たが，ブレディニン投与群では変化が軽微
でありました。

このように本品は関節リウマチの関節破
壊の進行を抑える可能性が示されたことな
どが大きな理由となり，1992 年に関節リ
ウマチの効能が追加されました。

影の貢献者
米国の2人の女性化学者の存在

基礎研究においては本品の抗リンパ球効
果発現機序の詳細な解明は米国の２人の女
性生化学者の貢献が大でありました。一
人はノースカロライナ大学の　Beverly S. 
Mitchell 教授でヒトＴ細胞の活性化を抑
制する機構を詳細に解明されました。マサ
チューセッツ州ブランディス大の Lizbeth 
Hedstrom 准教授は本品ターゲット分子で
ある酵素（IMP デヒドロゲナーゼ）と本
品との結合物の電子顕微鏡写真を撮影する
ことにより作用機序の明確化を達成しまし
た。

製薬企業が新しい薬を開発し，発売する
ことを「創薬」，新薬が発売された後，医
療機関や患者さんの協力のもと，より多く
の患者さんにとって有用な薬剤へ育て上げ
ていくことを「育薬」と呼んでおります。
近年とみに育薬の重要性が叫ばれておりま
すが，まさにブレディニンは最初腎臓移植
という狭い領域から出発し，ループス腎炎，
関節リウマチと効能・効果を拡大し，また
同時期にネフローゼ症候群の適応拡大も行
い，その育薬で花を咲かせた薬剤の先駆け
であったと思います。

ブレディニンがこれからもより多くの患
者さんのためになる薬に育つことを祈って
おります。（文中，製品名をわかり易くす
るために使用しました）
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図　X 線写真評価結果（二重盲検査比較試験）

旭化成ファーマ 医薬開発センター OB 石川 浩明 氏

関節リウマチを始め、リウマチ性疾患の治療環境も大きな変化を遂げつつある。日本の寄
与も少なくないと思われるが、これまでに発売された日本発の	リウマチ性疾患の治療薬につい
て、開発者などに裏話を含めた開発余話をお願いした。順次お伝えできる予定である。

編集委員長	後藤	眞

独立行政法人 国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター
「リウマチの治療薬と妊娠に関する調査協力」のご依頼
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解説：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 准教授）
協力：リウマチセンター間連絡会

113 号解答： インフリキシマブを開始し、投与４回目より炎症症状
改善せず両膝関節腫脹、疼痛強く右膝関節鏡視下滑膜切
除術を施行した。滑膜組織映像から炎症症状改善せず、
インフリキシマブの効果減弱が見られた例である。
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インフリキシマブ効果減弱例の滑膜切除術によるCRPの変化

現在，妊娠している関節リウマチ患者さんの疫
学調査への登録が実施されています。

協力いただけそうな患者さんがいらっしゃい
ましたら，記載の専用電話 0120 ─ 41 ─ 24 ─ 93

（ヨイ ニンシン クスリ）（携帯からは 03 ─ 3415
─ 0931）にご連絡を頂くようにお伝えくださ
い。HP（http://www.ncchd.go.jp/kusuri/news/
ra.html）には右記のような詳細をお伝えするため
の説明書の PDF がございます。ダウンロードして
ご使用ください。

0120-41-24-93
（03-3415-0931）
月〜金（祝日を除く）

10：00 〜 12：00，13：00 〜 16：00
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15th International Conference of Behcet’s Disease
【The 7th International Convention for
Patients with Silk Road Disease(Behcet's Disease)】開催される
13th-15th July 2012 Yokohama

President
厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業

「ベーチェット病に関する調査研究」 
研究代表者 横浜市立大学大学院医学研究科 病態免疫制御内科学 教授 石ヶ坪 良明 氏

Honorary President
Goro INABA – Rheumatology　Shigeaki OHNO – Ophthalmology　Fumio 
KANEKO – Dermatology

第 7 回国際シルクロード病（ベーチェット病）患者の集い
運営委員会 委員長 寺田和也 氏

15th International Conference of Behcet’s Disease
【The 7th International Convention for Patients with Silk 
Road Disease(Behçet's Disease)】開催される
13th-15th July 2012 Yokohama

内科医対象の関節注射手技勉強会を拝見

梅雨もまだあけやら
ぬ 7 月半ば，すでに夏休
みモードに入ったかの
ような華やかさにあふ
れた横浜で，以前ご紹
介した 15th International 
Conference of Behçet’s 
Disease が開催された。

当日は並行して The 7th International Convention for 
Patients with Silk Road Disease（Behçet's Disease）も
開催され，患者さんも医師向けセッションを自由に聴
講し，研究者と患者さんが会話しているなど会場のパ
シフィコ横浜は垣根の低いオープンな雰囲気であった。

また，国際学会とはいえ，欧米の発表者にまじって
普段ではなじみの薄いトルコやイラン，イラクなどの
シルクロード周辺国家の参加・発表も疾患の特徴のゆ
えか，数多く見られたのが珍しかった。

Special Lecture である Behçet's Disease in the Post-
Genomic Era: Lessons Learned, Unanswered Questions, 
Exciting Opportunities を拝聴したが，Guest Speaker 
である Daniel L. Kastner （NHGRI, USA）氏から，日

本とトルコの患者を対象にした国際的な研究 GWAS
（Genomic-wide association studies）で確認された疾患
感受性遺伝子変異について，その両者の関係性や研究
の進捗状況が発表された。同氏の研究チームには日本
の若手研究者が留学し，共同研究を行っているので，
その成果が新しい治療法を待ち望んでいる日本の患者
さんに一早く生かされることを期待したい。

会場でお会いした第 7 回国際シルクロード病（ベー
チェット病）患者の集い運営委員会委員長 寺田和也 
氏は，ベーチェット病は，昔から患者さんと医師の距
離感が近く，今回の共同開催もそのような意味合いが
強い，というお話しをされていた。ただし，ベーチェッ
ト病の専門家は圧倒的にその数が少なく，また地域的
にも偏りがあるそうである。患者会のセッションでガ
イドラインの勉強をしっかりしている理由も（今回の
プログラムでも朝から夕刻まで各病態のガイドライン
案の講演が目白押しで，他の患者会では見られないよ
うな 2 日間とも非常に質の高い患者さん向けプログラ
ムが準備されてあった），自らの主治医に新しい疾患情
報を患者さんが提供し，患者さんがドクターを育てざ
るを得ないという逆転現象の結果である，とのことで

ある．
対象臓器が多岐にわたる上，症状も個別に大きく違

うために，鑑別や治療法が複雑な本疾患を診ることが
できうる専門家が少ない窮状を訴える寺田氏の言葉に
は，膠原病を診る機会が少なくないリウマチ医にかけ
る期待の大きさが感じられた。新薬の治験を実施する
にしても，患者さんの病状の幅が広いため十分な数を
集めにくい等，関節リウマチの新薬ラッシュを横目で
羨むベーチェット病患者さんの真剣なご意見に心が痛
まざるを得なかった。

石ヶ坪会長の患者さんを思う心の強さを感じながら，
予告と本紹介記事を掲載したが，本学会や病態に普段
リウマチ系の学会
に御参加している
登録医の先生方が
少しでも関心を持
たれ，ベーチェッ
ト病の患者さんへ
の対応がより良く
なって頂ければ幸
甚である。

去る 6 月 14 日木曜（19：30 ～ 22：
00），新横浜のホテルで，日本リウマ
チ財団，日本リウマチ学会の研修単位
の取れる研修会である第 5 回横浜北部
リウマチネットワークが開催された。
通常，製薬メーカー協賛による最新治
療（この場合生物学的製剤の使い方や
症例が多い）の勉強会の類が多いこの
種のセミナー（ミニシンポ）だが，今
回お邪魔したネットワークの勉強会
は，ハンズオンセミナーの一種を組み
込んだものであった。

参加者は，主に地域のリウマチ内科
医かリウマチ標榜科の医師，ナース等
3 ～ 40 名ほどである。あるメーカーが
開発し所有する関節注射手技練習用の
模型を用い，普段はほとんど実施した
ことのない関節穿刺，関節腔内注射を
何度も繰り返し練習し，指導を受ける
ことが出来る貴重な機会であった。写
真にあるように，膝関節と肩関節の 2
種類の模型があり，それぞれ正しい位
置（関節腔内）に注射針が進入すれば
ランプがついたり，メーターの針が振

れるようになっている。また関節液を
とり出すことも可能である。

比較的年齢層の低い参加者が多く経
験の少なさからか，模型相手にも恐る
恐る穿刺する姿がこの会の意義を感じ
させた。終始和やかに手技の実演は進
んだが，ナースと思しき女性が手際よ
く実施しているのを見るにつけ，実臨
床でのイニシアチブはどちらにあるも
のか考えさせられる場面もあった。

関節注射手技の実演に先立ち，本勉
強会では，リウマチケア看護師に認定
されている看護師からの生物学的製剤
導入時の自身の役割についての講演，
そして EULAR に参加してきたばかり
の聖路加国際病院 アレルギー膠原病
科（SLE・関節リウマチ・小児リウマ
チ）岡田正人 編集委員からの，注射（ス
テロイド等）も含めた EULAR のホッ
トな話題の提供など，それぞれ約 1 時
間づつ聴衆に向けのお話があった。関
節リウマチの実臨床に役立てるため，
とかくマンネリ化しがちな地域の講習
会のよい見本となるであろう。

横浜北部リウマチネットワーク，関節注射手技勉強会の様子

スペシャルレクチャーを発表する
Daniel L. Kastner 氏

固い握手を交わす Daniel L. Kastner 氏
と石ヶ坪会長
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H24.10〜H25.3）］

		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。

11/2（金）19:10　1単位	 岩手
第19回	岩手県自己免疫疾患研究会
科研製薬㈱
大泉	光由
Tel.019-604-9300

10/27（土）18:30　1単位	 宮城
第22回	リウマチ診療研究会・仙台
ファイザー㈱
酒井	正弘
Tel.022-225-4446

10/20（土）14:00　1単位	 岩手
第19回	青森リウマチ・ケア研究会
（八戸地区）
エーザイ㈱
日高	義郎　Tel.017-777-7545

10/19（金）19:00　1単位	 山形
第12回	山形リウマチセミナー
アボットジャパン㈱
村中	一雄
Tel.023-641-0333

10/18（木）19:00　2単位	 宮城
骨粗鬆症クリニカルセミナー	仙台会場
㈱メジカルビュー社
横田	秀夫
Tel.03-5228-2089

10/7（日）13:50	16:40	17:10	各1単位	北海道
第11回	日本リウマチ実地医会
参天製薬㈱
荒山	孝洋
Tel.06-6321-7068

北海道・東北

11/30（金）19:30　1単位	 山形
第13回	山形リウマチセミナー
山形大学医学部整形外科学講座
水上	恵梨香
Tel.023-628-5355

11/16（金）19:30　1単位	 秋田
第6回	秋田県整形外科RAトータルマ
ネジメントフォーラム
田辺三菱製薬㈱
河合	麻幾　Tel.018-883-4601

10/5（金）20:00　1単位	 埼玉
第7回	埼玉リウマチ実地医の会
武田薬品工業㈱
高野	政人
Tel.049-241-7820

10/3（水）19:00　2単位	 神奈川
第1回	膠原病の腎障害研究会
参天製薬㈱
今井	貴宏
Tel.03-3523-8890

10/3（水）19:30　1単位	 茨城
水戸アバタセプト講演会
ブリストル・マイヤーズ㈱
飯泉	昭夫
Tel.029-226-3335

10/2（火）19:00　1単位	 茨城
茨城県膠原病リウマチセミナー
ブリストル・マイヤーズ㈱
萩原	紘子
Tel.029-226-3335

関東・甲信越

11/30（金）19:30　1単位	 福島
第二回	学術講演会	生物学的製剤治療
を考える
田辺三菱製薬㈱
松田	哲也　Tel.024-932-1869

10/6（土）16:30	18:00	各1単位	 東京
第11回	北関東抗TNF療法研究会
田辺三菱製薬㈱
脇本	文子
Tel.048-645-2937

10/6（土）16:25　2単位	 東京
第50回	多摩リウマチ研究会
杏林大学医学部第一内科
多摩リウマチ研究会
有村	義宏　Tel.0422-47-5511

10/5（金）19:50　1単位	 東京
第16回	大田・川崎リウマチ懇話会
祐徳薬品工業㈱
森	雅章
Tel.03-3745-6151

10/13（土）15:15　2単位	 東京
第17回「目で見る整形外科」東京コロ
キュアム
帝京大学整形外科
松下	隆　Tel.03-3964-1211

10/12（金）20:00　1単位	 千葉
第20回	リウマチ薬物治療研究会
田辺三菱製薬㈱
小倉	満
Tel.043-227-1731

10/12（金）20:00　1単位	 埼玉
第1回	川口	関節の治療を考える会
田辺三菱製薬㈱
工藤	健太郎
Tel.048-665-5213

10/12（金）19:00　2単位	 群馬
群馬リウマチアカデミー
（医）井上病院
井上	博
Tel.027-322-3660

10/6（土）20:00　1単位	 長野
第11回	東信リウマチ研究会
武田薬品工業㈱
中西	拓也
Tel.0263-31-8432

10/18（木）19:45　1単位	 埼玉
第8回	さいたまサイトカイン研究会
ファイザー㈱
西崎	嘉晃
Tel.048-649-2777

10/17（水）19:45　1単位	 東京
第15回	東京リウマチ膠原病研究会
旭化成ファーマ㈱
小川	達朗
Tel.03-6911-3811

10/13（土）19:00　1単位	 神奈川
第5回	田園都市リウマチフォーラム
ファイザー㈱
近藤	務
Tel.045-474-3110

10/13（土）19:00　1単位	 神奈川
第44回	リウマチカンファレンス
参天製薬㈱
藤井	宏
Tel.03-3523-8890

10/25（木）20:00　1単位	 埼玉
所沢地区RAセミナー
田辺三菱製薬㈱
赤羽	竜司
Tel.049-241-3711

10/25（木）19:00　1単位	 茨城
第7回	水戸・日立リウマチフォーラム
エーザイ㈱
西山	和延
Tel.029-224-8131

10/24（水）20:00　1単位	 東京
第27回	城北リウマチ研究会
科研製薬㈱
宇田川	浩邦
Tel.03-5950-1121

10/20（土）18:00　1単位	 長野
第53回	信州リウマチ膠原病懇話会
抱生会丸の内病院	リウマチ科	
山崎	秀
Tel.0263-28-3003

10/20（土）15:55　1単位	 東京
第8回「リウマチと感染症」研究会
大正富山医薬品㈱
石黒	一彦
Tel.03-3985-1144

10/20（土）18:30　2単位	 千葉
第22回	千葉リウマチ医の会
ツチダクリニック	千葉リウマチ、ひざ
研究所
土田	豊実　Tel.043-309-1114

10/20（土）16:00　1単位	 埼玉
第3回	さいたまリウマチケアフォーラム
エーザイ㈱
堺井	留以子
Tel.048-647-9961

10/20（土）18:00　2単位	 群馬
群馬リウマチアカデミー（2012）
（医）井上病院
井上	博
Tel.027-322-3660

10/20（土）17:00　2単位	 茨城
第18回	茨城リウマチ
旭化成ファーマ㈱
大柿	友彦
Tel.029-855-1988

10/31（水）20:00　1単位	 埼玉
第3回	埼玉抗IL-6療法研究会
中外製薬㈱
小林	典宏
Tel.049-247-3151

10/29（月）19:45　1単位	 埼玉
埼玉東部リウマチ勉強会
田辺三菱製薬㈱
河崎	真志
Tel.048-665-5213

10/27（土）18:15　1単位	 東京
第17回	城東RAカンファレンス
田辺三菱製薬㈱
工藤	謙治
Tel.03-3815-0301

10/27（土）16:45　1単位	 東京
第7回	順天堂リウマチ・膠原病研究会
田辺三菱製薬㈱
工藤	謙治
Tel.03-3815-0301

10/27（土）16:00	17:15	18:30	各1単位	東京
第5回	基礎と臨床を結ぶ分子病態研究会
参天製薬㈱
佐久田	博之
Tel.03-3523-8890

11/6（火）19:00　1単位	 新潟
第95回	膠原病研究会
新潟大学医歯学総合病院	第二内科
黒田	毅
Tel.025-227-2194

10/26（金）20:00　1単位	 千葉
第15回	東葛リウマチ医会
富田医院
富田	康之
Tel.04-7165-8887

10/26（金）19:10　1単位	 埼玉
第3回	バイオクリニカルカンファレンス
エーザイ㈱
安川	浩平
Tel.048-245-6321

10/25（木）19:55　1単位	 東京
第5回	西関東血管炎フォーラム
参天製薬㈱
藤井	宏
Tel.03-3523-8890

11/16（金）19:05　2単位	 群馬
群馬リウマチアカデミー
（医）井上病院
井上	博
Tel.027-322-3660

11/15（木）19:30　1単位	 千葉
第19回	南総リウマチ研究会
（医）社団光友会	よねもと整形外科
米本	光一
Tel.0475-40-1065

11/15（木）20:00　1単位	 埼玉
第16回	埼玉整形外科手術手技研究会
日本臓器製薬㈱
安住	哲
Tel.048-600-0661

11/15（木）19:20　1単位	 埼玉
第22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

11/22（木）20:00　1単位	 東京
第5回	多摩アダリムマブ研究会
アボットジャパン㈱
坂本	淳一
Tel.042-528-1061

11/21（水）20:00　1単位	 神奈川
横浜北部整形外科医会
仲町台さいとう整形外科
齋藤	清人
Tel.045-942-8206

11/20（火）19:00　1単位	 埼玉
第5回	埼玉県南東部バイオフォーラム
アボットジャパン㈱
岡田	康孝
Tel.048-853-7431

11/17（土）17:20　1単位	 長野
第7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

11/27（火）19:30　1単位	 東京
第34回	ひがし東京リウマチ研究会
東京都リハビリテーション病院
林	泰史
Tel.03-3616-8600

１．調査・研究事業
調査研究事業については，前年度に引き続きリウマチ

性疾患の病因，治療，予防，疫学等に関する広範な調査・
研究の助成等を行った。

（1）リウマチに関する調査・研究の助成
①調査研究助成

リウマチ性疾患の病因，治療，予防，疫学等に
関する調査研究 12 件について 100 万円の助成
を行った。（申請件数 46 件）

②三浦記念リウマチ学術研究賞
①の調査・研究助成のうちから特に 1 件選考し

て授賞
（2） 平成 23 年度医学賞の授与と平成 24 年度授賞者

の募集
リウマチ学の発展・進歩に大きく寄与する独創的

な研究を顕彰し，その継続を助成することを目的とする
「ノバルティス・リウマチ医学賞」授賞者 1 名を選
考し，賞金 300 万円を授与した。

受賞者　松本 功 筑波大学大学院人間総合科学研究科
 疾患制御医学専攻臨床免疫学 准教授
研究課題　関節リウマチの発症メカニズムの解明とその制御

平成 24 年度についてはノバルティス・リウマチ医学賞の
募集告知を行い，6 件の応募申請があった。
（3） 平成 23 年度（第 14 回）「日本リウマチ財団柏崎リ

ウマチ教育賞」の授賞
リウマチ性疾患に関する医学教育を通じ，リウマチ

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

受賞者　齋藤輝信 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
賞金　100 万円
（4） 平成 22 年度「日本リウマチ財団リウマチ福祉賞」

の授賞
リウマチ性疾患に悩む患者に対して永年にわたる

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

受賞者　八木恵美子 日本音楽療法学会認定音楽療法士
（1）平成22年度三浦記念リウマチ学術研究賞 及び （2）

から （4）の各賞については，平成23年6月6日開催のリウマ
チ月間リウマチ講演会の場において授賞式を行った。

授賞式に先立ち 5 月 30 日，厚生労働記者会，厚生日
比谷クラブ，本町記者会，重工クラブに，各賞の趣旨，授
賞理由，功績等の資料を提供した。

２．普及啓発事業
（1）機関紙「日本リウマチ財団ニュース」の発行

名　称：「日本リウマチ財団ニュース」第 106 〜
111 号（4 色刷り，8 〜 12 頁）

部　数：約 4,600 部
配布先：登録医，賛助会員，日本リウマチ友の会（支

部），厚生労働省，都道府県
（2）平成 23 年度リウマチ月間啓発ポスターの印刷・配布

制作数：リウマチ月間 12,150 部，リウマチ月間リウ
マチ講演会 5,650 部

配布先：保健所，市町村保健センター，医療機関，
患者団体等

（3）平成 23 年度リウマチ月間リウマチ講演会の開催
リウマチ性疾患に関する正しい知識を一般に普及

するとともに，リウマチ性疾患の征圧を推進するため
の啓発運動の一環として実施した。
日　時：平成 23 年 6 月6 日（月） 午後１時〜 4 時
会　場：丸ビルホール 東京都千代田区丸の内 2-4-1
後　援：厚生労働省 日本医師会　日本リウマチ学会
日本整形外科学会 日本リウマチ友の会
参加者：250 人

（4）リウマチ情報センターの運営
医療情報委員会（委員長 高林克日己 千葉大学

医療情報部教授）において，インターネットホームペー
ジによる情報の提供を実施した。
プロバイダー：富士通インターネットサービス
サーバー：スターティア株式会社

[ ホームページアドレス] http://www.rheuma-net.or.jp/
[ 電子メールアドレス] inform@rheuma-net.or.jp

平成 23 年度中訪問数 720,089 件
（5）医療保険委員会（委員長 井上 博 井上病院理事長）

において，リウマチ医療に係る診療報酬制度上の問
題点等を検討，「東北地方太平洋沖地震等の被災に
伴う保険診療の取扱いについて」，「ゴリムマブ製剤
注射の在宅自己注射指導管理料について」厚生労

働省へ要望書を提出した。
平成 22 年度より厚生労働省へ要望していた「ア

バタセプト製剤の外来化学療法加算について」は 24
年 3 月に要望が実現した。これら情報については，財
団ニュース，リウマチ情報センターにて広報した。

３．教育研修事業
（1） 教育研修委員会（委員長　山本一彦　東京大学

教授）において，リウマチ登録医とリウマチ診療に従
事する医師等を対象に全国 6 地区においてリウマチ
教育研修会を実施，参加者数延べ 424 名（登録
医 249 名，その他 175 名）であった。

（2） リウマチのトータルマネジメント推進のため，リウマチの
治療とケア研修会及び RAトータルマネジメントフォー
ラムを開催した。また，平成 22 年に創設した登録リ
ウマチケア看護師の登録申請資格取得の機会を設
けるため，特別に登録リウマチケア看護師を対象とす
る研修会を愛知県名古屋市で開催をした。
① リウマチのケア研究委員会（委員長 山本純己 一

番町リウマチクリニック顧問）において，保健，医
療，介護，福祉，行政等に従事する医師，看護師，
薬剤師等を対象に全国 6 地区でリウマチの治療と
ケア研修会を開催，参加者数延べ 673 名（医師
144 名，看護師 355 名，薬剤師 41 名，その他
133 名）であった。 

② リウマチケア専門職制度検討会（委員長 松本美
富士 藤田保健衛生大学七栗サナトリウム内科教
授）において，企画，運営した登録リウマチケア看
護師研修会には，155 名の参加があった。

③ ＲＡトータルマネジメント研究会（委員長 山本純己 
一番町リウマチクリニック顧問）が，各地区で行っ
たリウマチのケア研究活動の成果に関し，当財団と
研究会が共催で RAトータルマネジメントフォーラム
を東京で開催した。

（3） リウマチ医（登録医）の会の開催
「都道府県リウマチ登録医の会の指定について

（平成 3 年運営委員会決定）」に基づき，リウマチ
登録医等リウマチ診療医を対象に研究及び研修を
実施した。

10 道県で延べ 14 回開催した。
（4） インターネットを利用した eラーニングの教材として第

4 弾「関節リウマチ　Visual Study」を作成した。
22 年度から継続事業であり，あわせて CD-ROMも
作成し登録医へ配布した。

（5）財団主催以外の教育研修会について 
① 医師を対象とした教育研修単位の認定を行った。

認定申請数及び認定数は，646 件であり，認定後
の中止が 12 件あったが，東北地方太平洋沖地震
による中止であった。

② 看護師を対象とした教育研修単位の認定を行っ
た。認定申請数及び認定数は，252 件であり，認
定後の中止が 9 件あったが，東北地方太平洋沖
地震によるものであった。

（6）日本リウマチ財団海外派遣研修医について
若い優れたリウマチ専攻医を海外に研修のため派

遣した。
派遣人員： 米国 5 人，カナダ 1 人，英国 1 人，

スイス1 人，ドイツ1 人
計 9 人（応募者  9 人）
奨学金：各人 100 万円

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

（8） 国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表の
助成
「国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発

表に対する助成要鋼」に基づき，意欲ある若手研
究者に対して，3 件（アメリカリウマチ学会：25 万円）
の助成を行った。

４．登録医等養成事業
① 登録医審査委員会（委員長 腰野富久 横浜市立

大学名誉教授）において，平成 23 年度新規登
録医の審査登録と登録医更新者の審査更新及び
平成 24 年度の新規登録医の申請受付を行った。

②登録医名簿の発行
名　称：公益財団法人日本リウマチ財団登録医名簿

（平成 23 年 6 月1 日現在）登録医数 3,433 名
部　数：全国版 3,700 部，地区別 140 〜 350 部
配布先： 登録医，保健所，市町村保健センター，

患者団体，希望する患者等
③リウマチ登録医制度あり方検討委員会

今後のリウマチ登録医制度のあり方について模索
するため，リウマチ登録医に実施したアンケート調査に
よると，①リウマチ診療，登録医制度改革に前向きの
参考意見，②財団登録医，日本リウマチ学会専門医，
日本整形外科学会認定医を一本化する，又はその類

似意見，③リウマチ登録医制度を肯定する意見，④
リウマチ登録医制度を否定する意見に大別されたが，
登録医制度を肯定する意見が否定する意見より多くを
占める結果となった。これらをもとに，根本的改革案
を平成 24 年度にまとめるべく検討を行うこととされた。

５．リウマチケア専門職審査委員会
リウマチケア専門職審査委員会（委員長 松本美富士 

藤田保健衛生大学七栗サナトリウム内科教授）において
平成 23 年度登録リウマチケア看護師の審査及び登録を
行った。

６．災害時リウマチ患者支援事業
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖

地震災害に関し，22 年度に引続き，被災地の支援協力
機関の被災状況，診療体制に関する情報を収集，リウマ
チ情報センターで発信した。

また，震災後，間をおいて被災地の支援協力医療機関
を対象にアンケート調査を実施し，東北地方太平洋沖地
震災害における災害時リウマチ患者支援事業実施結果反
省点等を踏まえた検証を行い，今後の支援事業推進方策
として平常時訓練実施要項の作成等を検討した。

７．法人賛助会員との懇談会の開催
平成 23 年 12 月13 日，学士会館において法人賛助

会員との打合会を開催し，厚生労働省疾病対策課課長
補佐が「リウマチ対策の方向性について」講演した。

８．関連団体等への助成
日本リウマチ友の会へ助成を行った。

９．後援名義の使用承認
次の事業に対して後援名義の使用承認を行った。

①第 19 回熊本リウマチのケア研究会
② HAB 研究機構市民公開シンポジウム
③第 15 回石川県リウマチケア研究会
④第二回大阪リウマチネットワーク研究会

10．公益財団法人への移行認定
平成 23 年 3 月 25 日付け，府益担第 2290 号にて

正式に「公益財団法人」として内閣総理大臣より認定書
を受理し，平成 23 年 4 月 1 日付けにて移行登記を完了
した。

11．理事会等の開催状況
（1）理事会
第 1 回理事会
開催年月日：平成 23 年 6 月21 日（火）午後 3 時〜 4 時
開催場所： 学士会館 302 号室　東京都千代田区神田

錦町 3-28
出席者数：理事 10 名 監事 2 名
議　　題：第１号議案 平成 22 年度事業報告に関する件

第２号議案 平成 22 年度決算に関する件
第３号議案 平成 23 年度事業計画に関する件 
第４号議案 平成 23 年度収支予算に関する件
第５号議案 評議員選定委員会の設置に関する件
第６号議案 理事の選任に関する件
第７号議案  リウマチ登録医規則等の改正に関

する件

第８号議案  登録リウマチケア看護師規則等の
改正に関する件

第 2 回理事会
開催年月日：平成 24 年 3 月27 日（火）午後 4 時〜 5 時
開 催 場 所： 学士会館 201 号室 東京都千代田区神田錦

町 3-28
出席者数：理事 12 名 監事 2 名
議　　題：第１号議案  平成 23 年度収支予算の補正に関

する件
第２号議案 平成 24 年度事業計画に関する件
第３号議案 平成 24 年度収支予算に関する件
第４号議案  評議員選定委員会運営細則（案）

に関する件
その他・理事長等の職務状況の報告に関する件

・リウマチ登録医制度の見直しに関する件
・登録リウマチケア看護師制度の見直しに関する件
・その他

（2）評議員会
第 1 回定時評議員会
開催年月日：平成 23 年 6 月21 日（火）午後 4 時〜 5 時
開 催 場 所： 学士会館 302 号室 東京都千代田区神田錦

町 3-28
出席者数：評議員 8 名 理事 10 名 監事 2 名
議　　題：第１号議案 平成 22 年度事業報告に関する件

第２号議案 平成 22 年度決算に関する件
第３号議案 平成 23 年度事業計画に関する件
第４号議案 平成 23 年度収支予算に関する件
第５号議案 評議員選定委員会の設置に関する件
第６号議案 理事の選任に関する件
第７号議案  リウマチ登録医規則等の改正に関

する件
第８号議案  登録リウマチケア看護師規則等の
改正に関する件

第 1 回臨時評議員会
開催年月日：平成 24 年 3 月27 日（火）午後 5 時〜 6 時
開催場所： 学士会館 201 号室　東京都千代田区神田錦

町 3-28
出席者数：評議員 11 名 理事 12 名 監事 2 名
議　　題：第１号議案  平成 23 年度収支予算の補正に関

する件
第２号議案 平成 24 年度事業計画に関する件
第３号議案 平成 24 年度収支予算に関する件

その他・リウマチ登録医制度の見直しに関する件
・登録リウマチケア看護師制度の見直しに関する件
・その他

（3）評議員選定委員会
開催年月日： 平成 23 年 9 月 7 日（水）午後 3 時 30 分

〜 4 時 30 分
開催場所：丸ビル 8 階「グラスルーム」
出席委員：5 名
議　　題 １．評議員の選定について

２．その他

平成 23 年度事業報告

登録リウマチケア看護師募集

申請受付期間：平成 24 年 8 月 1 日より 10 月 31 日

財団では，平成 24 年度登録リウマチケア看護師を募集しています。申請書類を
ご希望の方はメールまたは FAX でお知らせください。
詳しくは財団ホームページをご覧ください。

FAX:03-3946-7500　email：nursejrf@rheuma-net.or.jp

登録医規則を改正しました。

新しい規則は先にお届けしました登録医名簿と財団ホームページに掲
載しています。ご確認ください。

本改正は、関連診療科の医師の登録を積極的に促し、地域におけるリウマチ医療を
充実させることを主な目的としているため、登録医の資格要件を関節リウマチにこだ
わらずに、広義のリウマチ性疾患の診療に関わる医師を対象としております。

～財団では新規登録医を募集しています！～
詳しくは財団ホームページをご覧ください。
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銀座通りで盛大に行われた，ロンドン五輪
メダリストによるパレードをテレビで見ながら，
改めて熱狂の日々 を思い返した。今回のオリ
ンピックでは史上最多の 38 個のメダルを獲得
し，日本人選手の健闘に日本中が大いに沸
いた。お家芸の柔道でメダルが少なかった
のは残念であったが，むしろ国民の大きな期
待と4 年に一度というプレッシャーの中で，精
神的にも厳しい戦いを強いられる選手の悲壮
感が痛ましかった。既にオリンピック競技とし
て定着し，国際化した柔道で簡単にメダルを
取れる時代ではなくなったようだ。今回特に
活躍が目立ったのは，女子サッカー，卓球，バ
ドミントン，アーチェリー，バレーなど団体競技
である。個人の成果が必ずしも評価されな
いが，五輪で示したようなチームワークの良さ
が，混沌とする世界の中で，これからも「日

本の強み」となることを改めて思い起こさせ
てくれた。

精神的にも厳しいトップレベルのアスリート
達の祭典によもや関節リウマチ（RA）の選
手はいないと思ったが，1991 年から2004 年
まで米国サッカーチーム代表として活躍した
Joy Fawcett 選手は，2002 年に RAを発症
しながら，2004 年のアテネオリンピックに出場
し，中心ディフェンダーとして金メダル獲得に
貢献している。練習後に手指の腫脹に気付き，
その後手関節痛，さらに膝関節痛が出現し
たが，チームドクターが RAを疑い，リウマチ
専門医に紹介した。直ぐに治療が開始され，
MTXと生物学的製剤により十分にコントロー
ルされ，2003 年の World Cup には全試合
出現している。現在，三児の母親でありなが
ら，サッカーコーチとして女子サッカーの普及
活動に尽力されており，身体機能に全く問題
がないようである。医学的には，早期診断さ
れ，ベストな治療により”真の寛解”に導入・
維持されていることになる。リウマチ医療の

進歩の凄さを端的に示す逸話である。
Fawcett 選手も，発症早期の診断と強力

な治療が，競技への復帰を可能にしたと述
べている。2002 年当時に比較すると，現在
は新 RA 分類基準，寛解基準，T2T 戦略，
詳細な治療リコメンデーションが公表されて
おり，また生物学的製剤の種類も増え，経口
のシグナル分子阻害薬がこれから登場してく
る。今，多くの患者が仕事や社会生活に復
帰できるようになったが，これからは RAと診
断されたオリンピック選手やプロ競技選手が
もっと出てくるような気がする。リウマチ医療
が高度化し，医師，看護師，薬剤師，理学
療法士などを含めたチーム医療による包括的
な治療管理が重要になった。日本人のチー
ムワークの良さを存分に生かし，金メダル（世
界一）のチーム治療体制が構築されること
が期待される。

（岡山済生会総合病院
リウマチ・膠原病センター　山村昌弘） 
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　 平成24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
関　東
甲信越

10/14
（日） 6 栃木県

ホテル東日本宇都宮
自治医科大学 アレルギー・リウマチ科
簑田 清次 教授

岐　阜 10/21
( 日） 6 岐阜都ホテル

岐阜大学大学院医学系研究科
総合病態内科学分野
石塚 達夫 教授

大　阪 11/18
（日） 6 北浜フォーラム 行岡病院 リウマチ科

村田 紀和 臨床リウマチ研究室長

宮　崎 9/23
（日） 6 宮日会館 宮崎大学医学部附属病院

帖佐 悦男 副院長（整形外科教授）

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。

受講料：登録医　7,000 円／一般医　10,000 円
研修会に参加ご希望の方は，事前申込が必要です（但し申込は 2カ月前を目安に受付けます）。

「○○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，日本リウマチ財団へ E-mailまたは Fax
にてお申込みください。
取得単位：日本リウマチ財団登録医研修単位は上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，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。また，日本リハビリテーション医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。

「○○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，日本リウマチ財団へ E-mailまたは Fax
にてお申込みください。
取得単位：日本リウマチ財団登録医及び登録リウマチケア看護師教育研修単位は上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。また、日本リハビリテーション医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。

平成24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
単位

開催場所 世話人
医師 看護師

東 海・
北　陸

9/30
（日） 3 3.5 三重県

ホテルグリーンパーク津

鈴鹿医療科学大学
細井　哲 保健衛生学学部長
 理学療法学科教授 

近　畿 10/7
（日） 3 3.5 京都府

メルパルク京都
滋賀医科大学 整形外科
松末 吉隆 教授 

九　州 10/28
（日） 3 3.5 宮崎県

MRT micc
国立病院機構都城病院整形外科
税所 幸一郎 副院長

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，事前申込が必要です（但し申込は 2カ月前を目安に受付けます）。

研修会申込方法：財団ホームページ“リウマチ情報センター”
http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/index.html ／ E-mail：kenshukai@rheuma-net.or.jp ／ Fax：03-3946-7500

10/5（金）14:35　1単位	 福井
第119回	中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会
福井大学医学部整形外科学教室
下川	京子　Tel.0776-61-8383

10/5（金）～10/6（土）5日12:20	各1単位	福井
	 6日12:20
第119回	中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会	ランチョンセミナー
福井大学医学部整形外科学教室	下川京子	Tel.0776-61-8383

東海・北陸

11/30（金）19:15　1単位	 長野
リウマチケアを支える病院と診療所の
集いin	諏訪
アボットジャパン㈱
相良	和正　Tel.0263-36-7141

11/28（水）20:00　1単位	 神奈川
第13回	湘南西部リウマチ性疾患症例
検討会
中外製薬㈱
煤賀	英司　Tel.046-229-2700

10/20（土）19:00　1単位	 石川
第14回	石川リウマチ薬物治療研究会
エーザイ㈱
大野	靖男
Tel.076-221-6151

10/18（木）19:30　1単位	 静岡
第13回	抗サイトカイン研究会
田辺三菱製薬㈱
小林	竜司
Tel.054-253-7731

10/13（土）19:00　2単位	 静岡
静岡	Biologics	Conference
アボットジャパン㈱
蓮池	靖人
Tel.054-280-6361

10/11（木）19:00　1単位	 三重
第7回	三重膠原病フォーラム
旭化成ファーマ㈱
山田	泰史
Tel.059-224-0561

10/11（木）19:00　2単位	 愛知
第8回	愛知県抗サイトカイン療法研究会
田辺三菱製薬㈱
安西	晶宏
Tel.052-963-8241

10/6（土）17:00　1単位	 愛知
第3回	東海血管炎研究会
帝人ファーマ㈱
野津	晃司
Tel.052-249-3910

10/27（土）17:30　1単位	 愛知
第32回	東三河リウマチ研究会
ファイザー㈱
高柳	芳夫
Tel.052-231-8611

10/21（日）14:40　1単位	 愛知
第3回	東海リウマチケア研究会
エーザイ㈱
磯中	伸一
Tel.052-801-1151

10/20（土）16:00　1単位	 愛知
第6回	中部ロコモサイコソマ研究会
田辺三菱製薬㈱
秀川	達也
Tel.052-963-8146

10/31（水）19:30　1単位	 福井
第8回	嶺南リウマチ研究会
泉ヶ丘病院
川原	英夫
Tel.0770-22-7700

10/31（水）20:00　1単位	 富山
第19回	富山抗サイトカイン療法研究会
富山大学医学部整形外科
松下	功
Tel.076-434-7353

10/28（日）11:00　1単位	 石川
第16回	石川県リウマチケア研究会
エーザイ㈱
大野	靖男
Tel.076-221-6151

10/27（土）19:15　1単位	 三重
第14回	伊勢志摩地区骨粗鬆症リウマ
チ研究会
武田薬品工業㈱
櫻井	大輔　Tel.059-226-1505

11/2（金）19:15　1単位	 愛知
斬整会関節リウマチ特別研究会
名古屋市立大学大学院医学研究科
水谷	潤（秘書	田中）
Tel.052-853-8236

11/15（木）19:30　1単位	 福井
第8回	Biologics	研究会
福井赤十字病院	整形外科
髙木	治樹
Tel.0776-36-3630

11/13（火）19:00　1単位	 石川
第9回	南加賀RAカンファランス
田辺三菱製薬㈱
増田	翔太朗
Tel.076-221-8111

11/10（土）16:00　1単位	 愛知
第21回	藤田リウマチカンファレンス
ファイザー㈱
水野	智弘
Tel.052-231-8611

10/6（土）17:10　2単位	 京都
第12回	臨床免疫セミナー	in	Kyoto
旭化成ファーマ㈱
関	陽介
Tel.075-352-3537

10/4（木）18:30　2単位	 兵庫
第10回	阪神リウマチ治療研究会
兵庫医科大学内科学リウマチ膠原病科
岩崎	万知子
Tel.0798-45-6592

近畿

10/18（木）19:30　1単位	 和歌山
第3回	紀三井寺リウマチセミナー
ファイザー㈱
大野	民雄
Tel.06-6575-5211

10/13（土）17:30　1単位	 大阪
第10回	リウマチ病診連携の会
ブリストル・マイヤーズ㈱
畑﨑	潤一朗
Tel.06-6391-9361

10/13（土）15:10　2単位	 大阪
第9回	大阪京阪生物学的製剤を学ぶ会
田辺三菱製薬㈱
武井	陽平
Tel.072-843-3023

10/6（土）17:00　1単位	 大阪
第7回	中河内エタネルセプト研究会
武田薬品工業㈱
田中	遼
Tel.06-6992-1153

10/6（土）16:00　2単位	 大阪
第5回	関節リウマチ治療の最前線
田辺三菱製薬㈱
中山	勝裕
Tel.06-6205-5255

10/13（土）17:00　2単位	 兵庫
第4回	阪神骨とリウマチ研究会
中外製薬㈱
甲斐	吉浩
Tel.06-6401-2466

10/20（土）17:00　1単位	 大阪
第31回	関西免疫研究会
ブリストル・マイヤーズ㈱
相楽	由希
Tel.06-6391-9361

10/20（土）16:30　1単位	 京都
第10回	中丹リウマチ研究会
牧整形外科医院
牧	陽一
Tel.0773-23-4881

10/27（土）18:30　1単位	 兵庫
第8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

10/20（土）17:30　1単位	 大阪
第246回	大阪臨床整形外科医会研修会
（医）整流会	みやしまリウマチ整形外
科クリニック
宮島	茂夫　Tel.072-837-3100

10/12（金）19:00　1単位	 広島
呉整形外科学会学術講演会
（医）エム・エム会	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

10/11（木）20:10　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

中国・四国

12/22（土）～12/23（日）22日14:27	各1単位	大阪
	 23日13:40
第24回	中之島リウマチセミナー
行岡病院
中川	惠子　Tel.06-6371-9921

11/22（木）19:00　2単位	 兵庫
第18回	阪神リウマチセミナー
兵庫医科大学整形外科学教室
橘	俊哉
Tel.0798-45-6452

11/15（木）19:30　1単位	 兵庫
第17回	兵庫県骨・カルシウムを語る会
兵庫医科大学整形外科学教室
楊	鴻生
Tel.0798-45-6452

11/10（土）17:00　1単位	 大阪
第5回	骨・関節懇話会
田辺三菱製薬㈱
中村	統一
Tel.06-6205-5715

10/18（木）19:00　2単位	 広島
運動器疾患/骨・関節フォーラム　広
島会場
原田リハビリ整形外科
原田	英男　Tel.082-870-5555

10/18（木）19:00　1単位	 鳥取
第11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

10/26（金）19:30　1単位	 長崎
第21回	県北リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
亀谷	真治
Tel.095-824-5300

10/18（木）19:15　1単位	 熊本
第2回	熊本県生物学的製剤適正使用セ
ミナー
エーザイ㈱
林	啓輔　Tel.096-356-2611

10/12（金）19:00　2単位	 熊本
第23回	熊本リウマチセミナー
熊本整形外科病院
本田	五男
Tel.096-366-3666

10/11（水）20:00　1単位	 鹿児島
鹿児島タクロリムス関節リウマチ講演会
アステラス製薬㈱
古井	克典
Tel.099-805-0776

10/11（木）19:50　1単位	 大分
第7回	大分エリア	生物学的製剤適正
使用研究会
エーザイ㈱
田原	成敏　Tel.097-532-4667

10/10（水）19:45　1単位	 福岡
福岡RA生物学的製剤治療研究会（第7回	
アダリムマブのRA適正使用研究会）
（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤	正一　Tel.092-762-2380

10/20（土）17:30　2単位	 熊本
運動器疾患/骨・関節フォーラム	熊本会場
㈱メジカルビュー社
横田	秀夫
Tel.03-5228-2089

九州・沖縄

11/24（土）19:00　1単位	 岡山
第20回	岡山関節外科研究会
科研製薬㈱
福田	幸弘
Tel.086-246-3232

11/17（土）18:30　2単位	 広島
第181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

11/1（木）18:40　2単位	 島根
第9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
山本	宗一郎
Tel.0853-20-2241

10/31（水）18:30　2単位	 長崎
第28回	長崎骨粗鬆症研究会
エーザイ㈱
加藤	武志
Tel.095-827-1131

11/15（木）19:30　1単位	 福岡
第15回	久留米リウマチ懇話会
参天製薬㈱
平尾	拓人
Tel.092-411-0119

11/8（木）19:30　1単位	 福岡
第17回	筑豊膠原病研究会
エーザイ㈱
桜井	克之
Tel.093-551-5281

11/2（金）19:30　1単位	 沖縄
第35回	沖縄リウマチ・膠原病懇話会
旭化成ファーマ㈱
古謝	亜由子
Tel.098-869-9540

11/2（金）20:00　1単位	 鹿児島
鹿児島リウマチの臨床とケア研究会	
～生物学的製剤	適正使用講演会～
エーザイ㈱
小山	功　Tel.099-254-9860

10/31（水）19:00　2単位	 沖縄
骨粗鬆症クリニカルセミナー	沖縄会場
㈱メジカルビュー社
横田	秀夫
Tel.03-5228-2089

H25.	3/1（金）20:00　1単位	 福岡
第95回	福岡リウマチ懇話会
（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤	正一
Tel.092-762-2380

11/28（水）19:45　1単位	 福岡
第66回	北九州・筑豊リウマチ懇話会
旭化成ファーマ㈱
新井	淳
Tel.093-512-5115

11/15（木）19:00　1単位	 大分
第102回	大分県リウマチ懇話会
中外製薬㈱
井上	康伸
Tel.097-537-7151

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 25 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 24 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。
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