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題をよく理解している先進的な専門医は，自
分の病院やクリニックのウェブサイトで「患者
さんへの禁煙指導が第一」と明記している
例もありますが，日本リウマチ学会も，日本
リウマチ財団も，喫煙のリウマチに対する影
響については何も警告を発していません。
樋上：私も，日本リウマチ友の会はどうだ
ろうかと思って，同会が作成していた「リ
ウマチ白書」を見てみたのですが，喫煙に
関連する項目はありませんでした。そもそ
もリウマチと喫煙の問題に対する認識がな
いのですね。

女性は 30代に喫煙率のピーク
全体では高齢者のほうが高率

後藤：日本は目下，そのような状況ですが，
日本のリウマチ患者の喫煙率は何％ぐらいで
しょうか。アメリカのリウマチ患者では大体
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あまり知られていない
喫煙のリウマチに対する影響

後藤：ご高名な禁煙治療の専門家である高
橋裕子先生から，禁煙についてのお話を伺
い，一緒にリウマチ患者の禁煙について考
えようというアイデアを一昨年から温めてき
ましたが，やっと念願がかない，本日こうし
て先生のところへお邪魔した次第です。
そしてせっかくの機会ですから，リウマ

チ患者の禁煙治療を実践しているリウマチ
専門医にも同席してもらいたいと思い，奈
良近郊の樋上病院の樋上謙士先生に同席頂
くことになりました。

樋上：以前，都立大塚病院で，
後藤先生の下でリウマチ診療をし
ておりましたご縁で，今回声をか
けていただきました。本日はよろ
しくお願いいたします。
後藤：では早速，本題に入ります。
まず，リウマチ疾患と喫煙の関係
は，今日どの程度認識されている
か。例えば，アメリカの代表的な
内科学教科書「ハリソン内科学」
（邦題）に喫煙とリウマチの関係
について記載されるようになったのは，ごく
最近のことです。第16版（2004年）で初めて，
リウマチ発症の環境因子として喫煙が関係
ありそうだということが少し書かれ，続く第
17 版（2008 年）では，リウマチに特異的な
自己抗体である抗 CCP 抗体の産生が喫煙
患者で非常に多いことが記載されました。と
ころが，最新の第 18 版（2012 年）になると，
急に，喫煙がリウマチの最大のリスクファク
ターであると明記されるようになりました。
樋上：それは大きな変化ですね。
後藤：呼吸器系や循環器系の疾患と喫煙の
関係は既によく知られていますが，リウマチ
と喫煙の因果関係についての認識は，教科
書に載ったとはいえ，まだ低いと思います。
最近の多くの論文で，リウマチは，喫煙者
では早期に発症し，重症化し，さらに悪性
化しやすいことが指摘され，禁煙によってリ
ウマチの症状が軽減すること，関節破壊を
予防できることが報告されています。この問

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。
平成 26 年度は 2年毎の診療報酬改定の
年であり，登録医等読者の皆さんがこの
稿に目を通す頃には，決着している筈で
すが，この時点では，ただリウマチ医療
の関係者にとって良い結果になることを
望むだけであります。
昨年末の新聞情報によれば，田村厚生
労働大臣はテレビに出演し，2014 年度の
診療報酬改定率に関し，「医療の質を整備
していくために，一定程度上げないとい

けない」と述べ，プラス改定を目指すと
発言されており，同じ紙面に厚生労働省
は，急性期病床の削減，リハビリや在宅
医療を充実させることを柱とした来年度
の診療報酬改定の基本方針案を，社会保
障審議会に示したとの記事がありました。
診療報酬の改定に関しては，当財団に

おいても医療保険委員会の検討を踏まえ，
日本リウマチ学会，日本整形外科学会等
と連繋し，生物学的製剤の診療報酬算定
について，厚生労働省に要望いたしまし
た。
生物学的製剤は，使用薬剤の選択，使

用のタイミング，副作用の発見等，安全
かつ有効に使用するため，リウマチ専門
医としての相応の技術が求められるもの
であり，点滴製剤，皮下注射製剤，入院，
外来等を問わず，「関節リウマチ等生物学
的製剤注射管理料」として技術料が算定
出来るようにと要望しており，更に，関
節リウマチ患者の医療費自己負担の軽減
に関しては，高額療養費制度における軽
減策を厚生労働省に要望しました。

当財団の活動を顧みますと，リウマチ
性疾患の診断，治療に関する優れた医師
を養成し，医療技術の進歩と診療水準の
向上を図るため，財団発足当初から日本
リウマチ財団登録医制度を設け，登録医
の育成に努めてきました。その後，急速
に進展したリウマチ医療の向上に合わせ，
平成 23・24 年に制度の改善を図りまし
たが，それに先立ち，平成 22 年には日本
リウマチ財団登録リウマチケア看護師制
度を発足しました。生物学的製剤の登場
等により，チーム医療の充実を図る観点
から，リウマチ性疾患のケアに関する優
れた看護師を養成する必要に応じた制度
であります。その結果 24 年度には千名を
超える登録リウマチケア看護師が誕生し，
25 年度は 540 名を超える新規登録申請が
あり，大変好評な制度であることを実感
しています。
リウマチ医療の現場で薬剤師の役割も，

より大きくなってきたことは言うまでも
ありません。薬剤師についても，登録リ
ウマチケア看護師制度と同様な制度につ

いて，昨年度から検討を進めた結果，日
本薬剤師会，日本病院薬剤師会の賛同を
得て，実現の目途が立ちました。アベノ
ミクスではありませんが，平成 22 年の 2
の矢，登録リウマチケア看護師に続いて，
3の矢，日本リウマチ財団登録薬剤師（仮
称）を放つことにより，1 の矢であるリ
ウマチ財団登録医と合わせた 3つの矢が，
緊密に連携・協働することによって，優
れたリウマチチーム医療を展開し，リウ
マチ性疾患の患者さん，御家族の皆さん
から頼られる医療を提供することによっ
て，患者さんの QOL，ADL の向上に一
層寄与出来ると考えています。
26 年度中に実現することをお約束して，

新年の御挨拶とさせていただきます。

平成 26 年　正月
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新年のご挨拶

喫煙が関節リウマチのリスクファクターであ
ることは，欧米では周知の事実であるが，日
本ではなぜか，医療者も患者も，喫煙とリウ
マチの関係についてほとんど関心を持たず，
大きな問題とされる気配は薄い。一体，これ
はどうしたことか。本紙編集部では，この事
態を憂慮し，禁煙挑戦者支援サイト「禁煙
マラソン」を主宰する日本禁煙科学会におい
て理事長を務めておられる奈良女子大学大
学院 保健管理センター 教授 高橋裕子 氏に

禁煙治療の重要性を語っていただき，リウマ
チの臨床医の立場として，奈良近郊の樋上
病院院長の樋上謙士 氏に参加していただき，
関節リウマチ患者の禁煙治療についてを今後
どうあるべきかを考える座談会を企画した。
聞き手は本紙編集委員長・後藤眞が務め

た。高橋 氏のユーモア溢れる禁煙治療心得
を中心に，樋上 氏のリウマチ治療現場から
の報告など，日常臨床に有益なヒントが豊富
に存在する座談会の内容をお伝えする。

左から樋上 謙士氏，高橋 裕子氏，後藤 眞編集委員長
話し手
高橋 裕子氏／奈良女子大学大学院 保健管理センター 教授
 京都大学附属病院 禁煙外来 日本禁煙科学会理事長
樋上 謙士氏／医療法人ひのうえ会 樋上病院理事長・院長
聞き手
後藤 眞編集委員長／ 東京女子医科大学東医療センター整形外科リウマチ科
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がタバコの影響を受けやすいことを示すデー
タがまだありません。
後藤：やはり肺疾患は重要ですね。リウマ
チは呼吸器系の疾患を合併する例が非常に
多く，リウマチの病態そのものの核心に近
い部分で，両者の間に何らかの関係性があ
ると認識されつつあります。リウマチ治療薬
の副作用には，間質性肺炎や肺線維症が多
く，われわれリウマチ専門医は，リウマチの
治療を始める際，患者さんがタバコを吸うか
どうか，肺疾患の既往
がないかどうかを考慮
して，治療薬を選択し
ています。樋上先生は，
患者さんが喫煙者かど
うか，あるいは肺疾患
があるかどうかは，ど
の程度考慮しています
か。
樋上：肺疾患，特に間
質性肺炎の有無には注
意しています。例えば，
最も標準的なリウマチ
治療薬のメトトレキサー
トは，日本人に投与す
る場合は間質性肺炎の
リスクファクターになる
可能性が高い。つまり，
ファーストチョイスで使
う薬から既に投与の適
否の判断を迫られるわ
けです。セカンドチョイ
スのレフルノミドでも，
同じように間質性肺炎
が問題になります。そ
こで，必ず肺のレントゲ
ン，あるいはCTを撮っ
て，間質性肺炎の有無
をチェックするようにし
ています。タバコについ
ては，当院の問診票に，
喫煙の有無を尋ねる欄がありますが，タバコ
を吸っているから薬の選択を変えるというこ
とは，現段階ではしておりません。
後藤：いろいろな領域の薬，例えばβ遮断
薬や，麻酔薬，鎮静剤，インスリン製剤な
どは，タバコと相互作用を起こすことが知
られていますが，リウマチ患者に処方する
NSAIDs やステロイド，DMARDs や生物学
的製剤がタバコと相互作用を起こすという話
は，今のところ聞いたことがありません。高
橋先生は，そのような報告を何かご存じで
すか。
高橋：循環器系疾患の薬や精神科の薬は，
喫煙の影響を受けるのですが，リウマチの
薬に関しては，喫煙と関係があるという話を
聞きません。
後藤：やはり，そうですか。今まで注意が
向けられてこなかったから，そういうデータ
もないということでしょうか。

医療従事者の喫煙率が高い

後藤：ところで，禁煙外来を受診する一般
的な患者さんのプロフィールは，どんなもの
でしょうか。
高橋：それは難しいご質問です。男性に関
して言うと，今の喫煙者は，タバコを吸うの
が当たり前という時代に育ってきた方々です
から，プロフィールとして特別なものは感じ
られない，というのが正直な感想です。一
方で女性に関しては，現在 30 代の女性は
別として，タバコを吸う女性は同年齢の集団
の中では少数ですし，社会全体が禁煙に向
かっている世の中なのに，それでもタバコを
吸うということは，やはり何か特別な理由が
あると見なければなりません。彼女らの喫煙

15 ～ 20％と言われており，一方，日本では，
喫煙者全体に占める女性の割合が相対的に
小さく，また，リウマチ患者のうち7割が女
性であることなどを考えて，私は，日本のリ
ウマチ患者の喫煙率は10％ぐらいと推定して
います。樋上先生のところでは，どうですか。
樋上：当院で生物学的製剤を投与している
患者さん 162 名を対象に，現在の喫煙ある
いは過去の喫煙歴の有無を調べてみたとこ
ろ，不明の方を除き，全体で 21.9％が喫煙
していました。女性では 14.2％が喫煙者で
した。10 年にわたって調べたので，これ
を 5年ごとに区切ってみると，患者さん全
体の喫煙率は，前半の 5年間が 27.0％，後
半の 5年間は 18.4％に下がっていました。
女性だけを見ると，前半は 20.4％，後半は
10.0％で，やはり下がっていました。
後藤：年齢層別では，どうでしたか。
樋上：それは今回，検討しませんでしたが，
高齢の方ほど喫煙者が多いという印象があ
りました。
後藤：やはりそうですか。高橋先生，日本
全体では，年齢層別の喫煙率にはどんな傾
向がみられますか。
高橋：女性の喫煙率について言うと，かつ
ては若い人の喫煙率が高く，20 代の喫煙
率が 30％などという時代もありましたが，
今の 20 代女性でタバコを吸う人は 20％ぐ
らいです。今から 10 年前に 20 代だったグ

行動の背景に社会的なストレスを想定する見
方もあり，実際，臨床像としても，ニコチン
に対する心理依存か身体依存のどちらかが
顕著にみられる例が多いと感じます。
後藤：医療関係者は結構，喫煙率が高いで
すね。看護師も，医者も。
高橋：はい。以前は，特に男性の医師が，
まるで医師というステータスの象徴である
かのように吸っていましたが，2008 年の日
本医師会の調査では，男性医師で約15％，
女性医師は約 5％と減少していました。看
護師に関しては 2001年には，男女あわせ
て 25.7％、女性看護師だけでも24.5％と、
25％近い喫煙率でした。
後藤：25％？そんなに少なかったですか。
高橋：その調査は，調べ方が特殊で，大病
院だけを対象にしていたから少なく出たかも
しれませんし，実際はもっと多いだろうと当
時も言われていました。その後，日本看護
協会が懸命に禁煙運動を推進した結果，最
新データではありませんが，女性看護師の
喫煙率は，18.5％まで下がっています。しか
し，それでも一般女性の喫煙率に比べれば
約 2 倍です。また非常に多くて驚いたのは
歯科医師の喫煙率で，男性が 29.9％でした。
後藤：歯科医師は，歯をきれいにしなけれ
ばならないし，フェース・トゥ・フェースで診
療するから，タバコがにおったら，まずいと
思いますが。
高橋：本当にそうですね。でも，これは日
本歯科医師会が調べたデータです。

日本禁煙学会（JASCS）のホームページ
（http://www.jascs.jp/）に掲載されている
「禁煙科学 Vol. 7（08）, 2013」後藤氏の
寄稿文も参照されたし。

ループ，つまり，今 30 代のグループが現在，
喫煙率のピークをなしています。10 年経
過すると，これが 40 代に移動します。こ
の世代より下の世代はそれほどタバコを吸
わず，上の世代はもっと吸わなくて，喫煙
率が 10％を切っています。つまり，10 年
前に 20 代で喫煙率の高かった人口集団が，
女性全体の喫煙率を引き上げています。
後藤：そうですか。しかし，樋上先生も同
じでしたが，私の印象では，高齢の女性に
タバコ好きが多いという気がするのですが。
高橋：現在，高齢層にある女性は，タバコ
は健康によくないという教育を受けていま
せんから，女性全体を若年者と高齢者に大
きく分けて見れば，おっしゃる通りだと思
います。

タバコの害と
リウマチの合併症は似ている

後藤：喫煙によって，病気のリスクはどれぐ
らい増大しますか。また，タバコは，吸う人
自身よりも，その周りの人が受ける，いわゆ
る「受動喫煙」の害のほうが大きく，男性よ
り女性のほうがタバコの害を受けやすいとい
うことも言われていますが，そのあたりはど
うなのでしょうか。
高橋：例えば，心筋梗塞はタバコの影響を
受けやすく，能動喫煙でも受動喫煙でも，
また男性も女性も関係なく，喫煙者は非喫
煙者の1.5 倍ぐらいにリスクが増えることが
分かっています。男性より女性のほうがタバ
コの影響を受けやすいのは，COPD（慢性
閉塞性肺疾患）を中心とする肺疾患で，女
性は男性より少ない本数で発症すると言われ
ています。そのほか，女性特有の疾患も喫
煙によってリスクが増えますが，肺疾患は，
タバコから受ける影響の大きさが際立ってい
ます。関節リウマチに関しては，女性のほう

リウマチ患者の喫煙率
2012/12/6 発表の 2011年の「国民健康・栄養調査」で
喫煙率 20.1％，男性 32.4％，女性 9.7％ 2010 年に増税

調査年 例数 喫煙歴有 喫煙歴無 不明

兵庫医大 2004 N＝ 115
29.6％（34）70.4％（81）
男性
78.3％

女性
17.4％

男性
21.7％

女性
82.6％

エタネルセプト 2005/3 ～
07/3 N＝ 7091 16.5％ 83.5％

トシリズマブ 2008/4 ～
09/7 N＝ 7901 15.0％

（927）
85.0％
（5254） 1720

アダリムマブ 2008/6 ～
09/12 N＝ 3000 12.8％ 87.2％

米国早期RA 2012 報告 N＝ 412 29％（119） 71％（293）

樋上病院
Bio 投与患者 2003 ～ 13 N＝ 162

21.9％（33）78.1％（118）
11男性

51.6％
女性
14.2％

男性
48.4％

女性
85.3％

樋上病院リウマチ患者の喫煙率
樋上病院のBio 投与患者の喫煙率は 21.9％であった。
前半 5 年の喫煙率は 27.0％，後半 5 年では18.4％であり，疾
患活動性が軽快したためBioを中止した例での非喫煙率は
92.3％であった。

調査年 例数 喫煙歴有 喫煙歴無 不明

樋上病院
Bio 投与患者 2003 ～ 13 N＝ 162

21.9％（33）78.1％（118）
11男性

51.6％
女性
14.2％

男性
48.4％

女性
85.3％

樋上病院
Bio 投与患者
前半

2003 ～ 08 N＝ 67
27.0％（17）73.0％（49）

4男性
51.6％

女性
20.4％

男性
51.6％

女性
79.6％

樋上病院
Bio 投与患者
後半

2008 ～ 13 N＝ 94
18.4％（16）81.6％（71）

7男性
52.9％

女性
10.0％

男性
47.1％

女性
90.0％

調査年 例数 喫煙歴有 喫煙歴無 不明

樋上病院
Bio 軽快中止 2003 ～ 13 N＝ 15

7.7％（1） 92.3％（12）
2男性

1
女性
0

男性
1

女性
10

高橋 裕子氏 樋上 謙士氏

喫煙問題座談会は 123号に続きます
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検査を行いますか。ACR/EULAR の診療
指針に基づいて，問診と運動機能評価を優
先しますか。単純 X線撮像，血液検査は
どうされていますか。C反応性タンパク質
（CRP），赤血球沈降速度（ESR），抗シト
ルリン化ペプチド抗体（ACPA），リウマ
トイド因子（RF），血球数，血液生化学，
検尿などの検査は実施されますか。
患者のほとんどは，当施設受診前に全血

球計算（CBC），血液生化学，検尿，RF，
関節単純X線撮像などを済ませています。
ですから当施設では，既往歴，運動機能
を実施したのち，肝炎検査，結核菌検査，
ツベルクリン反応，胸部単純 X線撮像，
ESR，CRP，ACPA などを追加オーダー
します。
―Disease Activity Score（DAS）とSharp Score
による評価についてはいかがですか。
当科には，DAS や Health Assessment 

Questionnaire（HAQ）による評価を実施
している医師もいますが，Sharp Score は
実施していません。
―超音波エコー，MR，CTなどの画像診断
はどの程度の頻度で実施されていますか。
ルーチンで画像診断をオーダーすること

はありません。MRは，足首や肩の痛みを
訴える患者に対し，滑膜炎と腱炎の鑑別に
使用します。また，脊椎関節症患者の仙腸
関節炎の活動性を評価する際や，単純X線
撮像で所見が認められないにもかかわらず
大腿部痛を訴える患者の無血管性骨壊死や
大腿骨/骨盤骨折の除外診断に使用します。
当施設の物理療法医学科の医師の中に

は，超音波検査を非関節性骨格筋の評価や
関節内注入時のガイドとして積極的に使用
している者もおります。
―超音波エコー検査は，医師が施行するの
でしょうか。
当施設には最新鋭の超音波エコー機器を

導入済みです。若手のリウマチ専門医が使
用を開始したところです。
―先生は，通常どのような治療を行ってお
られますか。
通常はACRが第一選択としているメト

トレキサート（MTX）で開始し，2～ 3ヵ
月をかけて増量します。2～ 3 ヵ月で効果
不十分の場合には，MTXへのサラゾスル
ファピリジンの追加併用，抗リウマチ薬の
3剤併用，MTXへの生物学的製剤の追加
併用などを考慮します。少数ですが，ヒド
ロキシクロロキンが有効な患者もみられる
ため，同剤を考慮することもあります。
―整形外科的処置や手術が必要な場合，ど
のような手順で整形外科に紹介されるので
すか。普段から整形外科医と共同診療した
り症例について話し合ったりすることはあ
るのでしょうか。
当施設の整形外科部門は充実しており，

人工関節置換術の適応の可否や整形外科的
見地から必要と思われる処置について意見
を聞いています。このような照会は，電子
カルテ上で可能です。また，リウマチ科，
放射線科，物理療法医学科，整形外科によ
る骨格筋に関するコンファレンスを毎週開
いています。ステロイド製剤も痛みの緩和
には有効だと思いますが，MTXと生物学
的製剤併用時には，速やかに中止すること
を考えます。

米国におけるリウマチ診療の動向

―ここ数年間に，先生の施設を受診するリ
ウマチ患者数に変化はありましたか。
患者数は増加しています。その理由は以
下のようであると思います。まず，プラ
イマリケア医から当科への紹介が増加し
ていること，次にリウマチ患者が他の医療
保険機構から Kaiser Permanente Health 
Insurance に契約を切り替えていること，
そして，三番目は推測ですがリウマチ有病
率の増加です。
―Kaiser Permanente Health Insurance の
制度について教えてください。
Kaiser Permanente Health Insurance
は，米国で最大規模の民間の非営利
Health Maintenance Organization（保険
維持機構：HMO）の１つで，月額固定会
費前払診療 /現物給付システムによる健康
保険業務を行っています。
保険の加入者は，ルーチンの診療は
Kaiser Permanente Health Insurance 傘
下の医療機関で受ける必要がありますが，
緊急を要する治療は全世界どこでも患者負
担なしで受けることが可能です。
―Kaiser Permanente Health Insuranceと医
師の関係はどのようになっているのですか。
保険会社と医師は契約を結び，保険会社
は医療施設や機器を提供するとともに診療
報酬を医師に支払います。医師は，患者を
診療しますがその際，治療方針は自由に決
めることができます。例えば，生物学的製
剤の使用に関しても特に制限はありません。

米国のリウマチ臨床の現状

―先生の施設を受診する外来患者の年齢層，
性比，人種，加入医療保険などの背景につ
いて教えてください。また，患者はどのよ
うな経緯から受診するのでしょうか。例え
ば，一般内科医や家庭医からの紹介で受診
するのですか。リウマチ専門医は，地域ご
とに分担が決まっているのでしょうか。遠
方から受診する患者はいるのでしょうか。
受 診 す る 患 者 は す べ て が，Kaiser 
Permanente Health Insurance の健康保険
加入者です。Kaiser Permanente Health 
Insurance は，サンディエゴ地域だけでも
50 万人以上の加入者がいます。
サンディエゴ地域には，互いに 35 マイ
ル（約 56 km）離れた 2つの医療施設があ
ります。通常，保険加入者は一般内科医か
家庭医を受診しますが，中には整形外科医，
物理療法医学・リハビリテーション医など
のMedical Subspecialist 注）の医師を受診
する人もいます。これらの患者のうち，専
門医による診療が必要と判断された人が，

―先生は，非ステロイド性消炎鎮痛薬
（NSAIDs）に言及されませんでしたが，
私の臨床経験では，慢性炎症性疾患である
リウマチでは，炎症も複雑化しており，抗
リウマチ薬や生物学的製剤だけでは抑制不
能な炎症があると思われます。そのような
際，NSAIDs が炎症抑制に有効であること
があります。
私も同意見です。私自身も，NSAIDs に

より病勢が軽快した例を経験しています。

患者教育の工夫

―日本では，インターネットの普及に伴い
65歳以下の層ではネット情報によりリウ
マチについて詳しい患者もいます。米国で
はいかがでしょう。
わが国でも日本同様，ネット情報があふ

れていますが，その内容は玉石混交です。
そこで，患者には誤った情報があることを
理解してもらうため，例えばMayo Clinic
のような良質の情報を提供しているホーム
ページについて話し合うなどして，誤った
知識を持たないよう誘導しています。
―患者とのコミュニケーションで工夫され
ていることはありますか。
メールで直接患者からの質問に答える

サービスを実施しています。医療者は患者
の考えをはっきりと知ることができます
し，患者も比較的早く医師から回答がもら
えるため，利点は多いと思います。ちなみ
に，このサービスは保険がカバーするため，
患者負担はありません。
また，電話相談も実施しています。患者

からの電話は，まず電話相談担当看護師が
受け，その段階でスクリーニングし，医師
との相談が必要とみなされた患者には医師
から電話します。このような電話相談の利
用は，プライマリケアにおける新規プロ
ジェクトとして，「テレメディシン」の名
前で，最近制度が発足しました。

リウマチ診療の今後の展望

―米国におけるリウマチ医療施設の将来展
望についてお聞かせください。私の古い知
識では，米国のリウマチ専門医の平均収入
は，専門医の中で最低レベルのようですが。
リウマチ専門医と内分泌専門医はともに

低収入で，プライマリケア医も同様に低収
入です。循環器専門医と消化器専門医が最
も高収入となっています。このような収入
格差は，今後のリウマチ医療の発展にも影
響すると考えています。

（後藤 眞）

われわれの施設を受診しま
す。
注）Medical Subspecialist：
米国の専門領域は，神経
外科学，物理療法医学・
リハビリテーション医
学，産婦人科学，整形外
科学，内科学など 24 領
域に分けられ，さらに 24
領域のそれぞれに複数の

subspecialty が設けられており，全体で
110 の subspecialty で構成されている。
（Jpn J Rehabil Med. 47(1):27-30, 2010）
―先生が所属されているリウマチ科のス
タッフ数を教えてください。看護師，事務
方，メディカルクラークはそれぞれ何人で
しょうか。
リウマチ科のスタッフは，リウマチ専門

医 5人，日本でいう正看護師 1人，准看護
師 1人，事務方 2人，医療助手 5人，パー
トタイムのクラーク 1人です。
―先生は 1日に何人の患者を診られるの
でしょうか。
診察時間は 8時 30 分から 17 時で，新患

が 3～ 5人，再診が 12 ～ 15 人です。
―再診患者の来院頻度はどのぐらいですか。
3 ～ 6 ヵ月ごとに来院します。

―先生の施設に所属するリウマチ専門医
は，ACR の会員でしょうか。また，こち
らの施設では，ACR の会員であることが
採用の前提となりますか。
当施設で勤務するリウマチ専門医

は，全員が American Board of Internal 
Medicine の認定リウマチ医です。また，
全員が ACR の会員ですが，ACR の加入
は就任に必須ではありません。
― サ ン デ ィ エ ゴ 地 区 で，Kaiser 
Permanente Health Insurance 傘 下 以 外
の医療施設と連携を取っておられますか。
例えば，UCSD（University of California 
San Diego）Medical Center や VA
（Veterans Aff airs）San Diego Hospital の
ような大規模病院との関係をどのように構
築なさっていますか。
私自身は，UCSD Medical School 内科

の臨床教授を務めており，毎週金曜日午前
のリウマチ学科の症例検討会に参加してい
ます。当科は，内科レジデントと学部生の
リウマチ学科ローテイト施設となっていま
す。私は，学部生の初年度に骨格筋の理学
診断について講義しています。
―近隣地区のリウマチ医療関係者と意見交
換の場はありますか。
San Diego Rheumatology Society が設

立されており，年に 1回意見交換の場が設
けられています。

リウマチの診断と治療方針

―リウマチの治療方針はどのように決定さ
れますか。例えば，ACR/EULAR の診療
指針に基づき，診断と治療を決定されるの
でしょうか。
ガイドラインの推奨をベースに診療を進

めますが，個々の医師が方針を決めること
もあります。
―リウマチ疑いの初診患者にはどのような

2013 年 10月26日から30日の 5日間，
米国リウマチ学会（ACR）が米国サンディエ
ゴで開催された。当学会には，後藤眞編集
委員長旧知のDr. Alan H. Cohenが参加し
ていたため，米国における関節リウマチ（リウ
マチ）の臨床の場における取り組みについて，
後藤氏がインタビューしたのでその内容を紹
介する。
D r .  C o h e n は，Un i v e r s i t y  o f 

Pennsylvania School of Medicine 卒 業
後 University Pittsburgh Health Center 

Hospital でインターンとレジデントを経験，
現 在 は Kaiser Permanente San Diego 
Medical Centerでリウマチ専門医として勤務
している。Kaiser Permanente San Diego 
Medical Centerは，米国の民間医療保険機
構であるKaiser Permanenteが運営する，リ
ウマチ科をはじめ循環器科，糖尿病科，外科
などを擁する392床の病院である。
現地取材に伺う前に，あらかじめいくつか

の質問をDr. Cohenには投げかけている。
その回答も含めて，インタビューを行った。

話し手
Dr. Alan H. Cohen, MD（Kaiser Permanente San Diego Medical Center）
聞き手
後藤 眞編集委員長  東京女子医科大学東医療センター整形外科リウマチ科

左からDr. Alan H. Cohen と後藤 眞編集委員長

テレメディシンのしくみ
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我 が 国 に お け る 抗 リ ウ マ チ 剤
（DMARDs）開発の歴史は 1986 年に発
売 さ れ た Lobenzarit Disodium（ カ ル
フェニール：CCA 以下カルフェニール）
によって幕が開いた。カルフェニール
は，superoxide（O2－ ），hydroxy radical 
（OH・），singlet oxygen （1O2） などの生
体内活性酸素が組織障害を示すことが注目
され，その捕捉物となる物質の探索段階で
見出された化合物である。
一方，筆者を含めた中外製薬が，「なぜ

自己免疫反応が引き起こされるか」という
命題に取り組むことになったきっかけも，
このカルフェニールに話は遡る。話の始ま
りは，1974 年のある朝のことであった。

研究所の最寄り駅である高田馬場駅から
の出勤途上，歩きながら別の研究室の研究
員からある相談を受けた。「カルフェニー
ルは，免疫抑制作用も抗炎症作用もないの
に関節炎の症状を改善する。その機序は何
なのか」という問いかけであった。
ラットに結核菌を注射すると関節炎が発
症する。関節リウマチ（以下 RA）の動物
モデルとして頻用され，RA治療薬の評価
法として用いられていた。この関節炎モデ
ルで有効性を発揮する薬物としては，免疫
抑制剤，ステロイド，それから非ステロイ
ド抗炎症薬が知られており，同じ作用を示
すカルフェニールはそのいずれにも属さな
かったので，異色の化合物であった。
またいずれの薬剤も，投与量の増加によ
り効果が増強するが，カルフェニールは投
与量に至適量が存在し，それ以上投与量を
増やすと効果が減弱することも，他の化合
物と大きく異なる特色であった（1）。しば
らくその訳をはかりかねていたが，あると
きほとんど日課であった新着雑誌の目次検
索をしていた図書室でその謎は氷解した。
1975 年のランセット誌上に「マクロファー
ジを活性化させ，免疫を増強する作用を有
する駆虫薬レバミゾールが，関節リウマチ
患者の症状を改善した」と記載されてい
るコラムを見つけた（2）からである。たか
だか 10cm四方程度の小さな記事であった
が，目次のタイトルを筆者らは見逃さな
かった。

そもそも，カルフェニールは抗酸化剤と
して研究されていた化合物であり，マクロ
ファージを活性化して異物貪食能を増強す
ることも知られていた。そうであるならば，
リンパ球を活性化させ免疫を増強する作
用が期待できるのではないかと考えた（3）。
では，なぜリンパ球活性化作用がRAの症
状改善に繋がるのか。筆者らが，「レバミ
ゾール」，「免疫増強作用」，「RA治療効果」，
この 3つのパズルのピースを組み合わせた
結果，生まれた発想が以下のようなメカニ
ズムであった。
　
当時の一般的な考え方では，リンパ球に
はＴ細胞とＢ細胞の二種類があり，抗体産
生細胞に分化するのはＢ細胞だけ。Ｂ細胞
を増殖活性化させるのはヘルパーＴ細胞と
呼ばれる細胞であり，抑制性のＴ細胞は逆
にＢ細胞の活性化を抑制する働きを担って

いると考えられていた。RAと同じ自己免
疫疾患である SLE では，自己の成分であ
るDNAなどの核構成成分に対する自己抗
体を産生するが，このような患者さんでは
抑制性Ｔ細胞の機能が低下していることか
ら，このことが自己抗体の産生を誘発する
原因ではないかという説が有力であった。
当時（1970 年代中ごろ），東京大学免疫
学教室の多田富雄先生や R.K. Gershon 博
士（The Department of Pathology, Yale 
Univers i ty  Schoo l  o f  Medic ine），
L.A.Herzenberg 博士（The Department of 
Genetics, Stanford University School of 
Medicine）らによりこの抑制性Ｔ細胞と
してのサプレッサーT細胞の存在が提唱
されていた。そこで筆者らは，上述の実験
的証拠に基づいて「カルフェニールは低下
したこのサプレッサーＴ細胞機能を回復さ
せ，免疫のバランスを正常化させることに
よって関節炎を抑制する」との推論を立て
たのである。

カルフェニールの免疫調節作用―
NZB/NZW　F1マウスでの研究

この仮説をアジュバント関節炎モデルで
証明しようと様々試みたが，なかなか思
うような結果が得られなかった。そこで
取り組んだのが，ニュージーランドブラッ
ク（NZB）とニュージーランドホワイト
（NZW）の第一代交雑種で，NZB/NZW 
F1 マウス（以下，ニュージーランドマウス）
と呼ばれているマウスでの実験であった。
このマウスは自己免疫疾患である SLE を
自然発症する優れたモデルであり，加齢に
伴ってサプレッサーＴ細胞の機能が低下す
ることが報告されていた。もし，このマウ
スにカルフェニールを投与して，サプレッ
サーＴ細胞の機能を回復できれば，自己抗
体の産生を抑制して病気の発症を予防する
ことが実証できると考えたのである。
この仮説は的中した。カルフェニールは

サプレッサーＴ細胞機能を活性化し，疾患
を予防し，マウスの寿命を著しく延長した
のである（4，5）。一方，果たしてカルフェ
ニールはどのような作用機序で低下したサ
プレッサーＴ細胞の機能を高めているのだ
ろうか，筆者らの興味はかきたてられた。

基礎から臨床研究へ，
そして日本発の最初の
RA治療薬として製造販売許可へ
今思えば筆者らの若さゆえの大胆な仮説

であったが，その当時RA治療薬の臨床開
発の権威であった順天堂大学の塩川優一先
生に本剤の開発について御意見を伺ったと
ころ，「もしそのような免疫異常を正常化
する作用がヒトの自己免疫疾患においても
同じように実現するならばこれは画期的な
ことになる」と，我々の考えに共鳴し，以
降の研究を指導していただけることになっ
た。
当時UCLAから帰国したばかりの安倍

千之先生らによって，カルフェニールは
MRL/lpr マウスにおいて自然発症する関
節炎を抑制することが明らかにされ（6，7），
東北大病理学の澤井高志先生，京極方久先

生，同大学免疫学の熊谷勝男先生，伊東恭
悟先生，東京医科歯科大学小児科の矢田純
一先生，東京女子医大リウマチ痛風セン
ターの西岡久寿樹先生，宮坂信之先生，後
藤 眞先生，京都大整形外科の上尾豊二先
生，慶應大学内科安倍 達先生，ハーバー
ド大学ダナファーバー研究所の森本幾夫先
生，竹内 勤先生らによって，RAなど自
己免疫疾患においてはサプレッサーＴ細胞
機能の質的および量的低下などが観察され
ること，カルフェニールがサプレッサーＴ
細胞の数や機能を回復させる作用があるこ
となどが，次々と明らかにされた（8～ 16）の
である。
また，塩川優一先生を代表世話人とする

全国多施設第Ⅲ相二重盲検比較試験および
大阪リウマチ X線研究会（前田 晃先生，
七川勧次先生，小松原良雄先生，田中清介
先生他）主催による多施設三群比較長期投
与試験などにおいてRAに対するカルフェ
ニールの臨床的有効性が相次いで確認され
た（17 ～ 19）。
同時に，RA臨床症状の改善に伴って血

中免疫グロブリン，免疫複合体等の諸種免
疫パラメータの異常を是正する所見も得ら
れたことから，カルフェニールは免疫異常
の改善を介して抗リウマチ作用を発揮する
可能性のある薬剤（20）として 1983 年に製
造承認申請が行われ 1986 年に新規医薬品
として承認された。

カルフェニールが世に出たちょうどその頃，
日本リウマチ学会 /日本リウマチ協会共催
の免疫調節剤に関するシンポジウムにて筆
者らは，司会の九州大学温泉研究所の延永 
正先生より「免疫調節剤の定義を提唱するよ
うに」との指示を受け，１）急性炎症反応
に対する抑制作用を有していないこと，２）
正常マウスの免疫機能に影響しないこと，
そして，３）MRLマウスの自己免疫病発症
を抑制すること，これら３点を述べた。参
加者からは誰も異論がなく，この３条件を
免疫調節剤の定義とされたことを今も感慨
深い記憶として有している（21）。
カルフェニールは，サプレッサーＴ細胞

機能を活性化するという革新的作用機序を
持った国産初の免疫調節性抗リウマチ剤と
して世の注目を集め，発売早々数万人の
RA患者の治療に用いられ瞬く間に抗リウ
マチ薬として確固たるブランドポジション
を得た。

国産の抗リウマチ薬を
応援し続けてくれた
リウマチ医療界の先人たち
振り返ってみると，これは米国ACRに

て画期的な抗TNFα抗体が登場してくる
10数年前の出来事であった。カルフェニー
ルの実臨床での効果は必ずしも満足のいく
ものではなかったが，「国産初の抗リウマ
チ剤開発に勇猛果敢に挑戦し，RAにおけ
る免疫異常の存在とその重要性を広く知ら
しめたカルフェニールは本邦のリウマチ学
の発展およびリウマチ学会に対して多大な
る貢献をしたことになる。うまくいかな
かった場合には失敗ではなく将来に向けて
学習したと考えれば良い。この経験を活か
して，本邦のリウマチ学をさらに飛躍発展
させるべく，次世代の優れた抗リウマチ剤
の開発を目指してして欲しい」という，心
に沁みるような大変有難い励ましの言葉
を，当時の日本リウマチ学会幹事長の安倍 
達先生，神戸大整形外科の広畑和志先生，
聖マリアンナ大難病研究センターの水島裕
先生など多くの先生から頂き，捲土重来を
期した我々がいた。
その後，IL-6 が自己免疫疾患に深い関わ

りを有することが大阪大の岸本忠三先生ら
により見出されたことを契機に IL-6 阻害

剤の探索研究が始まり，国産初のRA抗体
製剤開発へと繋がっていったのは多くの方
がご存じだろう。国産初の免疫調節性抗リ
ウマチ剤の研究開発を通じて育まれた「国
産のリウマチ薬を」という育薬の思想は，
次世代 RA抗体製剤開発の礎となったと，
今も感慨深く思う次第である（22）。

謝辞： 我が国の抗リウマチ薬研究開発の歴
史を「日本リウマチ財団ニュース」
に記録として残すことを企画された
後藤 眞先生（本誌 編集委員長，日
本リウマチ財団評議員）より，国産
初の抗リウマチ薬の歴史を紹介する
機会を与えて頂きましたことに深謝
いたします。
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H26.1 ～H26.3）］

  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。

2/27（木）19:00　1単位 北海道
三木会 学術講演会
帝人ファーマ㈱
徳増 武行
Tel.0166-25-7471

2/21（金）20:00　1単位 北海道
第2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

2/21（金）19:15　1単位 北海道
第9回 帯広・十勝地区リウマチ講演会
武田薬品工業㈱
今村 宗明
Tel.080-4324-3427

2/15（土）17:30　1単位 北海道
第13回 旭川関節疾患カンファランス
旭化成ファーマ㈱
伊東 将志
Tel.0166-24-2805

2/6（木）19:00　1単位 北海道
第11回 新さっぽろリウマチ・膠原病懇話会
エーザイ㈱
杉本 克夫
Tel.011-851-6171

1/24（金）19:20　1単位 北海道
旭川T Cell セミナー
ブリストル・マイヤーズ㈱
岩井 正人
Tel.0166-22-0768

北海道・東北

2/5（水）19:10　1単位 山形
第27回 山形リウマチ研究会
旭化成ファーマ㈱
千田 耕生
Tel.023-624-3762

3/15（土）17:30　1単位 宮城
第73回 宮城リウマチ外科研究会
東北薬科大学病院 整形外科
佐野 徳久
Tel.022-259-1221

2/15（土）18:30　1単位 宮城
第25回 東北リウマチ診療研究会
中外製薬㈱
加藤 尚志
Tel.022-225-8551

2/14（金）19:30　1単位 岩手
第15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

3/8（土）17:00　1単位 北海道
第39回 北海道リウマチ研究会
科研製薬㈱
佐藤 理
Tel.011-222-2754

3/1（土）18:15　1単位 北海道
第五回 道北臨床リウマチ研究会
中外製薬㈱
藤田 亮介
Tel.0166-24-6311

3/1（土）16:00　1単位 北海道
骨粗鬆症治療update2014
帝人ファーマ㈱
萩野 幹樹
Tel.011-219-6627

3/8（土）18:40　2単位 栃木
第20回 宇都宮市リウマチ研究会
アステラス製薬㈱
中山 達夫
Tel.028-650-5102

2/6（木）20:05　1単位 栃木
第10回 栃木骨粗鬆症集談会
ＭＳＤ㈱
栗栖 幸子
Tel.028-649-7923

1/31（金）19:10　1単位 茨城
第13回 取手リウマチ懇話会
ファイザー㈱
細井 敦弘
Tel.080-3584-0071

1/24（金）19:05　1単位 茨城
第4回 茨城T細胞研究会
ブリストル・マイヤーズ㈱
萩原 紘子
Tel.029-226-3335

関東・甲信越

2/1（土）17:15　1単位 福島
第11回 臨床リウマチ懇話会
ファイザー㈱
片山 哲也
Tel.080-3584-8403

3/8（土）16:30　2単位 山形
第28回 山形リウマチ研究会
ファイザー㈱
浅倉 康正
Tel.023-633-8720

2/27（木）19:15　1単位 群馬
第8回 群馬東毛リウマチ研究会 講演会
ファイザー㈱
戸谷 憲嗣
Tel.027-328-6121

1/25（土）19:00　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー（2014/01）
ブリストル・マイヤーズ㈱
佐藤 順一
Tel.027-328-1310

3/13（木）20:00　1単位 埼玉
第8回 毛呂山リウマチセミナー
田辺三菱製薬㈱
佐藤 英明
Tel.049-241-3711

2/27（木）19:45　1単位 埼玉
第5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

2/26（水）20:00　1単位 埼玉
第7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

2/19（水）20:00　1単位 埼玉
第18回 川越リウマチ懇話会
参天製薬㈱
平原 滋
Tel.0120-310-106

2/7（金）19:45　1単位 埼玉
第62回 埼玉リウマチ研究会
埼玉医科大学 リウマチ膠原病科
三村 俊英
Tel.049-276-1462

2/6（木）19:00　2単位 埼玉
第21回 埼玉骨・関節疾患研究会
エーザイ㈱
長井 伸之
Tel.049-245-6321

2/15（土）17:20　1単位 東京
第22回 臨海リウマチ性疾患談話会
ファイザー㈱
三宅 裕二
Tel.080-5059-2117

1/31（金）19:15　1単位 東京
第1回 東京リウマチ登録医の会
ブリストル・マイヤーズ㈱
森 景太郎
Tel.03-6705-7070

1/30（木）18:30　2単位 東京
第16回 骨とリウマチ研究会
中外製薬㈱
横川 直樹
Tel.03-3346-0223

1/16（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

1/15（水）20:00　1単位 東京
第6回 城北線維筋痛症研究会
日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野
村上 正人
Tel.03-3972-8111

2/15（土）18:00　1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

2/6（木）19:40　1単位 神奈川
The 12th Yokohama Bone＆Joint Seminar
横浜市立大学大学院医学研究科
草山 喜洋
Tel.045-787-2655

1/22（水）20:00　1単位 神奈川
県央PADカンファレンス
岡本整形外科
岡本 仁志
Tel.046-262-2080

3/6（木）20:00　1単位 東京
第7回 ASHURAの会（All SHowa 
University RA 研究会）
昭和大学病院 整形外科
豊島 洋一　Tel.03-3784-8543

2/15（土）18:00　1単位 東京
第19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

2/6（木）20:00　1単位 神奈川
第11回 川崎リウマチ懇話会
田辺三菱製薬㈱
北目 武史
Tel.045-472-2653

2/28（金）19:20　1単位 神奈川
第12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

2/28（金）19:30　1単位 神奈川
第11回 藤沢リウマチネットワーク講演会
田辺三菱製薬㈱
田村 純也
Tel.046-228-2531

2/26（水）19:00　2単位 神奈川
第10回 神奈川リウマチ治療ネットワーク
田辺三菱製薬㈱
佐々木 究
Tel.045-830-5921

2/14（金）20:00　1単位 神奈川
第25回 三浦半島リウマチ懇話会
ファイザー㈱
佐藤 達哉
Tel.080-3584-8328

2/14（金）20:00　1単位 神奈川
第14回 川崎・横浜骨粗鬆症とリウマ
チを語る会
宮川病院
小酒井 治　Tel.044-222-3255

2/10（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.046-228-2531

東海・北陸

3/1（土）16:10　1単位 新潟
第20回 新潟リウマチのケア研究会
エーザイ㈱
平田 崇
Tel.025-243-4855

2/22（土）16:00　2単位 長野
第3回 信州リウマチセミナー
（社）抱生会 丸の内病院
山﨑 秀
Tel.0263-28-3003

2/1（土）17:00　1単位 長野
第5回 SRJミーティング
田辺三菱製薬㈱
池上 浩靖
Tel.026-224-7130

3/15（土）20:30　1単位 神奈川
第6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

2/1（土）17:00　2単位 愛知
愛知県整形外科医会教育研修講演会
旭化成ファーマ㈱
青木 護
Tel.0564-27-0226

1/18（土）17:00　1単位 愛知
第20回 東海関節鏡研究会
帝人ファーマ㈱
森岡 泰規
Tel.052-249-3910

3/15（土）18:00　1単位 静岡
第23回 静岡リウマチ治療研究会
ファイザー㈱
久松 圭
Tel.052-231-8611

2/1（土）17:30　1単位 静岡
第39回 静岡リウマチ懇話会
科研製薬㈱
小林 聡和
Tel.053-450-1265

3/15（土）17:00　1単位 岐阜
第41回 岐阜人工関節フォーラム
大橋・谷整形外科
大橋 俊郎
Tel.058-272-0011

2/1（土）18:30　1単位 岐阜
第28回 岐阜リウマチ研究会
参天製薬㈱
長谷部 正樹
Tel.0120-310-106

3/4（火）19:00　1単位 福井
第11回 嶺南リウマチ研究会
泉ヶ丘病院
川原 英夫
Tel.0770-22-7700

2/20（木）20:00　1単位 愛知
岡崎整形外科医会学術講演会
田辺三菱製薬㈱
谷村 卓磨
Tel.0564-66-0220

2/13（木）19:00　2単位 愛知
第4回 愛知膠原病セミナー
参天製薬㈱
上野 英雄
Tel.0120-310-106

2/8（土）17:30　1単位 愛知
第64回 東海膠原病研究会
日本新薬㈱
森田 祐介
Tel.052-931-8576

2/8（土）17:00　1単位 愛知
第2回 三河MTX研究会
参天製薬㈱
上野 英雄
Tel.0120-310-106

2/1（土）17:30　2単位 愛知
第14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

2/20（木）18:00　1単位 愛知
社会保険中京病院 第3回膠原病リウマ
チセンター地域連携講演会
田辺三菱製薬㈱
山田 浩二　Tel.052-963-8241

3/15（土）17:30　1単位 愛知
第14回 尾張整形外科医療連携を考える会
森川整形外科医院
森川 圭造
Tel.0568-77-1739

3/15（土）15:45 16:45 18:00 各1単位 愛知
第6回 愛知県整形外科医会リハビリテーション研究会
帝人ファーマ㈱
中井 宏和
Tel.052-249-3910

3/1（土）18:00　1単位 愛知
第10回 東海小児リウマチ・膠原病研究会
参天製薬㈱
黒本 卓司
Tel.0120-310-106

2/28（金）19:30　1単位 愛知
斯整会骨粗鬆症・リウマチ研究会
名古屋市立大学大学院医学研究科
山田 聡
Tel.052-853-8236

2/22（土）17:00　1単位 愛知
平成25年度 春季名古屋市立大学 整形
外科開業医会 講演会
守山整形外科
高橋 浩成　Tel.052-739-2525

1/18（土）16:30　1単位 大阪
第23回 なにわリウマチフォーラム
ファイザー㈱
青木 史江
Tel.06-6575-5211

1/18（土）16:25　2単位 大阪
第7回 大阪バイオロジックフォーラム
田辺三菱製薬㈱
西村 克彦
Tel.06-6205-5715

1/18（土）16:00　1単位 大阪
第6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

1/15（水）20:00　1単位 大阪
第4回 Kansai Auto Immune Pathophysiology 
研究会　関西自己免疫病態研究会
中外製薬㈱
通 崇夫　Tel.080-1291-6146

3/8（土）17:00　2単位 京都
第13回 関西膠原病フォーラム
参天製薬㈱
井手尾 健太
Tel.0120-310-869

3/8（土）16:15　1単位 京都
京都北部慢性疼痛を考える会
ヤンセンファーマ㈱
坂本 浩
Tel.06-6350-3381

2/1（土）18:10　1単位 京都
関節エコーセミナー in 京都
田辺三菱製薬㈱
上野 隆史
Tel.075-821-7127

2/8（土）17:00　1単位 滋賀
第34回 滋賀リウマチ・膠原病臨床談話会
参天製薬㈱
井手尾 健太
Tel.0120-310-106

近畿

1/30（木）19:30　1単位 三重
三重中央リウマチセミナー
田辺三菱製薬㈱
大橋 裕介
Tel.059-221-1745

3/29（土）16:30　1単位 愛知
第35回 FSRの会
参天製薬㈱
中畑 忠士
Tel.0120-310-106

2/15（土）16:30　1単位 大阪
大阪臨床整形外科医会（第260回研修会）
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

2/13（木）19:00　2単位 大阪
第10回 RAネット講演会
田辺三菱製薬㈱
中山 勝裕
Tel.06-6205-5255

2/12（水）18:30　2単位 大阪
第6回 RA Sunrise フォーラム大阪
中外製薬㈱
氏丸 直哉
Tel.06-6263-2770

2/8（土）18:20　1単位 大阪
第1回 中河内運動器疾患研究会
第一三共㈱
柴田 敏英
Tel.06-6203-9832

1/25（土）17:00　1単位 大阪
第8回 北摂リウマチ病診連携会
アステラス製薬㈱
松本 真
Tel.072-645-1850

1/25（土）13:50　3単位 大阪
第1回 大阪・奈良・和歌山地区日本リ
ウマチ財団登録医・ケアナース研修会
ファイザー㈱
荒川 大志　Tel.06-6575-5211

1/18（土）17:00　1単位 大阪
第2回 リウマチ手足の外科研究会
参天製薬㈱
原田 昭弘
Tel.0120-310-106

3/29（土）15:10　2単位 大阪
第12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

3/15（土）17:30　1単位 大阪
第7回 城北整形外科フォーラム学術講演会
成宏会 伊藤外科整形外科
伊藤 智康
Tel.06-6953-0071

3/8（土）18:00　1単位 大阪
第11回 三島リウマチフォーラム
ファイザー㈱
友田 尚晴
Tel.06-6575-3071

2/26（水）19:30　1単位 大阪
第17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

2/15（土）17:45　2単位 大阪
近畿骨粗鬆症研究会第20回記念学術講演会
兵庫医科大学整形外科学教室
楊 鴻生
Tel.0798-45-6452

3/27（木）19:30　1単位 山口
第16回 山口臨床リウマチ研究会
ファイザー㈱
大木 茂
Tel.082-502-7311

2/10（月）19:00　2単位 徳島
第11回 徳島リウマチ医の会
ブリストル・マイヤーズ㈱
山形 喜見
Tel.087-821-1350

2/28（金）19:20　1単位 広島
第7回 呉リウマチ地域連携ネットワーク講演会
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

2/13（木）19:30　1単位 山口
第7回 周南Biologics Meeting 
田辺三菱製薬㈱
河北 憲昭
Tel.083-972-5311

1/27（月）19:15　1単位 広島
呉整形外科会学術講演会
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

1/16（木）19:45　1単位 広島
第40回 広島膠原病研究会
アステラス製薬㈱
柴田 大輔
Tel.082-545-6325

3/29（土）18:00　1単位 岡山
第45回 岡山リウマチ研究会
科研製薬㈱
福田 幸弘
Tel.086-246-3232

3/6（木）20:15　1単位 岡山
第9回 OKAYAMAリウマチネットワー
ク研究会
アステラス製薬㈱
山縣 伯彦　Tel.086-803-3757

2/18（火）19:30　1単位 岡山
第11回 岡山リウマチ医のための肺障
害研究会
エーザイ㈱
吉崎 清悟　Tel.086-254-1811

2/15（土）18:30　1単位 広島
第48回 広島リウマチ研究会
ファイザー㈱
諏訪 智之
Tel.082-502-7311

1/18（土）16:40　1単位 岡山
第8回 東備リウマチ研究会
エーザイ㈱
飛永 健志
Tel.086-254-1811

2/1（土）18:00　1単位 島根
第33回 山陰リウマチ性疾患研究会
科研製薬㈱
柳澤 英紀
Tel.0859-35-0838

1/30（木）19:20　1単位 島根
出雲臨床整形外科学術講演会
小野薬品工業㈱
山田 修司
Tel.0852-27-8584

中国・四国

2/13（木）19:00　1単位 奈良
奈良GOAL研究会
アッヴィ合同会社
大野 正史
Tel.03-4577-1147

3/1（土）17:15　1単位 兵庫
第5回 骨質研究会
兵庫医科大学整形外科学
楊 鴻生
Tel.0798-45-6452

3/1（土）16:50　2単位 兵庫
第21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

2/13（木）20:00　1単位 兵庫
第10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

2/8（土）17:00　2単位 兵庫
第11回 兵庫整形リウマチの会
参天製薬㈱
谷本 憲匡
Tel.0120-310-106

2/22（土）16:00　2単位 和歌山
和歌山臨床RAフォーラム（第31回）
和歌山県立医科大学 リハビリテーション科
田島 文博
Tel.073-441-0664

2/1（土）17:30　1単位 兵庫
第40回 神戸免疫・膠原病懇話会
参天製薬㈱
谷本 憲匡
Tel.0120-310-106

1/30（木）19:30　1単位 兵庫
第4回 東播リウマチ診療連携研究会
武田薬品工業㈱
浅場 和寿
Tel.079-288-3955

1/18（土）17:30　2単位 兵庫
第1回 東神戸リウマチ性疾患連携の会
神戸大学大学院保健学研究科
柱本 照
Tel.078-796-4544

3/1（土）18:00　1単位 高知
第31回 四国関節外科研究会
旭化成ファーマ㈱
田中 倫紀
Tel.088-825-3191

1/30（木）19:30　1単位 高知
第12回 高知リウマチ・サイトカイン
治療研究会
ファイザー㈱
山口 聡　Tel.080-3583-7425

2/22（土）18:00　1単位 愛媛
第9回 愛媛免疫疾患研究会
旭化成ファーマ㈱
岡田 景史
Tel.089-915-5557

1/18（土）18:00　1単位 香川
香川県整形外科医会総会講演会 
香川県立中央病院
長野 博志
Tel.087-835-2222

2/28（金）20:00　1単位 福岡
第99回 福岡リウマチ懇話会
近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一
Tel.092-762-2380

1/28（火）19:15　1単位 福岡
北九州臨床整形外科医会
旭化成ファーマ㈱
安田 健太
Tel.093-512-5115

1/26（日）10:00 12:50　各1単位 福岡
第15回 博多リウマチセミナー
近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一
Tel.092-762-2380

1/17（金）19:30　1単位 福岡
第10回 ももち浜整形外科・リウマチ科集談会
ファイザー㈱
縄村 健児
Tel.092-281-7031

九州・沖縄

2/14（金）19:30　1単位 福岡
第16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

1/29（水）19:15　1単位 大分
第11回 大分RAフォーラム
田辺三菱製薬㈱
緒方 和久 
Tel.097-536-1801

2/22（土）17:05　3単位 熊本
日本リウマチ財団 熊本リウマチ医の会
石川整形外科リウマチ科
石川 浩一郎
Tel.096-379-6800

2/15（土）19:00　1単位 熊本
熊本県臨床整形外科医会
松原リウマチ科・整形外科
松原 三郎
Tel.096-214-0551

2/14（金）19:15　1単位 熊本
第6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

2/26（水）19:40　1単位 佐賀
第17回 佐賀リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
増田 全紀
Tel.0952-22-7811

2/15（土）19:30　1単位 鹿児島
第9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

3/1（土）16:30　1単位 宮崎
第29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

2/14（金）19:30　1単位 宮崎
第23回 宮崎臨床免疫研究会
旭化成ファーマ㈱
平石 一機
Tel.0985-28-2736
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米国の専門医資格更新の時期です。10

年ごとの更新なのですが，前回と比べると

さらに制度が複雑になっています。以前は，

2000 ページほどの教本を読んで，指定問

題をネットで回答して 80％以上の正答率

があれば受験資格が得られて，試験自体も

初回受験の 3分の 2程度なので，2日で終

わりました。診療の質の担保としては，同

僚 10人と患者さん 25人にフリーダイアル

での臨床医 20項目評価アンケートを入力

してもらえばよかっただけでした。

今回からは専門医資格維持単位が 100単

位必要です。ACR前日に講習があり，そ

の後に 30の問題をネットで回答して 80％

以上の正答率でやっと 10 単位です。3つ

ほどカテゴリーの違う分野が維持単位には

含まれるので，自分の患者 20人ほどのデー

タと考察を打ち込み，3ヵ月以上後に同じ

患者のデータを再検討してどのような改善

があったかなどを提出するなど，大変な労

力を要します。新更新制度に関してのセッ

ションもありましたが，あまりの複雑さと

長時間を要する受験前の必要項目のため，

専門医協会の方々は彼らの仕事をしている

だけで罪はないとはいえ，とても激しい反

発がでていました。彼らは専門医制度の改

善に専念しているので，卒後教育による臨

床医の知識の確保をより確実にしようと考

えて制度を改定してくれています。完璧な

制度などはありませんので，必ずしも実臨

床の必要性とは一致しなくなることもある

ようです。

10 年前と比べてよくなったのは，国内

のセンターでも受験できるようになったこ

とです。前回は，勤務地のパリから最も近

いボストンまで受験に行きましたが，ハー

バードに留学していた大学時代の友人がホ

テルまで会いに来てくれ，旧交を温めるこ

とができました。先日の日本免疫学会の昼

休みにスマートフォンで資格維持問題を解

いていたところ，ばったりその友人と 10

年ぶりに再会しました。次回の再会がまた

10年後の更新試験の時期であれば，更新

制度以上にお互いの様相も変わっているか

もしれません。

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）

医師を対象にリウマチ教育研修会を次のように開催する予定です。
※詳しくは財団ホームページをご覧ください。

お問い合わせ：日本リウマチ財団 03-3946-3551

地区名 開催日 開催場所 世話人

近　畿
平成26年
2/9（日） メルパルク大阪 大阪リウマチ・膠原病クリニック

西本　憲弘　院長

平成25年度 リウマチ教育研修会 開催予定

第15回　RAトータルマネジメントフォーラム
■日　時：平成 26年 2月1日（土）　12時 30分開始
■場　所：品川インターシティホール
 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：1,000 円　※事前にお申し込みいただく必要はございません。
■単　位：日本リウマチ財団登録医単位（2単位）
 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修単位（5単位）

※プログラム等詳細はホームページをご覧ください。

財団ホームページ　リウマチ情報センター http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma

平成26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。

平成25年度 リウマチの治療とケア研修会 開催予定
医師をはじめ，医療関係者等を対象にリウマチの治療とケア研修会を次のように開催する予定
です。※詳しくは財団ホームページをご覧ください。
地区名 開催日 開催場所 世話人

九　州 1/26（日） ホテル熊本テルサ 比企病院
忽那　龍雄　先生

近　畿 3/16（日） ノボテル甲子園 神戸海星病院
立石　博臣　理事長・院長

お問い合わせ：日本リウマチ財団 03-3946-3551

平成26年度リウマチ財団登録医
資格再審査・更新手続

・登録の有効期間は 5年です。
・更新の要件は以下のように分かれます。

注） 1. 教育研修会とは，財団が主催する教育研修会，又は認定する教育研修講演をいう。
 2. 研修単位は財団証明書によるもの。
 3. 研修会出席回数は，同一学術集会において複数の研修講演に出席しても 1回である。
 4. 単位証明書及び研修会出席の有効期間は，過去 5年以内。

更新料　 2万円
但し，日本リウマチ学会リウマチ専門医及び
日本整形外科学会認定リウマチ医は１万円

登録医資格再審査（更新）特例
要　件

次の者は更新資格要件不要。
1．65歳以上の者で10年以上継続して登録医
2．15年以上継続して登録医
3．日本リウマチ学会リウマチ専門医
4．日本整形外科学会認定リウマチ医

手続き
登録資格更新申請書

登録医資格の再審査（更新）
要　件

引続きリウマチ性疾患の診療に従事してい
るリウマチ財団登録医であって，診療患者
名簿 20名以上を有し，下記のいずれかを満
たす者。
1． 教育研修会，eラーニングで 20単位以上
2． 教育研修会に 5回以上出席し，eラーニン
グを含む教育研修単位 10単位以上

手続き
１．登録資格更新申請書
２．要件を満たすことを証する書類

登録医資格再審査・更新手続（リウマチ財団登録医規則による）

資格再審査（更新）

下記年度にリウマチ財団登録医になられた方は平成 26 年度資格更新者に該当いた
しますのでご留意ください。

昭和 63年度，平成 3年度，平成 6年度，平成 9年度，平成 12年度，
平成 15年度，平成 18年度，平成 21年度

規則及び申請方法につきましてはホームページをご覧ください。

申請受付期間 平成 26年 3月 1日～ 5月 31日
平成26年度 リウマチ財団新規登録医募集

資　格
≪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

※平成 23年の規則・細則一部改正により，審査料・登録料が次のとおりとなりました。
審査料 （申請時） …………3万円→ 1万円
登録料 （審査に合格後） …8万円→ 2万円
登録有効期間  ……………3年間→ 5年間

※平成 26年度より，リウマチ性疾患診療記録の記載方法を簡略化します。

規則及び申請書類一式はホームページよりダウンロードできます。

申請受付期間 平成 26年 3月 1日～ 5月 31日

リウマチ財団登録医を募集しています。

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。
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。

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）。

e-mail：inform@rheuma-net.or.jp
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