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生物学的製剤を用いた
RA治療の勧告

岡田：欧州の数ヵ国のガイドラインで
は，「少なくとも 25mg/ 週のMTXに
よる治療が無効の場合に生物学的製剤
を使用すること」が推奨されています
が，MTXから生物学的製剤への切り
替えルールについてどのようにお考え
ですか。このような高用量を使用しな
くても，経験的にMTXの無効例は判
断できますし，もっと早期に生物学的
製剤の使用を開始すべきだと思うので
すが。

Saag：そうですね。私もMTXを高

用量まで増量する前に，生物学的製剤
をより早い段階で導入するようにして
います。20mg/ 週以上に増量するこ
とはほとんどありません。

今回の対談では，リウマチと眼病をテーマに，専門医である慶應義塾大学
医学部眼科学教室 坪田一男教授と後藤編集委員長が対談を行った。

リウマチの薬物治療による
副作用と眼病

後藤　リウマチの患者さんは長期に
渡って炎症症状が続くこともあり，た

だ単に関節の病気というだけではな
く，全身におよぶ病気としてトータル
にケアする必要がある，と私たちは認
識しております。最近では，炎症が老
化症状に強く関わることがわかってき
たことから，老化を伴ったリウマチ性
疾患は全身病となり，ある意味では
「（リウマチ患者さんは）生活習慣病
を抱えた患者さん」であるという考え
で私たちは治療するようになっていま
す。
そのような視点から，一般的な生活
習慣病以外に口腔症状や眼症状などの
日常的に目が行き届きにくい分野の，
特に慢性の症状について，各科の専門
の先生にお伺いしています。今回，坪
田先生にお話を伺うのもその一連の企
画の 1つです。
（なぜ老化が問題かというと）リウ
マチの治療は急速に進歩しているので
すが，患者さんの平均寿命は，この
40 年間，ほとんど変わっていないこ
とが着目されているからです。

坪田　リウマチ患者さんの平均寿命は
どのぐらいなのですか？

後藤　はっきりとは出てないのです
が，健常人に比べて 10 年は短いと言
われています。

坪田　糖尿病より少し良いぐらいです
ね。

後藤　この何十年間で治療法がよく
なったにもかかわらず，平均寿命が変
わっていないという，ちょっとショッ
キングな状態です。慢性の炎症に対し
ての不十分な治療のためもあるかもし
れませんが，病気が慢性で全身におよ
ぶにもかかわらず，トータルに治療す
るという概念が今まで欠けていたから
だと思うのです。
「リウマチ性疾患は関節の病気だ」
ということが中心になっているから，
そこまでおよばないということがあっ
たわけです。
一方，リウマチの発症は高齢化して
います。昔は 40，50 歳でしたが，現
在は 60 歳，70 歳の発症もあります。

しかも理由はよくわかっていません
が，60 歳を越えたリウマチ患者さん
のかなりの方が，シェーグレン症候群
を合併しています。患者さん自身は認
識していないのですが，チェックする
と，驚くほど罹患率が高い。その上，
意外にリウマチを診ている医師たちも
気づいていません。
（4ページに続きます）
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竹内：しかし今回の勧告（勧告の図 3）
では，新規RA診断患者の場合，疾患
活動性が高く，罹患期間が 6ヵ月未満
の患者にも生物学的製剤の投与が推奨
されていますね。

Saag：一般にはDMARDs で治療を
開始することになると思います。勧告
に記載されているような早期からの
生物学的製剤投与の適応例は稀でしょ
う。疾患活動性が高いため，生物学的
製剤を早期から投与したほうが好まし
い場合の選択肢を示したとお考え下さ
い。

竹内：疾患活動性が高く，予後不良の
兆候があり，罹患期間が 6ヵ月未満の
患者では，生物学的製剤を使用するこ
とを推奨しているのですか。

Saag：その通りです。そうした病態
の患者では，早期に生物学的製剤を導
入することが適切であることを示した
治療アルゴリズムです。

岸本：DMARDs を用いた治療アルゴ
リズムは，別のアプローチと考えれば
よいのでしょうか。また，どちらを選
択するのか，どのようにして決めれば
よいのですか。

Saag：2 つの治療アルゴリズムを独
立して記載したのは，先ほどもお話し
したように，2つのグループが独立し
て非生物学的製剤と生物学的製剤の適
応について検討したためです。一般に
は，非生物学的DMARDs で治療を開
始し，それが無効あるいは忍容性のな
い場合，禁忌である場合に，早期に生
物学的DMARDs を導入することにな
ります。

岸本：勧告では，MTX や DMARDs
の順次投与による反応が不十分であ
れば Abatacept を使用することを
推奨しています。どのタイミングで
Abatacept に切り替えればよいので
しょうか。

Saag：それは個々の症例によって
異なると思います。われわれは抗
TNFα製剤の適切な使用開始時期を
明示するために，現在の治療への反応
性が不十分な患者における薬剤の切り
替え方法についても検討しました。し
かし，今回の勧告では，薬剤の変更，
切り替え，追加投与などについては，
具体的な対処法を示すことはしません
でした。

岸本：図 3-A（勧告）のアルゴリズム
では，罹患期間 6ヵ月未満のRA患者
が対象ですが，予後が不良で，保険が
適用される場合，抗TNF製剤を第一
選択薬として併用することを推奨して
いますね。これに関するエビデンスに
ついて教えていただけますか。

Saag：早期進行性 RA患者に対する
生物学的製剤の臨床試験の結果に基づ
いて，パネリストは早期からの生物学
的製剤の使用は適切であると結論しま
した。しかし，生物学的製剤の薬剤費
は高いため，患者の健康保険の適用や
医療費に制限がない場合であれば，と
いう条件をつけたのです。この治療ア
ルゴリズムには，費用や経済的な事情
も考慮するようというパネリストの意
図が反映されているとお考え下さい。

岡田：Abatacept や Rituximab など，
抗TNFα製剤ではない生物学的製剤
は，標準的なDMARDs の無効例に投
与することが推奨されています。通
常は抗TNFα製剤の無効例が適応に
なるのではありませんか（勧告の図
3-C）。

Saag：これらの生物学的製剤の臨床
試験は，標準的な DMARDs で効果
不十分な症例を対象として実施され
ましたから，エビデンスに基づいた
勧告では，抗TNFα製剤と並列にな
らざるを得ません。実際の臨床では，
これらの生物学的製剤は抗TNFα製
剤の後で使用されることになると思
いますし，パネリストたちも，特に
Rituximab に関しては，長期罹患患者

や疾患活動性が亢進している患者の治
療選択肢として温存しておくべきだと
考えていたと思います。

竹内：疾患活動性がかなり高く，
MTXが無効の場合には，抗 TNF 製
剤とMTXの併用を第一選択とします
か。

Saag：この勧告は，薬剤の切り替え
について言及したものではなく，新規
に薬物療法を開始する患者の治療選択
肢を提示したものです。切り替えの基
準については近日中にその詳細を提示
するつもりです。一般にはRA専門医
は，まず，非生物学的製剤を使用し
た後に抗TNF製剤を使用し，その後
に Abatacept や Rituximab，または
Tocilizumab を選択すると思います。 

竹内：生物学的製剤を中止する目安に
ついてはいかがですか。Etanercept
を中止し，寛解に到達した症例はあり
ますか。

Saag：私の診ている患者では，
Etanercept 投与例の経過は順調です
が，中止できた症例はありません。

岡田：RA患者のうち，生物学的製剤
の適応となる患者はどの程度いると思
いますか。

Saag：患者が加入している保険制度
によって判断基準は異なりますが，米
国では多く見積もっても 30% 程度で
はないでしょうか。もっと薬剤費が安
くなれば，半数の患者には使用したい
ですね。

竹内：わが国の RA患者数を 60 ～ 80
万人と推定すると，生物学的製剤の
投与例はおそらく 6万例，RA患者の
10％程度に相当します。

非生物学的製剤を用いた
RA治療の勧告

岡田：生物学的製剤の治療アルゴリズ
ムについては改訂前に比べて分かりや
すくなったと思いますが，非生物学的
製剤の治療アルゴリズム（勧告の図 2）
は，より複雑になってしまったと思い
ます。しかし，わが国ではレフルノミ
ドとヒドロキシクロロキンは使用でき
ませんので，もっと単純化できると思
います。

これらの勧告は、RA患者の管理におけるグルココルチコイドまたは非ステロイド系抗炎症薬の潜在的な役割を具体的に含むも
のではない。
治療法はアルファベット順に列挙する。
A、疾患持続期間は 6ヵ月未満。　B、疾患持続期間は 6～ 24 ヵ月。　C、疾患持続期間は 24 ヵ月超。
†＝疾患活動性の定義は元文献の表 1参照；‡＝機能的制限（Health Assessment Questionnaire スコアまたはこのスケールの
変法などの標準的な測定スケールを用いて規定）、関節外疾患（リウマトイド結節の存在、続発性シェーグレン症候群、RA性
血管炎、フェルティ症候群、RA性肺疾患など）、リウマチ因子陽性、抗環状シトルリン化ペプチド抗体陽性、または、X線像
による骨侵食；§＝疾患活動性が高く、予後不良の徴候が認められる患者にのみ適用；II＝予後の徴候にかかわらず、疾患活動
性が中等度の患者、および、疾患活動性が高く、予後不良の徴候が認められない患者にのみ適用；#＝疾患活動性が高く、予後
治療の徴候が認められない患者にのみ適用；HCQ＝Hydroxychloroquine；LEF＝Leflunomide；MTX＝Methotrexate；SSZ＝
Sulfasalazine；MIN＝Minocycline。

ここから開始

 図 2　疾患修飾性抗リウマチ薬（DMARD）の投与を受けたことがない
 関節リウマチ（RA）患者における非生物学的DMARDの利用についての
 適用に関する勧告
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Saag：これでも勧告に記載したのは，
代表的な薬剤の組み合わせだけで，こ
れがすべてではありません。

岡田：罹病期間が 2年以上でMTXを
含む複数の DMARDs で効果不十分
な症例でも，治療の選択肢は標準的
なDMARDs の組み合わせだけなので
しょうか（勧告の図 2-C）。

Saag：前にもご説明したとおり，非
生物学的製剤による治療アルゴリズム
は，標準的なDMARDs だけを用いた
治療の選択肢を示したものですから。
実際の臨床では抗TNFα製剤が治療
の選択肢になると思います。

岸本：日本ではTacrolimus が使用さ
れているのですが，これに関してリコ
メンデーションはありませんか。

Saag： 個 人 的 な 見 解 で す が，
Tacrolimus は有益性の高い薬剤です
し，Cyclosporin よりも安全性は高い
のではないかと思っています。私は使
用したことがありますが，残念ながら，
米国では本勧告に記載するほどの使用
経験がなく，そのため今回の勧告には
記載されませんでした。

岡 田： 治 療 の 機 会（windows of 
opportunity）の考え方について伺い
たいのですが，これが生物学的製剤の
導入，あるいは炎症の抑制を意味す
るのであれば，MTXやステロイドに
よって多くのRA患者では炎症が抑制
しうるのではないでしょうか。

Saag：そうですね。必ずしも生物
学的製剤を使用しなければならな
い，というわけではないと思います。
DMARDs を選択することもありえる
でしょう。

岡田：患者の病態に応じて，さまざま
な治療の選択肢が考えられます。フラ
ンスのガイドラインでは，それぞれの
病態で治療の選択肢が 2つしか提示さ
れていませんが，本勧告では 3つある
いは 4つ用意されています。これは意
図的に選択肢を多く設けたのですか。
それともパネリストの意見が一致しな
かったのでしょうか。

Saag：パネリストが検討する治療選
択肢そのものが多く，しかも，生物学
的製剤，非生物学的製剤を含めて，勧
告に記載されている薬剤は，いずれも
十分なエビデンスが得られているもの

ばかりです。

日米における
RA治療環境の違い

岸本：米国の臨床では，RAの経過観
察時の指標としてDAS28 を使用しま
すか。

Saag：米国ではほとんどの RA専門
医が，標準的な方法で疾患活動性の評
価を行っていません。これは解決すべ
き大きな課題だと思っています。

岸本：しかし，先生は疾患活動性の評
価を重要視していますね。

Saag：もちろん重要視しています。
2008 年初頭からの経済危機の影響で，
米国は医療財源が圧迫されるようにな
り，月に 1,000 ドルを超える高額医療
を行う場合は，その必要性を示す書類
の提出が義務付けられることになりそ
うです。そのため，疾患活動性が高い
ことを客観的に評価する必要が生じて
くると思います。私自身は，疾患活動
性の評価を行っていないことについて
後ろめたさを感じています。今後は，
患者に疾患活動性の自己評価をしても
らうか，クリニック内で何らかの評価
を行うか，どちらかで対応しようと考
えているところです。ところで米国の
医師は患者 1人あたりの診療時間は約
15 分ですが，日本ではいかがですか。 

竹内：5 ～ 10 分です。1日あたりの患
者数は60～70例ではないでしょうか。

岸本：それでも私は患者が受診するた
びにDASを評価しています。

竹内：クリニックにおける医療スタッ
フの構成や役割には，日米で違いがあ
りそうですね。

竹内：米国でも関節評価を行う医療ス
タッフがいるのですか。

Saag：一般にはそうした医療スタッ
フはいません。私は診療内容を記録し
てくれる看護師とともに診療にあたっ
ていますが，患者の評価は自分自身で
行います。米国のRA専門医の多くは，
看護師が診療を手伝ってくれるとは思
いますが，関節評価を看護師が行うこ
とはないと思います。日本では，関節
評価をサポートしてくれる医療スタッ
フがいるのですよね。

竹内：私は自分自身で行っていますが，
多くの場合，医療スタッフに任せてい
ると思います。

Saag：先生が自ら行うのですか。そ
のデータ管理はどなたが行うのでしょ
うか。

竹内：若手の医師に担当してもらって
います。
Saag：診療時に若手の医師を伴って，
診療と同時に教育を行う日本のシステ
ムは，とても有意義だと思います。し
かし，そうしたシステムを採用しない

限りは，1 日に 60 人もの患者を診る
ことはとてもできません。

岡田：私は経過観察時には，少なくと
も 6ヵ月ごとに関節評価を行うように
指導しています。本勧告では評価の頻
度については言及していませんが，ど
のくらいの頻度で行うのがよいとお考
えですか。
Saag：身体機能評価は最低限 1年に
1 度は実施したほうがよいでしょう。
評価しないと，薬剤を切り替えた方が
よいのかどうかの判断ができませんか
ら。

岡田：適切な評価を行うことによって，
次の薬剤の選択肢が決まるということ
を周知させるのは重要だと思います。
しかし，日本では多くの一般内科医や
外科医が RA治療にあたっています。

そのため，DAS をはじめとする RA
の評価指標を体系的に導入するのは難
しいと感じています。ところで，治療
目標，寛解の定義については，どのよ
うにお考えですか。

 図 3　関節リウマチ（RA）患者における生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬
 （生物学的製剤）の利用についての適用に関する勧告
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これらの勧告は、RA 患者の管理におけるグルココルチコイドまたは非ステロイド系抗炎症薬の潜在的な役割を具体的に含むも
のではない。治療法はアルファベット順に列挙する。
A、6ヵ月未満のRAの患者。
B、過去にMTXによる単剤療法が失敗している、6ヵ月以上のRA患者。
C、過去のMTXによる併用療法または他の非生物学的DMARDの連続投与後の治療が失敗しており、疾患持続期間が 6ヵ月以
上の患者。
†＝疾患活動性の定義は元文献の表 1 参照；‡＝機能的制限（Health Assessment Questionnaire スコアまたはこのスケールの変
法などの標準的な測定スケールを用いて規定）、関節外疾患（リウマトイド結節の存在、続発性シェーグレン症候群、RA性血管炎、
フェルティ症候群、RA性肺疾患など）、リウマチ因子陽性、抗環状シトルリン化ペプチド抗体陽性、または、X線像による骨侵食；
§＝疾患活動性が高く、予後不良の徴候が認められる患者にのみ適用；MTX＝Methotrexate；TNF＝腫瘍壊死因子。

岡田 正人 氏 岸本 暢将 氏
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Saag：もちろん，寛解が得られれば，
それは素晴らしいことだと思います
が，めったに達成できることではあり
ません。ですから，現時的な治療目標
は疾患活動性を最小限に抑えることだ
と思います。

岸本：関節破壊の程度は X線で評価
していらっしゃいますか。

Saag：X線では関節破壊の定量的評
価はできませんから，私は実施してい
ません。超音波で評価できるようにな
ればベストでしょうね。

竹内：X線で評価する代わりにHAQ
で評価するのはいかがでしょうか。
HAQであれば，疾患活動性の評価を
加えると，関節破壊の進行をある程度
把握できると思いますが。

Saag：米国ではHAQによる評価は
あまり行われていませんが，有用性は
高いと思いますよ。

岡田：小型のMRAとして，オフィス
MRI の導入はお考えですか。

Saag：最近では，超音波技術が著し
く進歩していますから，超音波のほう
が使い勝手はよいと思います。それに

オフィスMRI の解像度は十分ではあ
りません。私は通常のMRI を使用し
ていますが，問題は検査に要する時間
が長いことですね。

岡田：私が勤務する病院では，診察日
にMRI 検査を行っています。医療費
も安くて，総額で約 300 ドル，患者負
担は約 100 ドルではないでしょうか。
日本では 7割は健康保険で賄われます
ので，患者の負担費用は 3割になりま
す。

Saag：それは素晴らしい制度ですね。

岡田：この勧告を次に改訂する時期は
いつごろになりそうですか。

Saag：すでに薬剤の切り替え，
NSAIDs やステロイドなど未記載の薬
剤について，追加してほしいという要
望が寄せられています。ACR から依
頼されれば，すぐにでもサプルメント
として作成することになると思いま
す。

仲村：本日は先生方にお集まりいただ
き，有意義な討論ができたと思います。
お忙しい中，ありがとうございました。

（文責編集部）

後藤　この点に関して，ぜひ坪田先生
からのサジェスチョンをいただければ
と思います。
リウマチ治療は，従来からNSAIDs

（非ステロイド性抗炎症剤）などが使
われており，炎症や痛みを抑えること
が主流でした。その次にはステロイド
薬であるとか，最近では，生物学的製
剤，抗リウマチ剤を使っています。
そのような治療薬において，ダイレ

クトではないにしても，糖尿病を発症
したり，動脈硬化性の病気が進展した
り，胃潰瘍，腎障害，肝障害など，い
ろいろな副作用が起きるわけです。眼

に対しての副作用では，NSAIDs によ
るアレルギーや口内炎などがあります
が，リウマチで使う薬で，眼に良くな
いというようなものがあれば，ご指摘
いただければと思います。

坪田　リウマチの患者さんは，微量で
も，ステロイドを使っていることが多
い。TNF- α阻害薬のような生物学的
製剤などでステロイドから離脱できる
人も出てきていますが，それでもまだ
5mg，10mg と使っていらっしゃる方
がいます。するとやはり，白内障が発
症するのは早いと考えられます。

後藤　それは何かデータはあります
か？

坪田　「ステロイド白内障」はもう確
立した概念です。ステロイドを長期使
用することによって白内障が早く進み
やすいことは確かだと思います。
ただ現在では，眼科学が進歩して，
白内障は安全かつ短期間で治療できる
ので，それほど深刻な問題ではないと
思います。一方，後藤先生がおっしゃっ
たシェーグレン症候群は，非常に増え
ていると思います。また，リウマチ患
者さんだけではなくて，高齢者のドラ

イアイの罹患率は非常に高くなってい
ます。私たちが最近調べたところでは，
健常者と呼ばれている人の間でもドラ
イアイは５割を超えています。当然，
リウマチがバックグラウンドにある人
には，かなり高率にドライアイの存在
があると思います（図 1）。
ドライアイは社会性の高い病気で，
眼を使用しているときと使用してない
ときとではまったく違います。使って
なければ，涙の量も少なくてもいい
し，そんなに負担はかからないので
すが，コンピュータやテレビ，携帯
電話の画面を見ることによって負荷
がかかります。VDT（Visual Display 
Terminals）はもとより，コンタクト
レンズや睡眠時間の減少も負荷となっ
ています。NHKの調査によると，こ
の20年間で日本人の睡眠時間は30分
も短くなっていると報告されています。
眼を開いていれば，それだけ余分に
乾くわけです。ストレス社会も要因の
1つです。このような背景でドライア
イが増えており，そこに自己免疫疾患
が加わることで，後藤先生がおっしゃ

表 2　RA患者における非生物学的および生物学的疾患修飾性抗リウマチ薬の開始
時または再開時の禁忌に関する勧告

器官系および禁忌 ABA
抗
TNF
α

HCQ LEF MTX MIN RIT SSZ

感染症および肺炎
急性細菌感染症または感染症、現在抗生物質
の投与を受けている場合

X X - X X - X -

発熱（＞ 101°F 38.3℃）を伴う上気道感染
症（推定 ウイルス）

X X - - - - X -

未治癒の感染性皮膚潰瘍 X X - - - - X -
潜在性 TB感染症で潜在性TB開始療法の開始
前、または、活動性 TB で標準的な抗 TB 療
法の完了前†

X X - X X - X -

生命の危険のある活動性真菌感染症 X X - X X - X -
活動性帯状疱疹ウイルス感染症 X X - X X - X -
間質性（RAによるものまたは原因不明のもの）
または臨床的に有意な肺線維症

- - - - X - - -

血液疾患および腫瘍
白血球数＜ 3,000 個 /mm3‡ - - - X X - - -
血小板数＜ 50,000 個 /mm3 - - - X X - - X
骨髄形成異常 - - - X X - - -
5 年以下のリンパ球増殖性疾患の治療 - X - X X - - -

心疾患
中等度から重度の心不全（NYHA III または
IV）および左室駆出分画が＜ 50％§ - X - - - - - -

肝疾患
肝トランスアミナーゼ量が正常上限の 2倍 - - - X X - - X
急性 B型またはC型肝炎ウイルス感染症 X X - X X X X X
慢性 B型肝炎ウイルス感染症、治療を受けて
いる場合¶

Child-Pugh 分類クラスA# - - - X X - - -
Child-Pugh 分類クラスBまたはC X X - X X X** X X**

慢性 B型肝炎ウイルス感染症、治療を受けて
いない場合
Child-Pugh 分類クラスA - - - X X X - X
Child-Pugh 分類クラスBまたはC X X X** X X X X X
慢性 C型肝炎ウイルス感染症、治療を受けて
いる場合
Child-Pugh 分類クラスA - - - X X - - -
Child-Pugh 分類クラスBまたはC X X - X X X** X X

慢性 C型肝炎ウイルス感染症、治療を受けて
いない場合
Child-Pugh 分類クラスA - - - X X X - -
Child-Pugh 分類クラスBまたはC X X X** X X X X X

腎疾患
クレアチニンクリアランス＜ 30mL/ 分 - - - - X - - -

神経疾患
多発性硬化症またはその他の脱髄性疾患 - X - - - - - -

妊娠および授乳
妊娠の予定または妊娠中 - - - X X X - -
授乳中 - - - X X X - -

* ダッシュは、特殊な臨床状況での当該薬物の利用に関しての肯定的な勧告を示すものではない。セクションRAND/UCLAの妥
当性法を参照のこと。治療法は、アルファベット順に列挙する。RA＝慢性関節リウマチ；ABA＝ Abatacept；抗 TNF α＝
抗腫瘍壊死因子α；HCQ ＝ Hydroxychloroquine；LEF ＝ Lefl unomide；MTX ＝Methotrexate；MIN ＝ Minocycline；RIT ＝
Rituximab；SSZ ＝ Sulfasalazine；X＝禁忌；TB＝結核。

† TB療法とTB専門家により勧告された方法への完全な遵守および治療が成功していると考えられる場合。
‡ 例外として、フェルティ症候群および好中球減少症の原因としての大型顆粒リンパ球症候群が認められることがある。
§ ニューヨーク心臓協会（NYHA）のクラス III ＝身体的活動に顕著な制限を生ずる心疾患を生じた患者。こうした患者は、安静時
には不快感を生じない。通常を下回る身体的活動で、疲労、心悸亢進、呼吸困難または狭心痛を生ずる。NYHAクラス IV＝あ
らゆる身体的活動を、不快感を生ずることなく行うことのできない心疾患を生じた患者。安静時でも心不全の症状またはアンギ
ナ性症候群が認められることがある。身体的活動を行った場合には、不快感が増大する。

¶ 治療とは、肝疾患の専門医により適切であるとみなされる抗ウイルス療法と定義する。
#  Child-Pugh 分類による肝疾患評点法は、アルブミン、腹水、総ビリルビン、プロトロンビン時間および脳症の状態に基づくもの
である。評点が 10 点以上となった患者（クラス Cのカテゴリー）の予後は、1年生存率で～ 50％となる。クラスAまたは Bで
はこれよりも予後が良好であり、5年生存率が 70 ～ 80％となる [182]。

** Child-Pugh クラス Cのみで禁忌である。

巻頭ページからの続き
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るように，高い罹患率になるのではな
いかと考えます。

後藤　たとえば，そういう患者さんを
早期に発見するコツはありますか？

坪田　ドライアイの症状は，眼が乾く
だけではなくて，眼が疲れるというの
もあります。私自身もひどいドライア
イだったのですが，眼が乾くと感じた
ことはなくて，眼が疲れやすい体質だ
と思っていました。

後藤　私は年のせいかと思っていまし
た。

坪田　よく学生時代にマージャンを
やっていて，夜になると眼がしょぼ
しょぼしてくる，眼が開かなくなる，
夜だから眠くなって目が開かなくなる

と思っていたのですが，実はこれもド
ライアイが大きな要因です。
眼が開かなくなる，眼が赤くなる，
眼が疲れる，ドライアイにはいろいろ
な症状があります。先生がおっしゃる
ように，ある人は年のせいだと思って
いる。ある人はそういう体質だと思い，
ある人はコンピュータをやっているか
ら仕方がないと思っている。しかし，
実はそれはドライアイであるというこ
とが非常に多いので，やはり問診が大
事ですね。

後藤　上手な尋ね方はありますか？

坪田　眼が疲れやすいかどうか。もう
1つは，目薬をさした瞬間に，気持ち
がいいとか，眼の疲れが取れるようだ，
と感じる人は，ドライアイによる眼の
疲れの可能性が大きいです。実際は約

図 2　なぜドライアイになるのか　～ドライアイの定義～

主涙腺 上涙点

涙小管

涙嚢

鼻涙管

鼻腔へ

下涙点

ドライアイは、不快感、視覚障害、涙液層の不安定性を有し、眼表面ダメージに至
る涙液および眼表面の多因子疾患である。
ドライアイでは、涙液層の浸透圧が上昇し、眼表面に炎症が起こる。

しゅるいせん じょうるいてん

かるいてん びるいかん

るいしょうかん

びくう

るいのう

涙の蒸発が増える

涙の安定が悪くなる

涙の排出が悪くなる

涙の分泌が減る

涙の分配が減る

6 割くらいです。4割の人は，眼を濡
らしてもあまり変わりません。4割の
人は屈折異常や調節力の問題で，老眼，
近視，遠視，乱視などのために，目に
負担がかかって疲れる。この場合，い
くら眼の表面を濡らしても関係ないの
です（図 2）。
さらには，これは私たちが科学的に
研究した結果ですが，「10 秒間眼を開
けていられない人」はドライアイの可
能性が高いです。5秒間開けていられ
ない人は確定できます。涙の安定が悪
いためです。この3つくらいを聞けば，
かなりわかります（図 3）。

後藤　今のお話を聞くと，かなり多く
の人がドライアイのようですね。

坪田　そうですね。コンピュータ画面
を見ていたり，本を読んでいるときは，
普通 10 秒間程度なら眼を開いていら
れるものです。つまり注視をしている
と，サプレッションがかかる。眼が乾
いていても見てしまうのです。そうす
ると，眼はよけい乾いてしまうことに
なります。

加齢によって高まる
眼病のリスク

後藤　とても参考になります。話は変
わりますが，関節リウマチ以外で，膠

原病と眼病変の関係はいかがですか？
　複数の眼症状を起こす膠原病がある
と思いますが，眼科の立場からこうい
うところを注意したほうがいいとか，
そういうことがありましたら，教えて
ください。

坪田　たとえば，SLE などの場合に
は，眼底の出血など，さまざまな眼底
病変が出ますから，これは本当にしっ
かりと診ていく必要があると思いま
す。
後藤　ブドウ膜炎，結膜炎のような
ケースはいかがでしょうか？　リウマ
チの患者さんを診ている立場として，
こういうところを注意してこのような
場合は眼科にまわしたほうがよいと
か，初期の段階で判断するポイントが
あれば教えてください。

坪田　膠原病の方は，症状があるなし
にかかわらず，一度は眼科を受診して
いただくのがよいのではないかと思い
ます。もちろん眼が赤いとか，少しで
も見えにくいという場合にはすぐに診
たほうがよいですし，何もなくても，
日本眼科医会では，「40 歳以上の人は，
必ず年１回眼科健診をしましょう」と
啓発しています。
眼科の病気というのは，ほとんどが
加齢に関係しているからです。白内障，
緑内障，加齢黄斑変性，ドライアイなBUT（Break Up Time）短縮タイプ（涙

の安定が悪い）の患者（30歳女性）のド
ライアイ。
黒く見える部分が、涙が乾いてしまって
いる部分。
角膜の下部に傷があるのもわかる。

シェーグレン症候群患者（69 歳女性）
の涙を染色して観察。角膜にたくさんの
傷がついているのがわかる。こうなると
目が疲れるだけでなく、痛みを伴い、目
があけていられなくなる。

正常な目

図 1 ドライアイの目

図 3　ドライアイの新しい診断基準（2006 年　ドライアイ研究会）

1.自覚症状
2. 涙液異常： ①，②のいずれかを満たすものを陽性とする
 ①シルマーテストI 法≦5mm
 ②BUT≦5秒（3回平均）
3. 角結膜上皮障害：①，②，③のいずれかを満たすものを陽性とする
 ①フルオレセイン染色スコア ≧3
 ②ローズベンガル染色スコア ≧3
 ③リサミングリーン染色スコア ≧3

0─30─3 0─3
耳側球結膜，角膜，鼻側球結膜の
染色程度を3点満点で判定し，
合計（9点満点）

*涙液の異常を認めない角結膜上皮障害の場合は，ドライアイ以外の原因検索を
 行うことを基本とする。 島崎潤：あたらしい眼科　24（2）：181. 2007

自覚症状 ○ ○ × ○
涙液異常 ○ ○ ○ ×
角結膜上皮障害 ○ × ○ ○
ドライアイの診断 確定 疑い 疑い 疑い *
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どは，加齢でリスクが圧倒的に高まり
ます。そういう意味では，40 歳以上
の患者さんでしたら，この機会に健診
をすすめていただくというのがよろし
いですね。

後藤　それはよいご提案ですね。
治療に関する問題ですが，私たちは，
特にシェーグレン症候群などの治療薬
はヒアレイン（ヒアルロン酸）一点張
りなのですが，患者さんによってはヒ
アレインで痒くなることがあるようで
す。それは何なのでしょうか？

坪田　私たちも主にヒアレインを使っ
ております。ただ，ヒアレインだけで
治らない方がいらっしゃいますよね。
ドライアイというのは，ドライだから
乾く。だからヒアレインを注して，乾
かさなければいいと考えられがちです
が，その疾患メカニズムが実は乾きだ
けではないのです。涙液中の成分であ
る EGFとか，ビタミンAなどのさま
ざまな成分が足りないために眼表面に
障害が起きる。栄養障害とまではいき
ませんが，涙液により供給される蛋白
質などが不足する病気だという概念で
す。
ですから，シェーグレン症候群の患

者さんは眼をつぶっていてもつらいの
です。
環境要因で引き起こされるなどの普

通のドライアイの患者さんは，眼を休
めるなどで治る。でも，シェーグレン
症候群の方は，これでは治りません。
シェーグレン症候群の患者さんは根本
的に涙が足りないからです。反射性分
泌の涙も出ない。だから，お葬式のよ
うな場面で悲しくても涙が出ない。必
要な分が出てこないのです（図 4）。
治療法として，現在，注目されてい

るのは，涙液中の成分を眼の表面に供
給する方法です。

後藤　ヒトの涙をぬるような，治療で
しょうか？

坪田　その治療はなかなか難しいです
ね。シェーグレン症候群の患者さんは
非常に涙が少ないのですが，ゼロでは
ない。ほんの少し出ているのです。ゼ
ロになったら，眼は皮膚化してしまい
ます。スティーブンス・ジョンソン
症候群の場合には，眼が完全に皮膚
になってしまうこともあるのですが，
シェーグレン症候群の場合は少しずつ
出ている。そのわずかな涙を溜めるこ
とを考えます。

後藤　「涙点プラグ（図 5）」を使うわ
けですね。
涙点プラグは，ただ単に栓をして流

れるのを阻止するだけですか？

坪田　そうです。阻止することによっ
て，わずかな涙の中にあるビタミン
Aや EGF などの成分を供給できるわ
けです。

後藤　なるほど。たとえばエボザック
（セビメリン塩酸塩水和物）とか，い
ろいろな薬がありますけど，これらを
使うと，出ている涙が薄いように感じ
ると，患者さんが言います。

坪田　たとえば今，1の涙が出ている
として，本当は 10 必要だとしたら，1
のものが 3に増えても効果が低いので
す。涙の経済学からいうと，本当は，
収入が 1000 万円必要なところをドラ
イアイの患者さんは 100 万円しかな
い。それが 300 万円になっても，1000
万から見たらやはりまだまだ足りない
わけですが，涙点プラグをするという
ことは支出を下げることになるわけ
で，1000 万円必要なところを 100 万
円で済むようになる。100 万円あれば

図 4　世界ドライアイ・ワークショップ2007 年報告書よりその分類

 内因的環境
 ・瞬目不全
   行動，VDT
   顕微鏡
 ・広義の閉瞼不全
   注視位置
 ・加齢
 ・低アンドロゲン

 外因的環境
 ・低い相対湿度
 ・高風速
 ・職場環境

 ・全身投与薬
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（The definition and classification of dry eye disease I Report of the Definition and Classification 
Subcommittee of the International Dry Eye Work Shop.，Ocular Surface 5 '. 75-92, 2007）

完全に経済がまわるというイメージで
す。

自己血清点眼による
先進医療

後藤：エボザックやフェルビテン（ア
ネトールトリチオン），麦門冬湯を使っ
たり，涙点プラグ使っても効果がない
場合はどうしますか？

坪田　そういうときに，今，私たち
が使っているのが，患者さんの「自
己血清点眼」です。これは，たまたま
私がシェーグレン症候群の患者さんの
涙腺バイオプシーという検査をしたと
きに，出血が止まらなくなったことが
ありました。ところが目が血だらけに
なったらドライアイが治ってしまった
のです。驚いて，調べてみたら，当然
ですけど，血液中には涙液に含まれる
ビタミンAから EGF，すべてが入っ
ていると。そこで血液から血清を作っ
て点眼すると，本当に劇的に改善しま
す。私たちは今までこれを使っていま
して，先進医療に申請しているところ
です。先進医療として認められると，
もっと使いやすくなると思います。

後藤　それはいいですね。

坪田　涙液中の成分を供給するという
意味の治療では，涙点プラグが第 1選
択，それに加えて 2番目の選択として，
エボザックとかサリグレンです。

後藤　フェルビテンもありますよね？

坪田　フェルビテンとは？

後藤　もともとは胆嚢の薬です。それ
を飲んでいると，すごく唾液が出ると
いうので，シェーグレン症候群の薬と
して，2，3年前から出ています。

坪田　これは勉強不足でした。

後藤　ただし，それは非常にガスが溜
まって，お腹が張ったりするという副
作用があります。だからあまり喜ばれ
ないのですが，効果はあります。

坪田　最近，私が使いはじめ
たのは，サラジェン（ピロカ
ルピン塩酸塩）です。これは
汗が出ますが。

後藤　どの薬も汗がたくさん
出ますね。汗も，尿も出やす
くなるのです。その辺りが患
者さんの不満になりがちです
ね。

坪田　先生がおっしゃった麦
門冬湯もそうですね。これら
を使って効果がない，または
内服薬は嫌だというとき，そ
ういう場合には自己血清を
やっています。

後藤　それはよいことを聞き
ました。

坪田　少し違う話かもしれませんが，
重篤なリウマチの場合，角膜潰瘍があ
ります。角膜が溶けてしまうので，こ
れは私たちがケアしております。

後藤　上強膜炎のような類ですか？

坪田　ええ。上強膜炎ももちろんあっ
て，それはある程度ステロイドで治る
のです。リウマチ性角膜潰瘍と呼んで
いるのですが，これはある確率で発症
しますね。

後藤　治療方法はあるのですか？

坪田　そういう人の多くは，シェーグ
レン症候群を合併しているので，まず
は保護のための涙液に関するケアをし
ます。それからもちろん自己免疫疾患
で，アクティブな角膜へのアタックが
ありますから，局所的なステロイドと
か，局所的な免疫抑制剤を使います。
さらに，どうしても効果が見られない
場合は手術します。

後藤　角膜移植ですか？

坪田　角膜移植または角膜輪部移植な
どの手術です。

後藤　角膜輪部移植とは，どういうも
のですか？

坪田　角膜の輪部のところにステムセ
ルがあり，そこに対して免疫学的にア
タックしてくる。そして角膜の周辺部
に潰瘍が出るケースがあるのです。そ
ういうものに対しての治療法です。

後藤　そういう治療があるのですね。

眼科医とリウマチ医の
連携に歯科も加えた連携を

後藤　眼科の先生のお立場で，リウマ
チの専門家との連携は，今，どういう
ふうにされていますか？あるいは，今
後こうしたらよいというご提案があれ
ば，お願いします。

坪田　慶應義塾大学病院では，ドライ
アイの患者さんがいらっしゃいます

坪田 一男 氏
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と，だいたい１割くらいがシェーグレ
ン症候群です。その場合，必ず内科の
先生と歯科の先生に紹介します。眼科
と内科と歯科の三者で診るという形を
とっています。まれですが，シェーグ
レン症候群の中には，肺線維症になっ
たり，妊娠しにくいということが見ら
れますよね。それからマリグナンシー
も稀にあるということを，金沢の先生
たちが発表されています。ですから，

そういうところを他科の先生と一緒に
診ています。

後藤　QOL をあげるために，患者さ
ん自身が注意したほうが良いことがあ
れば，お聞かせください。

坪田　これは先生もご専門のエイジン
グに関係しますけど，リウマチは年を
取れば取るほど，悪くなりますよね。
それから，先生が先ほどおっしゃった
ように，年を取るからリウマチを発症
するということもあります。加齢を 1
つのターゲットにして，加齢をなるべ
くゆるやかにすることでリウマチや慢
性疾患を治していく，楽にしていくと
いう考え方は成り立つのではないかと
思います。
ご存知のように，昨年の７月，アメ
リカの FDAが，ミトコンドリア脳筋
症という，治療ができない病気に対し
て，サーチュインを活性化するフード
ファクターのレスベラトロールをオー
ファンドラッグとして認可したと。疾
患そのものに対する治療ももちろんで
すが，それを悪化させる要因に対す
る介入，それも加齢というものに対し
ての介入というのは，これは非常に重
要なファクターになってくると思いま
す。
病気をよい機会に，「一緒に加齢に
チャレンジしましょう」という姿勢で

す。具体的には運動する，タバコをや
める，メタボリックシンドロームだっ
たら，食事に気をつけるなどです。日
本では一病息災と言いますが，リウマ
チでも，私の場合はシェーグレン症候
群でも，ドライアイでも，そういう
ものをポジティブにとらえて，それが
あったからこそ自分は健康で長生きで
きたという人生のストーリーを一緒に
つくりましょうよ，ということは毎日
のように言っています。

後藤　それはすばらしい提案ですね。
先生がおっしゃったように，リウマ
チ性疾患は，加齢と関係の深い病気で，

加齢促進病の代表だと思っています。
これが，専門家の間でなかなか広まら
ないのです。

坪田　私は，先生のおっしゃることは
正しいと思いますし，リウマチ性疾患
と眼病変，加齢などについて今後も勉
強させていただきたいと思います。

後藤　アンチエイジング学会にも協力
していただいて，やっていきたいと思
います。本日はありがとうございまし
た。

（文責編集部）

〔出席者〕
金子敦史 氏
 名古屋医療センター整形外科リウマチ科　

浅井富明 氏
 あさいリウマチ整形クリニック
 リウマチ科 院長　

粥川由佳 氏
 名古屋医療センター整形外科リウマチ科　
 西 9階病棟 副看護師長 

〔司　会〕
後藤　眞 氏（編集委員長）
 桐蔭横浜大学医用工学部臨床工学科不老科学
 ・加齢制御学部門 教授 

於　名古屋マリオットアソシアホテル

リウマチ医療はいろいろな意味で，ドクターやコメディカル等の医療関係者同士の連携や行政
担当者などとの意思の疎通が重要な場面がある。特に，自己注射製剤の登場やリハビリテーショ
ンに対する制度改革によって，以前にもまして多くのスタッフの協力によるチーム医療が必要
になっている。弊紙編集部としては，従来からリスクマネージメントなどの場面において，ネッ
トワークの必要性に着目していたが，今回を皮切りに，その取り組みを今後いくつかご紹介し
ていく予定である。

名古屋地域における
関節リウマチの地域連携の現状

後藤　関節リウマチにおける名古屋地
域の病診連携についてお話しいただけ
ますか。

金子　名古屋医療センターは脳卒中や
糖尿病，大腿骨頸部骨折といった分野
では地域の急性期病院として国立病院
機構本部から地域連携パスの普及に努

上涙点に装着した涙点プラグ

涙点プラグ（拡大）
イーグルビジョン社

スーパーフレックスプラグ TM

図 5

めるよう指導されており，近隣のリハ
ビリテーション施設やクリニックと医
療連携を幅広く行っています。関節リ
ウマチの場合，従来は外科的治療につ
いて主にご紹介を受けてきましたが，
昨今は薬物療法，とりわけ生物学的製
剤の適応の判断とリスクマネージメン
トについてご相談を受けることが増加
してきました。特にリスクマネージメ
ントとして呼吸器系の合併症が問題と
なることが多く，呼吸器内科との密な
連携が重要なため，その点を地域の先

生方にもご理解いただき，より安全に
治療を行う体制を整えることを目的と
して，関節リウマチの循環型地域連携
が始まりました（表 1，2，図 1）。
現在，約 10 施設と連携しており，
最も多く患者さんをご紹介いただいて
いるのが，浅井先生が開業されたあさ
いリウマチ整形クリニックです。

後藤　脳卒中やがん，頸部骨折の連携
医療では保険診療加算制度があります
から，関節リウマチにもぜひ導入して

ほしいと思っています。連携の主な目
的は，生物学的製剤の効果的な利用と
副作用対策です。関節リウマチの患者
さんの診療にあたる整形外科医だけで
なく，内科医や呼吸器の専門医もリウ
マチ治療のネットワークに組み込めな
いかと考えています。

金子　呼吸器系のトラブルが生じた場
合はほとんど入院になりますから，リ
スク管理は入院設備のある施設が担う
べきと思います。当センターでは，呼
吸器のトラブルが起こったときは，呼
吸器科の先生方が専門的な治療を積極
的に行ってくれます。

後藤　患者さんが遠方に住んでいる場

金子 敦史 氏



8 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21年 5月1日発行　No.94

合には，ある程度呼吸器を診られる開
業医の先生が近くにいればそこで診察
し，もし入院が必要であれば医療セン
ターに行くという流れができれば実際
的なのではないでしょうか。

金子　関節リウマチ患者さんの 3分の
2は 50 歳以上，約 3割が 70 歳以上で
すから，加齢に伴う合併症があり，か
かりつけ医に通院している方も多いは
ずです。つまり全員がネットワークに
加わってもらうのは現実的ではありま
せん。ほとんどは紹介状のやりとりで
なんとかなります。また，来院する患
者さんの地域が広いと，連携をとるの
は容易ではありません。

後藤　遠方から通院する患者さんはど
のくらいいますか。

金子　患者さん全体 1,050 例のうち
200 ～ 300 例です。最も遠い 1人は和

歌山県から来ています。岐阜の高山市
からも 1人，津や岡崎から来る患者さ
んもいます。

後藤　遠方から通院する患者さんに対
する緊急時の対応はどうしています
か。近ければすぐに来院できますが，
遠いと受診までに何時間もかかってし
まいますが。

金子　緊急時には，とにかく早く近く
の基幹病院，市民病院等を受診するよ
うにお願いしています。

後藤　その時に，一般内科医は関節リ
ウマチの知識を十分に持ってないこと
も少なくないと思いますが，救急でか
かった医師や看護師に対して，薬や治
療法の注意事項などを伝える連絡手帳
などは用意されていますか。

金子　生物学的製剤は特殊な薬ですか
ら，使用法を記載したカードはありま
すが，特に他の薬や治療に関するもの
はありません。

後藤　不安に思う内科医も多いと思う
ので，何か対策を考えたほうが良くな
いでしょうか。

浅井　患者さんは検査結果や薬を記録
するリウマチ手帳を持っていますの
で，それを参考にできます。当クリニッ
クでは，呼吸器合併症の発症時のよう
な緊急対応が必要なときに，医療セン
ターで優先的に診てもらえるような連
携体制をとっています。しかし，遠方
から通院している患者さんの場合は，
あらかじめ，呼吸器専門医を探してお
くことが必要になります。

後藤　リウマチネットワークの安全性
を高め，より充実させるためには，呼
吸器科の先生を巻き込むことが重要の
ようですね。

浅井　呼吸器の先生の探し方が分から
ない患者さんが多いのですが，内科医
としての視点から何かアドバイスはあ
りますか。

後藤　リウマチと聞いただけで診ない
内科医も多いですね。リウマチ患者に
多い間質性肺炎は病態が分刻みに変化
するため，対応が難しいことがある
ので，その知識や経験が豊富な呼吸器
科医を見つけることが必須だと思いま
す。しかし，今の呼吸器科は喘息や肺
がんが中心で，間質性肺炎の専門知識
がある医師は少ないので，関節リウマ
チ患者が求めている呼吸器の先生を見
つけるのは実は困難になっています。

患者指導における
コメディカルスタッフの役割

後藤　生物学的製剤を使用する場合，
患者さんへの説明や教育指導が非常に
大きな課題になると思いますが，先生
のクリニックあるいは病診連携のなか
でどのようにされていますか。

浅井　生物学的製剤による治療が必要
な患者さんが，経済的な問題などから，
使用を薦めても受け入れられない場合
があるので，医療センターにお願いし，
再度説明してもらうことがあります。

金子　患者さんが理解できるよう初診
の時に時間をかけて説明することが最
も重要です。また，年に 1回，リウマ
チ友の会などで講演会を行うこともあ
ります。

後藤　患者さんへの説明や指導をする
ときのコメディカルの役割は何でしょ
うか。

粥川　整形外科領域で自己注射剤はエ
タネルセプト（エンブレル®）が初めて
でしたので，私たち看護師も，最初は
患者指導をどうやっていいのかすごく
悩みました。そこで医師，外来と病棟
の看護師が同じ知識を共有し，統一し
た指導ができるようにクリニカルパス

を作成し，パスに基づいた指導を行う
ようにしました。１週間という短い入
院期間のなかで患者さんの注射に対す
る恐怖心をなくし，その後は外来に移
行して，自己注射の指導を行っていま
す。

後藤　医者だけでなく看護師や薬剤師
などのコメディカルが，医療に立体的
に関わるようになったのは，生物学的
製剤を使うようになったメリットだと
思っています。これが地域全体に広げ
られたら本当の意味でのネットワーク
になると思います。粥川さんたちは指
導時のツールは何か，工夫などをされ
ていますか。

粥川　指導にはエタネルセプトのキッ
トとパンフレットを使っています。患
者さんが自己注射に恐怖心を持ってい
ることが多いので，実際に薬剤を自己
注射する前に，生理食塩水で練習をし
たりしています。

後藤　最近では，点滴注射は時間がか
かるので自己注射の方がいいという方
が増えてきているようです。点滴注射
の場合には入院，外来のどちらでされ
ていますか。

金子　基本的には外来で行っていま
す。外来の点滴スペースが満員の場合
は外来化学療法室でも行うことがあり
ます。

後藤　点滴注射は経過をチェックする

表 1 関節リウマチ循環型地域連携パス

・病院・診療所と当院との間で連携を図り，地域の関節リウマチの治療成績を

向上させていくことが目的。

・自己注射へよりスムーズに移行するために，看護師・薬剤師へのノウハウの

伝授やメール，勉強会（パス講習会）を通して関連情報の伝達を行う。

図 1 循環型連携パスのイメージ

副作用出現時の患者の紹介

2回／年の受診
（循環型連携パスを患者自身が持って受診する）

生物学的製剤の使用
自己注射指導の継続

安全性・有効性の確認

副作用出現時の治療

整形外来・緊急室において24時間受け入れ可能
入院を要する場合は病棟で対応可能

当　院病院・診療所

表 2 退院後のフォローアップ体制
・副作用が生じた場合
 入院加療を要する場合は，当院での受け入れが可能
・定期的なフォローアップ
 投与開始後，6 カ月ごとに当院外来を受診していただき当院でも経過観察
を行う。

・自己注射指導における連携
 入院中の患者指導時に随時見学可能
 継続した自己注射指導を行えるように，退院時に看護サマリーを作成。
 地域の病院・診療所の看護師と連携を図り，いつでも情報交換が行えるよ
うメールアドレスを開設。

 循環型地域連携パス：racrc-p@nnh.hosp.go.jp

浅井 富明 氏 金子 敦史 氏
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必要がありますから，点滴患者さんが
何百例もいては手に負えないので，最
初の処方だけして，その後は地域の先
生にお任せして治療を進めていくスタ
イルが増えていくと思います。また，
医療従事者に負担が少ない自己注射が
増えてくるかもしれません。そうした
状況を踏まえてネットワークを育てる
ことが重要ではないでしょうか。そし
て，ネットワークを充実させる過程で，
地域の先生方の関節リウマチへの知識
を向上させることができれば良いかも
知れません。関節リウマチに関する豊
富な知識や経験を持った地域の先生方
と連携すれば，早期に患者さんを発見
して，早期に治療が開始できるように
なると思います。

金子　全国でも長野県と静岡県さらに
岡山県では，県内の主なリウマチ専門
病院の先生方がまず連携し，早期の患
者さんを含めて，生物学的製剤が必
要だと思われる患者さんを基幹病院に
集め，そこで診療するネットワークを
作っています。そこでは生物学的製剤
の投与は基本的に基幹病院で行われま
す。しかし私どものネットワークでは，
浅井先生のように十分に知識があり，
生物学的製剤を使いこなせるクリニッ
クの先生方にも患者さんを請け負って
もらい，リスクマネージメントもお願
いするネットワークを目指していま
す。地域の特色や人口分布，土地柄に
よって，さまざまな方法があると思い
ます。

医師だけでなく患者が参加する
ネットワークづくりが重要

後藤　患者さんが生物学的製剤に踏み
切れない理由はさまざまですが，薬剤
費の問題は大きいと思います。今後，
薬剤費が下がれば，生物学的製剤の使
用者数が増え，ネットワークの重要性
も大きくなると思います。日本リウマ
チ財団の設立主旨には，地域の先生方
を教育してリウマチの専門医を育てる
ことが大きな目的として掲げられてい
ます。生物学的製剤の登場によって，
その活動目標は推進される状況にあり
ますから，今後ネットワークはますま
す広がっていくと思います。名古屋地
域での連携のあり方がモデルになると

思いますが。

浅井　当院では，生物学的製剤を処方
する際に，まず名古屋医療センターで，
呼吸器科の診察も含めて，生物学的製
剤使用の適否を判定してから使用して
います。

金子　通常のクリニックに関節リウマ
チ患者さんが集まるとは限りません。
ネットワークを構築することで，多く
の開業医の先生方と分担して，たくさ
んの患者さんを診療することができる
ようになっていると思います。

後藤　関節リウマチの診療に興味のあ
る先生方をネットワークに取り込み，
知識や経験値を上げていくことも必要
です。

浅井　名古屋地域では専門性の高い病
院がいくつかあるので，疾患ごとに複
数のネットワークが活動しています。
関節リウマチの場合は，名古屋大学の
石黒先生が中心になって，名古屋リウ
マチネットワークを作り，ある程度の
病院をカバーし，三重県，岐阜県の先
生も参加しています。それでも現状で
は，関節リウマチを専門としない医師
に通院している患者さんは，適切な治
療を受けていない可能性があります。
しかし，専門医だけのネットワークで
は，そうした課題は顕在化してきませ
ん。そこで，リウマチ友の会を中心と
する患者さんの活動が重要になってき
ます。医師紹介の相談など患者さんの
立場に立ってアドバイスできるのは友
の会の得意とするところです。

後藤　医師だけに留まっている現状の
ネットワークに，保健所や友の会も加
わっていけば理想的ですね。

浅井　現状では 1年に数回，友の会が
協賛して大きな講演会を開催している
だけですから，もっと積極的な協力活
動があればと思います。

後藤　大学病院や中核病院を中心とし
た医師の集まりだけでは不十分で，実
際に患者さんの立場から診療を進める
システムを整えることが，望ましい
ネットワークのあり方だと思います。

コメディカルの積極的な
参加が支える関節リウマチ治療

後藤　米国では看護師も専門制度に
なっていますが，日本には専門性を高
めていくという認識はありますか。

粥川　慢性疾患の専門看護師は増えて
いますが，関節リウマチを専門とする
看護師は日本にはまだいないと思いま
す。生物学的製剤を用いた治療では，
患者さんへの教育や指導に看護師も参
画していく機会が多いと思いますか
ら，看護の専門的な知識をもっと身に
付けなくてはならないなと思っていま
す。

後藤　薬剤師は患者さんへの教育や指

導の場では，どのような役割を担って
いますか。

粥川　薬剤師は服薬指導と外来での自
己注射の指導を中心に行っています。

金子　看護師は外来診療の補助があり
ますから，時間に余裕がない場合には
薬剤師に自己注射の指導をしてもらっ
ています。薬剤師は注射を打つこと
はできませんが，外来では，手技等に
ついては薬剤師も一緒に指導していま
す。
一方，病棟では手技の指導はほとん
ど看護師がやっているのですが，薬物
指導に関しては薬剤師にお任せしてい
ます。

後藤　理学療法士はどのように関わっ
ているのですか。

粥川　まず，日常生活動作（ADL）
の評価を行い，病棟で看護師が指導す
るときに同席して，自己注射の手技の
指導および練習を行い，ADL の指導
までを含めて訓練を行います。温熱療
法を行ったり，装具を作ったりします。
医師から自己注射を指導するよう依
頼を受けて，私たちコメディカルが
チームのように動くという感じです。

後藤　コメディカルの方々が自ら動
き，コーディネートできることに驚い
ています。

金子　自己注射の導入を決めれば，後
はクリニカルパスに従って，在院日数
の短縮のために，積極的に行動するよ
うになりました（表 3）。

粥川　クリニカルパスを作成するとき
には医師と相談しますが，患者指導は
看護師で担当しています。

後藤　今まで医者の指示通りに行動し
ていたのが，主体性を持って行動する
ようになったわけですね。生物学的製
剤は看護師が責任を持ち，成長する
ためのとてもよいきっかけを与えてく
れました。他の施設をみても，看護師
を中心に回っているという感じがしま
す。生物学的製剤の自己注射の導入が，
モチベーションを高める大きな要因に
なったと思います。

金子　看護師が薬物療法に積極的に関
わることは，今までありませんでした
から。

後藤　看護師向けの教育講演には，多
くの方が積極的に参加されますから，
興味を持っているのが分かります。

粥川　そうですね。医師は意見交換の
機会がたくさんありますが，看護師に
はそういう機会が今までなかったの
で，他の施設と情報交換できることは，
私たちにとっても大きなプラスになり
ます。

後藤　日本看護学会では，そうした情
報交換は行われていますか。

粥川　日本看護学会でも，リウマチ関
連の演題は少なく，日本慢性看護学会
でさえ，去年も 1題しか聞けませんで
した。

金子　日本リウマチ学会に看護師にも
積極的に参加してもらうのが一番だと
思います。リウマチ団体の活動も年 1
回ですから。

関節リウマチの
リハビリテーション

後藤　日本では関節リウマチのリハビ
リテーションの本格的な専門家は少な
いと思いますが，先生のクリニックで
はどうされていますか。

浅井　関節リウマチのリハビリテー
ションとして，パラフィン浴，ホット
パックなどの温熱療法を中心とした療
法が主体となっています。

表 3 自己注射指導のポイント

・獲得できていない手技はどこか
・使用する自助具は何か
・入院中に行った作業療法　など

退院後，注射手技を獲得するまで継続した指導が行えるようにする。

入院中の指導についてサマリーを作成

・自己注射指導を継続して行うために，診療所スタッフの見学の受け入れを
実施。

自己注射指導の見学の受け入れ

 粥川 由佳 氏 後藤 眞 氏
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H21.5 ～H21.9）］   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。

5/21（木）　19:30　1単位 （千葉）
第12回南総リウマチ研究会
よねもと整形外科
米本　光一　Tel.0475-40-1065

5/19（火）　19:30　1単位 （東京）
第27回ひがし東京リウマチ研究会
東京臨海病院
松木　孝夫　Tel.03-5605-8811

5/16（土）16:00　1単位 （大阪）
第19回北河内リウマチ膠原病勉強会
エーザイ㈱ 北大阪コミュニケーションオ
フィス
遠藤　健一　Tel.06-6831-5222

5/16（土）19:00　1単位 （神奈川）
相模原インフリキシマブセミナー
田辺三菱製薬㈱
米田　智　Tel.042-750-2650

5/14（木）～17（日）　1単位 （福岡）
14日12:10　15日11:45　16日12:05　17日11:45
第82回日本整形外科学会学術総会
ランチョンセミナー九州大学大学院医学研究
院整形外科学 中島 康晴Tel.092-642-5494

5/14（木）～17（日） （福岡）
15日8:00　1単位　16日8:00　1単位
第82回日本整形外科学会学術総会
九州大学大学院医学研究院整形外科学
中島　康晴　Tel.092-642-5494

5/23（土）18:00　2単位 （岡山）
第253回岡山県臨床整形外科医会研修
会
竜操整形外科病院
角南　義文　Tel.086-273-1233

5/23（土）　15:30　1単位 （東京）
第14回シェーグレン症候群セミナー
参天製薬㈱
関本　貴史　Tel.048-645-8701

5/22（金）　19:15　2単位 （千葉）
柏市整形外科医会
田辺三菱製薬㈱ レミケード部 千葉グ
ループ
吉川　陽介　Tel.043-227-1730

5/22（金）　20:00　1単位 （福岡）
第80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

5/22（金）　19:30　1単位 （茨城）
第17回膠原病リウマチ懇談会
アステラス製薬㈱つくば第一営業所
水村　裕一　Tel.029-850-5601

5/22（金）　19:00　1単位 （埼玉）
越谷リウマチ治療懇話会
田辺三菱製薬㈱埼玉支店 さいたま第3
営業所 第2チーム
岡村・竹浦　Tel.048-665-5213

5/21（木）　19:30　1単位 （東京）
第16回大田区リウマチ・膠原病研究会
東邦大学整形外科
中村　卓司　Tel.03-3762-4151

5/29（金）15:00　1単位 （沖縄）
第10回日仏整形外科合同会議
大阪府済生会 中津病院整形外科
大橋　弘嗣　Tel.06-6372-0333

5/28（木）19:15　1単位 （静岡）
浜松整形外科医会
アステラス製薬㈱ 東海支店 浜松駐在
斉藤　信幸　Tel.053-459-0225

5/28（木）19:30　1単位 （神奈川）
横浜骨粗鬆症研究会
中外製薬㈱横浜支店
森　絵美　Tel.045-450-7671

5/28（木）18:30　2単位 （静岡）
IL-6阻害薬研究会
中外製薬㈱静岡営業所 沼津一室
細谷　仁　Tel.055-964-0390

5/23（土）14:00　2単位  （北海道）
北海道リウマチ性疾患の治療とケア
エーザイ㈱
大津　貴智　Tel.011-851-6172

5/23（土）17:30　2単位 （大阪）
第7回阪神RA研究会
田辺三菱製薬㈱ 阪神第二営業所
大坪　有一郎　Tel.0798-22-3241

5/23（土）16:00　2単位 （奈良）
第5回 奈良RAサイトカイン治療研究会
田辺三菱製薬㈱奈良第一営業所
三百田　匡　Tel.0742-26-8200

5/29（金）19:45　1単位 （千葉）
第3回かずさ整形外科セミナー
万有製薬㈱営業支援室
松本　英和　Tel.0120-447-753

6/2（火）　19:00　1単位 （新潟）
第88回膠原病研究会
新潟大学保健学科
中野　正明　Tel.025-227-2357

5/30（土）　18:00　1単位 （秋田）
第3回秋田県整形外科リウマチセミナー
ワイス㈱北日本支店 秋田営業所
高橋　充　Tel.022-264-4321

5/30（土）　16:00　1単位 （大阪）
第16回大阪リウマチケア研究会
エーザイ㈱
加茂　佳之　Tel.06-6448-9008

5/30（土）　18:30　2単位 （千葉）
第16回千葉リウマチ医の会
エーザイ㈱ 千葉医薬4部
須賀　亜希子　Tel.047-366-1501

5/30（土）　17:00　　1単位 （奈良）
第11回奈良膠原病研究会
旭化成ファーマ㈱ 奈良営業所
中西　真志　Tel.0742-34-4801

5/29（金）　19:45　1単位 （宮崎）
第6回宮崎膠原病リウマチ治療研究会
田辺三菱製薬㈱宮崎営業所
中田　敏行　Tel.0985-32-9205

6/12（金）　20:15　1単位 （三重）
三重中央RAセミナー
田辺三菱製薬㈱ 三重第二営業所
長田　博司　Tel.059-221-1760

6/12（金）　20:00　1単位 （愛媛）
骨粗鬆症治療セミナーin 愛媛
愛媛大学大学院医学系研究科運動器学
岡井　栄子　Tel.089-960-5343

6/11（木）　19:15　1単位 （石川）
金沢関節リウマチセミナー
中外製薬㈱京都支店 石川営業所
成瀬　雅彦　Tel.076-232-6766

6/04（木）　20:00　1単位 （鹿児島）
第7回リウマチ膠原病治療の未来を考え
る内科医師の会
田辺三菱製薬㈱
水野　布美子　Tel.099-251-5151

6/4（木）　20:00　1単位 （神奈川）
第15回神奈川県続発性骨粗鬆症研究会
大日本住友製薬㈱横浜支店 新横浜営業
所
野坂　忠史　Tel.045-472-0820

6/3（水）　19:30　1単位 （愛知）
リウマチ懇話会 EX Meeting
ワイス㈱東海支店 尾張営業所
朝木　一治　Tel.052-957-5715

6/13（土）　17:45　1単位 （岐阜）
岐阜県静脈血栓塞栓症予防講演会
サノフィ・アベンティス㈱
山口　尚　Tel.0120-852-297

6/13（土）　18:00　1単位 （富山）
RA Expert Meeting
エーザイ㈱富山医薬部
田浦　隆玄　Tel.076-432-9530

6/12（金）　19:50　1単位 （神奈川）
第9回大田・川崎リウマチ懇話会
祐徳薬品工業㈱東京支店 医薬営業部
山口　雅孝　Tel.03-3745-6151

6/12（金）　19:15　1単位 （栃木）
小山地区・下都賀郡市医師会学術
講演会
黒須整形外科医院
黒須　治一　Tel.0285-45-1551

6/13（土）　17:00　1単位 （東京）
第1回東京リウマチジョイントカンファレン
ス
エーザイ㈱
村田　恵美　Tel.03-3817-3755

6/18(木）　19:00　1単位 （埼玉）
第17回　埼玉県北部リウマチ研究会
今井内科クリニック
今井　史彦　Tel.0494-27-0055

6/17（水）　19:30　1単位 （神奈川）
第6回湘南西部リウマチ性疾患症例検討
会
参天製薬㈱
上條　博行　Tel.03-3523-8890

6/14（日）　12:00　1単位 （福岡）
第117回西日本整形・災害外科学会
 ランチョンセミナー
久留米大学整形外科
山田　圭　Tel.0942-31-7568

6/13（土）　18:00　2単位 （東京）
第7回桜骨・関節研究会
日本大学整形外科
龍　順之助　Tel.03-3972-8111

6/13（土）　17:00　1単位 （東京）
第21回城南リウマチ会
国立病院機構東京医療センター
膠原病内科
大島　久二　Tel.03-3411-0111

6/20（土）　15:30　1単位 （愛知）
第14回藤田リウマチカンファレンス
ワイス㈱
水野　智弘　Tel.052-957-5715

6/20（土）　18:30　1単位 （千葉）
第13回リウマチ薬物治療研究会
国立病院機構 千葉東病院アレルギー・
膠原病科
松村　竜太郎　Tel.043-261-5171

6/20(土）　15:00　1単位 （鳥取）
第16回鳥取県リウマチのケア研究会
エーザイ㈱米子コミュニケーションオフィス
上口　浩　Tel.0859-32-5225

6/19（金）　19:00　2単位 （熊本）
熊本県プログラフ関節リウマチ研究会
熊本整形外科病院 リウマチ膠原病内科
中村　正　Tel.096-366-3666

6/19（金)　19:00　1単位 （北海道）
第12回旭川リウマチ研究会
旭川医科大学整形外科学教室
伊藤　浩　Tel.0166-68-2511

6/24（水）20:00　1単位 （富山）
第12回富山抗サイトカイン療法研究会
ワイス㈱京阪神第二支店 石川富山営業
所
上野　正信　Tel.06-6203-4592

6/24（水）　19:00　1単位 （埼玉）
深谷市・大里郡医師会 学術講演会
田辺三菱製薬㈱川越営業所
井上　富夫　Tel.049-241-9382

6/23（火）　18:50　2単位 （福岡）
骨代謝・骨粗鬆症フォーラムin 筑後
久留米大学医療センター リウマチ膠原病
センター
福田　孝昭　Tel.0942-22-6111

6/21（日） 10:00　2単位 （山口）
 12:15　3単位

第24回中国・四国リウマチ医の会
参天製薬㈱
岡田　直美　Tel.06-6321-7068

6/20（土）　16:30　1単位 （長野）
中信整形外科医会学術講演会（第8回）
前田整形外科医院
前田　敏明　Tel.0263-28-8828

6/20（土）　18:30　1単位 （福島）
第19回福島県リウマチフォーラム
大正富山医薬品㈱
河野　彰治　Tel.022-267-2565

6/26（金）　19:00　1単位 （山形）
第4回山形リウマチセミナー
山形大学附属病院
髙木　理彰　Tel.023-628-5355

6/26（金）　19:00　1単位 （北海道）
第11回道南関節リウマチ・膠原病
懇話会
旭化成ファーマ㈱医薬札幌支店函館営
業所　木村　哲也　Tel.0138-31-6701

6/26（金）　20:00　1単位 （静岡）
静岡リウマチネットワーク学術講演会
中外製薬㈱静岡営業所 浜松
長縄　誠一　Tel.053-452-1161

6/25（木）19:00　1単位 （鳥取）
鳥取県臨床整形外科医会学術講演会
鳥取大学保健学科　
萩野　浩　Tel.0859-38-6308

6/25（木）20:00　1単位 （東京）
第13回城北関節炎・RA・OA・AS 談
話会
武田薬品工業㈱ 
岡井　友岳　Tel.03-5322-6000

06/26（金）　20:00　1単位 （千葉）
第12回慈大柏病院整形外科病診連携
懇話会
東京慈恵会医科大学附属柏病院
整形外科　増井 文昭 Tel.04-7164-1111

6/27（土）17:00　1単位 （北海道）
帯広RA学術講演会
中外製薬㈱
庵原　一章　Tel.011-271-5311

6/27（土）17:00　1単位 （奈良）
信貴山リウマチカンファ
田辺三菱製薬㈱ 奈良第一営業所
三百田　匡　Tel.0742-26-8200

6/27（土）16:20　2単位 （長野）
リウマチ治療談話会
JA長野厚生連 篠ノ井総合病院
鈴木　貞博　Tel.026-292-2261

6/27(土）16:00　2単位 （東京）
第16回城北リウマチ膠原病医会
アステラス製薬㈱板橋営業所
藤本　義彦　Tel.03-5957-1686

7/3（金）19:30　1単位 （佐賀）
第8回佐賀リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
前田　知己　Tel.0952-22-7811

7/3（金）20:00　1単位 （茨城）
第6回茨城リウマチ研究会
エーザイ㈱茨城医薬二部
田中　昌　Tel.029-856-5118

7/3（金）19:45　1単位 （埼玉）
第53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

7/3（金）20:00　1単位 （栃木）
第18回栃木膠原病と腎カンファランス
旭化成ファーマ㈱
山本　順一　Tel.028-636-9162

7/2（木）20:00　1単位 （神奈川）
第3回横浜リウマチ・関節の外科研究会
参天製薬㈱ 神奈川抗リウマチ薬チーム
小島　英一　Tel.03-3523-8890

7/1（水）19:30　1単位 （埼玉）
第9回川越リウマチ懇話会
参天製薬㈱
千場　猛　Tel.048-645-8701

7/1（水）19:00　2単位 （神奈川）
第8回横浜関節疾患研究会
横浜市立大学整形外科
熊谷　研　Tel.045-787-2655

6/30（火）19:30　1単位 （福岡）
第7回筑豊膠原病研究会
エーザイ㈱九州エリア 福岡医薬四部
桜井　克之　Tel.093-551-5281

6/27（土）17:00　1単位 （兵庫）
兵庫県整形外科医会（平成21年度
第3回学術講演会）
よしだ整形外科
吉田　竹志　Tel.072-772-5055

6/27（土）17:30　1単位 （兵庫）
第31回神戸免疫・膠原病懇話会
参天製薬㈱
黒本　卓司　Tel.06-4807-3003

6/27（土）19:00　1単位 （岡山）
第254回岡山県臨床整形外科医会
研修会
竜操整形外科病院
角南　義文　Tel.086-273-1233

7/4（土）15:05　2単位 （静岡）
第19回静岡県東部リウマチ膠原病医会
順天堂静岡病院 膠原病・リウマチ科・ア
レルギー内科
飯田　昇　Tel.055-948-3111

7/4（土）17:30　1単位 （愛知）
第18回東三河リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱ 岡崎第二（営）
嶋田　嘉典　Tel.0564-58-8402

7/4（土）16:30　1単位 （大阪）
第14回なにわリウマチフォーラム
参天製薬㈱
多田　正則　Tel.06-4807-3003

7/4（土）18:00　1単位 （大阪）
大阪大学整形外科卒後研修セミナー
大阪大学整形外科
七岡　信子　Tel.06-6879-3552

7/4（土）16:00　1単位 （埼玉）
埼玉リウマチ・膠原病フォーラム
埼玉医科大学 リウマチ膠原病科
秋山　雄次　Tel.049-276-1462

7/3（金）19:15　1単位 （青森）
八戸整形外科医会学術講演会
田辺三菱製薬㈱
高橋　環　Tel.017-732-6823

7/3（金）19:00　1単位 （奈良）
奈良北部リウマチカンファ
田辺三菱製薬㈱ 奈良第一営業所
三百田　匡　Tel.0742-26-8200

7/4（土）17:00　1単位 （兵庫）
第9回骨粗鬆症セミナー
帝人ファーマ㈱
福山　智之　Tel.078-261-9851

7/4（土）16:30　2単位 （兵庫）
第5回兵庫骨粗鬆症懇話会
兵庫医科大学篠山病院整形外科
楊　鴻生　Tel.079-552-1181

7/4（土）15:40　1単位 （愛知）
第4回海部・津島リウマチ疾患研究会
エーザイ㈱ 名古屋コミュニケーションオ
フィス 東海2部
安積　克郎　Tel.052-931-1315

7/4（土）16:15　1単位 （大阪）
第2回北河内整形外科フォーラム
星ヶ丘厚生年金病院 整形外科
河井　秀夫　Tel.072-840-2641

7/23（木）19:00　1単位 （徳島）
第5回徳島リウマチフォーラム
武田薬品工業㈱
種田　純治　Tel.088-623-4333

7/22（水）20:00　1単位 （神奈川）
第16回三浦半島リウマチ懇話会
ワイス㈱
河西　渉　Tel.03-6420-6108

7/23（木）19:40　1単位 （神奈川）
The 6TH 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）
熊谷　研　Tel.045-787-2655

7.18（土）17:00　2単位 （神奈川）
第60回神奈川リウマチ医会
川崎市立川崎病院 内科
大曽根　康夫　Tel.044-233-5521

7/18（土）15:00　3単位 （宮崎）
第20回宮崎リウマチ医の会
旭化成ファーマ㈱
長友　哲也　Tel.0985-28-2736

7/18（土）18:30　1単位 （神奈川）
大和市整形外科医会 学術講演会
えびはら整形外科
蛯原　有男　Tel.046-278-5877

7/18（土）18:00　1単位 （岐阜）
骨・関節疾患学術講演会
武田薬品工業㈱ 岐阜営業所
栗林　淳　Tel.058-253-8611

7/17（金）19:30　1単位 （秋田）
第11回秋田県リウマチ・膠原病カンファ
レンス
ワイス㈱ ワイス支店
高橋　充　Tel.022-264-4321

7/20（月）12:30　1単位 （愛媛）
第22回日本臨床整形外科学会学術集会
ランチョンセミナー 田辺三菱製薬㈱ レミ
ケード部 四国グループ
古東　良麻　Tel.089-921-1414

7/16（木）20:00　1単位 （大分）
第92回大分県リウマチ懇話会
中外製薬㈱ 大分営業所
久保田　功一Tel.097-537-7151

7/14（火）20:00　1単位 （東京）
第35回東京整形外科・内科合同リウマ
チ性疾患研究会
旭化成ファーマ㈱
小池　範和　Tel.03-3829-3171

7/12（日）11:30　1単位 （石川）
第38回北陸リウマチ・関節研究会
科研製薬㈱ 金沢営業所
汲田　憲司　Tel.076-263-2211

7/11（土）15:55　1単位 （宮城）
第9回膠原病肺疾患研究会
エーザイ㈱宮城医薬一部
日比谷　哲志　Tel.022-226-2185

7/11（土）17:30　1単位 （愛知）
第55回東海膠原病研究会
万有製薬㈱ 筋骨格系・呼吸器セールス
グループ 愛知営業課
上田　浩一郎　Tel.080-6551-4263

7/11（土）17:00　1単位 （大阪）
第37回大阪整形外科症例検討会
参天製薬㈱大阪抗リウマチ薬チームオ
フィス
吉田　公彦　Tel.06-4807-3003

7/11（土）17:00　2単位 （兵庫）
西播磨関節リウマチ学術講演会
田辺三菱製薬㈱
和田　光功　Tel.079-224-5051

7/10（金）19:30　1単位 （茨城）
第5回常陸リウマチ治療研究会
田辺三菱製薬㈱水戸営業所
宮崎　博　Tel.029-226-6601

7/10（金）19:00　1単位 （茨城）
第4回取手リウマチ懇話会
取手整形外科医院 取手リウマチ懇話会
事務局
松崎　信夫　Tel.0297-72-0744

7/11（土）19:30　1単位 （山口）
第67回山口県臨床整形外科医会
 教育研修会
田辺三菱製薬㈱山口第一営業所
藤村　健　Tel.083-972-5311

7/9（木）19:40　1単位 （神奈川）
第6回SAGAMI OSTEOPOROSIS 研
究会 万有製薬㈱ 中日本営業部 神奈川
営業第二課
松島　宏和　Tel.0120-860-744

7/9（木）19:00　1単位 （山口）
関門リウマチフロンティア
田辺三菱製薬㈱ 山口営業所
畑中　正典　Tel.083-972-9830

7/8（水）20:00　1単位 （愛知）
第9回第1回第2整形外科合同カンファ
レンス
久光製薬㈱ 名古屋支店
松井　和也　Tel.052-761-3111

7/31（金）19:00　1単位 （長崎）
第9回長崎県央地区リウマチセミナー
中外製薬㈱ 長崎営業所
長村　理沙　Tel.095-825-4772

7/31（金）20:00　1単位 （福岡）
第81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

7/30（木）19:15　1単位 （富山）
富山サイトカインセミナー
富山大学 整形外科
松下　功　Tel.076-434-7353

7/25（土）14:00　1単位 （新潟）
第7回新潟大学整形外科卒後研修会
新潟大学整形外科学教室
遠藤　直人　Tel.025-227-2272

8/22（土）18:00　1単位 （京都）
第6回 KZ-RA Update 研究会
よこやま整形外科
横山　晴一　Tel.075-335-3202

8/1（土）17:00　1単位 （大阪）
第8回膠原病症例検討会
参天製薬㈱
多田　正則　Tel.06-4807-3003

8/1（土）16:00　2単位 （福岡）
第15回福岡県リウマチ医の会
参天製薬㈱
平田　真生　Tel.092-411-0119

8/1（土）16:15　2単位 （東京）
第13回臨海リウマチ性疾患談話会
東邦医科大学 整形外科学教室
勝呂　徹　Tel.03-3762-4151

8/1（土）18:00　1単位 （兵庫）
第12回播磨リウマチ膠原病研究会
松原メイフラワー病院
松原　司　Tel.0795-42-8856

8/3（月）19:30　1単位 （沖縄）
第11回沖縄リウマチ医の会
参天製薬㈱医薬事業部 リウマチ営業グ
ループ
岡田　直美　Tel.06-6321-7068

9/8（火）18:30　1単位 （東京）
第78回関節疾患フォーラム
科研製薬㈱
川本　英雅　Tel.03-5950-1121

9/4（金）20:30　1単位 （栃木）
第24回栃木リウマチ研究会
獨協医科大学整形外科
玉井　和哉　Tel.0282-87-2161

8/30（日）11:00　1単位 （福井）
第16回福井県リウマチケア研究会
福井総合病院
林　正岳　Tel.0776-21-1300

8/29（土）18:00　2単位 （広島）
第39回広島リウマチ研究会
ワイス㈱
平岡　尚文　Tel.082-246-7536

8/22（土）18:15　1単位 （静岡）
浜松整形外科医会 研修会
田辺三菱製薬㈱東海支店 浜松営業所
河合　麻幾　Tel.053-455-1231

9/26（土）18:30　1単位 （富山）
第4回富山リウマチ・トータルマネジメント
研究会
エーザイ㈱富山医薬部
鶴我　和憲　Tel.076-432-9530

9/12（土）16:00　1単位 （長野）
第19回日本脊椎関節炎研究会
特別講演
長野県厚生連篠ノ井総合病院
浦野　房三　Tel.026-292-2261

9/12（土）12:00　1単位 （長野）
第19回日本脊椎関節炎研究会
ランチョンセミナー
長野県厚生連篠ノ井総合病院
浦野　房三　Tel.026-292-2261

5/19（火）　18:30　2単位 （長崎）
第21回長崎骨粗鬆症研究会
帝人ファーマ㈱
榎木　覚　Tel.095-826-6270

6/20（土）　18:40　1単位 （石川）
第7回石川リウマチ薬物治療研究会
中外製薬㈱京都支店 石川営業所
成瀬　雅彦　Tel.076-232-6766

5/29（金）　19:30　1単位 （群馬）
第3回群馬東毛リウマチ研究会
ワイス㈱ 群馬営業所
西　謙次　Tel.03-6420-6106

6/18（木）　19:45　1単位 （山梨）
第5回山梨RA生物学的製剤研究会
社会保険鰍沢病院
中島　育昌　Tel.0556-22-3135

6/27（土）15:00　2単位 （徳島）
第10回日本リウマチ財団 中国四国
リウマチ外科セミナー
第一三共㈱
奥　真裕美　Tel.087-823-5751

7/4（土）16:00　2単位 （和歌山）
和歌山臨床RAフォーラム（第22回）
那智勝浦町立温泉病院 院長
木浦　賀文　Tel.0735-52-1055

7/25（土）16:00　1単位 （福岡）
第38回福岡県整形外科医会学術集会・
研修会
九州大学整形外科
光安　廣倫　Tel.092-642-5488
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第 回5

佐川　昭　
佐川 昭リウマチクリニック http://www.sagawa-akira-clinic.com/

リウマチクリニックにおける
 診療の実際と問題点

今回は，第 53 回日本リウマチ学会
シンポジウム「関節リウマチの集学的
診療」の中で発表したものを中心に述
べさせて頂きます。今回の学会に向け
て分析した内容ですが，今までと一部
重なるような表現がありましたらご容
赦願います。

診断時の問題：

第一線で働くリウマチクリニック
（CL）は大病院や大学病院より地域に
密着しているためもあり，関節症状を
感じて関節リウマチ（RA）の発症を
心配した患者さんの比較的早期の受診
が多く見られます。この中には，変形
性関節症などの非RA患者さんも多い
が，中には早期，超早期の患者さんが
含まれている可能性があります。CL
に受診する患者さんのこのような特徴
を自覚したうえで，CLの使命として，
早期に受診した患者さんについて他の
関節病との鑑別診断をきちんとつけ，
早期RAを確かに診断することが求め
られます。もちろんこの中で誤診や見
逃しは許されないと考えて行動するべ
きで，現場の医師にはそのための十分
な知識を持っておくことや，対策，設
備，スタッフ教育，連携体制などを考
えておく必要があります。

早期診断のために
リウマチ医がすること（図1）

当然のことですが，当 CLでは，早
期RA診断対策として慎重な診察と血
清検査に加え，積極的に関節エコーと
関節MRI を組み合わせて，診断に迫
るようにしています。

・診断時の実際と問題点

当院は 2006 年 1 月 4 日に新規開業
し主治医が前医療機関で診察していた
患者さんを引き続き診ることで，診療
が続いて来ている経緯があります。し
かし，毎月の新患も一定程度見られ，
その中には早期や超早期のリウマチ患
者さんが含まれている可能性がありま
す。ここで今回開業３年目に当たる，
2008 年 1 月から 3 月までの 3 カ月間
に受診した新患について診断的な分析
を行ったので，その内容を見てみるこ
とにします。

2008年受診患者数
（図2）

図 2のごとく，毎月 1,000 名前後の
受診患者さんの中で 56 から 66 名（全
体の 5 から 6％）の新患受診があり，
3 カ月で 182 名にのぼっていました。
これらの例（実際の対象者は 162 名）
につき，初診時の診断で下記のように

4群に分類しその後の分析を行いまし
た。その目的は CL の診療レベルで，
どのような経過で診断が確定して行く
かを見るところにあります。
初診時の診断で，
非RA →分類① 
他院にて RA確定 →分類②
当院にてRA確定 →分類③
RA疑い →分類④と分類
しました。

新患162名の
初診時内訳（図3）

分類①は非RA例と判断したもので
99 名（61％）おり，分類②は他院で
RAが確定してきたもの 28 名（17％），
分類③は当院にてRA診断が確定した
例で 15 名（9％），分類④は RA疑い
のままで 20 名（12％）でした。分類
①の 99 名の内訳は，OAのみ 57 名，
OAと他疾患 7名，OA以外の疾患が
35 名でした。

分類①中の
OA以外の疾患内訳（図4）

関節症状を訴えてくる患者さんの中
で，非 RA 非 OA 疾患の中身は多彩
であり，まさに街中のCLで受け入れ，
判定すべき多彩な疾患が含まれている
ことが分かりました。

RAとしての診断がついた
例の分析（図5）

これらを分類②と③とし，分類②は
他院でRAが確定してきたもの，分類
③は当院にてRA診断が確定したもの
です。まずこれらの症例のレントゲン
所見に注目してみた結果を図 5に示し
ます。分類②は初診時の Stage がⅡ～
Ⅳとレントゲン所見としては陽性所見
を示し，前医にてRAと診断されてい
た根拠を表していました。レントゲン
未検査の 3例は他の所見からRA診断
が確定していました。分類③は前医で
RAとされなかったか，当院が初めて

図 1．早期診断のためにリウマチ医がすること

１．詳細な問診 : 発症時期，RAらしさ
２．詳細な診察 : 関節腫脹，DAS28
３．血清検査：抗CCP抗体，MMP-3
４．画像診断：XP，US，MRI
５．鑑別診断、確定診断

⇒リウマチの治療へ

図２．2008 年　受診患者数

図４．分類①のOA以外の疾患

図３．新患 162 名の初診時内訳

分類④
12％

分類③
9％

分類②
17％

分類①
61％

OAのみ
35％

OA以外
22％

OA＋他
4％

分類①（非RA） 99名　→ OAのみ 57 名
OA+他疾患 7 名
OA以外 35 名

分類②（他院にてRA確定）28名
分類③（当院にてRA確定）15名
分類④（RA疑い） 20名

1月 2月 3月 合　計
初　診 56名 60名 66名 182 名
再　診 866名 911 名 959 名 2736 名
その他 26名 22名 27名 75名
全　体 948名 993 名 1052 名 2993 名

PMR 2名
PMR s/o 2 名
バセドウ病 2名
シェーグレン症候群 3名
回帰性RA 1名
回帰性 RA s/o 3 名
他
　FMS PPP RS3PE
　PsoA CD SSc
　MCTD SNSA ベーチェット病　など
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の受診医療機関の例であり，レントゲ
ン所見としては Stage Ⅰ，Ⅱがほとん
どで発症早期の例が多い実態を示して
いました。

RA診断への道のり（図6）

分類③については診察所見に始ま
り，これらの所見を加えながらクリ
ニックとしてRAか否かの検索の道の

りを経て現段階でRAと確定した例で
す。診断までの経過は，図 6のごとく
診察，血清検査，レントゲン，エコー，
MRI 検査などの流れに沿って行われ
ており，当院での診断に至る特徴は，
エコーやMRI などの方法が比較的多
く利用可能であり，2回目受診時には
すべてのデータがそろい，特にこれら
画像診断がRA診断確定に大きく寄与
していることが分かりました。

今回のまとめ

このあと，分類③の詳細な内容分析
と分類④のその後の経過については，
紙面の関係上次回に詳しく触れたいと
思います。
途中経過ですが，偏りはあるという
ものの街中のリウマチ専門クリニック
における関節症状を主訴とする患者さ

んの動向の一端を見ることにより，現
在のリウマチ性疾患患者さんの分布度
と程度，内容が推測され，地域として
どのような対策が重要で有効であるか
を考えたり，医療機関としてはその受
け入れ体制を改善・工夫したりするよ
いきっかけになる可能性があると考え
提出させて頂きました。

図５．RAとして診断がついた例の関節レントゲン所見

Stage(XP) 分類② 分類③
Ⅰ 0 5 →超早期、早期Ⅱ 9 9
Ⅲ 14 1
Ⅳ 2 0

未検査 3 0
合　計 28 15

 分類②は初診時の stage がⅡ～Ⅳ
 分類③は stage Ⅰ、Ⅱが多い

図６．当院におけるRA診断までの経過

初診時 1- ２W 診察前 2回目
診察 ○ ○
血清 採血 結果
XP 予約 検査 結果
US 予約 検査 結果

腫脹あれば
当日検査

結果

MRI 予約 検査 結果
（予約） 検査 結果
↓ ↓
診断確定，治療開始

（財）日本リウマチ財団 平成 21 年度事業計画一覧

１　調査・研究及びその助成事業
（1）生活機能病対策への具体的事業につ

いて検討を行う。
（2）中長期的な研究計画のもとにリウマチ

性疾患の治療研究を行う。
（3）リウマチ性疾患治療薬等の治験の円

滑実施を検討推進する。
（4）全国登録医のネットワークを構築する。
（5）リウマチ性疾患の病因究明、治療、

予防、疫学等に関する広範な調査・
研究の助成を行う。
ア リウマチ性疾患調査研究助成
 （公募）
 11課題　各100万円助成
イ 三浦記念リウマチ学術研究賞
 アの11課題のうち1題を選考し助
成する。

ウ その他
（6）次の各研究について助成するため顕彰

し賞金を授与する。
 ア　ノバルティス・リウマチ医学賞（300

万円）
  リウマチ性疾患を本態解明に関す

る研究で生命科学、情報科学、
遺伝･環境学、薬物科学等の分
野に、顕著な功績を挙げた研究を
顕彰し賞金を授与する。

 イ　アボット ジャパン・リウマチ性疾患
臨床医学賞（300万円）

  リウマチ性疾患を予防、病態、診
断、治療等に関する臨床医学的
研究の分野に顕著な功績を挙げ
た研究を顕彰し賞金を授与する。

（7）日本リウマチ財団・ワイス国際賞
 （500万円）
国際的にリウマチ性疾患及び関連疾
病の予防、病因究明、治療方法の進
歩、確立等に著しく貢献していると認
めた研究を顕彰し賞金を授与する。

（8）日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞
（100万円）
リウマチに関する医学教育、患者教育、
社会教育等の功績を顕彰し賞金を授
与する。

（9）リウマチ福祉賞（福祉奨励賞）

リウマチ性疾患に悩む患者に対して永
年にわたる医学的又は社会的救済活
動を通じて、著しく貢献のあった個人ま
たは団体を顕彰し賞金を授与する。

（10）リウマチのケアに関する事業を推進す
る。

（11）リウマチ登録医のあり方、医療情報網
の整備等について調査研究を行う。

２　普及啓発事業
（1）日本リウマチ財団ニュース（医学情報

の分野を充実）を年６回発行し、リウ
マチ登録医等に配布する。

（2）「線維筋痛症マニュアル」を発行する。
（3）リウマチ月間（６月）用ポスターを作成し、

医療機関、保健所、市町村保健セン
ター等に配布する。

（4）「リウマチ月間リウマチ講演会」を開催
する。
平成21年 6月4日（木）東京都千
代田区丸ノ内 丸ビルホール
月間事業に併せ同一会場において、
医学賞等の授賞式を挙行する。

（5）新しいリウマチ医療の導入、リハビリテー
ション医療のあり方等にかかる医療保
険制度の問題点について検討を進め、
登録医等へ検討結果を情報提供す
る。

（6）リウマチ登録医の診療レベルの向上、
リウマチに関する知識の普及啓発事
業の展開を図るため、リウマチ登録医
の会又は、リウマチ医の会の活動を推
進する。

（7）ホームページ・リウマチ情報センターを
運営する。
登録医等が必要とする情報を適宜、
迅速に収集･提供し、頼られる情報セ
ンターとなるために活動を強化するとと
もに、逐次ホームページのリニューアル
を進める。そのため事務局体制を強
化する。

  
３　教育研修事業
（1）リウマチ登録医等の教育の一層の推進

に寄与するため教育研修会を開催す

る。
中央研修会　大阪府
地区研修会　６地区（福島県、長野
県、三重県、奈良県、高知県、鹿児
島県）

（2）リウマチのトータルケア推進のためリウマ
チの治療とケア研修会（リウマチのケ
ア研修会改め）及びＲＡトータルマネジ
メントフォーラムを開催する。

 ア　リウマチの治療とケア研修会
６地区（山形県、千葉県、岐阜県、
京都府、香川県、福岡県）

 イ　ＲＡトータルマネジメントフォーラム　年
１回・中央で開催

（3）インターネットを利用したｅラーニングによ
る教育研修教材を作成し、引続き、e
ラーニングによる教育研修の充実に努
める。

（4）財団主催以外の教育研修会について
研修単位の認定を行う。

（5）海外研修のため派遣する医師10人を
目途に助成する。

（6）日欧リウマチ外科交換派遣医制度に基
づく事業の実施（今年度は欧州派遣）。

（7）リウマチ基本テキスト（第3版）を日本
リウマチ学会と共同で作成する。

４　登録医の養成事業
（1）平成21年度新規登録医の審査登録

及び平成21年度更新者（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
及び平成18年度登録医）の審査更
新を行う。

（2） 平成22年度新規登録医及び更新者
（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年度及び平成
19年度登録医）の申請受付を行う。

（3） リウマチ登録医名簿を作成し、登録医、
保健所等に配布する。

 全国版（登録医等配布用）　　　　
　 4, 200部

 各地区別（患者、保健所等配布用）
　200～400部

５　リウマチケア専門職制度の検討
リウマチケア専門職制度の創設に向け
検討委員会を開催し、本格的な検討
を進める。

６　災害時リウマチ患者支援事業
　　ネットワークの構築、維持管理、情報
収集管理事業等を実施することにより、
災害時におけるリウマチ患者支援事業
推進の体制を充実強化する。

　　リウマチの治療とケア研修会開催に併
せ、支援医療機関の連絡会を開催す
る。

７　国際交流及び関係団体への助成事業
（1）国際交流を深めるため役員等の海外

派遣を行う。
（2）リウマチ学に関する学術会議等の開催

に対し助成を行う。
（3）リウマチ患者団体の情報提供、医療

相談等の活動に対し助成を行う。

８　新公益法人制度移行の検討
新法による公益財団法人への移行を目
指して所要の検討を本格的に始める。

９　その他事業
（1） 世界的な「リウマチ制圧10か年対策」

運動にちなみ、厚生労働省に対しさら
なるリウマチ対策の推進を働きかける。

（2）各大学、国公立病院にリウマチ診療
科の設置を働きかける。

（3）各都道府県リウマチ登録医の会及びケ
ア研究会の設置に努める。

（4）賛助会員の増加に努める。
（5）リウマチ性疾患に関する調査・研究等

の助成事業に充当するため募金活動
を推進する。

（6）リウマチ関係団体が行う大会、講演会
等リウマチ対策の推進に寄与すると認
められるものについては後援、協賛を
行う。
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地区名 開催場所 開催日
世　話　人

申込先
氏　名 所属機関

北海道
･東北

山形市
大手門パルズ

7月 11日
（土） 髙木 理彰

山形大学医学部附属病院
リハビリテーション部
部長（准教授）

山形大学医学部整形外科学講
座 佐々木明子・河田澄子
〒 990-9585 山形県山形市飯
田西 2-2-2

関東
･甲信越

千葉市
京葉銀行
文化プラザ

平成 22年
1月 17日
（日）

高林 克日己
千葉大学医学部附属病院
企画情報部 教授

東海
･北陸

岐阜市
グランヴェール

岐山

11月 15日
（日） 武内 章二

医療法人社団登豊会
近石病院 院長

近　畿 京都市
KBSホール

11月８日
（日） 三森 経世 京都大学大学院医学研究科

内科学講座臨床免疫学 教授

中国
・四国

高松市
サンポート高松

平成 22年
2月 14日
（日）

横山 良樹
労働者健康福祉機構
香川労災病院 整形外科 部長

九　州
北九州市

リーガロイヤル
ホテル小倉

8月 29日
（土）

田山 尚久

鳥巣 岳彦

医療法人社団 新日鐵八幡記念病院
リウマチ科  部長
労働者健康福祉機構
九州労災病院  院長

中央及び
地区名

開催日 開催場所
世話人

申込先氏 名 所属機関

中 央
（14単位）

7月25日（土）
7月26日（日）

大阪市
新大阪イベントホール
「レ ルミエール」

西本　憲弘

豊島  良太

和歌山県立医科大学
免疫制御学講座 教授
鳥取大学医学部
整形外科学 教授

日本リウマチ財団
〒170-0005
東京都豊島区
南大塚 2-39-7
ヤマモト大塚ビル
5階

福 島 11月29日（日）

福島市
福島ビューホテル

大平　弘正

紺野　愼一

福島県立医科大学 医学部
内科学第二講座 教授
福島県立医科大学 医学部
整形外科学講座 教授

長 野
（6単位）

9月27日（日）

長野市
JA長野県ビル
アクティーホール

秋月　章

厚生連 長野松代総合病院 
院長
信州大学医学部整形外科
臨床教授

三 重 11月22日（日）
四日市市
四日市都ホテル

松本 美富士
藤田保健衛生大学
七栗サナトリウム内科 教授

奈 良
（6単位）

8月30日（日）
奈良市
なら100年会館

宗圓　　聰
近畿大学医学部奈良病院
整形外科･リウマチ科 教授

高 知 12月6日（日）

高知市
高知市文化プラザ
かるぽーと中央公民
館　

公文　義雄

谷　　俊一

高知大学医学部
病態情報診断学 准教授
高知大学医学部整形外科学
講座 教授

鹿児島 8月23日（日）
鹿児島市
鹿児島県医師会

小宮　節郎
鹿児島大学医学部整形外科
･リウマチ科 教授

日本リウマチ財団主催によるリウマチ教育研修会は，下記のように開催する予定で
す。
研修単位は次の資格条件の単位に充当できます。
日本リウマチ財団登録医資格取得単位（直近 5年間で20 単位）
 〃 資格更新単位（直近 3年間で12 単位）
研修会に参加ご希望の方は，事前申込が必要です。
〔申込方法〕「中央または○○地区リウマチ教育研修会申込」とし，氏名，勤務先，

科名，連絡先住所，電話番号，財団登録医は登録番号を書き，返信
用封筒（宛先を書き80円切手貼付）を同封のうえ申込先へ申込み
下さい。

〔受 講 料 〕中央研修会：登録医 21,000 円 一般医 30,000 円
 地区研修会：登録医 7,000 円 一般医 10,000 円
〔テキスト〕『リウマチ基本テキスト』第 2版（平成 17 年度発行）を使用します。
 受講者には単位取得証明書（教育研修単位記載）をお渡しします。

詳細は決まり次第ホームページ等に掲載します。

平成21年度 リウマチ教育研修会開催予定

  リウマチ月間　リウマチ講演会

開催日　平成 21年 6月 4日（木）
場　所　丸ビルホール　東京都千代田区丸の内 2-4-1　丸ビル 7階
主　催　財団法人 日本リウマチ財団
後　援　厚生労働省・日本医師会・日本リウマチ学会・日本リウマチ友の会
 ～ 次　第 ～
式　典　13：00 － 13：40
理事長挨拶
来賓祝辞 厚生労働大臣
 日本医師会会長
 日本リウマチ学会理事長
 日本リウマチ友の会会長

休　憩 13：40 － 13：50
講　演 13：50 － 14：20 座長　松本 美富士
  藤田保健衛生大学七栗サナトリウム内科 教授
  「専門看護外来のあり方―リウマチ外来への模索―」
  陣田　泰子
  聖マリアンナ医科大学執行役員・統括看護部長
  ナースサポートセンター長
 14：20 － 14：50 座長　山本 純己　一番町リウマチクリニック 顧問
  「リウマチの薬はこうして作られる」
  川合　眞一
  東邦大学医療センター大森病院リウマチ膠原病センター長
 14：50 － 15：20 座長　西岡 久寿樹　聖マリアンナ医科大学 教授
  「リウマチ治療のトピックス」
  塩沢　俊一
  神戸大学大学院医学研究科内科学講座リウマチ学 教授
  神戸大学医学部附属病院リウマチセンター長
  第 54回日本リウマチ学会総会・学術集会　会長

ノバルティス・リウマチ医学賞　授賞
アボット　ジャパン・リウマチ性疾患臨床医学賞　授賞
日本リウマチ財団・ワイス国際賞　授賞
三浦記念リウマチ学術研究賞　授賞

柏崎リウマチ教育賞　授賞
日本リウマチ財団リウマチ福祉賞　授賞
厚生労働大臣感謝状贈呈

平成21年度リウマチの治療と
ケア研修会開催予定

トータルマネジメントチームの要である医師が参加しやすいよう「リウ
マチのケア研修会」を「リウマチの治療とケア研修会」と名称変
更しました。多くの医師のご参加を期待致します。
※医師をはじめ，薬剤師，看護師，その他保健，医療，福祉，介護，
行政等に従事する方ならどなたでも受講できます。

〔受講料〕無料　参加ご希望の方は下記の方法で事前にお申し込
み下さい。
〔申込み方法〕「○○地区リウマチの治療とケア研修会申込」とし，
氏名，勤務先，科名，職名，連絡先住所，電話番号を書き，返信
用封筒（宛先を書き80円切手を貼付）を同封のうえ申込先にお申
し込み下さい。
〔研修単位〕登録医教育研修単位，2単位
理学療法士単位・作業療法士単位，各 1単位

詳細は決まり次第ホームページ等に掲載します。
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レ ン ト ゲ ン ク イ ズ

医療法人行岡医学研究会
行岡病院　臨床リウマチ研究室 室長 村田 紀和 

【症例】

66歳，女性
数ヵ月前から背部に鈍痛を感じるように
なった。

第 29問

メキシコで発生した豚インフルエン
ザ（H1N1）は新型インフルエンザと
名前を変え，日本時間の 4月 27 日 23
時，WHOから，継続的に人から人へ
の感染がみられる状態になったとし
て，警戒水準（フェーズ）４に，さら
に 29 日にはパンデミックの一歩手前
であることを示す５へ引き上げると発
表された。
私が勤務する長岡赤十字病院は病床

数729床の総合病院である。正面玄関，
入退院口，職員玄関，救急救命センター

入口以外に，開かずの入口が裏手にあ
る。この扉は感染症棟への入口で，３
部屋の減圧治療室を含め病床は 10 床
である。2003 年 3 月にWHO が世界
規模の警報を出した SARS（重症急性
呼吸器症候群）のときに，はじめて疑
い患者の診察が行われたことを思い出
す。同年 10 月 23 日に中越大震災のと
き在宅酸素生活者の緊急避難場所とし
てこの病床が利用された。その後は平
和な日々が続き，2008 年からは外来
点滴室として開放していた。発熱外来
設置の通達を受け，直ちに感染症棟に
戻した。28 日朝より前述の各入口に
は大きな立て看板が用意され，疑い患
者は直接救急外来ではなく，その脇の

壁にあるインタホーンを用いるよう促
した。診療担当チームの事前訓練を終
えた。担当看護師も救急外来チームと
は別編成で，その他の職員が直接接触
しないように徹底した。なお，診療チー
ムを含む病院関係者も感染患者および
疑い患者との最終接触後，10 日を過
ぎるまでは敷地内生活となる。
5月 8 日に帰国した 3名は新型イン
フルエンザであることが，成田空港で
の検疫で明らかとなり，隔離された。
いよいよ発生の第 2段階（国内発生期）
に進んだ。短期留学に同行していた
33 人と付近の乗客ら 16 人の計 49 人
は，同空港付近の施設に 10 日間留め
置く「停留」となった。水際作戦には

限界があるが，この間に，ウイルスの
情報，国内の体制つくりや啓蒙がすす
んできている。とにかく発生地域から
帰国した人は，10 日の自宅待機を守っ
てもらわないと国内で人から人への感
染拡大期，さらに蔓延期へと進んでし
まう。ほとんどの人が免疫を持ってい
ない現状では，ワクチンが出来るまで，
呼びかけを守って行動してほしい。
最後に、リウマチ専門医まで借りだ
されるような事態にならないことを祈
る。

（羽生忠正）

【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臨床工学科不老科学・加齢制御学部門 教授 羽生忠正　長岡赤十字病院リウマチ科整形外科 部長
  岡田正人　聖路加国際病院アレルギー膠原病科 副医長 森本幾夫　東京大学医科学研究所先端医療研究センター免疫病態分野 教授
  仲村一郎　湯河原厚生年金病院リウマチ科 部長 山村昌弘　愛知医科大学医学部リウマチ科 教授

第 28問 解答
骨ページェット

【解説】

他の椎体に比べて第 1腰椎と第 4腰椎が相対的に大きい。辺縁部が
全体的に増殖し，骨棘形成や椎間板狭小化はみられず，反対に第 1椎
体中央部は扁平化し，椎間腔はむしろ拡大しているように見える。こ
れらの椎体の周辺部は硬化して，輪郭が濃く，太く縁取ったようであ
り（額縁椎体），骨ページェット病の特徴的所見である。

前回
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