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（次ページに続きます）

AORA設立の背景

宮本：秋田大学整形外科は 1973 年に開講
したのですが，初代の荒井三千雄教授がリ

肩関節（肩こり　肩関節痛）

肩こりについては医学的にはっきりと定義
されているわけではないが，頸肩腕症候群

（cervico-omo-brachial syndrome）などを
含む概念で考えられていると思われる。

【定義】
｢ 首から肩・前腕への痛みやこり，しびれ，

肩こりほかの異常を主訴とする症候群 ｣。原
因となる疾患（変形性頸椎症，頸椎椎間板ヘ
ルニア，胸部出口症候群など）を除外し，診
断が確定しない傷病の総称として用いられて

ウマチを専門にしていました。そのため，
現在の島田洋一教授をはじめ，先輩方にあ
たる先生方はみなリウマチの臨床・研究の
ご経験があり，関連病院でもリウマチが治
療できる体制になっていました。“秋田大

いる。肩腕症候群，頸腕症候群とも呼ばれて
いる。頸肩腕症候群のうち ｢ 作業動態に関わ
る負荷が，上肢系の筋骨格系組織に作用す
ることにより生じる機能的または器質的障害 ｣
すなわち上腕等に過度の負担のかかる業務に
よって，後頭部，頸部，肩甲骨，上腕，前腕，
手および指に発生した運動器の障害は，頸肩
腕障害とすることが提案されている（日本整
形外科学会産業医委員会 2001）。

【疫学】
2010 年国民生活基礎調査（厚生労働省）

の統計では，肩こりの自覚症状がある人の割合
（有訴者率：人口千人当たり）は男性で 60.4
（第 2 位），女性で 129.8（第 1 位）であった
と報告されている。しかし一方，肩こりで通院
している人の割合（通院者率：人口千人当た
り） は男性，女性とも上位 5 傷病に入っていな
い。これらから類推すると愁訴はあるもののそ
の程度は軽く，医療機関に行くほどの症状で
はないと考えている。もしくは医療機関を受診
したものの治療効果がなく，通院を継続するま
でには至らなかったのかもしれない。

【病因】
筋肉の緊張が末梢神経系や交換神経系

の興奮を誘発し，さらに筋緊張を高めた結果，
筋肉の虚血をきたすことによって現れると考え
られているが，明確には解明されていない。
考えられる原因も，頸椎椎間板の異常，鎖骨
周辺の神経・血管の障害，首・肩周辺筋肉
の疲労，精神的ストレス，内臓疾患など様々考
えられている。首や肩に負担がかかる長時間
の作業（OA 作業など） による特定の筋肉の
疲労は，高リスクとされている。

【症状】
首筋，肩，上背部，腕にかけての痛みやし

びれなど。冷感，頭痛，めまい，耳鳴りなどの
一般症状のほか，精神症状（集中困難，思
考減退，情緒不安定，抑うつ症状，睡眠障害
など），末梢循環障害（レイノー現象，冷えな
ど），倦怠感，最大握力・維持筋力低下，自
律神経失調症状（動悸，微熱など），胃腸障害，
月経困難，半身感覚障害，天候による症状の
憎悪など，多岐にわたり，不定愁訴的な要素
も見られる。

【診断】
問診と診察でいわゆるレッドフラッグの鑑別

を行うことが重要である。精密検査（採血や
画像検査など） の結果，原因となる疾患が特
定されればそれに対する治療を行うことにな
る。

【治療】

学では整形外科でリウマチを診
ている”というのが，まずバッ
クグラウンドにあるわけです。

た だ し， そ う は 言 っ て も
個 の 力 で は 限 界 が あ り ま
す。力を合わせようという声
が 集 ま り，2010 年 に AORA

（Akita Orthopedic Group on 
Rheumatoid Arthritis） を 設 立
しました（図 1）。秋田県は 1 年
間に 1 万人ずつ人口が減少して
いて，交通網も不十分な地域で
す。センター化もできない状況
の中でなんとかしようというのがその動機
です。
仲村：秋田市内の中心部にばんっ
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とセン
ターを造ったとしても，患者さんが通い切
れない。とはいえ，ばらばらに治療してい
ても限界があるのでネットワークづくりを
しようというのが背景ですね。
宮本：そのとおりです。
仲村：NinJa（National Database of Rheumatic Diseases by  
iR-net in Japan） や IORRA（Institute of Rheumatology, 

Rheumatoid Arthritis）など，リウマチのコホート
にはそれぞれ特徴があると思います。多施
設が参加するコホートの場合，治療方針は
各病院によって異なるので，基本的に統一
性はありません。

一方，単一施設で実施するコホートの場
合，特に東京などの大都市においては毎年
多くの新患が来る一方で，他の病院へ移る

127 号の主な内容
●	 リウマチネットワークを追う
	 みちのく・秋田県のケース
●	 連載
	 いまさら聞けない慢性運動器
疼痛

	 第 3 回		肩関節の炎症性疾患
の鑑別について

●	 シリーズ　リウマチ人
	 埼玉医科大学名誉教授
	 安倍	達	氏 （5 ページに続きます）

リウマチ医療に携わる医師には内科と整形外科，主に 2つの出自があるが，整形外
科医がリウマチ患者の治療だけに専念できるかというと，そうはいかない地域や病院
も多い。腰痛や骨折に対応する日々の中，週の外来の 1日だけを実質的な“リウマチ
外来”とし，途切れることのない患者さんたちを日が暮れるまで診察し続けているの
が現状だ。今回，取材した中通総合病院（秋田県）の宮本医師とスタッフも同様である。
しかし昨今，その宮本医師を中心にした秋田のリウマチ医療ネットワーク「AORA」

が独自の臨床研究を発表し，同時に円滑な医療連携を進めているという。
立ちはだかる山々と冬季の厳しい気候によって移動が難しく，市内へのセンター集

約化もままならない秋田県。一体，宮本医師らは，あずかる医療圏の不利な条件を，
どのようにして長所に転換していったのか。また，AORAが集積した 2000 の症例ファ
イルからは，どのようなことが見えてくるのか。いまだ奮闘のさなかにある宮本医師
とスタッフを現地に訪ねた。

肩関節の愁訴は，日本人特に女性について多いことが厚生労働省国民生活基礎調査で明
らかになっている。この調査は3年毎に行われているが，女性で「肩こり」は一位，男性で
は腰痛に次いで二位という順序で変動が無い。以前は，欧米では肩こりは少ないとされてい
たが，2010 年の米国からの報告1）では腰痛（48%），膝（38%），頸部（28%），肩（27％）
との順序である。しかし，同じアジア人種でも日本，タイ，ミャンマーの看護師の疼痛調査
からはミャンマーは肩や腰の痛み，頭痛が多く，タイは肩，足関節痛が多いとされており，日
本の腰痛，頭痛と異なっている。また慢性疼痛の頻度も日本，タイは17.5％，19.9％であるが，
ミャンマーは5.9％とかなり頻度が異なっている。2）生活様式や「痛み」に対する考え方など
でも治療を求めるかどうかなどが変わってくると思われる。

三木 健司 氏
近畿大学医学部 整形外科

中通総合病院の皆さんと仲村一郎 編集委員

取　材：帝京平成大学健康メディカル学部	教授・
独立行政法人湯河原病院	客員部長	仲村一郎	編集委員

取材先：秋田市	中通総合病院	リハビリテーション科	整形外科	宮本誠也	氏
病棟看護師（伊藤	氏）
外来看護師（五十嵐	氏，鈴木	氏）院内薬剤師（高橋	氏，金森	氏）	
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患者さんたちもいます。単一施設における
治療方針の一貫性という意味では大きいの
ですが，患者さんのフォローアップ率をど
う高く保つのか工夫が必要です。AORA
の一番のメリットは秋田県の地理・気候が
故に，ご高齢の患者さんを含めたリウマチ
患者さんの県外への流出がほとんどなく，
継続的に診ていけるという点です。県内移
動であればネットワークを組むことによ
り，なんとかみんなで同じ患者さんをずっ
と診られる。しかも秋田大整形外科という
1 つの軸があるので，基本的には同じ治療
方針で薬物治療も実施できているというこ
とでしょうか。
宮本：そうですね。例えば当院で合わな
いという患者さんが隣の病院に行ったとし
ても，県内で転居したとしても，そこも
AORA の施設なのです。患者さん本人には
分からなくても AORA にしっかりとデー
タが残るという訳です。

医療圏の特徴と，
26の同門関連施設

宮本：秋田県は白神山地，奥羽山脈，鳥海
山と山に囲まれていて，県外への移動が少
ないのが特徴です。県外であれば少しは移
動できるのですが、それでも山側の人間が
秋田市内の基幹病院へ定期的に通うという
のでは，現実には難しいだろうと思います

（図 2）。
仲村：AORA 関連施設の数は 28 ですね。
宮本：施設は基幹病院だけではなくて，ク
リニックが 10 施設あります。

仲村：医局の先輩方がご開業されたクリ
ニックということですね。
宮本：そうです。もともと大学でリウマチ
の患者さんを診ていた先生が開業すれば，
患者さんもそちらに行くようになります。
仲村：小さい赤が中通病院ですね。
宮本：はい。赤丸が大学病院と中通病院と
いうことで，一応，出しています。2 院の
距離は近くて，車で 10 ～ 15 分です。
仲村：日赤（秋田赤十字病院）も入ってい
るのですか。この貴院以外の 27 施設は全
部，いわゆる同門の関連病院なのですね。

“手作り”のデータファイル

仲村：私が一番関心を持っているのは，情
報共有の方法です。どのような方法をとっ
ているのでしょう？
宮本： 各 施 設 に 1 年 に 1 回， メ ー ル で
Excel のファイルを送るのです。「これに
入力してください」と（表 1）。私たちの
関連病院では，島田教授の方針で外部の人
を入れて医療開示を任せることがありませ
ん。そのため，自分たちの手作りで始めた
のがこのファイルなのです。まずは疾患の
ステージ，クラスを書きます。

次に合併症は 1 つ 1 つ記載します。高
血圧，糖尿病，心臓系から始めて B 型肝
炎のチェック，C 型肝炎のチェック。悪性
腫瘍が出ればそれも詳細に書く。腫脹関
節は 44 取っている先生もいるし，28 の先
生もいるのでどちらか選択するところと，
VAS と CRP，赤沈。年に 1 回だけなので

横断的なデータになりますが，HAQ から
mHAQ を取っています。あとは内服薬で
すね。ステロイド，MTX。それから一般
の DMARDs です。ブシラミンから始まっ
て……。
仲村：何 mg などと書くのですね。
宮本：はい。Bio（生物学的製剤）にスイッ
チしていれば，どれを使っているか。Bio
は Bio で別ファイルも提出してもらうので
すが，もしインフリキシマブなら，このファ
イルのインフリキシマブのところにも 1 つ
打ってもらわないといけない。
仲村：基本台帳といったところですね。
宮本：さらに人工股関節とか，行った手
術をすべて入力してもらいます。なので，
2010 年の初年度が一番大変でした。
仲村：今年 THA を 1 つ施術したとすると，
プラス 1 になるわけですか。
宮本：右脚でしたら 1 ですし，左でも 1 な
のですが，両方になれば 2 になる。「膝」
が 2 になったりもするし，「他の人工関節」
が 1 増えたりもする。「外傷」が起これば
そこが 1 に増えるという具合です。
仲村：すると，この患者さんが何年に
THA を実施したとか，経時的なイベント
を見るのにはあまり適さないですね。佐世
保中央病院（2013 年 11 月号取材）の「リ
ウマチ台帳」とは少し違うようです。
宮本：そうですね，何かイベントがあれば
数字が増えるだけで，その途中でどういう
状況だったかということは，残念ながらこ
の形式では拾えません。
仲村：集まったファイルは，先生が統合す
るわけですか。
宮本：1 年に 1 回，8 月 15 日までに送って
もらい，そこから集計の作業が始まります。
なかなか数字が合わず，各先生に質問して

「間違っていた」と言われたり，何度もや
り取りしたりしながら照合していきます。
仲村：それは大変な作業ですね。
宮本：誰かを雇いたいぐらい大変です。し
かし，自分たちで行うことに意味があるの
だという島田教授の指示があるので。
仲村：少し脱線してしまうのですが，私が
所属する湯河原病院にも「リウマチ登録台
帳」というものがあって，これを立ち上げ
たメンバー達にはデータ入力という作業に
強い思い入れがありますね。自分たちの
データを自分たちで入力するとバイアスが
生じるという批判もあるのですが，基本的
に事実をそのまま打ち込んでいく作業なの
でその懸念は当たらないと考えています。
宮本：データの質は担保しておかないとい
けないので，むやみやたらに人任せにはで
きないですね。関連病院の先生方は，そう
いうことでふるいに掛けてではないです
が，教授がピックアップした先生方です。
リウマチをきちんと診られる人を配置し
て，そのデータをきちんと生かせるように
しています。
仲村：確かにローテーションで回ってこら
れた医師のデータ入力の姿勢を見ている
と，その人がどれだけリウマチに興味があ
るのか，ないのかがわかりますね。

臨床研究と患者の共有化を
兼ね備えたネットワーク

仲村：ネットワークには，主に 2 つのタイ
プがあると思うのです。1 つは「臨床研究」
を主眼としたネットワークで，リウマチ患
者さんをマスでみたときに何が見えるかと
いうクリニカルスタディです。

一方，以前取り上げた佐世保中央病院で
は，まさに患者さんの受け渡しやカルテの
共有化などを主眼としたネットワークが構
築されていました。長崎県の離島という地
理的事情を克服するために，「地域で診た
上で，必要に応じた受け渡しをするために

情報を共有化するネットワーク」。これが 2
つ目のタイプのネットワークです。その視
点でいうと，AORA はこれら 2 つを両立し
ているように思えます。
宮本：ありがとうございます。
仲村：私は AORA 設立の翌年から，リウ
マチ学会での宮本先生の演題を拝見してい
るのですが，次に AORA の患者さんが内
科的な合併症などになってしまったときの
ネットワークの強みをお話しください。
宮本：総合病院は当然，内科との連携はあ
ります。問題は，整形のクリニックの先生
がどう診ているかということですが，近く
に内科の先生がクリニックを開いていれ
ば，その先生にスクリーニングをお願いし
ます。また Bio を使うのであれば総合病院
の内科に患者を一回受診させ，スクリーニ
ングをしてもらってから自分のクリニック
で治療を開始しているようです。緊急事態
になったときも一度受診しているので，そ
の同じ病院には送りやすいと思います。

秋田市内であれば，リウマチの急激な合
併症は大概当院に運ばれてきます。初めに
救急部門が診て，その後に私が診て，あと
は患者さんの状態が落ち着けばもとの先生
のところに戻っていくという感じです。
仲村：整形以外の救急でも，AORA のネッ
トワークがあることで，宮本先生のところ
に「どうしよう。困ってしまった」という
電話がありますか。
宮本：そういう相談が来ることはありますね。
仲村：「当院の救急にかかってください」
とか，「総合内科の救急にまずかかってく
ださい」とか判断するということですね。
ただ，紹介というのは，顔の見える紹介か
どうかがすごく大事なのですね。日ごろか
らこまめに情報交換していると，緊急時の
患者さんの紹介もスムーズに運びますね。
宮本：そのとおりです。
仲村：ネットワークを通じてお互いに面識
があると，送る側も受ける側も非常にス
ムーズになるというところはありますね。
宮本：あります。秋田市内だけではなく
て，県内の他の地域の基幹病院とクリニッ
クの間の紹介もスムーズになっているはず
です。そのために AORA を実施している
ところがあります。
仲村：勉強会などはあるのですか？
宮本：AORAとしては年始に 1 回集まって，
症例検討を行います。そのときに県内研究会
の小講義の担当や今後 1 年間のスケジュール
と，各学会でどういう発表をするかなどの方針
を決めます。
仲村：開業の先生方も参加できるのですか？
宮本：もちろんです。先ほどの内科との連
携ということですが，内科の先生でリウマ
チを専門にしている先生方もお呼びしま
す。それで持ち寄った症例で意見を交わし
ています。
仲村：ファイルを送るだけではなくて，1
年に 1 回は集まるというのがよいですね。
宮本：その他に大学とメーカーで行う研究
会もあり，リウマチだけを扱う研究会は 6
回だけですが，骨粗鬆症など他の分野もあ
るので，平均すると月に 3 回から 4 回ぐら
いは集まりがあります。つまり毎週あるわ
けです。

AORAと宮本医師が
今後，目指すもの

宮本：今やっと走りだして，もう途切れる
ことなくいけるかなというところまでは来
ました。でも，この 2000 例のファイルの
生かし方がまだ十分ではなく，患者さんや
周りのスタッフに還元できていません。本
来であれば，もっと発信していくべきだと
思っています。友の会に呼ばれて発表する
ようなこともあるのですが参加者が限定さ

宮本誠也 氏
中通総合病院
リハビリテーション科 整形外科

図 2　医療圏と関連施設

図１　AORAロゴ

表1　情報共有用Excelファイル

秋田労災病院
加茂啓志

山本組合総合病院
佐藤 毅　伊藤博紀

北秋田市民病院
相澤俊朗

楊整形外科
楊　国隆

市立角館総合病院
青沼 宏

わたなべ整形外科
渡部英敏

本荘第一病院
渡部 亘

湖東総合病院
荻野正明

由利組合総合病院
白幡毅士

藤原記念病院
石澤暢浩

くどう整形外科
工藤宏次

南秋田整形外科
杉村祐介

市立横手病院
江畑公仁男

今村記念クリニック
田村康樹

市立大森病院
大場雅史

もりた整形外科医院
森田裕己

平鹿総合病院
小林 志　櫻場 乾

秋田厚生医療センター
小西奈津雄

雄勝中央病院
浦山雅和

東海林整形外科クリニック
東海林和弘

町立羽後病院
阿部秀一

つつみ整形外科
堤 祥浩

秋田大学整形外科
島田洋一　山田 晋

永沢整形外科
永澤 雄

城東整形外科
片岡洋一

市立秋田総合病院
柏倉 剛

秋田赤十字病院
石河紀之

中通総合病院
宮本誠也



4	 平成 17年 6月22日　第三種郵便物認可	 日本リウマチ財団ニュース	 平成26年 11月 1日発行　No.127

れてしまいますし，市民講座もリウマチだ
けをピックアップして行うところまではで
きていません。
仲村：継続するということが一番大事であ
り，また大変ということなのでしょう。
宮本：今，Bio に興味のある先生方が若手
を中心に多いのですが，AORA のデータ
が示すように，Bio を使っている患者さん
は全体の何割かです。そうでない患者さん
をいかに診るかが大事なところなのです。
今の潮流からはやや外れているかもしれま
せんが，リウマチ医療が間違った方向に行
かないようにベーシックなところの発表も
常にしていかないといけないと思っていま
す。

たとえば，東京の先生方が高齢と言って
いる方は，私たちにとっては高齢ではない
のです。私たちにとって高齢というのは
75 歳や 80 歳ぐらい。60 代は積極的に治療
できると考えています。そういうことも
データを見て初めて分かることなので，地
域に還元していきたいのです。

ネットワークを支える
リウマチケア看護師

仲村：看護師さんの生の声もぜひお伺いし
ましょう。まずは外来部門の看護師さんか
ら。リウマチ財団の登録リウマチケア看護
師の認定を持っていらっしゃいますか。
伊藤：AORA 設立に当たって，宮本先生
より「自分たちだけでは力不足だから，看
護師も一緒になってリウマチの患者さんに
対応してほしい」と言われて取得しました。
個人的な動機としては，他の病院や東京へ
行った友達は内視鏡などいろいろな認定看
護師を取っているのですが，当院や秋田県
内は，同級生からも認定を取ったという話
がなくて，自分でも何かトライしてみたい
という思いがありました（図 3）。

編集部：認定を取得したことが，患者さん
に対して，実際に生きているケースはあり
ますか。
伊藤：宮本先生は患者さんが納得するま
で，じっくりと時間をかけて診察する先生
です。ですから，「この薬，本当にいいの？」
みたいな不満を私たちが患者さんから聞く
ことはありません。私たちはもっと根本的
な生活上の話を聞き出して，還元したいと
考えています。

お話しするようになると，患者さんの方
から，「俺，今日は多分，データが悪いと
思うんだよな。何でか

4 4 4

というと，昨日，酒
を飲みすぎたから」とか，「山登りに行っ
たから」というふうに話をしてくれるよう
になります。
仲村：患者さんには問診票を書いてもらっ
たりすると思うのですが，オリジナルで作
られていますか。
伊藤：整形外科独自で作っています。とく
に Bio を導入する患者さんには，事前に特別
な問診票を記入してもらっています（図4）。
仲村：（実際に見せて頂きながら）すごく
細かいですね。通院手段とか，家族背景と
か。では，エタネルセプトの皮下注など自
己注射の指導はどこで実施しているのです
か。部屋があるのですか。
伊藤：空いている診察室とか，処置室とか。
仲村：トシリズマブやアバタセプトなどの
点滴は加療室で行うのですか？
伊藤：そちらは入院病棟で行っています。
仲村：では，今度は入院部門の看護師さん
にお聞きしましょう。中通総合病院ではリ
ウマチの治療は日帰り入院ですか。1 泊入
院ですか。
鈴木：日帰りです。
仲村：1 日入院になるわけですね。Bio の
患者さんを担当することは多いですか。
五十嵐：頻繁にあります。Bio に関わるこ
とが多くなったことがケア看護師認定を取

ろうと決めた理由のひとつでした。
仲村：やはり Bio 治療で心配なのは，基本
的には副作用ですが，副作用に関しては
チャートのようなものでチェックしている
のですか。
五十嵐：バイタルサインのチェック表など，
クリニカルパスがあります。
仲村：院外のことも聞きたいのですが，近
隣の医療機関の看護師さんと，リウマチの
患者さんについて情報交換するような機会
はありますか。
五十嵐：ナースセミナーなどにはできるだ
け積極的に参加するようにしています。
編集部：中通病院の看護師さんたちの方が，
患者さんをたくさん見ていらっしゃると思
いますが，どちらかというと啓発する立場
になりますか。
五十嵐：すごくいろいろと質問されます。

「こういう感じのとき，どうされています
か」と。
編集部：さきほどの問診票をどこかの施設
でも参考にされているようなことはありま
すか。
伊藤：欲しいと言われてやり取りしたこと
はあります。反対に，個人病院の方に「こ
ういうふうに工夫しているよ」と教わるこ
ともあります。
仲村：勉強会に来る看護師さんは，この
27 施設の方も含まれているわけですね。
鈴木：そうですね。関連施設の看護師が多
いと思います。
仲村：彼らがさらにその近隣の人たちに啓
発していくみたいなこともあるといいです
よね。この 27 施設の関連病院に含まれて
いない周りの方々にさらに伝わっていくと
素晴らしいと思います。

重要度を増す薬剤師の役割

仲村：リウマチ医療は薬物療法が進んだか
らこそ今の隆盛があり，若手ドクターたち
の関心を引っぱるために多くのドクターも
この領域に入ってきているのだと思いま
す。薬剤師さんとして，今のリウマチ医療

にどのように関わっておられますか。
高橋：Bio の場合，薬剤師は患者さんに対
する指導を行っています。先ほどの話にも
ありましたが，点滴製剤ですと入院になり
ますので，初回指導も含めて，月 1 回と
か，入院されるたびに私たちが指導に入り
ます。
仲村：皮下注の導入時の場合，看護師さん
の指導と薬剤師さんの指導では，どう中身
が異なりますか。
高橋：主に看護師さんには注射の手技を説
明していただいて，薬剤師は作用機序や，
患者さんが気になっている副作用に重点を
置いて説明させていただいています。
仲村：トシリズマブ，アバタセプトの皮下
注製剤が登場してますます自己注射をおこ
なう患者さんも多くなると思います。通院
するには距離があるとなると，患者さんは
自己注射を考えると思うのですが，いかが
でしょうか。
高橋：今まさに，トシリズマブ皮下注製剤
に切り替えている患者さんが多いですね。
宮本：皮下注射は長期投与ができるかどう
かが重要です。トシリズマブは今月から皮
下注に切り替えることができるので，今，
高橋さんにはその指導を一生懸命やっても
らっています。
仲村：リウマチの患者さんの薬は多様です
よね。ステロイドはある，痛み止めがあっ
て，DMARDs もあって。どうですか，面
倒くさいですか。
高橋：正直，そうですね。1 つ 1 つについて，
副作用が出ていないかという問題もありま
すから。MTX を飲んでいる患者さんは多
いのですが，「実は私，こういうのも飲ん
でいるのだけれども」という話をしてくれ
たりします。その中に，赤ちゃん用の粉ミ
ルクを飲んでいるというおばあちゃんがい
らっしゃって，メーカーも判明したので成
分を調べたのですが，少量の葉酸が入って
いました。
仲村：葉酸が入っていると，効きが悪くなっ
てしまいますよね。
宮本：そういうことがリポートになって上
がってきます（図 5）。

図 3　日本リウマチ財団リウマチケア看護師数
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生活指導，運動療法，理学療法，薬物療
法，神経ブロック療法などを必要に応じて組み
合わせる。

●身体所見
症状の発症時期，痛みの部位や痛み方や

程度，しびれや指が動かしにくいなど神経症
状などがないかチェックし，器質的な疾患がな
いかどうかを精査する。
・ 他覚所見のスケール：コリの拡がり，トリガー

ポイント（圧痛点），タッピングペインマップ（叩
打痛検査），頸椎や肩関節の可動域測定，
肩甲帯の筋力測定など。

・ 神経学的検査：ジャクソン・テスト，スパーク
リング・テストなど（陽性の場合，椎間板ヘ
ルニアなどの可能性）

●画像検査
原因となる疾患が疑われる場合，頸椎 X 線

検査および MRI により精査する。
●生活指導

・ 長時間同じ姿勢を続けないように，首や肩
に負担をかけない姿勢を心がけるよう指導
する。デスクワークやパソコンの長時間作
業などでは，いすの高さ，PC 画面の明るさ，
文字の大きさなど作業環境に配慮。適度
な休憩をとり，定期的に姿勢をただし，肩
関節や頸椎の運動や上肢を伸展させてリ
ラックスするよう指導する。

・ ストレスをためこまない，首や肩を冷やさない
ように注意。筋肉のコリをほぐすには，入浴
も有用とされている。

・ 筋力低下を避けるため適度な水泳，散歩・
ジョギングなどを習慣づけるよう指導する。

・ 肩こり予防体操などを取り入れ，身体を適度
に動かすことを心がけるよう指導する。

◎鑑別を要する疾患（原因となる疾患）
頸椎疾患（頸椎椎間板ヘルニア，頸部脊

柱管狭窄症，頸椎後縦靭帯骨化症など），胸
郭出口症候群，肩関節周囲炎，肩甲上神経
障害，内臓由来の痛み，眼科疾患（眼精疲労，
眼圧亢進など），耳鼻科や歯科関連疾患，帯
状疱疹や顔面神経麻痺，うつ病，パンコースト
腫瘍など

●運動療法・牽引療法
全身運動は重要である。また肩甲帯のスト

レッチや筋力強化が重要。肩すくめ体操，肩

甲骨を正中に引き寄せる体操，肩関節の外転
運動，アイソメトリック・エクササイズ（isometric 
exercise）※などが効果を期待できる。

http://www.nabolin.com/condition/
self/improve/shou_exer.html
※「 アイソメトリック・エクサ サイズ（isometric 

exercise）：静的収縮運動。関節が動かないように固

定された状態で，筋がその長さを変えずに張力を発揮する

（ 等尺性収縮） ような運動。例えば，両手掌を額また

は後頭骨に当てて頸と力比べをするような運動。」

●薬物療法
症状に合わせて解熱・鎮痛・抗炎症薬，筋

弛緩薬，抗不安薬，抗うつ薬，自律神経調節薬，
ビタミン製剤などを適宜組み合わせる。頭痛，
肩こり，頸肩部筋緊張性疼痛に対しては，非ピ
リン系解熱鎮痛薬（アセトアミノフェンなど）ま
たは非ステロイド性抗炎症薬（ザルトプロフェン，
ロルノキシカム，ロキソプロフェンナトリウム水和
物など）を処方，必要に応じて筋弛緩薬（エ
ペリゾン塩酸塩，チザニジン塩酸塩など），ビタ
ミン製剤（メコバラミン，トコフェロールニコチン
酸エステルなど）を併用。症状が強い場合は
解熱・鎮痛・抗炎症薬の非ピリン系合剤（ア
スピリン/ ダイアルミネートなど） や坐薬（ジク
ロフェナクナトリウムなど） が，外用薬としては
消炎・鎮痛パップ剤（フェルビナクなど） を用
います。また，心因性の背景が考えられる場
合は，自律神経調整薬（トフィソパムなど），抗
不安薬（エチゾラムなど），抗うつ薬（パロキ
セチン塩酸塩水和物など） を考慮する。抗不
安薬の投与に関しては，長期連用の依存性
が問題となるので短期使用が原則である。
●ブロック療法

圧痛点（僧帽筋，棘上筋，棘下筋，菱形筋，
肩甲挙筋など）への非ピリン系合剤の疼痛治
療薬（ジブカイン塩酸塩 / サリチル酸ナトリウ
ム/ 臭化カルシウム）注射や，神経ブロック療
法（星状神経節ブロック，肩甲上神経ブロック
など）を選択するときもある。
●温熱療法

ホットパック（温熱剤入りパック） や電気治
療器で筋肉を温め，血行を改善する。

 

肩関節周囲炎
（scapulohumeral periarthritis）

【定義】
確立された定義は無い。「肩関節に疼痛と

可動域制限があるが，起因となる明らかな疾
患がない病態」（狭義）。肩関節周囲炎は
五十肩，癒着性肩関節包炎，凍結肩とほぼ

仲村：薬剤管理指導記録ですね。
金森：院内だけではなくて，他の病院や調
剤薬局と連携を取りたいからです。うちの
部長が薬剤師同士の研究会を昨年度立ち上
げて，どこの施設ではどういう活動をして
いてとか，ここの施設ではこういう副作用
や症例があってという情報を集めているん
です。いい処方提案と，やはり一番大事な
のは副作用を起こさないように予防法を啓
発することだと思うので，そういうことを
みんなで考えて地域医療に貢献していきた
いと思っています。
宮本：市井の薬剤師さんでは，リウマチ薬
はさらに面倒くさいはずですよね。その方
たちにもやはり副作用対策ということで，
意識を高めていただこうという活動を金森
さんたちが中心になって実行しています
金森：すごくモチベーションの高い先生だ
から，「付いていかなくては」と思ってい
ます。
仲村：宮本先生のお人柄と，実力と経験が
にじみ出た，素晴らしいスタッフたちだと
思います。秋田コホートは臨床研究という
意味でも宝の宝庫だし，これからいろいろ
な看護師さんや薬剤師さんを巻き込んで，
地域の患者さんのためにますます発展して
いく気がいたしましたね。

まとめ

仲村：今回 AORA のみなさんのところに
おじゃまして感じたのは，大学における
後継医師の育成が今後，ネットワークとし
ての大きな課題になってくるということで
す。一人のスーパーマンを中心にネット
ワークなり研究が進むと，システムの永続
的な存続が難しくなります。

リウマチという非常に経過の長い疾患に
対しては，長期展望をもって診療にあたら
なくてはいけません。整形外科からリウマ
チ科を分けて，リウマチをきちんと診てい
く体制作りが必要であると日ごろから感じ
ています。そして，そこで働く医師は，リ
ウマチ患者さんの診療にどっぷり漬かって
いいのだよというような。その中で今後は
医療秘書などを配置してネットワークを担
当する医師たちの負担を減らす工夫も必要
となるでしょう。今日はお忙しいところ貴
重なお話を伺うことができ，おおいに感じ
るところがありました。AORA ネットワー
クが今後さらに広がるのではないかと感じ
ました。ありがとうございました。

（文責 編集部）

図 5　薬剤管理指導記録

いまさら聞けない慢性運動器疼痛 続き
同義語として使用される。海外では，凍結肩
について「自動・他動運動ともに機能的に制
限され，単純 X 線で骨萎縮像および石灰化
以外に異常を認めない疾患」とするものもある

（American Shoulder and Elbow Surgery 
学会のアンケート調査）3）。

【疫学】
肩周辺の疼痛のうち最も高頻度な原因部位

は肩関節，ついで頸椎で，この両者で肩甲部
の痛みの 80 ～ 90％を占める。中高年で肩痛
を有する人は約 20％とされている。肩痛の有
病率は約 17％で，その多くが整形外科を受診
していないいわゆる潜在患者であると報告さ
れている（40歳以上2,366例に対する調査）4）。
男女差はほとんどなく40 ～ 60 歳代で頻度が
高い，糖尿病患者では発症率 10 ～ 20％で非
糖尿病患者より高く，難治性であることが知ら
れている。そのほか頸椎症，脂質異常症，脳
血管障害やパーキンソン症候群などの中枢性
神経疾患，末梢性神経疾患などに合併するこ
とがある。

【病因】
血行障害や運動による機械的ストレスが関

連しているとされる。関節を支える軟部組織
の変性により組織が損傷し，炎症，痛み，不
動が起こり，血行障害，拘縮へと進行する。

◎関節周囲炎の病態・原因 3）

部位病態・原因
上腕二頭筋長頭腱の変性，棘上筋腱の変

性，微小断裂，石灰化，肩峰下滑液包の炎症，
癒着，関節包の線維化，肥厚，滑膜の炎症，
免疫反応などが考えられている。

【病期と主症状】
・ 急 性 期（ 疼 痛 性 痙 縮 期：Freezing 

phase）
強い疼痛があり，夜間痛が強い 5）6）　反射
性筋性硬直 5）6）

・ 慢性期（拘縮期：Frozen phase）
疼痛は徐々に改善。可動域制限が著明。
可動範囲最終域で疼痛。

・ 回復期（寛解期：Thawing phase）
可動域制限は改善，半数に軽い痛みやこわ
ばり7）（再発の場合，腱板断裂の可能性を
考慮）8）

【診断】
診断基準は確立されていない。関節拘縮

以外に特徴的な理学所見はなく画像所見も乏
しいため，他の疾患に特徴的な理学・画像所
見をもとに除外診断を下す。

◎肩関節周囲炎（狭義）の判断要因
（Lundberg,1969）3）

・挙上可動域 135°以下
・運動制限は肩甲上腕関節に限局
・先行する疾患や外傷がない
◎鑑別に有用な画像検査

・ 単純 X 線：骨折，石灰化病変，骨腫瘍など
を鑑別

・ MRI および超音波検査：腱板断裂や肩峰
下滑液包炎などを鑑別

・ 関節造影：腱板断裂を鑑別
◎鑑別を要する疾患

腱板断裂，石灰化腱炎，肩峰下滑液包炎，
上腕二頭筋長頭腱腱鞘炎，肩手症候群，頸
椎症性神経根症，神経痛性筋萎縮症，肩こり，
肩関節周囲の腫瘍

【治療】
治療の主目的は疼痛と可動域制限の改善。

病期と主症状に応じた治療法を選ぶ。

●生活指導
・ 疼痛が強い場合は三角巾や腕吊りバンドな

どで上肢の重力を保持し，肩関節内旋屈
曲位での安静を保つよう指導する。拘縮を
避けるために，使用はできるだけ短期間とす
る。

・ 痛みが強くならない範囲で日常生活を行う。
ある程度肩関節を動かしている方が痛みは
改善しやすい。

・ 臥床中は，枕やクッションを利用して楽な肢
位を選ぶように指導する。

・ 夜間痛を軽減させるには保温（保温サポー
ター，簡易カイロ）や睡眠前の入浴が効果
的。夏はクーラーや扇風機などの冷気が，
直接患部に当たらないように指導する。

●運動療法
・ 拘縮を最小限にとどめるために，振り子運動

など緩和なものを実施する。
・ ストレッチは，伸張反射を招かないようにゆっ

くりと持続的に。疼痛が強いときは避ける。
●薬物療法

・ 外用薬：症状が軽い場合や内服薬の補助と
して非ステロイド性消炎外用薬や消炎・鎮
痛パップ剤を処方。軟膏（インドメタシン，ケ
トプロフェン，ピロキシカムなど），ゲル（ジク
ロフェナクナトリウム，インドメタシンなど），ロー
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ション（インドメタシン，ケトプロフェン，フェル
ビナクなど），パップ剤（ジクロフェナクナトリ
ウム，フェルビナク，ケトプロフェン，フルルビ
プロフェンなど），合剤（冷シップ・温シップ）
などから適宜選ぶ。

・ 内服薬：主に非ステロイド性抗炎症薬（ジク
ロフェナクナトリウム〈徐放性〉，インドメタシ
ン ファルネシル，エトドラク，ロキソプロフェン
ナトリウム水和物，アンピロキシカム，メロキシ
カム，ロルノキシカム，ワクシニアウイルス接
種家兎炎症皮膚抽出液など）を投与。症
状が軽い場合や胃腸障害など副作用が気
になる場合は，比較的副作用が少ないアセ
トアミノフェンなどを考慮するが，過量投与
には十分注意します（鎮痛にはアセトアミノ
フェン 1 回 300 ～ 1,000mg の経口投与が
有用。投与間隔は 4 ～ 6 時間以上とし，1
日総量 4,000mg が限度）。必要に応じて，
疼痛効果が期待される筋弛緩薬（エぺリゾ
ン塩酸塩，チザニジン塩酸塩など）を加える。
疼痛が強い場合は坐薬（ジクロフェナクナト
リウム，インドメタシン，ピロキシカムなど），不
眠症がある場合は入眠剤（ゾルピデム酒石
酸塩など）を処方する。ベンゾジアゼピン
系は依存性が問題となっておりできるだけ数
週単位の短期間使用が適切である。

・ 注射薬：夜間痛が強い場合は，局所麻酔
薬（リドカイン塩酸塩など）とともにステロイ
ド（デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
など）またはヒアルロン酸ナトリウムを肩関節
内に，肩峰下インピンジメント症候群の徴候
が強いときは肩峰下滑液包に注入する。（肩
峰下インピンジメント症候群：肩を動かすこと
によって発現する痛み，雑音や引っかかる
感じなどの症状の総称。とくに腕を肩より高
く上げて外側に開いたときに痛みを感じる。
悪化するとこわばりや筋力低下などを伴い，
夜間痛を訴えることが多い）

【慢性期】
拘縮の除去が主目的。生活指導と運動療

としての責務としては腱板損傷を疑った場合に
MRIを行い，画像所見を得ること（画像所見
により腱板損傷が発見されれば整形外科に紹
介する事），もしくは整形外科医に紹介すると
いうところまでだろうと思われる。

【臨床症状】
突然，肩関節の挙上，外転ができなくなる。

（肩関節を水平より上に挙げられなくなる事）
また夜間痛が強い症例が多い。

ペインフルアークサイン：自動もしくは他動運
動にて肩関節外転運動を行い，60°付近から
肩峰下に疼痛が生じ 120°を超えると疼痛が消
失する。

ドロップアームサイン：患者の手関節を持ち，
肩関節を90 度まで外転する。検者はその手
を離し，患者にゆっくり降ろすよう指示する。ま
た検者が患者の手関節部に抵抗を加えその
保持力を評価する。患者が腕をゆっくり降ろ
せなかった場合や，脱力感を伴って上肢が降
下すれば陽性。（図）

腱板損傷のまとめ：その程度により保存療
法が可能なものと手術が必要な症例がある。
発症早期にその程度を見極め，整形外科にて

法を治療の中心とする。
●生活指導

急性期と同様に指導。疼痛や可動域の改
善に合せて徐々に患肢の使用範囲を拡大さ
せ，自主訓練も促します。
●運動療法

可 動 域 訓 練を中心とする。 他 動 運 動
（passive exercise）， 自 動 運 動（active 
exercise），筋力を外力で補助する自動介助
運動（active-assistive exercise）から，病
態に合わせて選択する。

・ 拘縮を最小限にとどめるために，振り子運動
など緩和なものを実施する。

・ 振り子運動，滑車運動，ストレッチ体操によ
り肩関節，肩甲胸部の可動性改善をはかる。

・ 振り子運動ののち，挙上，外旋，内旋を行う
よう指導する。

・ 他動的外転は疼痛を悪化させることがある
ので注意。屈曲および下垂位での外旋を
改善させてから行うよう指示する。

●薬物療法
非ステロイド性抗炎症薬（セレコキシブな

ど）を処方。慢性期でも夜間痛が強い場合
は，肩甲上腕関節内にステロイド（デキサメタ
ゾンリン酸エステルナトリウムなど），ヒアルロン
酸ナトリウムを注入する場合もある。可動域改
善が不良な場合は，局所麻酔薬（リドカイン
塩酸塩など）投与下のパンピング療法や最近
では第 5 第 6 頸椎神経根をエコー下にブロッ
クするサイレント・マニピュレーションが効果が
あるとされている 9）。

腱板損傷

最後に腱板損傷について記載する。
腱板損傷は専門的な治療が必要なため，

診断の要点のみとする。
近年 MRI の撮影技術が進んでいるため，

腱板損傷の診断はそれを疑いさえすれば容易
である。また詳細は専門書に譲る。リウマチ医

治療方針を決めてもらうと良い。
『肩こりの臨床 森本昌宏 編 克誠堂出版』

という良書があるので紹介する。肩こりを250
ページに渡り解説したものであり，詳しく調べ
たい読者には適していると思われる。

参考資料：
１） Johannes CB, Le TK, Zhou X, Johnston JA, 

Dworkin RH. The prevalence of chronic pain 
in United States adults: results of an Internet-
based survey. J Pain. 2010 Nov;11（11）:1230-9. 
doi: 10.1016/j.jpain.2010.07.002. Epub 2010 Aug 
25. PubMed PMID: 20797916.

２） Toshihiko Sakakibara, Zhuo Wang, Permsak 
Paholpak,　Weerachai Kosuwon, Myint Oo, 
Yuichi Kasai, A Comparison of Chronic Pain 
Prevalence in　Japan, Thailand, and Myanmar 
Pain Physician 2013; 16:603-608 • ISSN 1533-
3159

3） 高岸憲二：ガイドライン外来診療 2012：P.235
4） 菊池一馬ほか：第32 回日本肩関節学会報告（2005）, 

Medical Tribune 38（40）：20, 2005
5） 大野 弥ほか：痛みと臨床 1：931-936,2001
6） 三笠元彦：骨・関節・靭帯 12：1213-1215, 1999
7） Shaffer B., et al.:J. Bone Joint Sung. Am. 74: 

738-746, 1992
8） 高岸憲二：日整会誌 73：479-488, 1999
9） 皆川 洋至：Monthly Book Orthopaedics　2012

年 10 月号　25:93-8 凍結肩の診断と治療（肩関節
拘縮に対するサイレント・マニピュレーション）

 肩関節や後頚部痛はあまりに多く，
 きちんと診断がなされていないが，
腱板損傷の鑑別診断だけはつけておいたほうが良い。

聞き手　後藤　眞
	 東京女子医大東医療センター整形外科・リウマチ科客員教授	練馬光が丘病院リウマチ内科

埼玉医科大学名誉教授
安倍 達 氏

これからのリウマチ診療は、
若い人の発想が必要！

題字・仲村一郎
湯河原厚生年金病院
リウマチ科 部長

今回は，埼玉医科大学名誉教授・同総合医療センター名誉所長の安倍達氏をお訪
ねした。安倍氏は慶應義塾大学医学部卒業後，同内科学助教授を経て，埼玉医科大
学内科教授退官に至るまで，一貫して関節リウマチの病因解明を目指す先端的な研
究に従事し，日本のリウマチ学を牽引してきた。免疫学，分子生物学の最新の成果
を応用してリウマチ医療が飛躍的進歩を遂げた今日，リウマチ研究に求められてい
るものは何かを，安倍氏と，本紙編集委員長・後藤眞氏が語り合った。

基礎と臨床の
クロストークこそ大事

後藤：あちこちの学会の席上で安倍 達先
生のお姿を拝見し，いつも発表者にさまざ
まな鋭い質問を発せられているのを見て，
いつか親しくお話をさせていただきたいと
思っておりました。特に先生をよくお見か
けするのは外国人演者の講演ですが，質問
の内容もありきたりではなく，実験のテク
ニックの細部に至るまで，まるで若い研究
者のように質問をされ，新しいところまで
よくフォローされているなあと感服してお
りました。先生のそのモチベーションの源
泉は一体どこにあるのかというのが，本日

最初にお聞きしたいことです。
安倍：いまでも患者さんを診ていますが，
そうする以上は，患者さんに最高のサービ
スをしたい。そのためには，絶えず自分を
ブラッシュアップしなければならない。す
ると，いまのお話のような行動になる。
後藤：ご研究もそうだと思いますが，私の
研究もずっと基礎研究が中心です。ところ
が，基礎研究に対する誤解があって，私は
よく「後藤は基礎にかまけて患者を見てい
ない」という批判を受けました。しかし，
それは見当違いだろうと思うのです。基礎
と臨床の関係は，基礎研究の知見に基づい
て診療を行うということですから，基礎も
臨床も研究の方法は同じでしょう。それを

分かっていない人が多いなあといつも思っ
ています。特にいまリウマチの領域では，
分子生物学や免疫学の最先端の研究成果が
ダイレクトに臨床の現場に応用されていま
すが，このあたりは，基礎研究に従事した
者でなければ理解できないと思うのです。
安倍：後藤先生が受けられたような批判を
する人が時々いますね。私は，先生の行わ
れたプロジェリアの研究は臨床家にとって
も大変意義深いものだと思っています。基
礎と臨床の双方向の関係は，このごろは
bench to clinic, clinic to bench という言葉
で言われるようになっていますが，これは
やはり，双方が互いにクロストークしなが
らやっていこうということだと思います。

生体内の反応プロセスを
in vitro で再現

後藤：安倍先生が免疫領域の基礎研究に進
まれたのは，どういう経緯からでしたか。
安倍：慶應義塾大学の内科学教室に入った
ときに，私は細胞性免疫の研究をしようと

思ったのですが，ご存知のように，当時は
細胞性免疫といえば皮内反応ですから，目
立ったトピックはありませんでした。幸
運なことにその当時，ハーバード大学の
Stuart Schlossman 氏 が CD nomenclature
という，細胞の表面に発現しているさまざ
まな分子に対するモノクローナル抗体を作
る研究を行っていたのです。私はその研究
を応用して，ヒトの末梢血から目的とする
細胞を採り，それを再構築して，体の中で
起こるいろいろな現象を考えるという立場
をとることができました。
後藤：私も，安倍先生の時代と少し重なる
部分があり，やはり細胞性免疫から入って
いきました。ただ，そうすると分子生物学
の時代になったときに，物としての蛋白質
などに還元しきれない，生き物としての細
胞というファジーな部分が残り，そこが弱
みだと言われる先生もおられました。しか
し，その後，研究が進み，いまはさまざま
な表面抗原に対するモノクローナル抗体が
作られ，SLE をはじめさまざまな自己免
疫疾患の治療ができるようになっています
から，今後，蛋白と細胞の両方からのアプ
ローチで，もっと良い治療ができるように
なるだろうと思われます。
安倍：細胞を分離して再構築することによ
り，生体で起きている細胞反応をin vitro
の系に移すことができたので，ある意味で
ブレークスルーができたと思います。
後藤： さ ら に，FACS（fluorescence activated 
cell sorting）などが使われるようになって，
有用なテクノロジーに発展していったので
はないでしょうか。

1. ペインフルアークサイン 2. ドロップアームサイン

図　腱板損傷の検査

シリーズ「リウマチ人」は
次号に続きます。
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H26.11〜H27.2）］ 		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/rheuma/）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。

Announcementは、平成27年3月号までの掲載となります。5月より財団ホームページをご覧くださいますようお願い申し上げます。

この研修会は医師のみを対象に
開かれています。

ご寄付いただいた方 〜平成 26 年 9 月〜

七川　昭子 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。

11/21（金）19:15　1単位	 茨城
第40回	茨城県北部リウマチ研究会
大正富山医薬品㈱
井坂	和明
Tel.03-3985-1133

関東・甲信越

11/28（金）19:30　1単位	 秋田
第4回	こまちリウマチセミナー
ブリストル・マイヤーズ㈱
高堰	渉
Tel.018-867-0162

11/29（土）15:00	17:10　各1単位	宮城
ロコモ対策	運動器疾患/骨・関節
フォーラム	仙台会場
㈱メジカルビュー社
横田	秀夫　Tel.03-5228-2089

11/26（水）19:35　1単位	 宮城
第21回	国分町整形外科医会学術講演会
小野薬品工業㈱
金振	圭吾
Tel.022-221-3676

12/6（土）17:00　1単位	 北海道
Frontiers	in	Rheumatoid	Arthritis	Conference	2014
アステラス製薬㈱
小野寺	貴裕
Tel.011-281-5111

北海道・東北

11/21（金）20:00　1単位	 千葉
第24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

H27/2/5（木）19:15　2単位	 埼玉
第22回	埼玉骨・関節疾患研究会
エーザイ㈱
長井	伸之
Tel.049-245-6321

12/10（水）20:00　1単位	 埼玉
第5回	埼玉西南地区リウマチ研究会
中外製薬㈱
田邉	慧
Tel.049-247-3151

12/3（水）20:00　1単位	 埼玉
第5回	埼玉抗IL-6療法研究会
中外製薬㈱
小林	典広
Tel.049-247-3151

11/21（金）20:00　1単位	 埼玉
第9回	さいたまサイトカイン研究会
ファイザー㈱
梶浦	章正
Tel.048-649-2777

11/28（金）19:00　2単位	 群馬
群馬リウマチアカデミー
田辺三菱製薬㈱
和栗	昇
Tel.027-321-5261

H27/1/13（火）19:10　1単位	 東京
第4回	DREAM	Conference
アッヴィ合同会社
坂本	祐一
Tel.080-2194-6590

12/12（金）20:10　1単位	 東京
東京リウマチフォーラム2014
田辺三菱製薬㈱
工藤	謙冶
Tel.03-3815-0301

12/6（土）17:00　2単位	 東京
第43回	東京都リウマチ膠原病懇話会
参天製薬㈱
曽我	拡大
Tel.0120-310-106

12/6（土）16:30　2単位	 東京
ロコモ対策	運動器疾患/骨・関節
フォーラム	東京会場
㈱メジカルビュー社
横田	秀夫　Tel.03-5228-2089

11/25（火）19:30　1単位	 東京
第38回	ひがし東京リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
堀	徹
Tel.03-3647-1211

11/22（土）18:30　2単位	 東京
第21回	桜リウマチ研究会
日本大学医学部附属板橋病院
山口	太平
Tel.03-3972-8111

東海・北陸

11/22（土）17:20　1単位	 長野
第9回	リウマチの肺障害研究会
エーザイ㈱
森田	誠
Tel.026-228-7143

H27/1/29（木）20:00　1単位	 神奈川
第13回	川崎中部リウマチ懇話会
田辺三菱製薬㈱
北目	武史
Tel.045-472-2653

12/3（水）20:00　1単位	 神奈川
RA	Expert	Meeting	Kawasaki
アステラス製薬㈱
前島	英朗
Tel.044-738-3051

11/26（水）20:00　1単位	 神奈川
第17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

H27/1/29（木）18:30　2単位	 東京
第17回	骨とリウマチ研究会
中外製薬㈱
横川	直樹
Tel.03-3346-0221

11/21（金）20:00　1単位	 富山
第23回	富山抗サイトカイン療法研究会
富山大学大学院医学薬学研究部
松下	功
Tel.076-434-7353

11/26（水）19:00　1単位	 静岡
静岡リウマチネットワーク学術講演会
参天製薬㈱
吉川	勝
Tel.090-2190-6645

12/18（木）19:30　1単位	 岐阜
西濃リウマチセミナー2014
中外製薬㈱
野澤	敬
Tel.058-252-7400

12/4（木）19:00　1単位	 岐阜
東濃リウマチ薬物治療研究会
中外製薬㈱
紀國	真作
Tel.058-252-7400

11/29（土）16:00　2単位	 岐阜
ロコモ対策	運動器疾患/骨・関節
フォーラム	岐阜会場
㈱メジカルビュー社
横田	秀夫　Tel.03-5228-2089

11/24（月）11:30　1単位	 福井
関節外科懇話会
日本ストライカー㈱
高森	俊樹
Tel.080-6773-5120

11/22（土）17:00　1単位	 大阪
第7回	骨・関節懇話会
田辺三菱製薬㈱
中村	統一
Tel.06-6205-5715

H27/1/24（土）17:00　2単位	 京都
京滋リウマチ財団登録医の会
アステラス製薬㈱
山下	泰志
Tel.075-252-1881

12/4（木）19:50　1単位	 滋賀
第2回	湖東リウマチ膠原病研究会
田辺三菱製薬㈱
長崎	徹
Tel.077-566-7227

近畿

H27/1/17（土）17:00　1単位	 愛知
第21回	東海関節鏡研究会
帝人ファーマ㈱
岩本	行広
Tel.052-249-3910

11/27（木）19:00　2単位	 愛知
第6回	愛知膠原病セミナー
参天製薬㈱
上野	英雄
Tel.0120-310-106

H27/1/29（木）19:00　2単位	 静岡
第15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

11/22（土）17:30　1単位	 大阪
第14回	リウマチ病診連携の会
中外製薬㈱
伊藤	毅
Tel.06-6350-6355

H27/1/24（土）17:30　1単位	 神戸
第42回	神戸免疫・膠原病懇話会
参天製薬㈱
谷本	憲匡
Tel.0120-310-106

12/13（土）16:30　2単位	 兵庫
第3回	兵庫県リウマチ財団登録医の会講演会
松原メイフラワー病院
松原	司
Tel.0795-42-8851

12/6（土）18:00　1単位	 兵庫
第10回	兵庫リウマチチーム医療研究会
中外製薬㈱
坂本	芳貴
Tel.078-241-6851

H27/1/31（土）17:20　1単位	 大阪
第7回	関節リウマチ治療の最前線
田辺三菱製薬㈱
古賀	貴子
Tel.06-6205-5716

H27/1/17（土）17:00　1単位	 大阪
第4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

12/20（土）11:00　2単位	 大阪
第7回	セファロ・ニューロ・サイコリ
ウマトロジー研究会
参天製薬㈱
浅野	益男　Tel.0120-310-106

12/13（土）14:45　2単位	 大阪
第33回	大阪リウマチカンファレンス
田辺三菱製薬㈱
芝谷	良紀
Tel.06-6205-5715

12/6（土）15:30　1単位	 大阪
第30回	北河内リウマチ膠原病勉強会
田辺三菱製薬㈱
小野	裕明
Tel.072-843-3023

11/27（木）19:45　1単位	 福岡
第68回	北九州・筑豊リウマチ懇話会
旭化成ファーマ㈱
沖増	陽介
Tel.093-512-5115

11/27（木）19:30　1単位	 福岡
第9回	大牟田リウマチを考える会	学術講演会
参天製薬㈱
平尾	拓人
Tel.080-2439-8265

九州・沖縄

H27/1/24（土）18:00　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.087-811-3333

11/26（水）19:40　1単位	 山口
山口県リウマチ・膠原病（YRC）研究会
山口大学大学院医学系研究科整形外科学
平土	由美
Tel.0836-22-2266

12/4（木）19:15　1単位	 島根
第5回	IZUMOリウマチネット勉強会
エーザイ㈱
小林	陸朗
Tel.0853-31-9270

12/4（木）19:00　1単位	 鳥取
第13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

中国・四国

12/6（土）16:00　1単位	 福岡
第9回	リウマチ医のための福岡肺障害研究会
（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤	正一
Tel.092-762-2380

11/29（土）18:00　1単位	 福岡
第29回	日本臨床リウマチ学会	イブニ
ングセミナー
㈱コングレ	九州支社
神野・内野　Tel.092-716-7116

11/29（土）～11/30（日）29日	12:10	各1単位	福岡
	 30日	12:20
第29回	日本臨床リウマチ学会	ランチョンセミナー
㈱コングレ	九州支社
神野・内野　Tel.092-716-7116

11/29（土）～11/30（日）29日	8:30	13:20	14:20	各1単位	福岡
30日8:30	9:30	10:40	13:30	14:30

第29回	日本臨床リウマチ学会
㈱コングレ	九州支社
神野・内野　Tel.092-716-7116

11/25（火）20:00　1単位	 熊本
エタネルセプト発売10周年記念講演会
ファイザー㈱
河野	裕介
Tel.080-3583-7301

H27/2/20（金）20:00　1単位	 福岡
第103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

H27/2/4（水）19:30　1単位	 福岡
福岡RA生物学的製剤治療研究会（第1回	インフ
リキシマブBiosimilar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

第 16 回　RA トータルマネジメントフォーラム
■日　時：平成 27 年 2 月7 日（土）　12 時 30 分開始予定
■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
■単　位：日本リウマチ財団登録医単位
　（予定） 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師単位
 日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師単位※

 ※ 研修会参加実績 1 回　経過措置期間
■募　集：装具・自助具の展示募集
 詳細は財団ホームページ掲載の「第二報」をご覧ください。
 シンポジウム、特別講演のプログラムも掲載しています。

企画運営委員会の活動について
平成 26 年 9月、10月開催企画運営委員会の審議概要を次の通り報告します。

企画運営委員会　委員長　西岡　久寿樹
日　時 平成 26 年 9月9日（火）18：00 ～
場　所 学士会館 303 号室
出席者 西岡委員長，越智副委員長，井上委員，岡田委員，狩野委員，川合委員，中村委員，
 村澤委員，山本委員
 髙久理事長，幸田副理事長，濵砂専務理事

《報告事項》
１．研修会の開催について　濵砂専務理事が報告

7月20日にリウマチケア専門職制度研修会が東京都で，7月27日に中国・四国地区リウマチ
の治療とケア研修会が出雲市で，8月3日に九州・沖縄地区リウマチ教育研修会が大分市で，9
月7日に北海道・東北地区リウマチの治療とケア研修会が仙台市でそれぞれ開催され，合計 458
名が参加した。

２．委員会の開催について
8月6日( 水 ) リウマチ病学テキスト検討会を開催。

３．日欧リウマチ外科交換派遣医については
越智副委員長が来日中の交換派遣医 2 人に面談，順調に予定をこなし，9日現在では，名古

屋に滞在，新潟を経て，9月14日帰国の予定であることが報告された。

《審議事項》
１．平成 26年度法人賛助会員打合会について

座長は委員長の西岡先生，演者は水口真寿美先生（弁護士）と副委員長の越智先生が座長，
演者は中村耕三委員で決定。

日　時 平成 26 年 10月14日（火）18：00 ～
場　所 学士会館 303 号室
出席者 西岡委員長，越智副委員長，井上委員，岡田委員，狩野委員，中村委員，村澤委員，
 髙久理事長，濵砂専務理事

《報告事項》
１，研修会の開催について　濵砂専務理事が報告

９月２１日に北海道・東北地区教育研修会を青森市で，10月5日に近畿地区リウマチの治療と
ケア研修会を大阪市でそれぞれ開催し合計 180 名が参加した。
２，委員会の開催について

10月1日 ( 水 )　医療情報委員会
・アクセス数は大幅な増加，登録薬剤師の影響も大きいが，委員の先生方によるＱ＆Ａなどもア

クセス増加要因。
・利便性の向上からTOP ページ改善，これまでなかった日本リウマチ財団名をいれ，入口を一般，

専門家等に分ける。
３，平成26年度法人賛助会員打ち合わせ会

打ち合わせ会次第，講演演題「ファーマコビジランスについて」「ロコモティブシンドロームの
予防と治療について」を確認。

４．第29回日本医学会総会2015　関連市民向けイベントについては
・パネリストについて

日本リウマチ友の会から，パネリストに茅島聖治氏を推薦。
・タイトル（リウマチ・ロコモ予防フォーラム）について

様 な々意見があったが，「リウマチ・ロコモ予防フォーラム」で決定。
・広報について

新聞等，周知努力を早くから実施すべき。
５．登録薬剤師の申請状況

６月申請受付，9月末日締め切りだったが，187 名の申請があった。今後審査を経て，登録薬
剤師が誕生予定。

《審議事項》
１．国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助成者の選考，3 名決定。
（アメリカリウマチ学会 2014，25 万円の助成金）
助成金受賞者はリウマチ財団ニュースに学会発表の要点などを掲載する。

11/25（火）19:00　1単位	 千葉
茂原市長生郡医師会学術講演会
ブリストル・マイヤーズ㈱
石櫻	貴幸
Tel.043-297-1671

11/22（土）18:50　1単位	 福井
福井県整形外科医会学術講演会
福井県立病院　整形外科
三崎	智範
Tel.0776-54-5151

12/4（木）19:00　1単位	 大阪
第13回	臨床リウマチUpdate
ファイザー㈱
稲葉	夏樹
Tel.06-6575-5211
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【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】	 委員長：後藤　眞 東京女子医大東医療センター整形外科・リウマチ科客員教授 練馬光が丘病院リウマチ内科 羽生忠正 長岡赤十字病院 リウマチセンター長
  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 帝京平成大学健康メディカル学部 教授・湯河原厚生年金病院客員部長 山村昌弘 岡山済生会総合病院 特任副院長 / リウマチ・膠原病センター長
  村島温子 国立成育医療研究センター　周産期・母性診療センター主任副センター長

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。今年度からは，新たに前期・
後期臨床研修医，大学院生も参加対象とします。
※ 詳細等はホームページでご確認ください。

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

関東・
甲信越

11/23
（日）

新潟日報
「メディアシップ」

新潟県立リウマチセンター
名誉院長 村澤 章 先生

東海・
北　陸

12/7
（日） ミッドランドホール 藤田保健衛生大学 リウマチ感染症内科

教授 吉田 俊治 先生

近　畿 11/9
（日） KBS ホール 京都大学大学院医学研究科 整形外科学

教授 松田 秀一 先生

中国・
四　国

11/24
（月・振替）

徳島大学
大塚講堂

美摩病院吉野川リウマチセンター
院長 四宮 文男 先生
徳島大学大学院 呼吸器・膠原病内科分野
教授 西岡 安彦 先生

平成 26 年度 リウマチ教育研修会 開催予定

平成 26 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。
※ 詳細等はホームページでご確認ください。

地区名 開催日 開催場所 世話人

関東・
甲信越 

11/22
（土）

ステーション
コンファレンス東京

筑波大学医学医療系
内科 ( 膠原病・リウマチ・アレルギー )
教授 住田 孝之 先生

お問い合わせ：日本リウマチ財団 03-3946-3551

本号の「シリーズ リウマチ人」では埼玉

医大名誉教授安倍達先生と後藤編集委員長

との対談記事であるが現在のリウマチ学の

問題点や今後の方向性について示唆に富ん

だ内容で印象的であった。

私事で恐縮だが安倍達先生は小生が初め

てリウマチ学の臨床及び研究の手ほどきを

受けたメンターである。当時のリウマチ学

といえば特に SLE，強皮症などの自己免疫

疾患患者血清の自己抗体を中心とした液性

免疫研究が主流をなしていた。安倍先生は

その主流と異なり細胞性免疫研究に従事さ

れていて，その初期は T 細胞といっても羊

赤血球が結合したリンパ球を指していた時

代であった。私はその細胞性免疫及び T 細

胞という名前にひかれてその門をたたき，

おかげでハーバード大学の Dr. Schlossman

の研究室に留学し，約 16 年を T 細胞を中

心とした細胞表面分子の機能と構造の研究

に従事し，現在の自分があると思っている

が，その基盤を作っていただいたのが安倍

先生の指導であった。

帰国後も安倍先生の学会において発表演

者へのするどい質問など，本対談でも述べ

られているように日進月歩の研究に対して

ひたむきに勉強されている姿には敬服する

ばかりである。現在行われている最先端の

ゲノム，遺伝子検索の有用性に関しての御

意見や，臨床家のなすべき研究とは何かな

どについてもさまざまな提言をされ，とて

も意味深い対談であったと思われる。

もう一つ仲村委員と秋田中通病院の宮

本誠也先生及びそのスタッフとの医療連携

とその課題についても注目に値する記事で

あった。

昨年の佐世保中央病院はとくに離島をか

かえる長崎県の医療連携ネットワークの話

であったが，今回は山々と冬季の厳しい気

候を背景とした秋田県での医療連携ネット

ワークで，宮本先生の精力的な地域のリウ

マチ患者さんへの取り組みが心に伝わり，

東京という恵まれた医療状況におかれてい

る我々にとって，とても頭の下がる思いで

ある。佐世保中央病院では内科リウマチ医

を中心とした医療連携ネットワークであっ

たが宮本先生の場合は整形外科医を中心と

したネットワークであり，地域柄高齢者が

多くなり，おそらく種々内科疾患の合併が

多いことが予想されるが，その壁を打ち破

るバイタリティーでこのネットワークを構

築された先生の今後のさらなる発展を祈り

つつ筆を置きたい。

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

（森本幾夫）

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 27 年 1月 31 日

リウマチ性疾患の病因・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 26 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。
３．塩川美奈子・膠原病研究奨励賞
	 締め切り	平成 26 年 11 月 30 日

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。

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。

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。

・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。

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）

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。

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 27 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 61 年度，平成元年度，平成 4 年度，平成 7 年度，平成 10 年度，
平成 13 年度，平成 16 年度，平成 19 年度，平成 22 年度

申請受付期間 平成 27 年3月1日～ 5 月31日

平成 27 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

審査料 （申請時） ………… 1 万円
登録料 （審査に合格後） … 2 万円
登録有効期間  …………… 5 年間

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 27 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。

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者

米国リウマチ学会（ACR2014）平成 26 年 11月14日～ 19日開催

氏　名 所　属　等

劉　爽 愛媛大学大学院医学系研究科薬理学助教
西村　啓佑 神戸大学医学部附属病院膠原病リウマチ内科医員
中島　俊樹 京都大学大学院医学研究科内科学講座臨床免疫学 大学院生

平成 27 年度リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続


