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メトトレキサートを服用している人の医療介護
関連肺炎（NHCAP），RA の入院患者さん
に生じる院内肺炎（HAP）など，すべての発
症場所の肺炎が起こります。それから，高齢
者では誤嚥性肺炎もありますし，免疫抑制薬
によるニューモシスチス肺炎（PCP）などの
典型的な日和見肺炎も起こります。緊急性の
高い IP の急性増悪などでは人工呼吸器関連
肺炎（VAP）も生じます。
仲村：リウマチという疾患自体が肺炎のリスク
ファクターであり，気道病変などの基礎病態と
ステロイド，メトトレキサートなどによる免疫抑制
の 2 つの要素があるのですね。この 2 つの要
因によって，リウマチ自体が細菌性肺炎のリス
クファクターになっていると思われます。
金澤：そうですね。CAP，NHCAP，HAP の
いずれであっても，リウマチ患者さんの場合
は，基礎病態と免疫抑制状態の 2 つの関与
が非常に大きいと考えられます。その結果と
して，健康者に起きるような肺炎から日和見肺
炎まで多様な肺炎が生じます。しかも難しい
のは IP があるような場合で，IP か，感染症か，
薬剤性の肺障害か――この 3 つの鑑別診断
に非常に頭を悩ませています。

肺炎リスクが高いリウマチ患者には、
ワクチン接種による予防を

仲村：先ほど肺炎の 3 条件を示されましたが，
例えば CRP はリウマチではもともと高値です。
それから肺の新しい影については，例えば全く

リウマチは肺炎のリスクファクター
～基礎病態と免疫抑制療法が関与～

仲村：関節リウマチ（RA）は全身性の疾患
ですが，なかでも肺はよく問題が生じる重要
な臓器です。代表的な疾患としては，間質性
肺炎（IP）と細菌性の感染症があります。IP
については，以前，特集で取り上げましたので，
今回は主に肺の感染症について，ご専門の金
澤先生にお話を伺います。まず「肺炎とは何
か」から解説をお願いします。
金澤：肺炎と診断するには 3 つの条件が必要
です。1 つ目は感染症により生じる肺の実質，
肺胞気腔の炎症で，急性の呼吸器症状が生
じます。2 つ目は C 反応性蛋白（CRP）に
代表される全身性の炎症反応で，高熱が出て，
白血球が増減します。3 つ目は肺に新しい影
が出ることです。呼吸器症状，全身炎症，肺
の新しい影の 3 条件が揃ったときに，肺炎と
診断します。

原因の多くは細菌ですが，呼吸器系の感染
症というと結核，真菌，インフルエンザなどのウ
イルス，非常に小さな病原体から寄生虫疾患

肺野がきれい
な人に出た場
合はわかります
が，もともとIP
があって肺野
に影がある場
合，新しい影を
検出しにくいと
いう現実問題
があります。3
条 件の中の 2
条件がマスクさ
れてしまう場合があり，また，呼吸器症状の増
悪も，IP が急性増悪した可能性も考えられま
す。従って，普通の健康な人が肺炎にかかっ
たときと比べて，なかなか区別がつきにくい印
象があります。
金澤：実際，われわれも痛い目にあった症例が
あります。RA の IP で，タクロリムスとサラゾス
ルファピリジンで治療されていましたが，熱があ
るとのことで受診されました。IP の増悪か感
染症かを鑑別するために入院しましたが，連
休で検痰が遅れ，結局，結核の診断がつくま
でに 5日かかってしまいました。その 5日間，
医療者や同室患者さんは結核と知らずに接し
ており，しかも患者さんは非常に感染力の高い
結核菌 Gaffky9 号を排菌していました。入院
した日に CTを撮っており，結核の所見があっ
たのですが，その報告が遅れたために濃厚接
触者が増えて，騒ぎになりました（図）。ベー

まで，非常に幅広い原因があります。肺炎は
2011 年の統計ではわが国で死亡順位が 3 位
となり，これからもますます増えていくと予想さ
れています。

肺炎は細菌とホスト（宿主）との関連で起
こります。例えばリウマチ疾患，IP，気道病変
があるなどホストの条件が悪いと肺炎は起こり
やすくなります。また，高齢，喫煙，慢性閉塞
性肺疾患（COPD）などの条件が揃った場合，
肺炎のリスクはさらに高くなります。

リウマチと細菌性肺炎との関連では，大きな
要素が 2 つあります。1 つはリウマチ性の肺
病変で，IP，気管支拡張，細気管支病変，び
まん性汎細気管支炎などの基礎病態が関与
します。もう1 つはリウマチ治療と関連した免
疫抑制状態で，メトトレキサート，プレドニゾロン，
シクロホスファミド，生物学的製剤などの薬剤
により免疫が抑制されます。

肺炎は，発症場所や病態によって分類され
ています（表 1）。リウマチの肺炎には，これ
らの分類のどのカテゴリーもすべて関連してい
ます。比較的健康で市中生活を営んでいる
人の市中肺炎（CAP），定期的にステロイドや

No.113，No.114 では関節リウマチと間質性肺炎の関連性について、猪熊茂子 氏を
招いて 2 回に分け特集した。今回は間質性肺炎の陰に隠れて軽視されがちな細菌性肺
炎とリウマチの関係性について、埼玉医科大学呼吸器内科 教授の金澤 實 氏を招いて仲
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あけましておめでとうございます。年
頭に当たり一言ご挨拶を申し上げます。

昨年末には衆院選があり，既成政党
に加えて新党が乱立，国民の審判を受
けた結果は，自民党の圧勝で終わりま
した。新党が乱立し，原発，TPP 問題

等，さまざまな選挙公約を掲げての選挙
戦ですが，素人目には余り燃えない選挙
と写りました。戦後最低の投票率 59％台
は国民が燃えなかったことの証かもしれ
ません。選挙の禊を受けた自民党が政権
政党として決める政治を展開することに
より，社会保障制度を改革し，景気を好
転させ，国民に安心と幸せを与えて戴き
たいものと思います。

さて，当財団が昨年４月より，新公益
法人制度のもと，公益財団としてスター
トしたことは皆さん御承知のことと思い
ます。このことを機に，より一層，当財
団の使命であるリウマチ性疾患の制圧に
向けた活動を充実することを目指してい
ますが，その一環として，リウマチ財団
登録医規則を改正いたしました。公益財
団法人移行後の平成 23 年６月に，登録医
になるための費用を大幅に引き下げる一
部改正を行った後，昨年７月には，生物
学的製剤の登場により，リウマチ医療の
現場が劇的に変化している現状を踏まえ，
制度の大幅な改正を行いました。新しい
制度では，リウマチ科医だけでなく，関
連診療科の医師に対して，リウマチ性疾
患の診断，治療に関する知識や臨床的な

情報をリウマチ教育研修会や，さまざま
な情報手段を用いて提供することによっ
て，医療技術の進歩と治療水準の向上を
図ろうとするものであり，このようにし
て育成された登録医が，コメディカルス
タッフと協働して，チーム医療を充実し，
病・診連携体制等を構築し，地域格差，
施設間格差の解消を通し，地域医療の発
展・強化に寄与しようとするものであり
ます。この目的達成を強力に推進するた
め，財団に登録医制度運営委員会を設け
活動することとしています。

充実したチーム医療を展開する上で，コ
メディカルスタッフが大変重要な存在で
あることは言うまでもありません。平成
22 年度から始まった，財団登録リウマチ
ケア看護師制度は，３年度目で千人を超え
る登録リウマチケア看護師が近々，誕生
する見込みとなりました。皆さんが本紙
にお目を通す頃には，間違いなく誕生す
ると思います。生物学的製剤の登場によっ
て，リウマチ医療におけるチーム医療の
重要性を認識し，その一端を担おうとす
る看護師の意識が具現化したものであり，
このようなリウマチケア専門職について
は，他職種についても制度化を推進いた
したいと考えています。

昨年，当財団では検診制度の確立と普
及による，リウマチ性疾患の制圧を目指
し，「リウマチ患者零（ゼロ）策戦」を提
言いたしました。実現のため平成 25 年度
から研究を始めるべく，厚生労働省と調
整しております。

学術研究に対する授賞，海外派遣研修
助成，リウマチ医療に関する諸研修，広
報活動と，財団は多彩な活動を展開して
いますが，どの事業をとっても資金が必
要です。どの事業をとってもリウマチ制
圧に必要な事業です。リーマンショック
以降の不況下，協賛企業の経営不振を反
映してここ数年，当財団が財政難となり，
財団ニュース製作費の節約等々，登録医
の皆様にご迷惑していますこと紙面を借
りてお詫びいたします。

昨年，当財団は，これまでの功績に対
して，保健・医療・福祉の分野で，我が
国で歴史と権威を誇る保健文化賞を受賞
いたしました。受賞を今後も励めとのサ
インと受け止め，リウマチ制圧に向けて
活動いたしますので，皆様にご支援をお
願いして新年のご挨拶といたします。

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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といって，なかなかわかりません。それから，例
えばリウマチの患者さんがクリニックで抗菌薬を
もらって飲んでしまったら，原因菌は検出できな
くなります。

最近，肺炎球菌に関しては，尿中抗原検
査ができるようになり，診断率が上昇しました。
それでも喀痰の培養で原因菌をみつけるのは，
容易ではありません。実際には，臨床推論を
した上で総合判断し，経験的治療を行うのが
現実的と思います。
仲村：非常によくわかりました。本当に現実に
即したお話ですね。「起因菌， 起因菌」と，
ずっと教育の場でたたき込まれてきましたが，
実際は 30％以上が起因菌不明なのですね。
金澤：以前，埼玉県立循環器・呼吸器病セン
ターで，1,003 例の市中肺炎の原因微生物を
検討したことがありますが，38.6％が原因菌
不明でした。これはリウマチに限らない成績
ですが，それでも，これだけ原因不明がありま
す。リウマチの場合は日和見感染症や耐性菌
の割合が増えますから，原因不明の割合はもっ
と多くなるかもしれません。
仲村：非常に参考になるデータをありがとうご
ざいます。「こういう現実だったのか」とまざま
ざと教えられたようで，とても勉強になりました。

原因菌不明が多い現状では、
キノロン系抗菌薬が有用

仲村：現実問題として，培養検査でも起因菌
が不明な症例が 3 割以上を占めており，培養
結果が出るまでに時間がかかります。そうする
と，日単位でどんどん増悪する疾患に対して，
時間をロスしてしまうので，やはり細菌性肺炎
だと判断した時点で，抗菌薬を投与しなくては
なりません。どのように抗菌薬を選択すればよ
いのでしょうか。
金澤：最初にお話ししたように，発症場所と背
景病態が一番大切になります。それによって，
考えられる原因菌が決まってきます。肺炎は，
発症場所と特殊病態下で分類されています
が，いずれの分類も，原因微生物を推定し，
経験的治療をしやすくするために用いられて
います。肺炎は，本当は原因菌で分類しなけ
ればならないわけですが，原因菌による分類
は極めて困難です。

迅速診断法では，今なおグラム染色が一番
だと思います。その他，インフルエンザの迅速
診断キット，肺炎球菌やレジオネラの尿中抗原
検査などの迅速診断法が今は主流となってい
ます。埼玉医大の呼吸器内科では，喀痰を
RT-PCR により3 時間ほどで検査し，呼吸器
系の病原体 30 種類以上から病原体を検出す
る手法が確立されており，院内ではそれを日

スに IP の陰影があるものですから，通常のレ
ントゲンでは診断できません。リウマチという
基礎疾患がある場合，もし最初に何らかの
肺陰影が見つかったら，必ず呼吸器専門医
の目を通しておいていただくと良いと思うの
です。陰影があれば，恐らく呼吸器専門医は
CTスキャンを行います。レントゲンとCTスキャ
ンのセットでスタートポイントを押さえておくと，も
ともとあったリウマチの病変なのか，新たに生
じた感染症の病変なのかが，わかりやすくなり
ます。最初に一度，呼吸器専門医の目を通し
ておいていただくと，その後の診断がしやすく
なります。前の写真と比べる比較読影は，非
常に大事だと思います。
仲村：肺炎のリスクファクターについて，解説し
ていただけますか。
金澤：CAP を繰り返す症例のリスクファク
ターを検討した成績では，65 歳超の高齢
者，肺炎球菌ワクチンを打っていない症例，
COPD 患者さん，ステロイド使用例などが
リスクファクターとしてあげられています。また，
リウマチに限りませんが，喫煙自体が肺炎のリ
スクファクターであり，CAP は約 3 倍，増加し
ます。ですから，通常の管理としては，まず禁
煙が勧められます。それから高齢者，ステロ
イド使用例，免疫抑制剤使用例の場合には
肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチン
などによる予防をお願いします。ワクチンに
関しては，インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワ
クチンを両方打っていただくことが大事です。

日本呼吸器学会（JRS）が作成した「医
療・介護関連肺炎診療ガイドライン2011」では，
医療が必要な高齢者にインフルエンザワクチン
と肺炎球菌ワクチンの両方の接種が推奨され
ています。肺炎による入院回数を減少させる
とのエビデンスも報告されており，高齢者には
両方のワクチン接種をお願いします。若年者
はインフルエンザワクチンの接種のみでもかま
いませんが，若年者でもIPを合併する場合は，
両方のワクチンを接種していただきたいと思い
ます。
仲村：リウマチは肺炎のリスクファクターですか
ら，ワクチン接種による予防が重要ですね。

細菌性肺炎と IP の鑑別のポイント

仲村：次に細菌性肺炎とIPについてお伺いし
ます。細菌性肺炎，IP の急性増悪のいずれも
肺炎の 3 条件を満たすため，細菌性肺炎とIP
の急性増悪を鑑別するのは難しいと思われます
が，鑑別のポイントをお聞かせいただけますか。
金澤：これは呼吸器内科の専門医でも難しい
テーマだと思います。細菌性肺炎とIP の主
な相違点について表を作成しました（表 2）。
まず臨床像・定義ですが，細菌性肺炎は，呼
吸器症状，全身炎症があり，新しい陰影が出
ます。一方，IP は，間質性陰影がびまん性に
あり，しばしば肺が線維化を起こします。

細菌性肺炎の病変の主座は肺胞気腔と細
気管支領域で，肺胞気腔が本格的に侵され
る場合は大葉性肺炎，細気管支領域の病変
は気管支肺炎と呼ばれています。一方，IP は，
肺の上皮と内皮の境の支持組織の間質，肺
胞隔壁に生じます。

常的に使用しています。
呼吸器の病原体には 2 種類があります。1

種類は陽性イコール病原菌になるもので，例
えば結核菌，インフルエンザ，マイコプラズマな
どです。もう1 つは陽性だからといって必ず
しも病原菌ではないもので，例えばメチシリン
耐性黄色ブドウ球菌（MRSA），緑膿菌，肺
炎球菌などがあります。これらは常在菌の可
能性があるため，見つかっただけでは病原菌
と判定できないという，大きな壁がありました。
しかし，菌のコピー数により感染か定着かを鑑
別するアイデアに基づいた RT-PCR による喀
痰の迅速診断法が開発され，今はそれを活用
しています。

この診断法では，インフルエンザから結核ま
で，痰が出さえすればすべてわかります。痰
をなかなか出してくれない人がいるという悩み
はありますが，リウマチ患者さんが熱を出し，
影が出たという場合は，必ず痰の検査を行い，
鑑別しています。

痰が出ない場合は，3％の食塩水をネブライ
ザーで吸入してもらう誘発痰という方法を用い
ます。こうして得られた誘発痰を RT-PCR に
より診断しています。
仲村：RT-PCR は有用と思います。結局，抗
菌薬は，発症場所や病態などにより経験を基
に決めるのですね。
金澤：そうですね。それ から，CAP の場 
合，今，流行しているマイコプラズマやクラミジ
アなどの非細菌性肺炎は，治療法が違うので
分けて考えます。細菌性肺炎はβラクタム系
の抗菌薬，非定型肺炎はマクロライド系抗菌
薬という使い分けをしていますが，実際に肺炎
の患者さんが来た場合は，両方に効果のある
キノロン系抗菌薬を使うのが現実的な対応と
思います。特に軽症～中等症で，外来治療を
希望する患者さんにはキノロン系抗菌薬を使
用しています。

リウマチ患者と肺感染症
～呼吸器医との連携が重要～

仲村：次にリウマチ患者さんと肺感染症につい
てお伺いします。生物学的製剤を使用してい
るリウマチ患者さんが肺炎の 3 条件を満たし
た場合，どのような点に留意すべきでしょうか。
金澤：まず発症場所ですね。ご自宅で発症し
たか，院内で発症したかを確認します。入院
中に発症した場合は，グラム陰性桿菌の他，
MRSA など耐性菌のリスクを考えます。さらに
陰影の性状によっては，PCPも考えられます。

外来患者さんの場合，通常の細菌性肺炎
ですから，一番頻度が高いのは，肺炎球菌と

経過は，細菌性肺炎は急性で，良くも悪くも
一日一日と病態が変わっていく日単位の変化
がみられます。例えば抗菌薬を使用した場合，
48 ～ 72 時間（2 ～ 3日）で効果を判定します。
48 ～ 72 時間で効かなければ，もうその抗菌
薬は無効と考えられます。一方，IP は，基本
的には潜在性に進行する疾患で，週単位から
月単位で進行，変化します。例えば慢性の IP
では半年から1 年ぐらいでようやく変化が生じ
ます。どんなに早い急性 IP でも，やはり週～
月単位の経過で進行しますので，細菌性肺炎
とは経過が異なります。

原因は，細菌性肺炎は細菌感染ですが，
IP は原因が不明であったり，薬剤であったり，
膠原病が基礎にあったり，多様です。

治療経過は，細菌性肺炎では抗菌薬投与
から48 ～ 72 時間がターニングポイントになりま
す。IP はステロイドを使用し，週～月単位でみ
なければならないのが，臨床像としての違いで
す。

画像所見は，細菌性肺炎が局所・限局性，
片側性であるのに対して，IP はびまん性・両
側性です。分布も，細菌性肺炎は区域性・
肺葉単位ですが，IP は末梢優位で，特に横
隔膜や胸膜直下，肺の外側に強く出ます。

陰影性状は，細菌性肺炎では，細葉陰影
や気管支透瞭像などの肺胞性陰影，ぼやっと
した浸潤影がみられます。一方，IP は網状，
粒状，線状など，くっきりした間質性の陰影が
みられます。

小葉構造について，細菌性肺炎は小葉中
心性・汎小葉性ですが，IP は，小葉辺縁性，
気管支血管束に沿って陰影が出るという分布
の違いがあります。

気道病変は，細菌性肺炎では気管支壁肥
厚がみられ，気管支炎の合併も多くみられま
す。一方の IP では，牽引性気管支拡張がみ
られます。

最大の特徴は肺の構造改変，リモデリングが
起きるかどうかですが，細菌性肺炎では基本的
にみられません。一方，IP では蜂巣肺や肺線
維化のための縮みが生じます。

こういった違いを総合的にみて，画像と臨床
像で判断しているのが現状です。
仲村：お話を伺ってなるほどと思ったのは，細
菌性肺炎は憎悪するのも治るのも日単位なの
ですね。一方，IP は，悪くなるのも治っていく
のも週単位ということですね。
金澤：その通り。IP で一番早いのは急性 IP
で，皮膚筋炎（DM）/ 多発性筋炎（PM）
などに合併する場合ですが，それでも，やはり
1 ～ 2 週間はかかります。細菌性肺炎は震え
とともに寒気が出て，あっという間に熱が 40 度
に上がることがありますから，そういう点では違
いがあります。
仲村：やはり臨床経過は，2 ポイントでみること
が大事ですね。治療では，ステロイドを細菌
性肺炎に投与したらまずいというのがいつも頭
にあり，そこが一番，迷うところです。治療が
正反対なのが，また悩ましいところです。です
から，急性細菌性肺炎か IP かと迷う場合，と
にかく抗菌薬投与前に喀痰を検査することが
大事ですね。
金澤：しかし，細菌性肺炎は，30～40％が
原因菌不明です。ですから，喀痰をとったから

表 1 肺炎の分類
発症場所

市中肺炎（CAP） 社会生活を営んでいる人の肺炎
医療介護関連肺炎（NHCAP） 医療／介護を受けている人に発症した肺炎
院内肺炎（HAP） 入院中に発症した肺炎（入院 48 時間以降）

特殊病態下
誤嚥性肺炎 嚥下障害を背景病態とする肺炎で口腔内常在菌もしくは腸内細菌による
日和見肺炎 免疫抑制状態／免疫抑制剤使用患者の肺炎
人工呼吸器関連肺炎（VAP） 人工呼吸器使用 48 時間以降の肺炎

いずれの分類も原因微生物を推定し，経験的治療をし易くするために用いられている

表 2 細菌性肺炎と間質性肺炎の主な相違点
細菌性肺炎 間質性肺炎（IP）

臨床像・定義 呼吸器・炎症・新しい陰影 間質性・びまん性・線維化
病変主座 肺胞気腔・細気管支領域 肺間質・肺胞隔壁

（大葉性肺炎・気管支肺炎） （間質性肺炎・肺線維症）
経過 急性・日の変化 潜在性・週の変化
原因 細菌感染 突発性・CVD・薬剤・その他
治療経過 抗菌薬・48 〜 72 時間 ステロイド・週の単位

画像所見
陰影局在 局所・限局性 びまん性・両側性
分布 区域性・肺葉単位 末梢優位・横隔膜や胸膜直下
陰影性状 肺胞性（acinar，air-broncho） 間質性（網状・粒状・線状）
小葉構造 小葉中心性・汎小葉性 小葉辺縁性・気管支血管束
気道病変 気管支壁肥厚・細気管支 索引性気管支拡張
構造改変 なし，時に用量減少 蜂巣肺・肺の縮み

図

68 歳女性 関節リウマチと間質性肺炎に見られた肺結核症例、結核菌塗抹（+++）、a 胸
部 X 線 : 正面像、両区下肺野にすりガラス影がみられる。b. 胸部 CT: 右肺、経気道散布影

（tree-in-bud）。c. 左肺、気管支壁肥厚・周囲陰影がみられ、結核菌の散布源と推定される。

a b c

（4 ページに続きます）
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インフルエンザ
菌です。インフ
ルエンザシーズ
ンであればイン
フルエンザウイ
ルスによる肺炎
にも注意が必要
です。

医 療 病 床 や
介 護 施 設の入

居者，90日以内に退院した患者さん，通院で
生物学的製剤・抗菌薬・免疫抑制剤などによ
る治療を受けている患者さんなどは，NHCAP
と推察されます。NHCAP は，CAPとHAP
の中間的な肺炎としてアプローチします。
仲村：NHCAP には，リウマチ患者さんがかな
り入ってくるように思います。
金澤：リウマチ患者さんにみられる日常生活動
作（ADL）の低さは肺炎のリスクファクターに
なります。さらに，寝たきりになると，誤嚥の要
素が加わります。
仲村：リウマチ患者さんでは，声門の開閉を
行っている輪状披裂関節も障害されますので，
誤嚥が多くなります。ステージが進行するほど，
声門の開閉がうまくいかなくなります。そうした
患者さんは，誤嚥のリスクが高くなるので，リウ
マチ患者さんは肺炎になりやすくなります。

嗄声，しゃがれ声，いびきなどがみられるリ
ウマチ患者さんを耳鼻科に紹介すると，嚥下
困難があると言われることがあります。このこ
とは，実は，あまり知られていないのです。
金澤：誤嚥，嚥下障害がある症例は，口腔内
の常在菌や嫌気性菌などのリスクが増加しま
すから，それに対するアプローチも必要になり
ます。やはりチーム医療，集学的医療の時代
なのではないでしょうか。「うちの科だけでみま
す」という時代ではないことは確かですよね。
仲村：大きい病院で，院内に呼吸器内科の先
生方がいらして，いつでも風通し良くみてもらえ
るのが理想と思います。しかし，どんどん専門
化されていくと，病院と病院間の連携や，クリニッ
クと病院間の連携も非常に大事になってきます。

以前，湯河原にいた頃，一番頼りになった
のは，三島社会保険病院の呼吸器内科の先
生でした。しかし，湯河原と三島は結構遠い
のです。生物学的製剤で肺炎になってしまっ
た患者さんを三島の先生方と連携しながら治
療したことがあります。

リウマチ患者さんが肺炎を起こして紹介され
ることが多いと思われますが，その場合の注
意点や，リウマチ患者さんの診療ならではのご
経験があれば，お聞かせいただけますか。
金澤：リウマチ科から呼吸器内科に相談してい
ただく中で，やはり多いのは IPと思います。そ
の場合，それが IP なのか，感染症なのか，そ
の鑑別は常に問題になります。喀痰検査で原
因がわからないことが多いとお話ししましたが，
必要によっては気管支鏡検査を行います。IP
のタイプの診断に経気管支鏡肺生検（TBLB）
など侵襲の強い検査が必要になる場合があり，
その判断にはいつも頭を悩ませています。

このリウマチ患者さんは，抗菌薬だけで様
子をみていいのか，あるいはステロイドを使っ
て様子をみればいいのか，それとも，根本的
な診断努力をするべきなのか。患者さんの病
状，年齢，予後などを考えて検査をどうするか
は，一例一例が勉強です。そんな患者さんが
来るか分からないですから。

例えば同じ結節があっても，それが器質化
肺炎（OP）の結節なのか，それとも真菌感
染の結節なのか，なかなか画像だけでは診断
がつきません。結節一つとってもそのような状
況ですから，磨りガラス状陰影が出たときに，メ
トトレキサートの薬剤性肺障害なのか，リウマ
チそのものの IP なのか，それともPCP なのか，
ほとんど区別のつかない例があります。

慶應大学の亀田先生は，「これはアレルギー
反応で起こっている。だから，原因が薬剤で
あれ，感染症であれ，リウマチであれ，自己免

疫であれ，肺に起こる現象には共通点がある
から，一定以上の鑑別は困難だ」と話されて
います。確かに，そういう面はあると思うので
す。生体側の反応パターンは決まっており，サ
イトカインは決まったものしか出ないわけですか
ら。そうなると，原因が何であってもきわめて
似た病態になるし，治療で良くなる場合も悪く
してしまう場合もあります。例えばステロイドを
使って，劇的に良くなる場合もあれば，感染を
悪化させる場合もあり，治療的にも診断的にも
非常に悩ましい問題です。迷路に入り込む可
能性が大いにあると思っています。
仲村：呼吸器の専門家の先生でも悩むことが
あると伺うと，リウマチと肺感染症は奥深い問
題だと感じます。やはり一筋縄ではいかないと
いう思いを新たにしました。

リウマチ治療と肺結核の問題

仲村：リウマチ治療と肺結核の問題について，
お聞かせいただけますか。
金澤：結核は，TNF 阻害薬などの生物学的
製剤のみならず，メトトレキサートやステロイ
ドなどによっても誘発されることがあります。

リウマチ学会の RA に対するTNF 阻害療
法施行ガイドライン（2010 年改訂版）では，結
核と日和見感染症のスクリーニング・副作用対
策が重要であると強調されています。肺炎のリ
スクファクターとしては，男性，高齢，ステージ
III 以上のリウマチ，既存肺疾患，ステロイド薬
併用などがあげられています。 基礎病態，治
療，生体の要因などで感染症が決まってきます。

2005 年から2008 年にかけて，埼玉医大で
結核と知らずに診療してしまった接触者を対象
に検診を実施したことがあります。結核ハイリ
スク医療者を別にすると，半数近くがリウマチ
系の疾患患者さんでした。膠原病を背景にし
た結核は，非定型的な病像を呈することがあり
ますが，結核は大勢の医療者に接触感染が
起こり得ることから，院内感染的に非常に大事
な問題であると思っています。

当院では，2005 年からクォンティフェロン
（QFT）検査を積極的に導入して検診をして
います。2011 年に論文を発表しましたが，接
触者検診対象者 473 例のうち QFT 陽性者
は 34 例でした。QFT 陽性者にはすぐに CT
を行い，CT で影があれば肺結核と診断，治
療しました。影がなかった場合は潜在性結核
感染と診断し，イソニアジドを使用した化学予
防を導入しました。当院では，このように CT
における陰影の有無で対応を分けています。
CTでしか影のわからない症例がありますので，
リウマチ患者さんには，ぜひ CT スキャンまで
していただきたいと思います。

MAC 症でも、
リウマチ治療を考慮すべき

仲村：リウマチ治療と非結核性抗酸菌感染症
（NTM），その中で最も多いマイコバクテリウ
ム・アビウム・コンプレックス（MAC）症では，
何が問題になっているのでしょうか。
金澤：例えば生物学的製剤では「活動性結
核を含む感染症，非結核性抗酸菌症は，投
与すべきではない」と記載されています。今日，
私が言いたかったのは，あまりこれを厳密に守
ると，多くのリウマチ患者さんがリウマチで苦し
むことになるということです。ですから，これか
らリウマチ学会でうまく見極めて，本当に投与
してはいけない MAC 症患者さんと，投与して
もいい MAC 症患者さんとを線引きする努力を
していただきたいと思っています。

MAC 症治療においては，年齢，排菌量，
病型，進行の速度，免疫状態を考慮する必要
があります。私たち呼吸器内科医からリウマ
チの先生方に対しては，「MAC 症はもう少し
治療してもいいのでは？」というのが，基本
的なメッセージだと思うのです。

MAC 症は慢性で，症候に乏しく，治癒困
難な疾患であり，抑制的な治療法を選択する
ことが適切と思われます。標準療法はクラリ
スロマイシン（CAM）＋エタンブトール（EB）
＋リファンピシン（RFP）もしくはリファブチン

（RBT）ですが，経過観察，気管支作動薬
療法，低用量 / 間歇療法などの治療選択肢
がありますので，その中から治療を選んでいた
だくといいと思います。

実際に発病した場合は，標準療法もしくは
強化療法を行わざるを得ないケースが多くなり
ます。しかし，リウマチのコントロールがつか
ずに苦しんでいて，排菌だけがちょっとあるよう
な軽症の MAC 症例を，あまり苦しめるのはい
かがなものかと思っています。

RAもMAC 症も中高年女性に多く，しばし
ば合併します。生物学的製剤は，MAC 症合
併例には投与すべきでないとされていますが，
リウマチ治療の必要性，MAC 症治療の必要
性の両方を量りにかけて，どちらを優先的に
治療するかを決めていただきたいと思います。
MAC 症があるから，リウマチ治療は駄目と
いう考え方は，しないでいただきたいのです。

特に MAC 症の気道病変は急速に進行す
ることは少ないので，治療選択肢の軽い方か
ら様子をみながら進めていただき，段階的に
治療するといいと思います。MAC 症に必ず
標準療法を行わなければならないということは
なく，フレキシブルに対応していただいていいと
思います。そのためにも連携が重要で，リウマ
チ医だけで判断するのは厳しいかもしれませ
ん。患者さんに最大限のメリットを提供するた
めに，われわれは力を合わせて治療する必要
があります。
仲村：MAC 症の場合，共存もある程度，許
容する必要があるかもしれません。そのとき5
つの治療選択肢から治療法を選択するのは，
呼吸器の先生と一緒でないと，できるものでは
ないと思います。
金澤：そうですね。経過をみていただく中で，
悪化したら，すぐ治療を強化しなければいけな
いケースも，やはりないとは言えません。MAC
症は罹患患者さんが多く，協力しあえたらと思
います。

それから，MAC 症と結核で大きく異なり，
誤解されている点があります。結核は喀痰で
も胃液でも，一回でも結核菌が検出されれば，
結核と診断されます。QFT 陽性でも結核で
す。ところが MAC 症の場合は，気道検体
から 2 回以上，菌が検出されないと，MAC
症とは診断されません。胃液では駄目なので
す。よく「胃液で MAC が検出されました」と
いうご依頼をいただくのですが，喀痰から2 回
検出されることが診断に必要なことをご理解
いただければと思います。塗抹で陽性の場合
もありますし，塗抹は陰性だけれども，培養や
PCR で陽性という場合もあります。それによっ
て，感染の程度も違いますし，進行の程度も
恐らく違うと思われます。胃液で MAC が検出
され，肺には影がないという症例も，MAC 症だ
からとリウマチ治療を止めるのは全くナンセンス
なので，周知徹底していただきたいと思います。
仲村：わかりました。本当に連携しないと駄目
だということを再確認しました。MAC 症に対
して，過剰におびえていたところがあるのです
が，MAC 症だから駄目というわけではなく，相
談しながら治療していくということで，少しほっ
としました。
金澤：B 型肝炎などの再活性化の問題は消
化器内科と連携するのが大事だと思いますし，
MAC 症も同様に連携が重要です。結核は答
えが簡単です。見逃さないことが大事で，答え
が出てしまえば隔離して治療すればいいので
す。最近では QFTという優れた検査法が登
場していますので，疑わしければ，胃液検査と
QFT 検査を併用していただくと，結核を見逃す
リスクは，昔に比べると大幅に減少したと思い
ます。ただ，MAC 症は，感度の高い検査で
陽性になったからといって，みんなはじいていた

ら，リウマチ患者さんは不幸な思いをされます。
仲村：ケースバイケースで，個々の患者さんに
とって最善の治療を決めていくのが MAC 症
の治療なのですね。

呼吸器医が少ない現状を理解し、
現実的な対応を

金澤：呼吸器学会からのメッセージを1 つよろ
しいでしょうか。呼吸器専門医は全国的に少
ないのです。全国で呼吸器学会員が約 9,000
人から1 万人ですが，専門医は約 4,900 人で
す。循環器医は 1 万 5,000 人弱，消化器医
は 2 万人弱なのですが，それに比べると，患
者数は同じくらいなのに呼吸器医が極めて少
ないのが現状です。そのために仲村先生の
患者さんが湯河原から三島まで行かなければ
いけなかったのが現実だと思うのです。

日本は人口 10 万人当たり約 200 人の医師
がいることになっていますが，呼吸器専門医
は 3.6 人，2％弱しかいません。そこで，呼吸
器学会では，何とかして呼吸器医，もしくは呼
吸器専門医を増やしたいと考えています。そ
こが増えないと，いくら連携が重要と言って
も，「呼吸器医はどこにいるの？」となってしま
います。呼吸器医は，呼吸不全や肺がんなど
本来の診療に追われていますから，リウマチ
患者さんのお世話までしきれないという状況に
なりかねません。そのあたりが構造的には非
常に大事な問題かと思っています。

連携の問題にしても，大変辛い状況です。
結局，先生方のニーズに十分応えていないで
あろうという思いでお話ししています。
仲村：連携しようとしても，呼吸器専門医が近
所にいない場合も結構あると思います。呼吸
器の先生方には，肺がんという大きなターゲッ
トがあるわけで，その他にも呼吸器疾患が多
い中でリウマチなんか，やっていられないという
ことになってしまうと困ります。
金澤：それが今の日本の医療の現状です。特
に地方の基幹病院，自治体の公立病院などは
本当に厳しい状況です。そこに高齢化の波が
押し寄せてくるから，戦々恐 と々しているので
す。例えば大腿骨骨折などで寝たきりになると
誤嚥性肺炎を起こすことが多くなります。それ
を全部めんどうみてくれと言われても困ります。
特に高齢者や認知症患者さんの誤嚥性肺炎は，
それぞれの診療科でお願いしたいと思います。
仲村：それが現実的な落としどころだと思いま
す。以前，私が大腿骨頸部骨折の診療をし
た患者さんが誤嚥性肺炎を起こしてしまいま
した。その時，コンサルトした呼吸器の先生に
「仲村先生，この患者さんは先生が持つので
すよ」と言われたことがあります。「このケース
は助からない。だから，先生が最後まで持って
ください」と言われました。「その代わり，でき
る限りのことを教えます。でも，ここで全部，呼
吸器内科に丸投げにすると，僕もつぶれます。
だから，最初に手術をした先生が，最後まで
みてください」と言われ，僕も「わかりました」と，
一生懸命やりました。その患者さんは，1カ月
ぐらいで亡くなってしまったのですが，それが
僕にとって大きな転機で，これが日本の医療の
現実なのだと思いました。「併科してください。
教えてくれれば全部やるし，家族のムンテラも
やるし，僕が最後まで受け持ちます」と，変わ
りました。ですから，その先生にはすごく感謝
しているのです。

本日のお話では，発症場所と特殊病態下の
肺炎の分類が，いずれも抗菌薬の選択，経験
的治療に直結していることが心に残りました。
また，原因菌を特定して，それに感受性のあ
る抗菌薬を選択するという治療方針では，原
因菌が不明な場合が多い現状に対応できない
こともよくわかりました。さらに，呼吸器医との
連携の重要性と課題も明らかになりました。本
日は貴重なお話をありがとうございました。

（文責　編集部）

仲村 一郎 氏
（三井記念病院・整形外科）
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3/9（土）17:20　1単位 北海道
第12回 旭川関節疾患カンファランス
旭化成ファーマ㈱
関根 浩一
Tel.0166-24-2805

2/8（金）19:10　1単位 茨城
第11回 取手リウマチ懇話会
ファイザー㈱
清水 保
Tel.029-851-6971

3/2（土） 17:00　1単位 北海道
第38回 北海道リウマチ研究会
科研製薬㈱
佐藤 理
Tel.011-222-2754

関東・甲信越

2/22（金） 20:00　1単位 北海道
第1回 北海道血管炎研究会 学術講演会
帝人ファーマ㈱
加藤 幸貴
Tel.011-219-6627

3/9（土）18:00　1単位 福島
第10回 臨床リウマチ懇話会
ファイザー㈱
片山 哲也
Tel.080-3584-8403

2/21（木） 19:10　1単位 北海道
第192回 札幌市医師会五支部合同学術
講演会
旭化成ファーマ㈱
伊藤 渓　Tel.011-261-5445

3/16（土）16:30　2単位 山形
第26回 山形リウマチ研究会
ファイザー㈱
浅倉 康正
Tel.023-633-8720

2/15（金）18:50　1単位 北海道
流氷リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
梅澤 真一
Tel.0166-26-9701

3/21（木） 19:15　1単位 秋田
秋田県整形外科セミナー
アステラス製薬㈱
河村 健一
Tel.018-825-5177

1/31（木） 19:00　1単位 北海道
第9回 新さっぽろリウマチ・膠原病懇話会
エーザイ㈱
横山 芳隆
Tel.011-851-6172

北海道・東北

2/23（土）18:30　1単位 宮城
第23回 リウマチ診療研究会・仙台
中外製薬㈱
図師 奈津子
Tel.022-225-8551

1/22（火）19:30　1単位 
川越市整形外科医会学術講演会
田辺三菱製薬㈱
古郡 弘雅
Tel.049-241-0511

3/6（水）20:00　1単位 埼玉
第16回 川越リウマチ懇話会
参天製薬㈱
平原 滋
Tel.048-645-8701

2/16（土）15:55　1単位 宮城
第16回 膠原病肺疾患研究会
エーザイ㈱
石崎 朱美
Tel.022-226-2185

2/16（土）18:05　2単位 群馬
第36回 群馬リウマチ関節外科研究会
医療法人井上病院
井上 博
Tel.027-322-3660

2/28（木）19:00　2単位 埼玉
第20回 埼玉骨・関節疾患研究会
エーザイ㈱
山下 篤史
Tel.049-245-6321

2/9（土）17:30　1単位 宮城
第69回 宮城リウマチ外科研究会
東北厚生年金病院 整形外科
佐野 徳久
Tel.022-259-1221

2/8（金） 19:15　1単位 群馬
第7回 群馬東毛リウマチ研究会
ファイザー㈱
西 謙次
Tel.027-328-6121

2/21（木）19:45　1単位 埼玉
第4回 埼玉県北部線維筋痛症研究会
日本臓器製薬㈱
小宮 秀樹
Tel.048-600-0661

2/23（土） 16:00　2単位 岩手
岩手RA Biologics Conference
アボットジャパン㈱
大越 英一郎
Tel.022-299-2005

1/31（木）20:05　1単位 栃木
第9回 栃木骨粗鬆症集談会
MSD㈱
栗栖 幸子
Tel.080-5479-1383

1/30（水）19:45　1単位 埼玉
第6回 埼玉県央リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
三重野 康秀
Tel.048-665-5201

2/15（金）19:30　1単位 岩手
第14回 岩手軟骨・マトリックス懇話会
科研製薬㈱
大泉 光由
Tel.019-604-9300

2/21（木）19:10　1単位 茨城
茨城県臨床整形外科医会学術講演会
旭化成ファーマ㈱
佐藤 俊明
Tel.029-254-5121

2/9（土）18:15　1単位 東京
第18回 城東RAカンファレンス
田辺三菱製薬㈱
堀 徹
Tel.03-3647-1211

2/20（水）20:00　1単位 神奈川
第7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

1/31（木）18:30　2単位 東京
第15回 骨とリウマチ研究会
中外製薬㈱
菅家 龍治
Tel.03-3346-0234

2/20（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

1/31（木）19:45　1単位 東京
膠原病リウマチ症例セミナー学術講演
会（第100回記念）
エーザイ㈱
近藤 圭　Tel.03-5325-0171

2/16（土）18:30　1単位 神奈川
大和市整形外科医会
中外製薬㈱
松田 歩
Tel.046-229-2700

1/24（木）20:15　1単位 東京
西多摩臨床整形外科医会
エーザイ㈱
橋本 瑠美
Tel.042-367-9300

2/14（木）20:00　1単位 神奈川
第23回 三浦半島リウマチ懇話会
ファイザー㈱
佐藤 達哉
Tel.045-474-3110

3/1（金）20:00　1単位 千葉
第11回 千葉小児膠原病懇話会
旭化成ファーマ㈱
橋本 久仁子
Tel.043-221-2626

1/26（土）17:00　2単位 千葉
千葉リウマチトータルマネージメント
フォーラム
エーザイ㈱
田浦 隆玄　Tel.043-241-7361

2/14（木）19:00　1単位 神奈川
The 11th Yokohama Bone ＆ Joint Seminar
横浜市立大学大学院医学研究科運動器
病態学（整形外科）
石田 航　Tel.045-787-2655

2/16（土）16:00　1単位 長野
信州膠原病セミナー2013
厚生連篠ノ井総合病院リウマチ膠原病
センター
鈴木 貞博　Tel.026-292-2261

1/26（土）18:30　1単位 岐阜
整形外科リバーサイドフォーラム
アステラス製薬㈱
田村 一幸
Tel.058-267-5505

2/7（木）19:00　2単位 神奈川
第10回 横浜リウマチ・関節の外科研究会
参天製薬㈱
小島 英一
Tel.03-3523-8890

3/16（土）19:30　1単位 神奈川
第5回 神奈川東部リウマチフォーラム
田辺三菱製薬㈱
北目 武史
Tel.045-472-2653

東海・北陸

1/28（月）19:40　1単位 神奈川
足柄上地区リウマチ懇話会
田辺三菱製薬㈱
田村 純也
Tel.046-228-2532

3/13（水）20:30　1単位 神奈川
第4回 神奈川東部RAマネジメント研究会
ブリストル・マイヤーズ㈱
岡 茂樹
Tel.045-476-9091

3/15（金）19:15　1単位 新潟
第55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

1/22（火）19:50　1単位 神奈川
第11回 横浜リウマチ・膠原病研究会
ファイザー㈱
岩田 廉
Tel.080-4071-1358

2/28（木）19:00　2単位 神奈川
第11回 横浜運動器再建医学研究会
旭化成ファーマ㈱
田中 俊一
Tel.045-472-2311

2/15（金）19:50　1単位 新潟
骨粗鬆症フォーラム in 新潟2013
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

3/9（土）17:20　1単位 東京
第20回 臨海リウマチ性疾患談話会
ファイザー㈱
舛岡 光
Tel.03-3258-5401

2/27（水）19:00　2単位 神奈川
第8回 神奈川リウマチ治療ネットワーク
田辺三菱製薬㈱
黒田 匡志
Tel.045-830-5921

3/8（金）20:00　1単位 東京
第6回 ASHURAの会（All Showa 
University RA研究会）
昭和大学整形外科
小野 里佳子　Tel.03-3784-8543

2/21（木）20:00　1単位 神奈川
第9回 川崎リウマチ懇話会
田辺三菱製薬㈱
北目 武史
Tel.045-472-2653

1/21（月）19:00　2単位 愛知
第1回 愛知膠原病セミナー
参天製薬㈱
高橋 祐樹
Tel.052-219-1870

2/6（水）19:30　1単位 大阪
第15回 大阪リウマチ関節外科ゼミナール
大阪大学 医学部 整形外科
竹内 彩子
Tel.06-6879-3552

3/9（土）18:00　1単位 静岡
第21回 静岡リウマチ治療研究会
ファイザー㈱
久松 圭
Tel.052-231-8611

3/9（土）17:05　2単位 京都
第12回 関西膠原病フォーラム
参天製薬㈱
井手尾 健太
Tel.06-6321-7382

2/2（土）17:30　1単位 静岡
第38回 静岡リウマチ懇話会
科研製薬㈱
小林 裕史
Tel.054-275-1711

2/2（土）17:00　1単位 滋賀
第33回 滋賀リウマチ・膠原病臨床談話会
参天製薬㈱
原田 昭弘
Tel.06-6321-7382

2/9（土）15:45　1単位 岐阜
第10回 岐阜リウマチカンファレンス
田辺三菱製薬㈱
中村 洋平
Tel.058-265-5581

2/2（土）17:00　1単位 岐阜
第26回 岐阜リウマチ研究会
参天製薬㈱
上野 淳史
Tel.052-219-1870

2/14（木）19:30　1単位 三重
第8回 三重県南勢地区慢性疼痛研究会
旭化成ファーマ㈱
清水 俊輔
Tel.059-224-0561

3/16（土）15:00　2単位 大阪
第10回 大阪京阪生物学的製剤を学ぶ会
中外製薬㈱
通 崇夫
Tel.06-6993-3733

2/16（土）16:15　2単位 兵庫
第10回 兵庫整形リウマチの会
参天製薬㈱
黒本 卓司
Tel.06-6321-7382

近　畿

3/14（木）19:40　1単位 大阪
第17回 大阪RAフォーラム
田辺三菱製薬㈱
水田 晴彦
Tel.06-6205-5161

2/14（木）20:00　1単位 兵庫
第9回 兵庫県女性のQOLと生活習慣病
を考える会
兵庫医科大学整形外科学教室
楊 鴻生　Tel.0798-45-6452

3/9（土）16:30　1単位 愛知
第13回 瑞穂リウマチ膠原病フォーラム
ファイザー㈱
花谷 一志
Tel.052-231-8611

3/9（土）18:00　1単位 大阪
第10回 三島リウマチフォーラム
大阪医科大学　整形外科
中島 幹雄
Tel.072-683-1221

2/9（土）17:15　1単位 兵庫
第4回 骨質研究会
兵庫医科大学整形外科学教室
楊 鴻生
Tel.0798-45-6452

3/2（土）18:30　1単位 愛知
第12回 西三河リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
谷村 卓磨
Tel.0564-66-0220

2/23（土） 17:30　1単位 大阪
第19回 近畿骨粗鬆症研究会
兵庫医科大学整形外科学教室
楊 鴻生
Tel.0798-45-6452

3/23（土）16:30　2単位 大阪
第5回 城北整形外科フォーラム学術講演会

（医）成宏会 伊藤外科整形外科
伊藤 智康
Tel.06-6953-0071

2/16（土）18:00　1単位 愛知
第33回 東三河リウマチ研究会
旭化成ファーマ㈱
小玉 託也
Tel.0564-27-0226

2/20（水）18:30　2単位 大阪
第5回 RA Sunriseフォーラム大阪
中外製薬㈱
月原 敏
Tel.06-6350-6358

2.16（土）17:30　1単位 愛知
第62回 　東海膠原病研究会
旭化成ファーマ㈱
昆布 恭一
Tel.052-262-4513

2/9（土）15:05　2単位 大阪
第2回 関節リウマチ・ベーシック治療
セミナー
参天製薬㈱
岡田 直美　Tel.06-6321-7068

2/2（土）17:00　1単位 愛知
第1回 三河MTX研究会
参天製薬㈱
上野 英雄
Tel.052-219-1870

2/7（木）19:10　2単位 大阪
第9回 RAネット
田辺三菱製薬㈱
中山 勝裕
Tel.06-6205-5255

2/1（金）19:30　1単位 広島
第5回 呉リウマチ地域連携ネットワーク講演会

（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

1/24（木）20:00　1単位 広島
第38回 広島膠原病研究会
アステラス製薬㈱
柴田 大輔
Tel.082-545-6235

3/30（土）18:00　1単位 岡山
第44回 岡山リウマチ研究会
科研製薬㈱
福田 幸弘
Tel.086-246-3232

1/26（土）16:40　1単位 岡山
第6回 東備リウマチ研究会
エーザイ㈱
飛永 健志
Tel.086-254-1811

2/9（土）18:00　1単位 島根
第32回 山陰リウマチ性疾患研究会
島根大学医学部整形外科学教室
山本 宗一郎
Tel.0853-20-2241

中国・四国

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

3/14（木）19:40　1単位 兵庫
第8回 神戸西リウマチ性疾患連携の会
神戸大学医学部附属病院 リウマチ科
柱本 照
Tel.078-382-5680

3/14（木）18:15　2単位 兵庫
第7回 阪神西宮整形外科地域連携
フォーラム
久光製薬㈱
藤田 高明　Tel.078-230-2661

3/2（土）16:50　2単位 兵庫
第19回 播磨リウマチ膠原病研究会
ファイザー㈱
横山 明彦
Tel.078-361-6171

2/16（土）17:45　2単位 兵庫
第8回 西播磨関節リウマチ学術講演会
田辺三菱製薬㈱
椋野 雅彦
Tel.079-224-5051

2/2（土）16:30　 18:30　各1単位 広島
第11回 広島Bone＆Jointセミナー
旭化成ファーマ㈱
井上 敬太
Tel.082-244-5802

2/10（日）8:30 10:40 11:40 各1単位 福岡
第12回 久留米関節セミナー
久留米大学医療センター 整形外科・関
節外科センター
荒木 貴陽子　Tel.0942-22-6111

1/27（日） 09:00　11:15　各1単位 福岡
第14回 博多リウマチセミナー

（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一
Tel.092-762-2380

九州・沖縄

3/9（土）18:00　1単位 愛媛
第30回 四国関節外科研究会
愛媛大学大学院医学系研究科運動器学
吉良 史枝
Tel.089-960-5343

2/23（土）18:00　2単位 愛媛
第7回 愛媛免疫疾患研究会
旭化成ファーマ㈱
有田 隆志
Tel.089-915-5557

2/16（土）16:00　1単位 愛媛
第20回 愛媛リウマチのケア研究会
エーザイ㈱
長田 雅道
Tel.089-941-6345

3/2（土）20:00　1単位 香川
第10回 香川リウマチ研究会
香川大学医学部附属病院 内分泌代謝・
血液・免疫・呼吸科内科
土橋 浩章　Tel.087-891-2145

1/24（木）19:20　1単位 山口
第16回 周南地区学術講演会
中外製薬㈱
山本 昇平
Tel.083-972-1666

1/25（金）19:45　1単位 高知
第11回 高知リウマチ・サイトカイン
治療研究会
田辺三菱製薬㈱
村上 功　Tel.088-820-5560

4/6（土）19:30　1単位 広島
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

3/25（月）19:15　1単位 広島
呉整形外科会学術講演会

（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

2/9（土）17:00　1単位 広島
第46回 広島リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
近藤 泰一郎
Tel.080-5776-5077

5/17（金）20:00　1単位 福岡
第96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

3/5（火）19:30　1単位 福岡
第18回 筑豊膠原病研究会
参天製薬㈱
平田 真生
Tel.092-411-0119

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

2/22（金）19:30　1単位 福岡
第15回 福岡南部リウマチ研究会
九州中央病院
時任 毅
Tel.092-541-4936

2/16（土）16:30　1単位 宮崎
第28回 宮崎県リウマチ研究会

（独法）国立病院機構 都城病院
税所 幸一郎
Tel.0986-23-4111

2/23（土）19:15　1単位 熊本
熊本県臨床整形外科医会 教育研修講演会
松原リウマチ科・整形外科
松原 三郎
Tel.096-214-0551

2/8（金）19:15　1単位 熊本
第4回 熊本市東部地区地域連携関節リ
ウマチ懇話会
中外製薬㈱
原 篤史　Tel.096-359-6311

1/30（水）19:30　1単位 熊本
第33回 熊本膠原病研究会
大正富山医薬品㈱
木下 恵
Tel.090-5997-7164

2/18（月）19:30　1単位 佐賀
第15回 佐賀リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
増田 全紀
Tel.0952-22-7811

1/31（木）19:15　1単位 大分
第10回 大分RAフォーラム
田辺三菱製薬㈱
緒方 和久
Tel.097-536-1801

2/25（月）19:30　1単位 鹿児島
第5回 鹿児島関節病研究会
鹿児島大学 整形外科
上村 てるみ
Tel.099-275-5381

2/16（土）19:30　1単位 鹿児島
第8回 鹿児島リウマチの臨床とケア研究会
エーザイ㈱
小山 功
Tel.099-254-9860

Announcement
［登録医研修単位認定講演（H25.1 〜H25.5）］

		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。
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も50 人中 2 人のみであり稀であった。しかし，
ループス腎炎の既往があり蛋白尿が 0.5g/
日以上の患者では腎炎の増悪が 0.5g/ 日
未満の患者に比して多く（35% vs 6%），
妊娠前のコントロールの重要性が再確認さ
れた。しかし，蛋白尿を伴わない単なる抗
dsDNA 抗体の陽性や低補体は有意にリスク
を上昇させないという結果であった。また，抗
Ro/SS-A 抗体陽性患者が妊娠した際に問題
となる先天性心ブロックに関しては，米仏英の
3ヵ国の 247 症例は発症時に胎盤を通過率の
高いフッ素基を有したステロイド（デキサメタゾ
ン，ベタメタゾン）などを投与しても，胎児水
腫に至っているような重症例以外では，効果
が認められなかったとされた。第 1 児が先天
性心ブロックを発症したようなハイリスク群では，
欧米の SLE 患者には全例で投与が勧められ
ており日本でも治験が行われているヒドロキシク
ロロキンが発症率を優位に減少させる（5.6% 
vs 21.4%）薬剤として報告された。

全身性硬化症　SSc
新しい ACR/EULAR 分類基準が作成

新しい ACR/EULAR 分類基準が作成さ
れている（表）。今回試案が示され，RA の
新基準と同様に項目に感度特異度に基づいた
点数化がされている。手指の腫脹，レイノー
現象，爪上皮毛細血管異常，抗RNAポリメラー
ゼ III 抗体を含む特異抗体など早期からみら
れる項目が増えており，より早期診断を念頭に
置いたものとなっている。

全身性硬化症において特に重篤で早期発
見が有用な臓器障害である肺動脈性肺高血
圧症に関しては，DETECT 試験の結果が発
表され，右心カテーテル前に非侵襲的な検査
の組み合わせで検査前確率を上昇させ，効率
よくカテーテル検査を行う試みがされている。
心エコー，心電図などに加え，肺機能検査の
拡散能 DLCO，血清尿酸値，NT-proBNP な
どを組み合わせる有用性が示された。

変形性関節症　OA
新たな治療法の開発へ

小児期の運動能力・活動性が成人期の
OA の発症と関連があるようである。小児期
の活動性により脛骨部の軟骨の体積が増すこ
とによりOA の発症が減るという30 年以上の
観察研究であるが，厚さが増すのではなく脛
骨面の拡大により軟骨面積が増すことにより全
体的な体積も増し，重力負荷が減るということ
である。また，日米では未認可であるが 70ヵ
国以上で破骨細胞の抑制と骨芽細胞の刺激
というdual effectsを有する唯一の骨粗鬆症
薬として認可されているストロンチウムが軟骨
形成促進作用もあることが示され，OA の治
療に有効であると報告されていた。その他にも，
脂肪吸引により体重を落とし，その脂肪組織
から幹細胞を培養しコラーゲンの膜にのせて

関節リウマチ　RA　飲酒との関係性の
データと新たに高額医薬品となったJAK阻害薬

関節リウマチの初期治療を開始する際には，
まず他の関節炎をしっかりと除外することが必
要である。膠原病の中でも頻度の高い SLE
と全身性硬化症は重要であり，両疾患とも
抗核抗体が高率に陽性になることが知られ
ているためスクリーニングの１つとして必須
の検査となっている。IL-6 は RA，SLE の
両疾患において上昇するが，SLE において
は破骨細胞の分化を誘導する TNFαではな
く，単球へ傾かせる IFNαが有意なため骨
びらんが一般的には見られないと解説されて
いた。残念ながら，全身性硬化症（強皮症）
に関しては，MCP などに RAと鑑別が困難な
骨びらんを起こすことはご存じのとおりでありレ
イノーの既往の問診，皮膚硬化の身体所見，
検査として抗核抗体などが必要となる。

喫煙は RA 発症の危険因子であり，また抗
ＣＣＰ抗体の陽性率，関節破壊の進行，関節
の炎症，血中炎症性サイトカイン濃度などと関
係していることは繰り返し報告があった。一方，
アルコール摂取に関しては，少量の飲酒は
RA の発症率を減少することが示されており，
今回の発表でも2日に 1 杯程度の飲酒で最も
リスクが低くなり，1日4 杯程度で非飲酒者と
同じ，それ以上ではリスクが増すというＪカーブ
が示された。

関節リウマチの発症予想では，関節腫脹が
なく分類基準を満たさない患者であっても，間
欠的な関節痛が上下肢の両方にあり，リウ
マトイド因子と抗ＣＣＰ抗体が陽性であれば，
朝のこわばりなどのほかの症状がなくても，
非飲酒者の 80% が 4 年以内に RA を発症
するハイリスク群であるという方向性が示さ
れた。逆に抗ＣＣＰ抗体が陽性で関節痛が
上下肢に朝のこわばりを伴って存在しても，
それ以外のリスクがなければ 5 年間での発
症リスクは 10% 程度であった。

関節内に移植するという，一石二鳥の治験が
欧州では始まったそうであり，OA はいま研究
者にとってとてもやりがいのある分野になってい
る。

若年性特発性リウマチ　JIA
確認された生物学的製剤の安全性

全身性 JIA のように炎症の強い疾患ではス
テロイドによる成長不全，低身長が問題となり
うる。今回，トシリズマブには直接成長ホル
モン系を刺激する作用があり，ステロイドを
より多く使用している群においても，トシリ
ズマブを併用することにより身長が伸び対照
群に追いつく傾向が示された。JIA において
も生物学的製剤の使用率が増加しているが，
日和見感染症に関しては稀であり，生物学的
製剤非使用群と比しても帯状疱疹以外は有意
に上昇しないというのは安心を与える報告で
あった。

骨粗鬆症
新しいアプローチが多数発表される

破骨細胞が古い骨皮質を吸収し，骨芽細
胞が新しい骨形成を行い，そのバランスを骨
実質内に埋没した骨細胞が外部からの圧力
などの刺激によって調整するという構図が明
らかになるにつれて，それぞれを標的とした
薬剤が開発されている。まずは，破骨細胞が
骨吸収において分泌するカテプシンKという
酵素を抑制することにより吸収層を浅層化す
るodanacatib，米国ではすでに認可されてい
る骨細胞から分泌され破骨細胞の分化を誘
導するRANKL に対するモノクローナル抗体

（denosumab），骨細胞が骨芽細胞の刺激
系であるwnt シグナルを抑制するsclerostin
に対する抗体（骨芽細胞への阻害を抑制し
骨形成を促進）などが話題となっていた。

ACR の特徴として，教育がある。今回の
学会でも多くのセッションがインターネットで公開
され，実際に参加できなかった発表もネットで
見ることが可能で，配布資料もPDF でダウン
ロード可能である。出し惜しみをしない教育熱
心さは将来への布石であり，来年の西海岸の
サンディエゴでの学会では，さらにリウマチ膠
原病疾患の患者さんのアウトカムを向上させる
ための成果を学ばせていただきたい。

経口薬でありながら生物学的製剤と同等の
効果を示す JAK 阻害薬が ACR に合わせ
たように米国で認可された。価格は 5mg 錠
1 日 2 回で月 2000ドル以上と生物学的
製剤に勝るとも劣らない。今後，全世界で
Xeljanzという商品名で発売する予定で Xel

（素晴らしい）Jan（Janus kinase） z（最後
まで抑える）薬剤のようである。開発者のひ
とりは，エタネルセプトが開発された時代は治
験患者も少なく期間も短かったので発売してか
ら新たな副作用が経験されたが，今回は何千
人という被験者で観察期間も十分であるため，
発売後に注意事項を守って使用してもらえば
副作用に驚かされることはないだろうと自信を
見せていた。FDA による安全性情報セッショ
ンでは，結核，Ｂ型肝炎のスクリーニングを行
い，血球数，コレステロール，肝酵素のモニタ
リングをしながら，まれながらも悪性リンパ腫の
発生には注意するということが示された。

治療としては，これまでの炎症一辺倒の治
療から破骨細胞系を抑制し（denosumab），
滑膜線維芽細胞による軟骨破壊を抑制（抗カ
ドヘリンなど）し，骨再生（Dkk1.2, sclerotin
の抑制）と軟骨形成（ストロンチウム）の促進を
考慮した関節により直接視点を移した治療の
組み込みが提唱され新たな観点が示された。

全身性エリテマトーデス　SLE
妊娠とループス腎炎

妊娠に関する発表がいくつかあった。まず
は流産に関しては，予測リスク因子として妊
娠時の初診におけるループスアンチコアグラント

（40% vs 9%）とSLE の全般的病勢があげ
られ，逆に抗 dsDNA 抗体，抗カルジオリピン
抗体や低補体は有意差がなかった。妊娠中
のループス腎炎の発症および増悪発作に関し
ては，腎炎の既往のない患者が妊娠中に新た
に発症するリスクは約１％であり抗 dsDNA 抗
体陽性で低補体であった患者のみを抽出して

2012 年 11 月 9 日から14 日まで，米国リウマチ学会（ＡＣＲ）が，首都ワシントンＤＣに
て開催された。大統領選挙の 3 日後ではあったが現職が当選したこともあり街は驚くほど平静
を保っていた。前回ＡＣＲが行われた数年前と比して数段治安が良くなっているという印象を受
けた。学会はいつも通りの盛況であり14000 人以上の参加があり口頭の 450 演題を含む
2700 の発表がなされた。ＡＣＲの特徴として Session Selectとして基調講演や教育講演を
含む多くのセッションがインターネット動画として公開されており，スライドのＰＤＦもダウンロードが
可能となっている。重なっていて実際には参加できなかった講演も気軽に視聴することができる
のは，大変ありがたい。今回の学会で新たに発表された知見に加えて，教育講演などでまとめ
られていた内容も含めてご紹介したい。

岡田正人 編集委員
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）

表　The Preliminary Classification Criteria for Systemic Sclerosis
ACR/EULAR 全身硬化症分類基準案

腎不全患者では NFS（造影 MRI による腎性硬化性線維症；通常顔面は侵さない），糖尿病患者で
は糖尿病性手指硬化，好酸球増加症例では好酸球性筋膜炎（通常手指は侵さない）などを除外し，1. 
皮膚肥厚硬化が指からMCP 関節の近位に及んでいれば全身性硬化症と分類する。2. それ以外では
下記のスコアリングにて 9 点以上あれば全身性硬化症と分類する。（感度 91％，特異度 92％）

項目  点数
手指の皮膚肥厚 手指腫脹（Puffy fingers） 2

（点数の高いものを計算） 指全体の腫脹（MCPより遠位のみ） 4
指尖部病変 指尖部腫脹 2

（点数の高いものを計算） 腫瘍瘢痕 3
毛細血管拡張 （teleangiectasia） 2
爪上皮毛細血管異常 （Abnormal nailfold capillaries） 2
肺病変 肺動脈性肺高血圧症 and/or 間質性肺疾患 2
レイノー現象  3
強皮症関連特異抗体 抗セントロメア抗体，抗トポイソメラーゼ（抗 Scl-70）抗体， 3
 抗 RNA ポリメラーゼ III 抗体
＃各項目は疾患の経過中のいずれかの時点で存在したものを計算する。 合計 *：
  Janet e. Pope ACR2013 L3

（亀田総合病院　松井和生先生ご提供の資料から改変）

ACR 学会場 活発なディスカッションがなされたポスターセッション

初日のアニュアルレビューコースにはベテランから研修医までが参加する

最終日の ACR ハイライトを毎年任されているカバナ
ウ氏とクッシュ氏
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先日ある大きな学会の診療ガイドライン作

成委員会に参加する機会があった。100

人以上の委員がすでに座席についている

会議室の一番後ろの中央に座った。関係

分野の教授を中心としたお歴々の背中を眺

めながら，ふと違和感を覚えた。そう，右

後ろに座る1 人の女性を除き，全てが男性

だったのだ。対象患者の男女差がほとんど

ない疾患について，食事指導，生活指導

までほぼ男性だけで議論している。確かに

組閣の時の女性大臣の配置も含めて「女

性枠」は好きではない。下駄を履かされて

いる感じがしてしっくりといかないのだ。し

かし，診療ガイドラインは医療現場で使うも

のなのだから女性医師や女性コメディカル

の能力を活かせられるのではないか。彼

女たちは超一流誌に論文を載せたことはな

いかもしれない。でも，女性ならではの知

恵を持っているはずだからである。

女性と言えば，今年は私が責任者をして

いる「妊娠と薬情報センター」が開催した

講演会にノルウェーから Ostensen 先生を

お呼びした。彼女は「膠原病領域の妊娠」

のまさしく世界のリーダーであり，彼女の意

見は Expert Opinion そのものである。こ

の分野を専門としている私は彼女の書かれ

たものはほとんど目を通してきたが，MTX

の扱いについては少し考えが違うのではな

いか，しっかり議論をしてみたいというのが

お呼びしたひとつの理由でもあった。講演

会や当院でのレクチャー，国立博物館へ案

内する道すがらなど，多くの時間を使って

意見を交わし，考え方が全く同じであること

がわかった。さらに，日本がとても素晴らし

い国であること，女性がしなやかにもっと能

力や経験を活かさなければいけないことな

ど，知性あふれる彼女から多くのことを学び

とったと同時に自信をいただいた。

女性医療者の働き方について議論され

て久しい。頑張っても認めて貰えない，頑

張るつもりはない，それぞれ状況は違うだろ

う。だが資源の有効活用がされていないこ

とに違いはない。特にリウマチ・膠原病の

世界は女性の感性や経験が生かせるとこ

ろである。是非若い世代の女性医療者に

はこの領域を突き進んでいただきたい。そ

のために一番必要なことは何か，それは自

信ではないかと思っている。人は自信を持

つことで力を発揮できるし他人に寛容にな

れる。だから，女性だけでなく男性にも自

信を持って欲しい。

そして何より2013 年が，日本が自信を取

り戻す年となってくれることを願っている。

（独立行政法人国立成育医療研究センター

母性医療診療部部長　村島温子）

【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】	 委員長：後藤　眞　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 羽生忠正　長岡赤十字病院 副院長
  岡田正人　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） 森本幾夫　順天堂大学大学院医学研究科免疫病がん先端治療学講座 教授
  仲村一郎　三井記念病院・整形外科 山村昌弘　岡山済生会総合病院内科診療部長／リウマチ・膠原病センター長
  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

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

財団では新規リウマチ財団登録医を募集しています

≪要件≫
１． 3 年以上リウマチ性疾患の診療に従事している医師
２．過去 5 年間において

（１）リウマチ性疾患診療患者名簿 30 名以上
（２）リウマチ性疾患診療記録（上記名簿のうち） 20 名
（３）財団主催・認定の教育研修会、e ラーニング修得による教育研修単位 20 単

位以上
３．日本リウマチ財団登録医 ･ 日本リウマチ学会リウマチ専門医 ･ 日本整形外科学会

認定リウマチ医である 2 名の推薦を受けること
≪手続き≫
１．登録医申請書
２．履歴書
３．資格要件を満たすことを証する書類
≪申請受付期間≫
平成 25年 3月 1日から 5月 31 日
審査料（申請時）１万円
登録料（審査に合格後）2 万円 登録医証を交付
≪登録有効期間≫
登録日から 5 年間 再審査により効力を更新する
※ 規則及び申請書類一式はホームページからダウンロードできます。

ACR	MASTER	DESIGNATION
高杉 潔 氏 ACR マスターを授与される

さる 11 月 9 日～ 14 日、米国ワシントン DC で開催され
た第 76 回米国リウマチ学会（ACR2012）で、道後温泉病院
理事長の高杉　潔 氏が ACR マスターを授与された。ACR
マスターは 65 歳以上の ACR 会員に推薦で与えられる。年
間 15 人、過去約 320 人が授与されている。本邦の受賞者は
西岡久寿樹 当財団常務理事以来 2 人目となる。

ご寄付いただいた方 〜平成 24 年 10 月〜

岩瀬 清子 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。

市民公開講座等、一般（患者さん等）向けの
講演会を開催予定の登録医へ

リウマチ情報センター「患者さん向け講演会」のコーナーに、主催、世話人、演者等でリ
ウマチ財団登録医が関係する患者さんやそのご家族に向けての公開講座、講習会等を掲載し
ます。詳しくは財団 HPをご覧ください。

お名前、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）、ＨＰ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。

e-mail：inform@rheuma-net.or.jp

但し、掲載は以下の要件を満たすこととします。
・リウマチ財団登録医が主催、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等は許可しない）。

第 14 回　RA トータルマネジメントフォーラム

■日　時：平成 25 年 2 月2 日（土）　13：00 〜 19：00
■場　所：品川インターシティホール（今回より会場が変更となります）
 東京都港区港南 2-15-4 品川インターシティホール棟１階
■参加費：1000 円　※事前にお申込みいただく必要はございません。
■単　位：登録リウマチケア看護師（4.5 単位）
 リウマチ財団登録医（2 単位）
プログラム等詳細はホームページをご覧ください。

平成 25 年度海外派遣研修医募集

募集要項等詳細については財団ホームページをご覧ください。

日本リウマチ財団　第 64 回保健文化賞を受賞

リウマチ疾患の調査研究・医療の進歩発展・知識の普及が受賞理由に

わが国の保健・医療・福祉分
野の賞として最も古い歴史と権
威を誇る「保健文化賞」の 2012
年度の受賞者が決まり，日本リ
ウマチ財団を含めた 10 の団体と
個人 5 名に授与された。贈呈式
は 11 月 21 日にホテルオークラ
東京で行われ，日本リウマチ財
団からは髙久代表理事が出席し，
賞を受けた。また，受賞者らは翌 22 日，皇居に参内し，天皇皇后両陛下拝謁の栄に
浴した。

保健文化賞は 1950（昭和 25）年，第一生命保険相互会社が，当時の厚生省および
朝日新聞厚生文化事業団の後援を得て創設し，その後，NHK 厚生文化事業団も後援
に加わり，毎年度保健衛生の分野で顕著な実績を残した団体，個人に賞状，賞金を授
与してきた。

今回，当財団の受賞理由は，「リウマチ性疾患の予防と治療に関する調査研究を推
進するとともに，リウマチ医療に従事する医師や看護師等の専門職の養成によるリウ
マチ医療の進歩発展や，講演会による正しい知識の普及等により，国民の健康と福祉
の向上に貢献している」というものである。

贈呈式での髙久代表理事（前列左から 3 番目）

高杉 潔 氏
（道後温泉病院理事長）

平成 25 年度のリウマチ財団登録医資格更新はありません。
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