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131 号の主な内容
● レポート	新潟県立リウマチセン
ター	移転後 9 年目の今（前編）

● いまさら聞けない慢性運動器疼痛
第 6 回	足関節，足の愁訴につ
いて

（次ページに続きます）

（次ページ下段に続きます）

話し手：村澤　章氏／新潟県立リウマチセンター	名誉院長
聞き手：後藤	眞編集委員長／練馬光が丘病院	リウマチ内科

2006 年設立「新潟県立リウマチセンター」。日本唯一といっていい地方自治体運営
のリウマチ専門センターも今年で９年目に入った。開業当時の状況は，このリウマチ
財団ニュースでも最新鋭の設備の写真とともに取り上げ，一番の課題を，患者さんの
ために病院を運営し続けるランニングコストの確保だと記録している。
前身である瀬波病院時代から，院長，名誉院長と務め，センターを発展進化させて

きた村澤先生に８年越しの再取材を行った。

急激な合併症には対応できず，大学か大き
な市中病院へ送ることになります。これで
はセンターとは言えない，最期の看取りも
できないというのでは……というジレンマ
があったのですね。

平成 18 年，新潟県が県の 3 ヵ所で救命
救急医療の基幹病院を運営することにな
り，そのうちの一つとして新発田病院が再
編されました。そのとき，県から「（瀬波
病院の）リウマチセンターも隣に来ないか」
と打診されたというのが設立の背景です。

併設のメリットと，
独立へのこだわり

村澤：新発田に移転したことで，新潟市

に近くなり，患者さん
からみた地理的な利便
性は良くなりましたね。
また，なんといっても
新発田病院と同一敷地
内に併設されたことに
より，総合病院と医療
設備などの共同運用が
できることになりまし
た。救命救急，呼吸器・
循環器専門治療，電子
カルテシステムや「地
域連携室」などとの連
携が効率よく図られ，
瀬波病院時代のジレン
マは解消されました。

移転は自発的なものではなく，世の中の
流れに乗ったという面や偶然もあります。
ただ，そのときに妥協はせず，「医療の独
立のため，総合病院のリウマチ科ではなく，
リウマチセンターとして独立させてくださ
い」と主張しました。だから，私は生涯に
わたって「リウマチセンターがこの病院の
冠だ」と言い続けるのです。「新発田」も
付いていないし，県立病院ですが，じつは
英語訳に「Prefectural」という言葉を使っ
ていません。独立を保ち，専門家の立場で

医療を行う「Niigata Rheumatic Center」
だという自負があるからです。

「3 本柱」と病院の基本理念

村澤：県立リウマチセンターの機能の 3 本
柱は診療，研究，研修にあります。また病

県立リウマチセンター構想の
背景

村澤：私たちはもともと，新潟県村上市の
瀬波で診療していました。昭和 56 年に設
立された新潟県立瀬波病院のリウマチセ
ンターへ，新潟大学から派遣されたので
す。そこは新潟県の最も北の端。風光明媚
ではあるけれど，雪が降れば患者さんは来
られません。だから，いつか中央に“リウ
マチセンター”として行きたいと思ってい
ました。そして，私はセンターを名乗る以
上，単科病院ではいけないと考えていまし
た。当時の瀬波病院ではリウマチの診療を
行い，整形外科と内科があっても，透析は
まずできません。ましてや ICU などなく，

新潟県立リウマチセンターの前で，左より後藤眞編集委員長，村澤章氏。
県立リウマチセンターの奥に，新発田病院が見える。連絡通路での行き来
も可能。

足，足関節は荷重に際しての疾患，愁訴が多いため，診察の際
に必ず，患者を歩行させて，歩容を確認することが重要である。
うちわ歩行	toe-in	gait, そとわ歩行	toe-out	gait などを確認する。
また立位にさせて，荷重時の下肢全体のアライメント，すなわち
内反膝や外反膝，また脚長差や脊椎の側弯や股関節の障害による
異常がないかどうかを確認が必要である。また足や足関節の XP

を撮影する際には荷重させて行うことでより多くの情報を得るこ
とが可能である。足の変形には多種類あり（図１），どの変形に該
当するかを検討することで愁訴の原因を類推できる可能性が高く
なる。また診断の際には荷重での足の XP（正面，側面）および
外観が重要である。

偏平足

一般的には足の縦アーチの低下を示すも
のをいうが，外反足，外反偏平足も含まれ
ている。

小児期にもよくみられるが，麻痺による
もの以外は成長とともに筋力や靭帯組織が
強化されると改善される。変形が高度な場
合には足底挿板を使用する。

成人では，特に中年以降に肥満や加齢に
よる筋力低下や靭帯の機能不全のために
アーチが低下する。また偏平足が進行する
と後述する外反母趾になりやすくなる。タ
オルを引き寄せる足裏運動（図２）や足趾
でジャンケン（図３）をすることで足底に
ある長母趾屈筋，長趾屈筋を強化し，荷重
の際のショックアブソーバーとしての働き
を強化することができる。また縦アーチが
低下したために足底側に転位した舟状骨を

上に引き上げる前脛骨筋や後脛骨筋を強化
することが重要である。足底挿板を処方し
た場合にも足裏運動は必ず行わせることが
重要である。

外反母趾

長時間の靴や靴下を着用するなどの生活
習慣の変化により，本邦でも増加している。
女性に多く，10 歳代から発症する例と 40
歳代の中年期に発症するものがある。若年
発症の際には高頻度の家族内発生がみられ
ることが多い。解剖学的に縦アーチのみな
らず，横アーチも低下した偏平足，中足骨
内反，中足骨頭の変形，第 1 中足骨とのバ
ランス，種子骨の回内変形などが相まって
外反母趾変形を引き起こす。図 4，図 5の
ように痛みが強く，ベンチ（たこ）形成が
高度で第二趾が脱臼しているような症例
では手術加療が必要である。（Shi K, at al: 
Mod Rheumatol 17(2); 110-114, 2007）

三木 健司 氏
早石病院 疼痛医療センター
大阪大学 疼痛医療センター
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院の基本理念は，①チーム医療を推進し，
先進的なリウマチ医療を提供する，②回復
期リハビリテーション病棟を設け，新発田
病院とのリハビリ連携を行う，③地域の医
療機関・福祉施設との連携を密に図り在宅
医療を支援する，などと掲げていましたが，
その後のセンターの歩みはまさにこの路線
に沿って進められました。

医師不足に効いた研修医制度

後藤：毎月 100 名の新患が訪れ，対応に追
われているという開業当時の記事（リウマ
チ財団ニュース　平成 19 年 3 月号）が残っ
ていますが，当初の医師の集まり具合とい
うか，環境はどうだったのでしょうか。
村澤：一緒に瀬波病院から来た医師もいま
したが，それでも 6 人くらいでやっていて，
ひどい医師不足でした。「標欠」という言
葉は分かりますか？　標榜が欠損している
と書いて，標欠。何が言いたいのかという
と，医師が少ないと病院として最低の加算
しか取れないので，生きていかれないので
す。そういう状態が，開業から 1 年続きま
した。
後藤：どのように乗り越えたのですか？
村澤：今でも医師不足は続いていますが，
研修医制度の存在が大きいですね。当セン
ターには，「手の外科」の石川肇先生など，
専門性が高く実績のある先生がいますか
ら，学ぶために若い医師が集まって来ます。
入口が整形外科であっても，内科も学べま
すし，面白くてしょうがないわけです。
後藤：Rheumatology は，今，Immunology
や分子生物学の最先端だから，意外と若い
医師は興味を持っているのです。ですが，
総合的に教えてくれるところが少ない。1
年間でまんべんなく診ることができると
パッケージ化するのは良い手ですね。
村澤：整形外科の研修生にも最後の 3 ヵ月
は内科のミーティングに出席してもらい，
生物学的製剤をちゃんと覚えてから卒業し
てもらっています。

リウマチ医療の転換期に直面

村澤：移転と前後して，リウマチ治療薬の
メトトレキサート（MTX）が 1999 年に，
生物学的製剤（以下 Bio）が 2003 年に本
邦に導入されました。それはリウマチ医療
の大きな転換期となり，当センターもその
流れに直面することになりました。Bio の
効果は素晴らしいものがありましたが，副
作用や合併症対応のため高度な医療と，投
薬継続のため地域医療連携が必須となった
のです。

私たちはまさにこの対応こそがリウマチ
センターに課せられた使命と考え，地域連
携室を中心にした「Bio 地域連携チーム」
を立ち上げました。約 400 ヵ所の病院やク
リニックとのリウマチ医療連携が始まりま
した（図）。
後藤：新潟県は理想的な連携ができている
地域といわれています。私自身は浦佐（新
潟県南魚沼市）の病院に通うようになって，
抜けている地域があることも実感していま
すが。
村澤：まだ全県的には拠点病院が組織され
ているとは言えませんが，私たちの県立リ
ウマチセンター，羽生編集委員の長岡赤十
字病院，県立中央病院，そして新潟大学で
おおむねカバーしています。下越（県立リ
ウマチセンター，新潟大学）／中越（長岡
赤十字病院）／上越（県立中央病院）で三

角形を作っているものの，実際には阿賀野
川が中下越地域を“阿賀北”と“新潟市近
隣”に分断しているため，新潟県は，実は
4 ブロックの医療圏から成るのですよ。

そういうわけで，私たちは阿賀北を中心
にした下越地区で，MTX，Bio，RA 初期
診断などの医療連携を構築し，地域格差の
解消に努めてきました。この 2，3 年はさ
らに医療連携を発展させ，RA に合併する
骨粗鬆症対策を，地域のかかりつけ医とと
もに「大腿骨近位部骨折連携パス」に乗っ
て拡充しています。

介護の面でも
RA 医療は大転換

村澤：平成 12 年の介護保険の導入により
在宅ケアが推進され，平成 24 年に高齢者
が地域の住みなれた環境で生活できるよう

「地域包括ケア支援システム」が国策とな
りました。よって，リウマチ医療も在宅で
のケアを目指す方向に舵を切り替え始めま
した。
後藤：しかしリウマチの一番の問題は，治っ
た後（寛解期）も不安が残るということで
す。その不安を受け止められるのが，専門
医ですね。
村澤：団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢
者となる「2025 年問題」までは，社会の
流れを汲んで，国は地域包括ケアを押し進
めるでしょう。リウマチはまさにその渦中
にあります。リウマチという炎症がコント
ロールできてしまった外来患者の 8 割を，
私は手放すことになります。ただ，患者さ
んは必ずしも納得していません。
後藤：再発の不安もありますし，十分に歩
けない患者さんもいます。
村澤：独居も多いです。
後藤：結局，最後は老人問題になってしま
うわけですね。リウマチを診療する病院は
そのことを視野に入れて準備していかなけ
ればいけないと，私は思っています。
村澤：私はリウマチの特殊病院や拠点病院
がケアを掲げていいのかと，ずいぶん葛藤
してきました。でも，患者さんの現実を考
えると，掲げざるを得なくなりましたね。
RA は MTX や Bio で炎症がコントロール
されると，高齢化に伴う内科合併症やロコ
モティブシンドロームが前面に現れ，福祉，
行政も交えた地域包括ケアシステムへの参
加支援が急務になってきます。独居，認知
症合併，移動能力が低下した車椅子／ベッ
ド生活の患者さんなどは今後ますます増加
すると考えられます。

地域連携には，
リハマインドが不可欠

後藤：ここまでのお話で，県立リウマチセ
ンターと村澤先生の 10 年に近い歩みがか
なり分かってきたのですが，やはりこのセ
ンターの特色は，トータルにいろいろな
Rheumatology ができるということに尽き
るのでしょうか。
村澤：私の師匠は山本純己先生（一番町リ

ウマチクリニック顧問）ですから，トータ
ルマネジメントの考えは基本にあります。
T to T（treat to target）の薬物治療がど
んなに発展したとしても，やはり薬物，手
術，リハビリ，そして今はケアをトータル
で考えるべき。リハマインドのない地域連
携は駄目です。
後藤：それはどういう信念からですか？
村澤：リウマチ患者さんが在宅や老人ホー
ムなど病院の外でケアの対象になれば，担
当する人たちにリウマチのリハが分からな
い場合があります。日本におけるリハビリ
テーションというものは，急性期の疾患か
らの復帰を目指すもので，リウマチのリハ
などは超マイナーですから。
後藤：マイナーですね。大体，リハビリの
専門家はリウマチ患者を嫌がる。やればや
るほど，壊れてしまって逆効果だと思って
いるからです。実際はそうではないのです
が，まだ一般には浸透していないのではな
いかという気がします。
村澤：理解さえ進めば，リウマチ医療の中
からリハは絶対に消えない。反対に，手術
は理論的には消えていくはずです。リウマ
チが薬物でどんどんコントロールできるよ
うになって炎症がなくなれば，骨が破壊さ
れることもなくなりますから。骨が破壊さ
れなければ，手術の必要もない。だけど，
リハビリは絶対になくなりません。

Trans disciplinary team
という考え方

後藤：リハビリの専門家はリウマチ学会に
も 少 な く，RA 医 療 の
従事者がリハビリを学
べる機会は少ないです
が，チーム医療にはリ
ハビリの専門家が必ず
入っているので，みん
なでリウマチのリハマ
インドを広げていけれ
ばいいですね。
村澤：医療連携や地域
包括ケアを押し進める
ためには，チーム医療
の充実が欠かせません。
現在，チーム医療はそ
の成熟度によって 3 つ

に分けて考えられています。初期はいわゆ
る Multi（多職種の集まり）。そして，そ
こから進歩した Inter disciplinary team が
院内に確立されます。さらに院外の行政，
福祉施設と連携した Trans disciplinary 
team に発展・成熟されて初めてこのシス
テムは確立されるもので，今後の目標と
な る で し ょ う。 国 は Trans disciplinary
team に「地域包括」という新しい名前を
付けたわけですね。

これまで日本では，すべてを医療が引き
受けてきた。しかし欧米では，医療なんて
ほんの一部で，患者さんもご家族も甘えて
いてもしょうがない。だから，ケアがすご
く広がった。
後藤：それが日本の文化ですが，みんなで
意識を変えなければいけませんね。患者さ
んも自立することが必要です。
村澤：昔はチーム医療の真ん中には，コー
ディネーターや看護師がいました。今は違
う。患者さんとご家族がまず真ん中にいて，
彼らもチームの一員です。患者さんのニー
ズがなくて，ご家族の協力がないところに
は何も始まらないということですね。私は，
最近の市民公開講座では，リウマチ患者さ
んのセルフマネジメントをテーマに据えて
います。
後藤：それは評判が悪そうですね……。自
分が苦労するなんて話を誰も進んで聞きた
くないと思いますが。
村澤：それでも伝えるべきです。患者さん
なくして良くはならないのだと。

（以下，後編に続きます。）

レポート 新潟県立リウマチセンター 続き 図　リウマチ病診連携
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足関節捻挫（足関節靭帯損傷）

【定　義】1〜3）

足関節捻挫（足関節靭帯損傷）とは「足
関節に生理的可動域を超えた外力が加わ
り，関節を構成する軟部組織（靭帯や関節
包）が損傷した状態」で，「関節面の相互
関係は保たれているもの」を捻挫といい，

「関節の安定性に関与する靭帯の損傷を伴

うもの」は靭帯損傷として扱われる。受傷
時の肢位により内がえしまたは外がえし捻
挫（内反または外反捻挫）に分けられるが，
そのほとんどが内がえし捻挫で，多くは足
関節外側靭帯損傷を引き起こす。

【疫　学】
足関節・足部の捻挫は 1 日当たり 1 万人

に 1 人 2）の割合で起こるとされる頻度の
高い外傷でとくに，スポーツ活動による発
生頻度は非常に高く，足関節に見られる全
外傷の約 75％ 3）を占めるとも報告されて
いる。なかでも発生頻度が高いのは内がえ
し捻挫による足関節外側靭帯損傷で，サッ

カーやハンドボール，アメリカンフット
ボールやバスケットボールなどすべてのス
ポーツ活動で起こり得るとされている 4）。
過去 20 年間（1980 〜 2000 年）にスポー
ツ整形外科外来を受診した新患外来患者
に対する後ろ向き調査 5）では，足関節捻
挫と診断された者は 71,953 名中 4,062 名
で，膝内障，腰痛症に次いで多く，5 年毎
の年次推移でも常にトップ 3 を占め，患者
数は増加傾向にあったと報告している。ス
ポーツ活動中の傷害調査 6）では，部位別
傷害発生頻度は足関節では捻挫が最も高く

（69.7％），単独傷害でも足関節捻挫の発生

いまさら聞けない慢性運動器疼痛 続き
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件数が 14,376 件（14.4％）と，すべての傷
害の中で最も多かったと報告している。た
だ日常臨床ではスポーツ以外でも高齢者の
屋内活動の伴うものも多く，また何度も繰
り返して陳旧性の靭帯損傷となっているも
のも多い。

【病　因】3）4）

靭帯は足関節の安定性に関与している。
外側安定化機構は前距腓靭帯，踵腓靭帯，
後距腓靭帯によって，内側安定化機構は三
角靭帯によって司られている（図６）。こ
れら靭帯が単独または複合で損傷される
と，足関節は不安定性を呈するようにな
る。二分靭帯（踵骨から 2 方向に別れ立
方骨と舟状骨に至る靭帯である。その形
状から Y 靭帯とも呼ばれる。また，踵骨
から立方骨へ至る部分を踵立方靭帯 Lig. 
calcaneocuboideum，舟状骨へ至る部分を
踵舟靭帯 Lig. calcaneonaviculare と呼ぶ）
は足関節捻挫の半数に損傷が見られる。

内がえし捻挫では，足関節が底屈位で内
反強制を受け，前距腓靭帯が過緊張になる
と断裂する。さらに内反力が加わり，足関
節が背屈位強制になると，踵腓靭帯が過緊
張になり断裂，後距腓靭帯はさらに強力な
背屈力に内反力が加わると断裂する。

外がえし捻挫では三角靭帯や遠位脛腓靭
帯が損傷されるが，単独損傷はまれで，多
くの場合，足関節果部骨折を伴う。

【症　状】1）2）

疼痛と軽度の機能障害が生じる。受傷直
後には血腫は少なく，次第に内出血・浮腫
によって腫脹が発生する。損傷された関節
包や靭帯に一致して圧痛があり，損傷が高
度になるにつれて関節の不安定性が出現す
る。内がえし捻挫では，腫脹と疼痛が外果
前方に生じるのが特徴である。受傷後半日
以上を経過すると，外果より下方に出血斑
が認められる。跛行をきたすが多くは荷重
可能で，荷重不可能なときは骨折などを疑
う。

【診　断】1〜4）

触診，徒手検査，画像検査を行い診断す
る。
●触診

問診による受傷肢位の聴取，触診による
圧痛部位の把握により，比較的容易に損傷
靭帯を判別できる。足関節捻挫では，底屈・
内がえしの強制で外果前下方に疼痛を訴え
る。
●徒手検査

足関節の不安定性を評価する。外側靭帯
損傷を疑う場合，腫脹が軽減した段階で前
方引き出しテスト（図７）を行う。

●画像検査
・ 単純 X 線：二分靭帯損傷を疑う場合，

足部斜位撮影で踵骨前方突起骨折の有無
を，三角靭帯損傷を疑う場合は足関節撮
影で付随する脛腓靭帯損傷や外果骨折の
有無を確認する。

・ ストレス X 線：安定性の評価に有用で
ある。単純 X 線撮影で骨折を除外した
のち，内がえしと前方引き出しのストレ
スをかけた X 線撮影で距骨傾斜角（正
常＜ 10 度 3））と前方移動距離（正常＜
5mm3））を計測し重症度を評価する。ど
ちらかが陽性となった場合には関節不安
定性があると診断する。

・ MRI：軟部組織の描出に有用である。単
独では不安定性の評価は難しい。

◎内がえし捻挫で鑑別を要する疾患 4）

前脛腓靭帯単独損傷，腓骨遠位端骨折，
第 5 中足骨骨折，距骨後突起骨折，腓骨筋
腱損傷，その他

【治　療】
可能な限り早期からの保存療法の実施

で，ほとんどの症例で良好な結果を期待で
きる。捻挫を繰り返し不安定性が残る陳旧
例に，手術療法を検討する。

保存療法

● RICE 療法（応急処置）3）8）9）

初期治療の原則は RICE ＊ 1 療法。損傷
組織からの出血による腫脹を最小限に止め
ることで，疼痛が緩和し早期からの組織修
復が可能となる。
・ Rest（安静）：副子やテーピングで損傷

部位を固定し，腫脹や血管・神経の損傷
を防ぐ。

・ Ice（冷却）：氷水，アイスパックで患部
を冷却。患部の感覚が無くなったら（約
15 〜 20 分）はずして再度痛みが出てき
たら冷やす，これを繰り返えす（1 〜 3
日）。2 次性の低酸素障害による細胞壊
死と腫脹を抑えることが目的である。

・ Compression（圧迫）：テーピング，弾
性包帯などで損傷部位を軽く圧迫気味に
固定する。内出血や腫脹を防ぐ。

・ Elevation（挙上）：損傷部位を心臓より
高く挙げる。腫脹の防止または軽減を図
る。

＊ 1：RICE ／ Rest（安静），Ice（冷却），
Compression（圧迫），Elevation（挙
上）の頭文字を組み合わせたもの。

●装具療法 2）3）

・ 不全断裂が疑われ関節不安定性が認めら
れない場合：サポーターやテーピングを
用いた機能的な装具療法が有用である。
荷重歩行は疼痛に耐えられる範囲内で許
可する。腫脹が軽減したら可動域訓練と
足関節周囲の筋力強化訓練を行う。

・ 完全断裂や複合損傷が疑われ関節不安定
性が認められる場合：下腿ギブス固定（荷
重歩行可）を実施する。その後，装具療

法（軟性装具，半硬性装具など）に切り
替え，下腿筋萎縮回復のため筋力強化訓
練を行う。必要以上の長期間装具着用は，
筋萎縮の蔓延につながることがあるので
注意が必要である，ただ高齢者で頻回の
捻挫を繰り返し，陳旧性靭帯損傷となっ
ており手術適応ではあるが手術希望のな
い場合には装具療法を長期間継続するこ
とも止むを得ない。

・ 小児期の外果裂離骨折を伴う新鮮例：ギ
ブス固定（4 週間以上）が望まれる。

●薬物療法 8）10）

急性期の疼痛には，アニリン系解熱鎮痛
薬（アセトアミノフェン＊ 2 など），非ステ
ロイド性抗炎症薬（インドメタシン，エト
ドラク，ロキソプロフェンナトリウム水和
物，ザルトプロフェン，ロルノキシカムな
ど）などを処方する。胃腸障害が心配な場
合は，消化性潰瘍治療薬（ファモチジン，
エカベトナトリウム水和物，テプレノン，
レバミピドなど）を考慮する。

内服薬の補助として非ステロイド性抗炎
症薬の塗布剤／貼付剤（ジクロフェナクナ
トリウム，インドメタシン，ケトプロフェ
ン，ピロキシカム，フェルビナク，ロキソ
プロフェンナトリウム水和物など）を適宜
使用する。

必要に応じて鎮痛・抗炎症薬の坐剤（ジ
クロフェナクナトリウム，ケトプロフェン
など）を処方する。
＊ 2：アセトアミノフェン／鎮痛目的で 1

回 300 〜 1,000mg を経口投与する。
投与間隔は 4 〜 6 時間以上，1 日総
量 4,000mg を限度とする。副作用の
ために NSAIDs 投与を躊躇する場合
には，比較的副作用が少ないアセト

第 1中足骨

土踏まずが無くなると外反母趾になりやすい。偏平足と合わせて起こりやすいのが外
反母趾。第 1 中足骨が外側に変位すると母趾内
転筋がより拘縮し外反母趾変形がより進行する。

足の裏を支える4つの筋肉が弱ると偏平足に
偏平足とは舟状骨が足底側に変位した状態である。足底の「長母趾屈筋」や「長
趾屈筋」また「後脛骨筋」などにて保持されているが，「前脛骨筋」も含めて加齢
や関節リウマチの進行などにて筋力が低下すると，足のアーチが無くなり，偏平足と
なる。

図 1　足の変形

長趾屈筋

長母趾屈筋
前脛骨筋

舟状骨

後脛骨筋

内側楔状骨

第 1中足骨

足底腱膜

舟状骨

母趾外転筋

母趾内転筋

舟状骨を持ち上げる足裏エクササイズ
タオルとペッボトルを用意すればすぐにできる，足裏強化の体操。タオルを片
足の指 5 本でしっかりとにぎり，持ち上げて離すという簡単な動きで，足裏
の大事な4つの筋肉をまんべんなく鍛えることができる。

ひざを正面にして座る
足裏がぴったり床につく高さの椅子に座る。
タオル（バスタオル）をしき，その上に 500mL
入りのペットボトルを置く。
ひざは正面に向ける。

1 にぎる
かかとをつけた状態で，足
指 5本を使ってタオルをに
ぎり，5秒間キープする。

2 持ち上げる
かかとをつけた状態で，さら
にタオルを床から上に持ち上
げる。5秒間キープする。

3 離す
足裏をパーにしてタオルを離す。
パーのまま5秒間キープする。
1～3を10回×3セット行う。

図 2　タオルを引き寄せる足裏運動

グー・チョキ・パーと足を動かすことで外反母趾の予防になる。

図 3　足趾でジャンケン

グー チョキ パー

ひらく
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表1　捻挫（靭帯損傷）の重症度 7）

グレード 靭帯損傷 異常可動性（不安定性）

1 度 最小限度の断裂（部分断裂） −

2 度 部分断裂 ＋（軽度）

3 度 完全断裂 ＋＋（著明）

（Cox JS：Am J Sports Med. 7(3); 211-213, 1979 より作表）

表 2　捻挫（靭帯損傷）の重症度と治療法 1）

症　状 治療法 治癒に要する期間

軽症
異常動揺性なし

軽度の疼痛・腫脹
約 2 週間の湿布と

弾性包帯固定
約 2 週間

中等症
特定方向へのストレス

で疼痛が再現

2 〜 4 週間のテーピ
ングまたはギプス固
定（キャスト固定）

2 〜 3 か月

重症 動揺性著明

3 〜 6 週間の
ギプス固定

（手術を要する場合も
ある）

3 か月以上

〈内側〉〈外側〉

図 6　足関節部の靭帯

前距腓靭帯
踵腓靭帯

三角靭帯

図 7　前方引き出しテスト

足関節の軽度底屈位で実施する。検者は
腓骨下端前面を後方へ，踵骨を前方に引
く。踵骨（距骨）が前方に動けば，前距腓靱
帯の断裂が判別する。

図 4　術前 図 5　術後

アミノフェンを考慮する。高齢者な
ど腎機能低下症例には特に NSAIDs
では無く，アセトアミノフェンが適
応となる。肝障害があるときには血
液検査でのモニタリングが必要であ
る。

手術療法 2）3）

●新鮮例
高度の関節不安定性を認め，軽度のスト

レス負荷でも脱臼してしまうような場合，
複合靭帯損傷により高度の関節不安定性が
あり早期に日常生活やスポーツ活動への復

帰を希望する場合，小児の著明に転位した
外果裂離骨折を伴い整復不能な場合などで
は，手術療法を検討する。
・ 外側靭帯縫合術：外果下方の約 4cm を

皮膚切開し，断裂した靭帯を直視下に縫
合する。

●陳旧例
捻挫を繰り返し不安定性が残る陳旧例に

は，以下の手術療法を検討できる。
・ 前進縫着法：骨膜と残存靭帯・関節包か

らなる組織弁を使用する。
・ 靭帯再建術：遊離腱，人工靭帯を使用する。

まとめ

関節リウマチを含め，高齢者には足のト
ラブルは多い。足裏エクササイズや足趾で
のジャンケンなど運動療法を通じて，患者
さん自身に足に興味を持って頂き，より良
い状態に保ち，歩行に問題ないようにしたい。

参考文献：
1）玉井和哉：標準整形外科学（第 11 版）：P.680

2）東山一郎 , 熊井 司：整形外科看護： 16（8）：
82-83, 2011

3）熊井 司：今日の治療指針 2012：P.913
4）橋本俊彦 , 井上和彦：医学と薬学 59（3）：305-

317, 2008
5）岩噌弘志 , 内山英司 , 平沼憲治 , 武田寧 , 中嶋寛

之：日本臨床スポーツ医学会誌 , 13（3）：402-
408, 2005

6）財団法人スポーツ安全協会編（2004）：スポー
ツ等活動中の傷害調査 18：84

7）内田淳正 監修：標準整形外科学（第 11 版）：P.629
8）柴田陽三：ガイドライン外来診療 2012：P.259
9）日本整形外科学会（http://www.joa.or.jp/jp/

public/sick/index.html）
10）高久史麿，水島裕監修：今日の処方（改訂第 4 版）       

　患者さんは足を見せたがらないかもしれない。
　時には靴を脱いで頂いて，患者・医師の間で状態を共有しよう。
 患者さんは治療をあきらめているかもしれないからである。
足を直接触ってどこに痛みがあるのか？　変形はどこか？　と
確認するだけで患者と医師の気持ちが通じる。

平成 27 年 5 月　企画運営委員会　議事録

日　時	 平成 27年 5月19日（火）18：00～
企画運営委員会　委員長 西岡 久寿樹
《報告事項》
１．委員会の開催について

・医療保険委員会（4月23日，名古屋開催）
 平成 28 年度診療報酬改定の要望事項について。
・登録医制度運営委員会（4月24日，名古屋開催）
 登録医の会について，地域によって差があり，地域間相互に連携して実施。

《審議事項》
１．平成27年度海外派遣研修医の選考について

 狩野委員より，審査結果が報告され，評点の高い上位 5 人を決定。
２．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（ヨーロッパリウマチ学
会2015）について
1 名のみの申請であったこと，経緯を踏まえ，企画運営委員会において協議した結果，今

回は不採用とすることで意見が一致した。
３．次期評議員選定委員会委員の選任について

評議員選定委員会委員の任期満了により，外部委員 2 名，その他委員 3 名について手
続きを進めることで了承。

４．今後の研修会のあり方について
次回の企画運営委員会で検討。

その他
越智副委員長から発言があり，日欧リウマチ外科交換派遣医については，本年 9月か 10

月に委員会を開催し早期に来年度の受入れ先を決定したい。
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平成 27 年度 リウマチ教育研修会および
リウマチの治療とケア研修会 開催予定

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

【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】	 委員長：後藤　眞 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 Immuno-Rheumatology Center 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・JCHO 湯河原病院リウマチ科 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

後藤眞編集委員長が，救命救急セン
ターを備えた新潟県立新発田病院の同
じ敷地内に 2006 年 11 月 1 日に新築移
転した，新潟県立リウマチセンターへ
取材に行かれ，村澤名誉院長が“9 年
目の今”を熱く語っておられます。

さて，その前身である新潟県立瀬波
病院は，以前新潟県北部の村上市・瀬
波温泉にあり，結核サナトリウムとし
ての役割を終え，閉院の予定でした。
時の亘（わたり）四郎新潟県知事と田
島達也新潟大学整形外科教授（当時）
とのトップ会談でフィンランドのヘイ

ノラにあったリウマチ専門病院を目指
して再開発する運びとなったわけで
す。1981 年 5 月に 6 階建て 150 床でリ
ウマチ研究室を備えた新（瀬波）病院
が完成しました。新潟大学附属病院の
専門外来などから入院加療の必要な患
者さんが紹介され，すぐ満床となりま
した。開院時の常勤医師は，旧病院か
らの内科医 2 名，整形外科医 1 名，そ
して大学から赴任した村澤，羽生の 2
名のリウマチ医と 1 名のリハビリ医，
合計6名でした。その後，第2内科の腎・
膠原病班と整形のリウマチ班から研修
医をいただきましたが，慢性的な医師
不足でした。それでもリウマチの薬物
療法，人工関節による再建術，リハビ
リ，そしてケアの 4 本柱で，十分時間

をかけて治療し，多くのことを患者さ
んから学び教えられ，その成果を国内
外に発信し，院内標榜ですがリウマチ
センターとなりました。ここは，医師
にとっては居心地が良かったのですが，
関連領域の非常勤医師の診察日を作っ
ても，重症な合併症が起これば，新潟
市まで救急搬送をお願いせざるを得な
いジレンマに悩まされたわけです。

現センターは，瀬波時代の開院から
25 年後，同じ県立病院の急性期病院
を本院と見立て，隣に分院のように瀬
波から移転してきて，医療機器などを
共同運用することで経費の削減が図ら
れ，最新鋭の設備を手にしたわけです。
その後，総合病院では生き残りをかけ
て DPC 病院となり，入院日数に縛ら

れ，生物学的製剤は外来注射扱いとな
りました。しかし，出来高払いのリウ
マチセンターの方では 1 日入院などで
行うこともでき，遠方から来る患者さ
んにも配慮しやすく，また，収支の改
善にもつながり，医師は全国から研修
に来て，すべての面で優等生となって
いったようです。

村澤氏はさらに独立性を保って前進
させておられます。本当にご苦労様で
した。引き続き，リウマチ医療で進む
べき施策をご教授の程お願い申し上げ
ます。

（羽生忠正）
長岡赤十字病院リウマチセンター

事業報告，決算は財団ホームページ「情報公開」に掲載しています。

リウマチ財団登録薬剤師・リウマチケア看護師募集
財団では，平成 27 年度リウマチ財団登録薬剤師・リウマチケア看護師を募集しています。
詳しくは財団ホームページをご覧ください。

研修国 氏　名 所属機関 専門科目

米国

有沼 良幸
北里大学医学部
膠原病・感染内科学
診療講師

内科
リウマチ科

岩本 太郎
千葉大学医学部附属病院
アレルギー・膠原病内科
医員

リウマチ科

岡邨 興一 群馬大学医学部附属病院
整形外科 助教

整形外科
リウマチ科

茂久田 翔
広島大学大学院
医歯薬保健学研究科
博士課程学生

内科
リウマチ科

スイス 寶來 吉朗
長崎大学病院
第一内科（リウマチ・膠原
病内科） 医員

内科

平成 27 年度海外派遣研修医

リウマチ教育研修会
医師を対象としたプログラムですが , 看護師 , 薬剤師等も受講することができます。
単位数は財団登録医 6 単位 , リウマチケア看護師 6 単位 , リウマチ財団登録薬剤師 6
単位（参加実績 1 回 / 経過措置期間）となります。

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道・
東北

10/12
（月・祝）

仙台市情報・
産業プラザ

東北大学病院／血液・免疫科
教授 張替 秀郎 先生

関東・
甲信越

9/6
（日）

高崎ワシントンホテル
プラザ

群馬大学大学院医学系研究科
大学院教授 高岸 憲二 先生

 東海・
北陸

11/1
（日）

福井市地域交流プラザ
国立病院機構あわら病院
院長 津谷 寛 先生

近　畿
平成 28 年
2/14（日）

なら 100 年会館
近畿大学医学部奈良病院
整形外科・リウマチ科
教授 宗圓 聰 先生

中国・
四国

8/23
（日）

ホテルグランヴィア
岡山

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
人体構成学
准教授 西田 圭一郎 先生

九州・
沖縄

平成 28 年
2/7（日）

アルカス SASEBO
佐世保中央病院
臨床研修・研究統括部長
植木 幸孝 先生

リウマチの治療とケア研修会
医師をはじめ , 看護師 , 薬剤師 , その他保健 , 医療 , 福祉 , 介護 , 行政などに従事する方な
らどなたでも受講できます。

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道・
東北

10/10
（土）

フォーラムアキタ
中通総合病院 整形外科
宮本 誠也 先生

関東・
甲信越

11/15
（日）

ステーション
コンファレンス東京

群馬大学医学部附属病院 整形外科
高岸 憲二 先生

 東海・
北陸

10/18
（日）

アクトシティ浜松
コングレスセンター

浜松医科大学医学部附属病院
免疫・リウマチ内科
小川 法良 先生

近　畿
10/25
（日）

奈良春日野国際フォーラム甍
〜 I・RA・KA 〜

奈良県立医科大学附属病院 整形外科
田中 康仁 先生

中国・
四国

9/27
（日）

広島市文化
交流会館

広島大学病院
リウマチ・膠原病科
杉山 英二 先生

九州・
沖縄

9/13
（日）

佐賀市文化会館
佐賀大学医学部附属病院
リハビリテーション科
浅見 豊子 先生

平成 27 年 6 月　企画運営委員会　議事録
日　時	 平成 27年 6月2日（火）16：00～
企画運営委員会　委員長 西岡 久寿樹
《報告事項》
１．平成27年度リウマチ月間リウマチ講演会（6月14日）について
２．評議員選定委員会の開催（6月19日）について
３．事務所の移転について,	5月24日（日）終了。

今後の会議のほとんどを財団会議室で開催。
《審議事項》
１．第11回理事会について

平成 26 年度事業報告（案）
・塩川美奈子・膠原病研究奨励賞の第 1 回目授与。
・リウマチ情報センターへのアクセス数が大幅増。
・市民公開講座「リウマチ・ロコモ予防フォーラム」（神戸）の開催に向けた準備。
・リウマチ病学テキストが全面改訂中。
・日欧リウマチ外科交換派遣医制度では2 名の研修医を受け入れ，各地域での研修を経

て帰国。
・公益法人移行後初となる立入検査が内閣府により実施，適正な実施を評価された。

平成26年度決算（案）
・経常収益が平成 26 年度の経常収益の前年度比較，2,106,680 円の増。
・経常費用は，24,052 円の減でほぼ均衡。
・正味財産期末残高は，6,596,029 円の増。

評議員候補者の推薦（案）
・6月19日開催予定の評議員選定委員会に候補者推薦。

２．次期理事の選任について
定款により，6月23日にて現理事は任期満了，次期理事を選任。

３．今後の研修会のあり方について
西岡委員長より活発な協議を求めたところ，次の意見が出された。協議した結果，これらの

意見を踏まえた骨子案を次回までに西岡委員長が練り，今後の検討を深めていく。
・研修会と財団運営のあり方とは，一緒に議論することが望ましい。
・医師，看護師，薬剤師がともに参加が可能な（合同形式）研修方法等を内容とする。
・地域包括ケアの中での位置づけが必要。
・リウマチケア看護師の名称，「ケア」の言葉は業務が限定的であることから， 「リウマチ看

護師」とする意見が多く占めた。




