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DPC導入で何が分かったか，
何が変わったか
―これからの医療の方向性―
座長：川合 真一
	 日本リウマチ財団　評議員
演者：小山 信彌
	 東邦大学医療センター大森病院	
	 循環器センター教授

平成 16 年に発足した医療制度構造
改革では，医療の透明性・平等性，質
の高い医療・安心・安全，医療費の高
騰を抑えることの３つが掲げられた。
その方策は，医療と介護（慢性期医療）
を分ける，包括医療評価（DPC）の
導入，後発医薬品の使用促進であった。

この大きな流れの中，最近の見え
てきた傾向として，100 床未満や 100
床以上 200 床未満の DPC 病院数が増
えてきたことである。私立医大の調
整係数の推移を見ると平成 16 年度は
平均 1.0792，平成 18 年度は 1.0830 で
あったが平成20年度は1.1721と約8％

上がっている。これは 100 床前後の
DPC 病院が増えたことで小回りの効
く医療をする，そのため単価が下がり，
調整係数でカバーしていたことの現れ
である。

DPC では最も資源を必要とした傷
病名１つしか使えない。この傷病に対
し手術があったか否か，合併症があっ
たか否かで診断群分類が付けられる。
診断群分類は 14 桁で構成され，最初
の 2 桁が Major Diagnostic Category

（MDC），次の 4 桁は各 MDC におけ
る分類，この 6 桁ですべての傷病が決
まり，全国での比較が可能である。

DPC における提出書類には，患者
の個別情報である様式１に加え，出来
高情報の E ファイル，医療行為の詳
細報告書である F ファイル，DPC コー
ティングの D ファイルがある。つま
り出来高と DPC が常に比べられる状
態にある。最初の 2 桁を見ることでそ
の病院が専門病院か総合病院か，何を
得意としているかといった特徴がわか
り，次の 4 桁を比較することで疾患の
標準的治療法，疾患の成績の比較，合

併症の発生率の比較，DPC と出来高
の比較，疾患別コストの比較，さらに
病院間の比較までが可能である。

この DPC データの活用例に，評価
分科会におけるヒアリングがある。著
しく逸脱したデータを持ってきて，
DPC をブラッシュアップするために
利用されている。昨年行われた例には

平成 21 年度法人賛助会員打合会が去る 21 年 12 月 8 日，千代田区の学士会館において開催された。
財団法人日本リウマチ財団髙久史麿理事長の挨拶に続き，東邦大学医療センター大森病院　循環器センター教授の小山信彌氏，独立行政法人
医薬品医療機器総合機構理事・審査センター長の豊島聰氏の講演が行われた。その内容をダイジェストして報告する。

小山	信彌　氏
東邦大学医療センター大森病院
循環器センター教授

法人賛助会員打合会で挨拶される
財団法人日本リウマチ財団　髙久史麿理事長

関節リウマチ（RA）患者さんは全
国で 60 ～ 70 万人，女性患者さんは
男性の 4倍と，圧倒的に女性に多い
疾患だが，RA患者さんを診療するか
かりつけ医は男性の方が多い。また，
女性 RA患者さんは，産婦人科のみな
らず，内科や整形外科を受診する機会
も多いが，更年期障害など女性特有の
症状への対応や妊娠と治療の両立など
に悩む医師は少なくないと考えられ
る。このように女性医療の必要性が高
まる中，本日は，内科，産婦人科のエ
キスパートの先生方にお集まりいただ
き，ご専門とする領域における女性医
療の現状と課題についてお話しいただ
くとともに，女性 RA患者さんのライ
フイベントを考慮した治療の進め方に
ついて論じていただいた。

一般診療における主な女性医療

月経不順への対応

村島：安藤先生，内科医の立場から，
女性患者さんの診療に関して，一般的
に難しいと感じていることはあります
か。
安藤：月経不順の相談を受けたときの
対応の仕方や，月経前緊張症の治療法
について悩むことがあります。月経は
正常周期からどの程度ずれたら不順と
判断してよいのでしょうか。
村島：今まで正常な周期だった方が半
年間も不順だったら，産婦人科で診て
もらうように勧め，不順の期間が 1 ～
2 ヵ月程度であれば様子をみるように
しています。

高松：月経周期
の定義は，１周
期が 25 ～ 38 日
で，連続する周
期が± 6 日以内
の場合は正常で
す。妊娠が否定
されれば，3 ヵ
月までは無月経
でも大きな問題
はないと思いま
す。今は，排卵
を 促 す 薬 も あ
り，治療方法が
確立していますので，昔ほど気にはし
ていません。
村島：しかしあまり長い間，無排卵と
いうのもよくありませんね。

■出席者（発言順）
 安藤 聡一郎　先生
  医療法人社団安藤医院　院長
 高松 潔　先生
  東京歯科大学市川総合病院産婦人科 教授
 齊藤 英和　先生
  国立成育医療センター不妊診療科 医長
 村島 温子　先生 ( 司会 )
  日本リウマチ財団ニュース編集委員
  国立成育医療センター母性内科
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村島	温子		先生（司会）
日本リウマチ財団ニュース編集委員	
国立成育医療センター母性内科

安藤聡一郎　先生
医療法人社団安藤医院　院長

安藤：骨代謝には悪影響が生じます。
高松：月経不順は子宮体癌の発生リス
クを上昇させるという報告もあります
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から，3 ヵ月に１回は排卵を誘発させ
た方がよいと思います。3 ヵ月間無排
卵であっても，その後，自然に排卵す
るようになることもありますよね。周
期が不順となる原因の多くは，スト
レスなど精神的なものですから，スト
レスが緩和されれば，自然に月経が始
まることがあります。ですから，3 ヵ
月程度は経過観察してから判断するの
がよいと思います。細かく管理する
と，逆にそれがストレスになることも
ありますし。RA など基礎疾患を持っ
ている患者さんは不安になりがちです
から，病気が悪化したために無排卵に
なったわけではないことを伝えること
も重要だと思います。
村島：月経不順の相談を受ける際に，
基礎体温は記録していった方がよいで
しょうか。
高松：記録があれば，それを基にいろ
いろと説明することができますから，
記録はあった方がよいのは確かです。

今は，子宮内膜の様子を超音波で調
べて，月経を予測できるようになりま
したから，基礎体温を記録するために
受診が遅れるよりは，早期に受診して
もらった方がよいと思います。

月経前緊張症への対応

村島：月経の前に片頭痛がひどくなる
月経前緊張症の患者さんも一般医を受
診しますが，私たちにできる治療法が
あればご紹介ください。
高松：セロトニン再取り込み阻害剤

（SSRI）が第一選択薬とされており，
月経前に症状が出たら飲み始め，終
わったら止めるだけでも効果が認めら
れるようです。漢方薬が有効だという
報告も多く，経口避妊薬と同じくらい
の頻度で使用されていると思います。
村島：月経前緊張症の症状は片頭痛が
多いのでしょうか。
高松：月経前緊張症の症状は排卵から
月経前までに現れるのが特徴で，イラ
イラなどの精神症状，頭痛，むくみ，
不眠などさまざまな症状が認められま
す。症状が重く，日常生活に支障を
きたす月経前不快気分障害（PMDD）
では，産婦人科医にとっても非常に対
応が難しくなります。
村島：経口避妊薬で排卵を抑えるのは
有効なのでしょうか。
高松：経口避妊薬を服用することで，
特に身体症状が軽減または抑制される
と言われています。月経前緊張症は，
排卵後にプロゲステロンが増加する
ことが原因の 1 つだと考えられますか
ら，経口避妊薬は治療の選択肢になり

うると思います。

貧血への対応

安藤：貧血も女性に多い疾患で，これ
を主訴に受診される患者さんはたくさ
んいます。私たちが，まず行うべきこ
とは何でしょうか。経血量を聞いたり
しますが，量の目安はあるのでしょう
か。
高松：多い少ないは個人差があると思
います。
村島：生殖年齢の女性が，急に経血量
が増えて貧血になったときには，子宮
筋腫の可能性があると考えますが，い
かがでしょう。
高松：筋腫やポリープを疑いますね。
一方で，閉経後に出血が起こった場合
には癌を疑う必要があります。
村島：急に貧血になり，内科系の異常
がないときには，産婦人科に紹介して
検査を受ける必要があると思います。
安藤：内科医として最低限できること
は，経血量が多くなったかどうかを
自分で判断してもらい，主観的評価で
あっても多いときには知らせてもらう
ことでしょう。
村島：患者さんから，筋腫の手術を受
けようか悩んでいると相談を受けるこ
とがあります。筋腫は閉経とともに小
さくなると言われていますが，本当で
すか。
高松：小さくなります。薬を使って月
経を止める治療法もあるくらいですか
ら，閉経が近ければ様子をみてもよい
と思います。

更年期障害への対応

村島：日常診療で最もよく受ける相談
は，40 歳代女性が，体調がすぐれな
いだけで「更年期障害でしょうか」と
尋ねてくることです。多くの患者さん
が更年期，更年期障害を正確に理解し
ていません。
高松：更年期は，閉経の前後 5 年間の
合計 10 年間のことで，おおよそ 45 ～
60 歳ぐらいのことです。閉経後，エ
ストロゲンが低下するとさまざまな症
状が生じてきますが，それらはすべて
更年期症状と呼ばれます。更年期症状
のうちで日常生活に支障をきたすよう
なものが“更年期障害”です。
村島：45 歳ぐらいで閉経してしまう
方もいるわけですね。
高松：はい。46 歳で約 10％が閉経す
ると言われています。
村島：更年期障害を訴える患者さんが
40 歳ぐらいの場合には，経過観察し
て，症状が悪化したら対策を講じれば
よいと思いますが，47，8 歳で心身と
もにさまざまな症状が出てきた場合に
は，私たちは主治医として，どうすれ
ばよいでしょうか。
高松：関節痛で受診し，RA ではない
と診断されたら，更年期障害の可能性
がありますから，産婦人科を受診する
よう勧めていただければと思います。

更年期外来を受診される患者さんの
61％の方が関節痛を訴えます。更年期
障害は，RA や癌，加齢によるものな
どを除外して診断していきますから，
その過程では逆に内科や整形外科の先

生方に紹介するケースも少なくありま
せん。
村島：一般の開業医の先生方も更年期
障害を診ることが多いでしょうね。
高松：専門外ですと難しい症例もある
かと思いますから，お互いに気軽に紹
介し合えるネットワークが必要だと思
います。

ホルモン補充療法（HRT）について

村島：更年期障害の患者さんには，主
にどのような治療を行っていますか。
高松：漢方薬や SSRI も用いています
が，私が最も推奨したい方法はホルモ
ン補充療法（HRT）です。確実に更
年期障害を軽減，抑制することができ
ますし，RA を悪化させず，骨代謝に
も好影響を与えます。早めに HRT を
開始すれば，患者さんも症状に苦しま
なくて済むと思います。
安藤：HRT で使用する薬剤は何種類
くらいありますか。
高松：エストロゲン単剤だけでも経口
薬，貼付薬，外用ゲル剤が 2 ～ 3 種類
ずつ，他にもエストロゲン・プロゲス
チン配合剤，プロゲスチン単剤があり，
患者さんの希望に合わせて使いやすく
なっています。
安藤：ほてりや発汗のような症状を伴
う疾患と，例えばシェーグレン症候群
や甲状腺疾患と，更年期障害との鑑別
は難しくありませんか。
高松：臨床で原因を見分けるのは非常
に難しいため，“エストロゲン・トラ
イアル”といって，約 3 ヵ月間エスト
ロゲンを投与して反応性をみる方法が
あります。患者さんが更年期障害であ
ればこの間に症状は改善するでしょう
し，効かなかったら別の治療を検討し
ます。不定愁訴などの症状をすべて更
年期障害だと思い込んでいる患者さん
もいますが，更年期障害の症状は，更
年期の時期に増え，60 歳を過ぎると
減っていくものですから，加齢に伴っ
て増えていく腰痛などとは区別する必
要があります。
村島：HRT は何歳までできますか。
高松：もともと 60 歳を超えると心
筋梗塞などの発症リスクが高くなり
ます。そのため，60 歳を超えてから
HRT を開始する場合には，患者さん
と治療方針について相談し，継続する
場合にも慎重に行います。また，投与
期間が 5 年を超えると乳癌の発症リス
クが上昇するという記載もありますか
ら，その点をきちんと説明した上で，
継続するかどうかを決定することにな
ります。
村島：HRT は 60 歳ぐらいで中止した
方がよいのでしょうか。
高松：ガイドラインには，60 歳まで
とか，5 年以内で中止すべきとは記載
されていません。そのときに主治医の
先生と，よく相談する必要があるとい
うことです。HRT の施行期間が長い
ほど，死亡率が減るという報告もあり
ます。乳癌については，2002 年に発
表された大規模試験 WHI（Women's 
Health Initiative）では，HRT を 5 年
間継続すると乳癌が 26％増えると報
告されましたが，5 年以内であれば乳
癌のリスクは上昇しませんでした。一

方，日本では逆に，HRT 群で乳癌リ
スクが 57％低下したという報告もあ
ります。現在，日本の産婦人科医が行っ
ている一般的な HRT のやり方であれ
ば，乳癌のリスクは上昇しないと考え
られますから，ぜひ HRT をやってい
ただきたいと思います。
村島：患者さんがかかりつけ医に，
HRT について，セカンドオピニオン
を求めることもありますね。
高松：それが大きな障害になってい
ます。かかりつけ医（この場合リウ
マチ医も含む）から，「ホルモン剤を
使っていると乳癌になる」と言われ，
HRT をやめてしまう方がたくさんい
ます。ぜひこの機会に，リウマチのか
かりつけ医の先生方には，まず HRT
に対する偏見を払拭していただきたい
と思います。
村島：RA 患者さんは，ステロイド剤
を大量に使うこともあります。ステロ
イド剤は糖代謝や脂質代謝を障害して
動脈硬化を起こすことや，骨代謝を障
害して骨を脆くしますが，それに比べ
ると HRT は，患者さんの不利益が少
ないと感じました。
高松：RA 患者さんに HRT を行った
ところ，骨量増加と代謝改善が認め
られたという報告もあります。また，
RA の病態悪化はないことも報告され
ています。RA 患者さんの QOL 向上
のためにも，その治療に HRT をもっ
と積極的に取り入れてほしいですね。

骨粗鬆症への対応

村島：骨粗鬆症は RA との関連性が深
い疾患ですが，安藤先生はどのように
治療されていますか。
安藤：ビスホスホネート製剤を中心に
治療を行っています。骨折の既往歴の
ある方，高齢者，痩せている方など，
骨密度の低下が疑われる患者さんでは
実際に骨密度を測定してから，治療を
考慮するようにしています。
村島：ラロキシフェン塩酸塩（SERM：
選択的エストロゲン受容体調節薬）は
敷居が高い感じがしますが，いかがで
すか。
安藤：静脈血栓症などの副作用が気に
なりますね。
高松：ラロキシフェン塩酸塩は更年期
障害を悪化させますし，骨に対する効
果はエストロゲンに劣ります。
村島：ラロキシフェン塩酸塩とビスホ
スホネート製剤を併用することはあり
ますか。
高松：単独で開始して，その後併用す
るのはかまわないと思います。
安藤：骨粗鬆症の診療ガイドラインで
は，先ほどの HRT はどのような位置
づけでしょうか。
高松：2006 年の日本骨粗鬆症学会の
ガイドラインでは，HRT の総合評価
は C でした。これは HRT 製剤におけ
る骨粗鬆症への保険適応の問題と前述
の WHI 研究の問題が影響していまし
た。しかし，近年発売された新しい
HRT 製剤には骨粗鬆症の適応もあり
ますし，WHI についても再評価が行
われましたから，今後，推奨度は高まっ
ていくと思います。2009 年に日本産
科婦人科学会と日本更年期医学会が作

齊藤	英和　先生
国立成育医療センター不妊診療科	医長
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成した HRT ガイドラインでは，骨粗
鬆症，骨量減少症に対して，HRT を
強く推奨しています。
村島：ステロイド剤を長期に使用する
と，閉経前から骨密度が低下してきま
すので，HRT に切り替えたいのです
が，そのタイミングはどうすればよい
のでしょう。
高松：閉経前からでも閉経後からでも
かまわないと思います。
村島：閉経前から開始する場合には，
経口避妊薬（低用量）と併用してもよ
いのでしょうか。
高松：経口避妊薬のホルモン活性は
HRT の約 8 倍ですから，ある程度の
年齢になったらやめて，HRT に切り
替えた方がよいと思います。経口避妊
薬は中年女性が使用すると血栓症のリ
スクが上がることが指摘されており，
少なくとも 45 歳以上ではホルモン活
性の低いものに変更した方がよいで
しょう。一般的な HRT には排卵を完
全に抑える効果はありませんので，避
妊目的には適しません。

ホルモン剤による血栓症のリスク

村島：先生方の中には，排卵誘発剤や
経口避妊薬による血栓症リスクを心配
して，処方に抵抗を示す方もいます。
高松：排卵誘発剤を使用する場合，血
栓症のリスクが高い患者さんには，比
較的弱い刺激で排卵を誘発することも
できます。例えば，刺激の弱い経口薬
のクロミフェンを処方したり，5 日間
使うところを 3 日間に減らしたりしま
す。また，注射剤を使う場合でも，ご
く少量で開始し，ほとんど増量せずに，
エストロゲン値が高くならないように
コントロールします。注意点は，欧米
人と東洋人では妊孕性の考え方が異な
り，同じ刺激に対する反応性にも大き
な差があることです。日本人に適した
治療のレベルを検討することが大切で
す。
村島：経口避妊薬は血栓症には禁忌で
す。膠原病の患者さんで経口避妊薬を
飲んだ方がよい場合でも，血栓症のリ
スクを考えて，処方を躊躇してしまう
ことがあります。
安藤：ステロイド剤だけでも血栓は生

じやすくなるので，さらに経口避妊薬
を追加するのは躊躇しますね。
村島：リウマチ医には判断が難しいこ
とも多いと思います。成育医療セン
ターでしたら，みんなで議論して，薬
剤や用量を検討できますが，開業して
いるリウマチ医の先生方は産婦人科や
不妊治療科となかなかコミュニケー
ションが取りにくいことが多いでしょ
うから。
高松：その意味でも，ぜひ近くの産婦
人科医と連携して治療を行っていただ
きたいと思います。
村島：連携して HRT を行う場合，産
婦人科医へはどのくらいの頻度で受診
すればよいのでしょうか。
高松：特に問題がなければ 3 ヵ月ごと
に受診してもらい，緊急時には再度紹
介してもらえればよいと思います。連
携をとる上で理解しておいてほしいの
は，HRT 開始後，最初の 3 ヵ月間に
6 ～ 7 割の方が出血を起こすというこ
とです。特に婦人科以外の先生方は出
血を気にされ，心配になって中止して
しまうことも多いようです。事前にき
ちんと検査を行い，異常がないことを
確認していれば，出血は徐々に治まり
ますから，ほとんど心配ありません。
村島：患者さんへは，産婦人科医から
事前にきちんと HRT に関する説明を
行う必要がありますね。

RA治療と妊孕性のバランス

村島：RA 患者さんが訴えるであろう，
女性特有の疾病への対応についてこれ
までお尋ねしてきましたが，そもそも
RA 患者さんは年齢や治療薬の影響な
どの理由から，妊娠が難しいことがあ
ります。それを踏まえて，20 歳代の
RA 患者さんやその担当医に向けての
アドバイスをお願いします。
齊藤：やはり出産は早めにするのが基
本です。20 歳代後半から妊孕能が低
下しますし，不妊治療で得られる妊孕
性も若いほど良好です。また，妊娠中
や分娩時のリスクも若いほど低くなり
ますから，RA 症状が軽減したタイミ
ングで，あるいは RA を適切にコント
ロールしながら，若いうちに妊娠，出

産することをお勧めします。RA 患者
さんは高齢者だというイメージがあ
りますが，実際には RA の 3 分の 1 は
20 ～ 30 歳代で発症します。そのこと
をもっと啓発する必要があると思いま
す。
村島：多くの RA 治療薬は妊娠に影響
を及ぼすのでしょうか。
齊藤：妊娠の重要なプロセスである排
卵や着床は，局所で炎症が起こること
で成立しますから，ステロイド剤のよ
うな炎症を抑える薬は妊娠に大きな影
響を及ぼします。
安藤：逆に，RA の炎症が強い状態で
はどうなりますか。
齊藤：炎症がストレスになって，卵の
質自体が悪化する可能性があります。
村島：現在，RA 治療の第一選択薬は
MTX です。まだ 20 歳代の RA 患者
さんでは，MTX を用いて早期に寛解
状態を達成してしまうことも選択肢の
1 つになりますね。催奇形性はないの
でしょうか。
高松：MTX は絨毛性疾患の治療薬で
もあり，MTX での治療中では可能性
がゼロとは言いにくいですね。
村島：RA の活動性が高いと妊孕性は
低下するという前提の場合，RA 治療
を優先すべきということ。つまり，妊
孕性を考慮すると，できるだけ若いう
ちに RA を積極的に治療すべきなので
すね。
齊藤：妊孕性は若いほど良好ですし，
健康な方ほどよい状態で妊娠できま
す。症状のコントロールと，治療によ
る妊娠への影響のバランスを考えるこ
とが重要だと思います。
村島：生物学的製剤は効果が高いのは
事実ですが，高価ですし，すべて注射
で投与することになりますから，若い
方にはなかなか受け入れてもらえない
という難点があります。これは不妊治
療も同様です。また，RA 患者さんの
中には，結婚や妊娠をあきらめた方も
多くいらっしゃいます。
高松：医療技術は確実に進歩していま
すから，あきらめることはありません。
村島：本人は RA 治療にも妊娠にも積
極的に取り組んでいるのに，ご主人側
に原因がある可能性もありますから，
患者さんを取り巻く環境を整えること
も重要です。産婦人科を受診する患者
さんは，妊娠を目的としていますので，
ご主人のことでもダイレクトに向き合
えるでしょうけど，リウマチ医がそこ
まで踏み込むのは難しいですね。
高松：そのためにも日本リウマチの友
の会会報などに，「不妊については，
ぜひ産婦人科医に相談しましょう」と
いうような一文を掲載していただきた
いとは思っています。
村島：一般夫婦の 10％が不妊と言わ
れていますが，不妊治療による妊娠率
はどの程度なのでしょうか。
齊藤：各施設で患者さんの状態が違う
ので一概には言えませんが，当院では
不妊症で来られた方の半分は妊娠して
いると思います。
村島：タイミング指導は，どのように
行っていますか。
高松：基礎体温をつけてもらうように
指導しています。排卵があれば 3 周期
目で約 7 ～ 8 割が妊娠できるという報

告もあります。特に RA 患者さんは治
療との兼ね合いを考慮する必要があり
ますから，産婦人科を受診して計画妊
娠を行うことが重要です。
安藤：RA の炎症や MTX などの治療
薬の影響で，生殖器が障害を起こして
いないかどうかを評価する方法はある
のでしょうか。
高松：卵巣予備能は，月経後 3 ～ 6 日
の血清中卵胞刺激ホルモン（FSH) 値
からも評価できます。FSH が正常上
限値を超えている場合には，予備能が
落ちている可能性があり，妊娠しにく
い状態です。
安藤：炎症や TNF の働きを抑える生
物学的製剤は，排卵への影響はないの
でしょうか。
村島：子宮内膜症患者さんの腹水中で
は TNF が上昇しており，TNF 阻害
薬を投与することで妊娠したという報
告があります。当院でも何例か経験し
ています。
齊藤：腹水に TNF が高濃度で存在す
れば，卵巣にも悪影響を及ぼすと考え
られますね。
村島：TNF は卵の質を低下させます。
安藤：子宮内膜症などで TNF 高値の
状態が持続すると，ストレスは強まり
ますね。
齊藤：一方で，TNF は排卵を促す作
用がありますから，排卵の時期には増
える必要があります。女性には月経の
サイクルがありますからね。不妊治療
にしても，妊孕性の獲得率は一定では
なく，月経サイクルにより変動します
から，時期と量を考慮する必要があり
ます。
村島：そこが女性ホルモン療法の難し
いところですね。エストロゲンとプロ
ゲステロンは拮抗的に作用するという
単純な関係ではなく，両者の比や分泌
速度などさまざまな要因が関わってき
ます。

女性RA治療における今後の課題

村島：産婦人科の先生方から，RA を
診療されているリウマチ医の先生方に
お願いしたいことはありますか。
高松：もっと密にコミュニケーション
をとっていければ，と思っています。
HRT を行うことで RA にも好影響が
期待できますから，お互いに患者さん
を紹介し合える関係を築いていきたい
と思います。産婦人科は医師会の中で
も数が少ないのですが，今回の座談会
のようにお話しをする機会をもっと増
やしたいですね。

表．女性患者さん特有の相談とその対応

相談内容 対　応

月経不順 ・不順の期間が 3ヵ月程度までは経過観察。
・排卵誘発剤等による治療方法が確立。

月経前緊張症
（頭痛・イライラ・
むくみ・不眠など）

・第一選択薬はセロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）。
・漢方薬・経口避妊薬も有効との報告あり。

貧血

・経血量増加による貧血は、子宮筋腫やポリープの可能性
を疑う。
・閉経後の出血は、まず癌を疑う。
・内科系の異常がない場合は産婦人科に紹介、検査。

子宮筋腫の手術 ・閉経が近い場合には筋腫縮小の可能性があるため、閉経
が近い場合には様子をみる場合もある。

更年期障害

・40歳位：経過観察し、症状悪化に伴い対処。
・47歳～：関節痛がありRAを否定された場合、更年期障
害の可能性あり。
　産婦人科への受診を勧める。
・ホルモン補充療法（HRT）・漢方薬・SSRI を使用。

骨粗鬆症

・ビスホスホネート製剤を中心に治療。
・HRT：ガイドラインで強く推奨。
・経口避妊薬：40歳以上ではある程度の年齢でHRTへ切
り替える。

高松	潔　先生
東京歯科大学市川総合病院産婦人科	教授
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再入院がある。3 日以内再入院，4 ～
7 日以内再入院の数字が比較され，著
しく逸脱した病院に対しヒアリングが
行われた。ある病院の 3 日以内再入院
は，全国平均 0.1％に対し 4.8％であっ
た。またある病院の 7 日以内再入院
は8％だったが全国平均は0.5％であっ
た。なぜこのようなことが起きるのか
ヒアリングすることで，初回と 2 回目
の入院をそれぞれ別の入院として取り
扱っていることが判明した。入院期間
を初回の入院日からの起算として一連
の入院として取り扱うよう改正され
た。

また，別の例としてある病院で DIC
が前年度の 10 倍と急増したケースが
ある。しかも，DIC 症例の転帰を見
ると死亡率は大幅に低下していた。

このように DPC の導入によって分
かったのは次のようなことである。
・医療の透明性が増した。

－疾患構造
－診療内容

・治療内容の詳細がデジタルベース化
－治療法
－成績
－ DPC と出来高の比較

・他院との比較ができる

DPC における算定診療報酬は，包
括評価部分点数に出来高評価部分点数
を加えたものである。包括評価部分点
数は，診断群分類毎の 1 日点数×医療
機関別係数×在院日数で，この医療機
関別係数は機能評価係数に調整係数を
加えたものである。この調整係数を段
階的に無くすことが議論されている。

調整係数の段階的廃止についてはこ
れまで平成 22 年に半分にし，24 年に
は廃止することで進められてきたが，

“ゼロにすることはできないことだ”
との認識があった。改定の影響を考え
ると，DPC 評価は５～６％下がって
おり，調整係数が 6.5％上がっている
ことで何とか現状維持できているのが
実情で，調整係数がなくなれば病院は
崩壊するしかないということである。
そこで出された方向性として，暫定調
整係数をまずは考え，最終的には「基
礎係数＋新たな機能評価係数」とする
ことが提案されている。

DPC 導入における工夫を考えると，
まずついでの治療はできない。検査は
外来にまわしてはいないだろうか。画
像診断は，フィルムレスが絶対必要
である。1 日も早く電子カルテにして
フィルムレスにすることが望ましい。
投薬・注射については後発医薬品の使
用である。

東邦大学で行っている画像診断にお
ける工夫を紹介すると，高額な画像検
査は一切外来にまわしていない。医用
画像のフィルムレス化では，年間 30
万枚をフィルムに戻した場合１枚平
均 220 円とすると年間で 6,600 万円と
なる。造影剤の後発医薬品導入をみる
と，後発品は先発品の６掛けであり，
年間 20,000 本なので年間の費用差は 1
億 2000 万となる。双方合わせると年
間 2 億円近の節約となり，これは年間
売り上げの 1％に相当する。一般の病
院の利益率が 2％であることから見て
も，非常にインパクトが大きいことが
わかる。

次に，必要な検査は積極的に行うこ
とを推奨する理由について。検査を外
来にまわすことは１日当たり２万円近
いコストの削減になり一見入院コスト
を下げ，収益が上がるという見方もあ
る。しかし，ここに DPC の落とし穴
があると考える。病院にとってコスト
削減になるのか。減価償却はあるにし
ろ，実際に 2 万円のコストはかからな
い。何より患者さんにとって必要な検
査を削減することは粗診・粗療になっ
ていないか。また，検査だけのために
外来に来てもらうことは患者さんに不
親切である。しかし，一番言いたいの
は２年後に必要ない検査として評価さ
れてしまうリスクである。

注意点を挙げれば，Ｅ，Ｆファイル
が提出されているので常に出来高と比
較されていること，行き過ぎたコスト
削減は自分の首を自分で締めることに
なること，偏った診療は医療機関の裁
量権を失うことなどがある。

後発医薬品の導入の意義は，まず患
者さんの自己負担の軽減になること。
そして包括医療評価で問題となる医療
コストが削減できることである。

　後発医薬品の導入で，東邦大学医
療センター大森病院における医療費
低減の効果をみると，薬剤購入費の
10％削減効果があり，病院収益は 1 ～
1.5％の収益改善があった。

厚生労働省では，後発医薬品の導入
を金額ベースで 10％，品目ベースで
30％を目標としている。中医協の資
料を見ると平成 16 年度の薬剤費にお
ける後発医薬品の占める割合は 3.4％，
平成 20 年度で 7.4％である。特定機能
病院 82 病院において導入率トップの
国立循環器病センターで 14.7％，最低
は 1.3％，45 の病院は 5.6％以下であっ
た。

問題は，インフラの整備がまだ十分
できていないことである。アムロジピ

ンを例にとると 30 数社から出ている。
誰がそれを選ぶのかという問題が残
る。

後発医薬品の役割は，患者さんの自
己負担金の軽減，医薬品費の削減，病
院の収益改善，そして総医療費の削減
であるが，入院と外来の使い分けは
やってはいけない点に着目したい。こ
れは，高い薬は外来で患者の自己負担
で使い，安い薬を入院で使うというこ
とがあってはならないということであ
る。

DPC 評価で変わったこととして，
DPC 評価が以前よりも 5 ～ 30％低下
していることがあげられる。結果的に
医療費の無駄が削減されたとしても，
必要な検査まで削減されていないか，
粗診・粗療の可能性はないかを慎重に
検討する必要がある。次いでジェネ
リック医薬品普及への影響もある。

まとめ（図 1）ると，DPC 導入に
より医療の透明性が増したこと。その
結果，比較することができるようにな
り，自分の病院の立っている場所がわ
かるようになった。診療評価は自分た
ちの軌跡である。

医療制度が大きく変化する中で，ぶ
れない診療がますます必要となってく
る。

講演 2

医薬品開発促進への
PMDAの取り組み
座長：西岡 久寿樹
	 日本リウマチ財団	常務理事
演者：豊島 聰
	 独立行政法人医薬品医療機器
	 総合機構
	 理事・審査センター長

PMDA（Pharmaceuticals and 
Medical Devices Agency）は，医薬品，
医療機器等の審査及び安全対策，並び
に健康被害救済の３業務を公正に遂行
し，国民の健康・安全の向上に貢献す
ることを目的としている。審査部門に
かかわる行動理念に，「より有効で，
より安全な医薬品・医療機器をより早
く医療現場に届けることにより，患者
にとっての希望の架け橋となるよう努
めます。」がある。だが現実には，こ
れまでの医薬品開発の問題点として，
海外に比べて国内は開発のスタートが
遅れ，承認審査に時間がかかって，ド
ラッグ・ラグといわれるものが起きて
いた。これを解決するために，「新医
薬品に係る審査の迅速化・質の向上」
というプログラムが平成 19 年に作成
された。

図 1　まとめ
・DPC導入により医療の透明性が増した
・その結果比較することが出来るようになった
・診療評価は自分たちの軌跡である
・後発品の使用は必須化されてくる2009. 12. 08

図 2　三つのアクション・プログラム等の着実な推進

①新医薬品に係わる審査の迅速化・質の向上（平成19～23年度）

②医療機器に係わる審査の迅速化・質の向上（平成21～25年度）

新医薬品の承認までの期間を2.5 年短縮（開発期間 1.5 年，審査期間 1.0 年）
新医薬品（通常品目）の総審査期間12ヵ月（23年度）

医療機器の審査人数を69名増
新医療機器の承認までの期間を19ヵ月短縮
 （開発期間を12ヵ月，審査期間 7ヵ月短縮）
新医療機器の総審査期間14ヵ月（25年度）

③医療品安全対策の充実・強化（平成21～25年度）

医薬品安全対策の人員を100名増
チーム制による副作用等情報の分析・評価体制の構築
 （23年度までに12チーム）
医薬品医療機器情報配信サービスの登録推進
 （25年度までに15万件）

開発から申請までの期間を1.5年短縮 申請から承認までの期間を1.0年短縮

治験相談体制の拡充強化
 ●人員の拡充・研修
  ・新医薬品の審査・相談人員を
   3 年間で236名増
 ●治験相談の質・量の向上
  ・開発期間等の改善を促す助言
  ・企業の申請基準期間の短縮 等
承認審査のあり方や基準の明確化
  ・国際共同治験や新技術に対する
   指針作成

審査体制の拡充強化
 ●人員の拡充・研修（同左）
 ●新薬審査チーム数の増強
 ●プロジェクトマネージャーの導入
 ●審査業務の充実・改善
  ・申請前の事前評価制度試行的
   導入による申請後の業務の効率化
   等
 ●国際連携の強化
  ・FDA等海外規制当局との連携
   強化

齊藤：若いうちに妊娠させたいと考え
ていますので，RA が完治しなくても
治療を中断して，不妊治療を始めるこ
ともあります。そういうときに，RA
治療と妊娠のバランスをとるため，連
携は非常に大切です。排卵や着床に

影響を及ぼす薬剤もありますから，情
報交換を密に行い，私たち産婦人科は
妊娠しやすい環境を整えますけども，
RA を診療される先生方からも妊娠を
踏まえた治療を考慮していただき，患
者さんの希望を実現することが重要だ

と思います。
村島：本日は，活発な討論をありがと
うございました。産婦人科，内科の立
場からご意見を伺い，女性医療の現状
を知ることができました。この企画（座
談）が，リウマチ医，整形外科医，内

科医，産婦人科医がコミュニケーショ
ンをとり，連携した女性医療を実現す
るきっかけになればと思います。

（文責	編集部）
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新しいACR/EULARの診断基準
について，Silman氏に問う

岡田：新しい診断基準の意義は大きく，
すばらしい仕事をされたと思います。
短期間で非常に明確な基準を作成され
たことに正直なところ驚いています。
Silman：評価していただき光栄です。
岡田：しかし，RA を診療する医師の
半数以上が整形外科医という日本の独
特な状況を考慮すると，他の疾患を除
外するための 2 つ目の項目は，整形外
科医のなかには，他の膠原病関連疾患
に不慣れな方もいると思います。
Silman：確かにそうですね。しかし，
決断則の背景にあるロジックは適切だ
と思います。リウマチ専門医であれば，
滑膜炎があっても，他の疾患，例えば
痛風，強直性脊椎炎によるものだと診
断できれば，RA とは言わないでしょう。

しかし，ここでの課題は「臨床決断

を下す人が，確実に適切な決断を下せ
るようにするにはどうしたらよいか」
です。もちろん厳格にはそれは不可能
です。診断基準を臨床で活用するには
一定の専門知識やスキルが必要になる
ということです。これは ACR1987 で
も，新しい診断基準でも同様です。

また，解決すべき課題として議論
を重ねてきたのが滑膜炎の項目です。
ワーキンググループの欧州のメンバー
は，いくつかの独自の評価法を盛り込
むことを切望しました。欧州では超音
波検査が普及しているからです。しか
し，米国ではリウマチ専門医は超音波
検査を利用していないのです。

私は，過剰治療が起こる可能性を懸
念しています。実地臨床では，炎症を
伴う OA を鑑別するのは非常に難しい
と思います。医学生には，RA と OA
は大きく異なると教えてきました。超
音波検査は鑑別の助けになりますが，

新しい診断基準によって状況が変わる
わけではなく，教育と研修のあり方を
変える必要があると思っています。
岡田：2 つ目の質問です。新しい診断
基準では，患者は腫脹関節を少なくと
も 1 つは保有することを前提としてい
ます。有症関節数が重要になりますが、
それは「腫脹」または「圧痛」のこと
ですね。
Silman：その通りです。
岡田：それはどのように評価するので
しょうか。超音波検査あるいは MRI
を用いてもよいのですね。全身の関節
を MRI で調べれば，3 ～ 5 関節の腫
脹がありそうですね。
Silman：臨床症状に基づいて検査を
します。
岡田：CRP と ESR の上限値は決めて
いますか。
Silman：検査センターによって上限
値が異なるので，それを決めるのは難
しいと思います。現実的な解決策とし
て，各施設の上限値を採用することに
なりました。正直なところ，CRP の

出席者	 Prof. Alan J. Silman 氏（Arthritis	Research	Campaign,	Chesterfield,	UK）
	 竹内 勤 先生（慶應義塾大学医学部内科学教室リウマチ内科	教授）
	 岡田正人 編集委員（聖路加国際病院アレルギー膠原病科（成人・小児）
司　会	 後藤 眞 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）

Prof. Alan J. Silman 氏との ACR/EULAR RA 新診断基準座談会の
後編をお送りする。

査体制を平成 21 年度から試行導入し
ている。治験相談段階から品質，有効
性及び安全性に関する評価を行う仕組
みで，審査業務の実質的な前倒しであ
る。

バイオ・ゲノムなど先端技術を利用
した製品への対応も重要で，生物系審
査部の充実・強化として審査専門員の
増員や指導・審査水準の向上を図って
いる。ヒト細胞・組織加工医薬品当に
関する指針を作成し，ファーマコゲノ
ミクス（ゲノム薬理学）への対応も行っ
ている。日本で承認を取得している抗
関節リウマチ・遺伝子組換え抗体製剤
であるレミケード，エンブレル，アク
テムラ，ヒュミラの 4 製剤もこの生物
系審査部の担当である。

ゲノム薬理学関連の最近の取り組み
では，ICH　E16 ガイドライン案が平
成 21 年 7 月 31 日に公表された。また，
ゲノム薬理学・バイオマーカー相談制
度が創設され平成 21 年 4 月 1 日から
実施されている。

国際共同治験については，企業内の
検討を促進し，日本の積極的な参加を
推進している。日本における実施状況
は，2008 年度あたりから上昇し，17
～ 8％となっている。治験届けよりも，
治験相談のレベルで見ると，国際共
同治験の割合は 2004 年に 5.7％であっ
たものが 2007 年あたりから急増し，
2008 年度は 32.1％，2009 年度上半期
では 29.1％である。

PMDA の国際業務の強化という点
では，2009 年 4 月 1 日に国際部を設
立し，欧米アジア諸国，諸国際機関と

の連携を強化。また，ICH や GHTF
等への主体的な参加などガイドライン
作成等の国際調和活動に対する取り組
みも強化している。

質疑応答では，会場からメトトレキ
サートの用量増量について，すでに要
望の段階は過ぎて PMDA と企業の協
議段階と思われるが，尚一層の促進を
との要請がなされた。

政権交代による影響はないのかとの
質問には，もともと PMDA には国の
予算があまり入っておらず，特に審査
部門は相談手数料や審査手数料で成り
立ち，安全対策も安全対策拠出金から
成り立っているので，PMDA には影
響はほとんどないと答えられた。

また，「グローバルに薬を開発する
場合，あるいは海外の薬の治験を日本
で行う場合，どうしてもまだタイムラ
グが多い。なんとしても解消していか
なければならないが，企業のモチベー
ションが低いのも一因ではないか」と
の質問には，「PMDA の審査自体は，
最近のアメリカが，安全性の懸念を配
慮して遅れがちなので，今は追いつい
ている。一番の問題は，企業のモチベー
ションが低く日本での開発にかかって
もらえないことが大きいのでは。日本
での開発・治験には費用がかかるとい
われているが，PMDA としては開発
がスムーズに進むように治験相談の部
分で役割を果たしたい」と述べられた。

（文責	編集部）

“新医薬品の承認までの期間を 2.5
年短縮する”，そして“新医薬品（通
常品目）の総審査機関を 12 ヵ月とす
る”という目標が掲げられた。開発か
ら申請までの期間を 1.5 年短縮するた
めに，治験相談体制を拡充強化し，承
認審査のあり方や基準の明確化などが
推進されている。申請から承認までの
期間を 1 年間短縮するためには審査体
制の拡充強化が図られている。

相談・審査業務改善のための新プラ
ンの重点項目としては①医薬品の的確
で迅速な審査の実施（相談・審査体制
の強化等），②世界同時開発を目指し
た国際共同治験の推進，③国際関係業
務の強化（審査・安全に関する海外規
制当局との調和活動）の３つがあげら
れている（図 2）。
「医薬品の的確で迅速な審査の実施」

では，審査人員を倍増・質の向上とし

て 3 年間で 236 人の増員が計画されて
いる。承認審査のあり方や基準の明確
化，GCP の運用改善としては，国際
共同治験，再生医療，バイオシミラー
などに係る通知を発出している。また，
すべての治験相談にタイムリーに対応
できる体制の整備が行われている。

審査基準の明確化ということでは，
PMDA 審査員の意識や基準を統一す
るため，また申請品目に最終的に必要
なデータパッケージについて，開発早
期からの考慮を可能とすることでより
効率的な開発を促進するため，そして
より科学的で適切な審査のためのデー
タ収集を奨励するため，平成 20 年 4
月に新医薬品承認審査実務に関わる審
査員のための留意事項を作成した。そ
の他最近発出した主なガイドラインと
して国際共同治験（19 年 9 月），自己
由来細胞組織（20 年 2 月），マイクロ
ドーズ試験（20 年 6 月），同種（他家）
由来細胞組織（20 年 9 月），バイオミ
ラー（組換え医薬品の後続品）（21 年
3 月）に出している。

新医薬品の承認審査の状況を見る
と，通常品目に関わる審査の総審査期
間は，平成 19 年度は 20.7 月，平成 20
年度が 22.0 月，平成 21 年度の上半期
は 19.0 月，承認件数は 19 年度 53 件，
20 年度 53 件，21 年度上半期は 45 件
である。

治験相談の改善については，平成
20 年 8 月実施分より，申し込まれた
全ての相談へ対応し，受付方法の改善
を実施している。相談メニューの拡充，
申請内容の事前評価も含めた相談・審

豊島	聰　氏
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
理事・審査センター長

スコアが及ぼす影響はそれほど大きく
ないのです。

朝のこわばりや症状の対称性は
なぜ採用されなかったか

岡田：3 つ目の質問です。新しい診断
基準を読んだ人は，「なぜ ACR1987
で採用されていた診断項目が破棄され
たのか」を知りたがるでしょう。例え
ば朝のこわばりです。1 時間をカット
オフ値にすると差がないかもしれませ
んが，15 分，30 分をカットオフ値に
すれば，差が出てくると思いますが。
Silman：朝のこわばりについては，
欧州のコホート研究でも，今回のコン
センサス策定で作成されたアルゴリ
ズムにおける医師の判定評価において
も，統計学的な有意性は認められませ
んでした。実際に，朝のこわばりが診
断に及ぼす影響は小さいと思います。
また，朝のこわばりは評価するのが容
易ではありません。ACR1987 では 1
時間持続するという基準を採用してい
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ましたが，例えば患者さんに「関節の
こわばりはどのくらい続きますか」と
尋ねたときに，64 分間ですとは答え
ず，「1 日中です」と答えると思いま
す。重要なのは，症状のピークが何時
で，早起きしたときの症状がどうかと
いうことです。また，複数の研究で，
RA と OA で朝のこわばりの時間に違
いはないことが報告されています。そ
れから，朝のこわばりという表現が分
かりにくいのも問題です。もちろん医
師は理解していますが，患者さんがき
ちんと理解できるかどうか。
岡田：症状の対称性は，RA を反応性
関節炎，乾癬性関節炎と鑑別するのに
有用だとは思いませんか。
Silman：それは RA の症状は対称性
に生じるという先入観にとらわれてい
ませんか。
岡田：必須項目としてではなく，いく
つかの項目のうちの 1 つとして有用で
はないか，という意味ですが。
Silman：まず，症状の対称性を有す
る患者コホート（RA のみの集団では
ない）における検討では，症状の対称
性は転帰に影響を及ぼさないことが分
かっています。
岡田：なるほど。対称性は転帰には影
響しなかったわけですね。
Silman：また，対称性を厳密に定義
するのはほとんど不可能です。ACR
では 2 つの定義を採用していますが，
すべての関節症状に対称性が求められ
るのか，半分で良いのか，大関節と小
関節の違いはどう扱うのかなど，正確
に定義しようとしたら，非常に複雑に
なります。
岡田：多くの場合，一組でも対称性が
認められればよいという最低限の定義
を採用しています。
Silman：そうですね。しかし，それ
では人為的過ぎませんか。
岡田：それでも，活動性関節炎や関節
症性乾癬との鑑別は容易になるでしょう。
Silman：対称性の程度によりますし，
有症関節数にもよります。先述したよ
うにコホート研究などのデータセット
における検討では対称性は転帰に影響
を及ぼしませんでした。
竹内：特に早期の症例の関節炎では，
対称性に意味はないと思います。
Silman：私たちには「対称性がある
から RA，なければ他の疾患だ」とい
う先入観があると思います。しかし，
評価する関節数を増やせば，有症関節
数が増えれば，対称性は生じやすくな
ります。すべての関節を評価したら，
恐らく対称性は認められることになる
でしょう。

なぜ鑑別診断すべき疾患への
言及がないのか

岡田：次の質問です。関節炎の持続期
間の判定が EULAR の時の素案から 6
週後に延長されました。私は少々失望
したのですが，なぜ 4 週後から 6 週後
に変更になったのでしょうか。
Silman：まず，検討に使用したデー
タや対象の違いによるものだと思いま
す。そして，リウマチ専門医 30 名が
5 月にシカゴに集まって議論したとき
に，4 週後よりも 6 週後の方が良いと
いう結論に至りました。
岡田：6 週間持続しなければ良いとい
うわけですか。
Silman：これもスコアリングシステ
ムと同様に，カットオフ値をどこに設
定するかという問題です。
岡田：論文化する際には，他の疾患の
除外基準について少し詳しく書いてい
ただきたいと思いますが，いかがで
しょう。
Silman：鑑別すべき疾患のリストや
必要な検査法については提示しないと
思います。
岡田：しかし，少なくともルーチン
で行われる検査は記載されますか。
EULAR の早期関節炎のリコメンデー
ションでは，抗核抗体と肝機能検査が
盛り込まれています。
Silman：いいえ。そうした項目を盛
り込むつもりはありません。基本的
な課題は「この患者さんは RA かどう
か」という疑問に答えることです。何
かの理由で，医師がその患者さんは他
の疾患だと思ったら，RA かどうかと
いう疑問は生じないはずです。強直性
脊髄炎や活動性関節炎を疑ったら，そ
の患者さんが基準を満たしていたとし
ても，その患者さんは RA だとは言わ
ないでしょう。
岡田：この診断基準を作成する過程で
は，鑑別すべき疾患をどのように考え
ていたのですか。
Silman：岡田先生は RA を疑った患
者さんをさらに分類することを意識し
すぎておられませんか。他の疾患を疑
う患者さんであれば，RA の分類には
意味はなくなると思います。
岡田：おっしゃることは分かりますが，
論文に RA と鑑別診断すべき疾患名が
提示されれば，RA の診療経験の少な
い医師にとっては非常に有用だと思い
ます。この診断基準を作成する過程で
は，鑑別すべき疾患として乾癬性関節
炎や反応性関節炎を想定されたわけで
しょう。

Silman：診断基準は研修のためにあ
るわけではありません。鑑別診断はで
きることが前提です。
竹内：この診断基準を用いて最終的に
患者さんを診断するのにどのくらいの
期間がかかると思いますか。すべての
血清学的検査を実施するわけではない
と仮定した上でけっこうですが。
Silman：それは重要な問題です。症
状のある期間がずれることも考えなく
てはいけません。有症関節数がいくつ
になったら診断が可能かということで
しょうか。有症関節数が少なくて診断
ができない患者さんでも，3 ヵ月後の
診察時には診断が可能だと思います。
竹内：RF 低値と高値はどのように区
別するのでしょうか。単に陽性と判定
するのですか。
Silman：それについても議論を重ね
てきました。非常にたくさんの検査
キットが利用可能です。完璧な回答で
はありませんが，「3 倍となったとき
に高値」と判定することにしました。

ACR/EULAR基準は分類基準
であって診断ツールではない

後藤：リウマチ専門医は新しい診断基
準を理解できると思います。一方で，
非専門医に対してはどのように提示す
る予定ですか。それは非常に重要なこ
とだと思いますが。
竹内：特にプライマリケア医への啓発
が重要ですね。
Silman：それは興味深い指摘です。
しかし，RA の「分類と診断の違い」を
認識してほしいと思います。ACR が診
断基準の作成を開始したときに，彼らは，
それは診断ツールではなく，分類基準だ

と考えていました。これは非常に大きな
違いです。しかし，おそらく他の疾患との
鑑別診断を盛り込んではどうかと質問さ
れたのも理由は一緒だと思いますが，こ
の基準は，教育的な価値を持った分類基
準なのです。パラダイムの変化が必要と
されています。そのため，この基準は医
師の診断を変えるように強制はできません
が，新しい考え方を持つように啓発するこ
とはできます。この基準をどのように普及
させるのか，私には分かりません。例え
ば各国の学会や政府が主導して行うこと
になるのではないでしょうか。欧米のプラ
イマリケア医は医学雑誌を読みませんの
で。高額な治療を行う場合には，ACR/
EULAR 基準に合致した場合に限って医
療費の還付が受けられるような制度変更
が必要になるかもしれません。
竹内：プライマリケア医の先生方にこ
の基準を伝えていくのは私たちの責任
だというわけですね。
Silman：その通りです。
竹内：日本リウマチ財団にも，この基
準の持つ意味を啓発する責任があると
思います。
Silman：整形外科の先生方にもぜひ
広めてください。
後藤：もちろんです。それが最も重要
なことだと思っています。
岡田：整形外科医の先生方も含めて，
日本のリウマチ専門医全員に伝えるこ
とが重要ですね。
後藤：本日は，非常に有意義な討論を
ありがとうございました。
Silman：どういたしまして。いろい
ろと質問していただいて，疑問点が何
かが明確になり，論文としてまとめる
上で非常に参考になりました。

（文責	編集部）

※訂正とお詫び
98 号に掲載した本座談会記事 6 ページ目，図 4 に誤りがありました。
腫脹または圧痛のある有症関節数（診察）　の欄の上から 4 番目，「小関節の 2 － 10 カ所」は「小
関節の 4 － 10 カ所」の誤りでした。ここに訂正して，深くお詫び申し上げます。

左から竹内	勤	先生，Prof.	Alan	J.	Silman 氏，後藤	眞	編集委員長，岡田	正人	編集委員

ACR/EULARの新しい診断基準

有症関節数（診察） 小関節　MCP,PIP,1stIP,2-5MTP, 手首
中、大関節　肩、肘、膝、股、足首
OAとの鑑別のためDIP,1stCMC,1stMTP
は除外

中、大関節の 1カ所 0

中、大関節の 2―10 カ所 1

小関節の 1―3 カ所 2

6 点以上で関節リウマチ診断確定小関節の 4―10 カ所 3

最低１つの小関節を含む 11カ所以上 5

血清反応（自己抗体）

陽性基準は施設ごとの正常値を超える場合
低値陽性は正常上限から正常上限の3倍
まで
高値陽性は正常上限の3倍を超える場合
国際基準ユニットができれば変更予定

リウマトイド因子、抗 CCP 抗体の両
方が陰性 0

リウマトイド因子、抗 CCP 抗体のい
ずれかが低値陽性 2

リウマトイド因子、抗 CCP 抗体のい
ずれかが高値陽性 3

罹患期間（滑膜炎の持続） 評価時に腫脹または圧痛関節のうちで、患
者が申告する罹患期間6週未満 0

6週以上 1

炎症反応（急性期反応物質） 陽性基準は施設ごとの正常値を超える場合

CRP、ESRの両方が正常 0

CRP もしくは ESR のいずれかが異常
高値 1 スコアリングには最低 1つの血清反応と最

低 1つの炎症反応の測定が必要
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日本リウマチ財団 寄付金ご協力のお願い

【ご寄付いただいた方】
〜平成 21 年 12 月〜

吉田 健太郎様

●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。

●申込先　ご寄付いただける方は，下記

にご一報ください。

（財）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

TEL　03－3946－3551

●寄付金に対する免税措置　個人の場

合，所得税法第 78 条第 2 項第 3 号の

規定により，その年（1 月1日から12 月

31日）に支出した寄付金の額か，また

は所得の合計額の 40% 相当額のいず

れか低いほうの額から5 千円を控除した

金額が寄付金控除の対象となり，所得

の合計額から控除され所得税が減額さ

れますので，事務局にお申し出ください。

本年も会場においての教育研修単位取得証明書の交付をいたしません。
標題学術集会に参加された登録医については，学会への参加証を後日，財団に提

出いただき，これにより最高 5 単位まで認定いたしますので，参加証提出時に必要単位
数を申請してください。適宜の様式で結構です。

財団では申請受理後，単位取得証明書を送付いたしますので，証明書受領次第，
単位取得証明書料として同封の振込用紙により，一単位当たり1,000 円を当財団に振り
込んでいただくようお願い申し上げます。

なお，参加証についてはコピーでも結構です。

第54回日本リウマチ学会総会・学術総会に関する教育研修単位取得について

21 年度よりリウマチの治療とケア研修会と会の名称を変更し開催しております。多く
の医師の方のご参加を期待致します。22年度は下記のように開催する予定です

平成22年度リウマチの治療とケア研修会　開催予定

開催地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道･東北 10/3（日）
盛岡市

いわて県民情報
交流センター（アイーナ）

嶋村　正　教授
岩手医科大学
整形外科学講座

関東・甲信越 11/14（日）
東京都千代田区
ベルサール飯田橋

	川合	眞一　教授
東邦大学医療センター
大森病院	膠原病科

	東海・北陸 9/12（日）
富山市

ボルファートとやま
木村	友厚　教授
富山大学医学部整形外科

近　　畿
平成 23
2/12（土）

大阪市
大阪・毎日新聞ビル
オーバルホール

行岡	正雄　院長
行岡病院

中国・四国 7/17（土）
広島市

広島国際会議場

山名	征三	理事長
東広島記念病院
リウマチ・膠原病センター

九　　州 	11/21（日）
鹿児島市

鹿児島県医師会館
松田	剛正　院長
鹿児島赤十字病院

リウマチ教育研修会及びリウマチの治療とケア研修会に参加ご希望の方は、事前申
込が必要です。申込先等につきましては、次号より順次掲載します。また、ホームペー
ジ「リウマチ情報センター」にはプログラム等決まり次第詳細を掲載します。

リウマチ教育研修会を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）
日本リウマチ財団登録資格更新単位（直近 3 年間で 12 単位）

平成22年度リウマチ教育研修会開催予定

地区名 開催日 開催場所 世話人

岩　手 10/31（日）
盛岡市
ホテルメトロポリタン盛岡本館

嶋村　正　教授
岩手医科大学
整形外科学講座

埼　玉
平成 23
1/23（日）

さいたま市（予定）
織田　弘美　教授
埼玉医科大学
整形外科学講座	

静　岡
平成 23
1/16（日）

浜松市
アクトシティ浜松
コングレスセンター

小川　法良　講師
浜松医科大学第三内科
みやもと医院
院長　宮本　繁仁

滋　賀 未定 未定
松末　吉隆　教授
滋賀医科大学整形外科	

山　口 未定 未定
田中　浩　准教授
山口大学大学院
医学系研究科整形外科学

熊　本 12/5（日）
熊本市
崇城大学市民ホール
（熊本市民会館）

束野　通志　副院長
熊本整形外科病院

海外派遣医研修医募集

標題研修医を次により募集します。

① 日本リウマチ財団登録医または日本
リウマチ学会員

② 現在及び将来ともにリウマチ学を志
す者

1. 募集人員　若干名

2. 受入機関等

1）1 つのリウマチ・膠原病等診療研
究機関に 4ヶ月以上滞在して研修
する。

2） 平成 22 年 4 月から平成 23 年 3
月の間に出発する

3）奨学金 各人 60 万円以内
3. 応募手続

1） 財団評議員・専門委員，日本リウ
マチ学会評議員の推薦による

2） 所定の申請書により平成 22 年 3
月末日までに応募

詳細は，ホームページ「リウマチ情報セ
ンター」に記載

http://www.rheuma-net.or.jp/
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H22.3 〜H22.�）］

		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。

5/14（金）　19:00　2単位 北海道
Rheumatology Update 2010
ワイス（株）東日本支店北海道営業所
中村 正人
Tel.070-6481-7993

4/16（金）　19:30　1単位 山形
第7回 山形リウマチセミナー
中外製薬（株）山形オフィス
上村 真史
Tel.023-643-2191

3/18（木）　19:15　1単位 岩手
盛岡臨床整形外科医会
吉田整形外科リウマチ科クリニック
吉田 昌明
Tel.019-604-3820

3/13（土）　17:00　2単位 山形
第9回 山形股関節セミナー
山形大学医学部整形外科学講座
佐々木 幹
Tel.023-628-5355

3/6（土）　17:40　1単位 北海道
第9回 旭川関節疾患カンファレンス
旭化成ファーマ（株）
斉藤 寛道
Tel.0166-24-2805

北海道・東北

3/4（木）　19:00　2単位 神奈川
第6回 痛みと炎症懇話会
大正富山医薬品（株）南関東支店横浜
第三営業所
濱田 龍二　Tel.03-3985-1133

3/2（火）　20:00　1単位 埼玉
第2回 越谷リウマチ治療懇話会
田辺三菱製薬（株）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

関東・甲信越

6/4（金）　19:35　1単位 新潟
新潟疼痛フォーラム2010
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

5/15（土）　17:00　1単位 青森
青森リウマチ研究会
ワイス（株）東日本支店北東北営業所
高橋 充
Tel.070-5565-2064

3/12（金）　20:00　1単位 神奈川
相模原関節リウマチセミナー
田辺三菱製薬（株）
北目 武史
Tel.042-750-2650

3/6（土）　17:30　1単位 長野
第2回 信州関節外科フォーラム
長野松代総合病院
堀内 博志
Tel.026-278-2031

3/6（土）　16:35　1単位 東京
第14回 臨海リウマチ性疾患談話会
藤川医院
藤川 敏
Tel.03-3771-1764

3/6（土）　16:30　2単位 東京
第35回 東京都リウマチ膠原病懇話会
参天製薬（株）東京抗リウマチ薬チーム
中山 亮一
Tel.03-3523-8890

3/5（金）　19:30　1単位 長野
リウマチ性疾患セミナー
アステラス製薬（株）
町田 剛
Tel.0263-38-1821

3/4（木）　19:30　1単位 千葉
第14回 東総リウマチ研究会
成田赤十字病院内科東総リウマチ研究
会事務局
平栗 雅樹　Tel.0476-22-2311

3/18（木）　19:30　1単位 神奈川
第12回 神奈川県シェーグレン症候群研
究会
日本化薬（株）横浜営業所
二宮 孝哉　Tel.045-472-0415

3/18（木）　20:00　1単位 埼玉
第34回 見沼リウマチ懇話会
大正富山医薬品（株）東京第2支店埼玉
第1営業所
冨永 大二郎　Tel.090-5997-7124

3/16（火）　19:30　1単位 神奈川
第6回 KKR懇話会
田辺三菱製薬（株）
竹下 優子
Tel.045-472-2653

3/13（土）　19:30　1単位 茨城
茨城県臨床整形外科医会学術講演会
旭化成ファーマ（株）水戸営業所
荒井 光一
Tel.029-254-5121

3/13（土）　19:00　1単位 群馬
群馬リウマチアカデミー（2010年3月第2回）
帝人ファーマ（株）高崎支店高崎営業所
安藤 秀樹
Tel.027-323-7771

3/12（金）　19:00　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー2010（3月）
田辺三菱製薬（株）群馬第二営業所
清水 達也
Tel.027-321-5261

4/1（木）　19:00　1単位 群馬
第3回 群馬線維筋痛症を語る会
日本臓器製薬（株）高崎営業所
髙谷 貞良
Tel.027-324-0441

3/25（木）　19:00　1単位 神奈川
第76回 相模原市整形外科医会学術講
演会
吉川整形外科
吉川 恭弘　Tel.042-750-5043

3/25（木）　20:00　1単位 埼玉
第4回 毛呂山リウマチセミナー
田辺三菱製薬（株）川越営業所
織田 憲明・友常 陽史
Tel.049-241-3711

3/24（水）　19:20　1単位 神奈川
第8回 横浜運動器再建医学研究会
旭化成ファーマ（株）横浜病院営業所
岡田 容征
Tel.045-472-2311

3/20（土）　18:00　1単位 長野
第48回 信州リウマチ膠原病懇談会
抱生会丸の内病院リウマチ科
山崎 秀
Tel.0263-28-3003

5/8（土）　18:00　1単位 埼玉
第4回 埼玉Biologics研究会
田辺三菱製薬（株）埼玉支店医薬学術課
脇本 文子
Tel.048-645-2937

5/8（土）　16:25　2単位 東京
第45回 多摩リウマチ研究会
杏林大学医学部附属病院第一内科
有村 義宏
Tel.0422-47-5511

4/17（土）　18:00　2単位 神奈川
第5回 相模原市大和市整形外科医会学
術研修会
吉川整形外科
吉川恭弘　Tel.042-750-5043

4/15（木）　19:45　1単位 埼玉
熊谷市医師会整形外科医会講演会
田辺三菱製薬（株）
岡本 正人
Tel.049-241-0511

4/10（土）　18:25　2単位 群馬
第3回 群馬県リウマチ登録医実地医家
の会
エーザイ（株）
古川 智則　Tel.027-323-6767

3/6（土）　18:00　1単位 愛知
第21回 東三河リウマチ研究会
旭化成ファーマ（株）名古屋支店病院第
二営業所
菊岡 威士 Tel.0564-27-0226

3/6（土）　18:00　1単位 静岡
第15回 静岡リウマチ治療研究会
ワイス（株）
川村 義信
Tel.052-957-5715

東海・北陸

6/26（土）　16:00　1単位 東京
第17回 城北リウマチ膠原病医会
日本新薬（株）東京支店城北出張所
大石 誠
Tel.03-5995-6001

6/23（水）　20:00　1単位 神奈川
第8回 湘南西部リウマチ性疾患症例検討会
参天製薬（株）医薬事業部リウマチ営業
グループ
岡田 直美　Tel.06-6321-7068

6/10（木）　19:00　1単位 埼玉
熊谷市医師会整形外科医会学術講演会
エーザイ（株）
盛山 孝明
Tel.049-245-6321

6/3（木）　20:00　1単位 神奈川
第16回 神奈川県続発性骨粗鬆症研究
会
エーザイ（株）神奈川医薬六部
石神 佳紀Tel.046-222-1021

5/22（土）　15:00　1単位 東京
第15回 シェーグレン症候群セミナー
参天製薬（株）医薬事業部リウマチ営業
グループ
岡田 直美　Tel.06-6321-7068

5/22（土）　18:30　2単位 千葉
第18回 千葉リウマチ医の会
田辺三菱製薬（株）レミケード部千葉グ
ループ
根本 欽司　Tel.047-436-1741

5/14（金）　19:30　1単位 神奈川
第10回 川崎リウマチ・膠原病診療懇話会
ワイス（株）中日本支店神奈川第一営業所
榊原 豊
Tel.03-6420-6108

5/8(土)　19:10　2単位 栃木
第17回 宇都宮市リウマチ研究会
倉持病院
倉持整形外科
沼尾　Tel.028-658-8778

3/7（日）　11:00　1単位 福井
第7回 福井RAフォーラム
福井総合病院
林 正岳
Tel.0776-21-1300

近　畿

5/15（土）　17:30　1単位 愛知
第22回 東三河リウマチ研究会
アボットジャパン（株）
加藤 祐子
Tel.052-202-5220

5/15（土）　18:00　1単位 石川
第9回 石川リウマチ薬物治療研究会
田辺三菱製薬（株）石川第一営業所
稲谷 寛志
Tel.076-221-8111

4/22（木）　18:45　2単位 三重
第13回 骨関節代謝外科研究会
帝人ファーマ（株）
酒井 哲雄
Tel.059-236-7011

4/9（金）～10（土）4/9 12:50 4/10 12:20 各1単位
第114回 中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会 ランチョンセミナー
第114回 中部日本整形外科災害外科学会・学術
集会事務局補佐　前川 悦子　Tel.06-6348-1391

4/3（土）　17:00　1単位 愛知
第59回 東海関節外科研究会
大日本住友製薬（株）名古屋支店
菊川 善夫
Tel.052-201-3341

3/27（土）　17:00　1単位 岐阜
第33回 岐阜人工関節フォーラム
山内ホスピタル整形外科
大橋 俊郎
Tel.058-268-0567

3/20（土）　18:30　2単位 富山
The 2nd RA Expert Meeting
エーザイ（株）富山医薬部
小畠 俊元
Tel.076-432-9530

5/8（土）　19:30　1単位 福井
第3回 Biologics研究会
福井赤十字病院整形外科
髙木 治樹
Tel.0776-36-3630

3/18（木）　19:30　1単位 三重
第4回 三重運動器懇話会
旭化成ファーマ（株）医薬東海支店三重
営業所
永田 晋　Tel.059-224-0561

3/13（土）15:45 16:45 18:00 各1単位 愛知
第2回 愛知県整形外科医会リハビリテー
ション研究会
帝人ファーマ（株）名古屋支店名古屋中央営業所
枡田 愛子　Tel.052-249-3910

3/13（土）　17:00　1単位 石川
石川県リウマチケア研究会学術講演会
エーザイ（株）
大野 靖男
Tel.076-221-6151

3/6（土）　16:00　1単位 兵庫
整形外科疾患 Up-To-Date
よしだ整形外科
吉田 竹志
Tel.072-772-5055

3/6（土）　17:00　1単位 大阪
第7回 三島リウマチフォーラム
大阪医科大学整形外科
中島 幹雄
Tel.072-683-1221

3/6（土）　17:15　1単位 滋賀
第7回 びわこリウマチと免疫セミナー
ワイス（株）京阪神第二支店
清水 保
Tel.06-6203-4591

3/4（木）　20:00　1単位 大阪
第16回 南大阪リウマチ研究会
国立病院機構大阪南医療センター
片田 圭宣
Tel.0721-53-5761

3/27（土）　15:15 17:15 各1単位 兵庫
第7回 兵庫整形リウマチの会
参天製薬（株）医薬事業部リウマチ営業
グループ
岡田 直美　Tel.06-6321-7068

3/20（土）　16:30　1単位 大阪
大阪臨床整形外科医会（第215回研修会）
堀口整形外科医院
堀口 泰輔
Tel.072-752-1420

3/13（土）　14:00　2単位 兵庫
第29回 兵庫県リウマチ登録医の会（リウ
マチ医の会）学術講演会
神戸大学医学部附属病院リウマチセンター
塩沢 俊一　Tel.078-382-5680

3/11（木）　19:00　2単位 大阪
第14回 大阪RAフォーラム
田辺三菱製薬（株）大阪支店医薬部学
術課
北村 昭彦　Tel.06-6205-5170

3/27（土）　17:00　1単位 大阪
第5回 リウマチ病診連携の会
中外製薬（株）大阪支店
髙井 悠司
Tel.06-6350-6358

4/3（土）　14:45　2単位 大阪
第19回 大阪リウマチカンファレンス
ワイス（株）リウマチ事業本部西日本支店
大阪第一営業所
荒川 大志　Tel.06-6203-4591

4/3（土）　15:10　2単位 大阪
第4回 大阪京阪生物学的製剤を学ぶ会
中外製薬（株）東大阪オフィス
平原 賢
Tel.06-6993-3733

3/20（土）　16:30　2単位 山形
第20回 山形リウマチ研究会
ワイス（株）スペシャリティケア事業本部
東日本支店南東北営業所
我妻 賢　Tel.022-264-4321

4/10（土）　19:00　1単位 千葉
第2回 千葉リウマチバイオセミナー
中外製薬（株）松戸フロア
廣田 雅子
Tel.047-363-8585

3/20（土）　16:05　2単位 京都
第9回 関西膠原病フォーラム
参天製薬（株）医薬事業部リウマチ営業
グループ
岡田 直美　Tel.06-6321-7068

4/15（木）　19:15　1単位 千葉
船橋市整形外科医会 定期学術講演会
山本医院
山本 伸一
Tel.047-465-5566
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「隙間」

今まで憧れの目で見ていた財団
ニュースの編集後記を書くようにとの
依頼を受けた。発刊当時の，塩川先生
の知性と教養に溢れ，ウイットに富む
文章を思い出すと恥ずかしい限りだ
が，折角の機会なので書かせていただ
こうと思う。

大学病院では新米の医師は外来患者

を診させてもらえず，入院が必要なリ
ウマチ患者，すなわち重い患者さんし
か診ないので，リウマチの全容をつか
むことは難しい。私は縁あって，都立
墨東病院のリウマチ科に週一回通わせ
てもらえたが，あのときの経験が今の
自分を創り支えてくれている。膝が強
直し，人形のような歩行で通院してき
た A さん。「先生，リウマチなんてこ
んなもんだよ」と改善傾向がみられず，
どうにかしなきゃあと悩む私を励まし
てくださった。いつも娘さんと車椅子
で通院していた B さん。娘さんを出
産するたびにリウマチが悪化してこう
なってしまったとおっしゃっていた。

あのころの私には切れるカードは少な
く，ただただ，お話を聞いて，関節
をさわらせてもらう事しかできなかっ
た。

医師になってからずっと「隙間」を
対象の仕事をしてきたようだ。リウマ
チをはじめ膠原病は病理学的に見て結
合組織，すなわち細胞と細胞の「隙間」
の病気である。現在の母性内科も内科
と産婦人科の「隙間」である。

現在，妊娠を希望するリウマチ患者
さんを診療する機会が多いが，軽症の
方ばかりでなく，中には複数の抗リウ
マチ薬でやっと抑えられている方もい
る。妊娠中は軽快する方が多いにして

も，産後悪化する方も多く，もし，A
さん，B さんを診ていた時代からリウ
マチの治療の進歩が止まっていたら，
安易に妊娠は勧められなかったであろ
う。MTX や TNF 阻害薬などの生物
学的製剤の登場はこんな「隙間」にも
大きく貢献していることを改めて認識
する。

今回はリウマチ科と産婦人科の「隙
間」を特集した。日常の診療にお役に
立てていただければもちろんのこと，
こんな領域があることに気づいていた
だければ幸いである。

（村島温子）

5/15（土）　18:00　1単位 兵庫
第3回 神戸東リウマチ性疾患連携の会
神戸大学医学部付属病院リウマチセン
ター
柱本 照　Tel.078-382-5680

中国・四国

6/12（土）　16:45　1単位 大阪
大阪臨床整形外科医会（第218回研修会）
堀口整形外科医院
堀口 泰輔
Tel.072-752-1420

5/15（土）　18:10　1単位 大阪
大阪臨床整形外科医会（第217回研修会）
堀口整形外科医院
堀口 泰輔
Tel.072-752-1420

5/15（土）　16:00　1単位 大阪
第17回 大阪リウマチ研究会
エーザイ（株）医薬統括部免疫・炎症室
加茂 佳之
Tel.06-6448-9008

3/13（土）　18:00　1単位 鳥取
第29回 山陰リウマチ性疾患研究会
科研製薬（株）米子営業所
出雲 千歳
Tel.0859-35-0838

3/11（木）　19:00　1単位 広島
広島県リウマチ科医会
中外製薬（株）
手島 寛
Tel.082-543-6100

3/6（土）　18:00　1単位 広島
第126回 備後整形外科医会
寺岡記念病院
小坂 義樹
Tel.0847-52-3140

3/6（土） 17:00 2単位 19:00 1単位 愛媛
リウマチ臨床セミナー2010
田辺三菱製薬（株）レミケード推進部四
国グループ
古東 良麻　Tel.089-921-1414

3/18（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（株）山口営業所
畑中 正典
Tel.083-972-9830

3/20（土）　18:00　1単位 高知
第27回 四国関節外科研究会
旭化成ファーマ（株）
阿部 英孝
Tel.088-825-3191

4/8（木）　19:30　1単位 山口
リウマチ治療学術講演会
山口大学大学院医学系研究科整形外科学
加藤 紀江
Tel.0836-22-2266

3/27（土）　18:00　1単位 岡山
第41回 岡山リウマチ研究会
科研製薬（株）岡山営業所
宮崎 猛
Tel.082-246-3232

3/25（木）　19:30　1単位 山口
周南地区学術講演会
武田薬品工業（株）山口営業所
井元 幹也
Tel.083-972-4114

3/25（木）　19:40　1単位 徳島
第7回 徳島リウマチフォーラム
美摩病院吉野川リウマチセンター
四宮 文男
Tel.0883-24-2957

3/20（土）　15:55　1単位 愛媛
第17回 愛媛リウマチのケア研究会
エーザイ（株）松山CO
長田 雅道
Tel.089-941-6345

4/1（木）　20:00　1単位 山口
第4回 周南地区学術講演会
中外製薬（株）
若山 香織
Tel.083-972-1666

5/13（木）　19:30　1単位 山口
周南地区学術講演会
田辺三菱製薬（株）山口第一営業所
藤村 健
Tel.083-972-5311

4/17（土）　19:00　1単位 岡山
第264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

4/17（土）　18:15　1単位 鳥取
第5回 Biological Meeting in Tottori

（BMT）
鳥取大学医学部保健学科
萩野 浩　0859-38-6308

3/11（木）　20:00　1単位 沖縄
第8回 沖縄リウマチ薬研会
ワイス（株）リウマチ事業本部西日本支店
九州第一営業所
吉里 英生　Tel.092-271-5155

九州・沖縄
5/21（金）　20:00　1単位 福岡
第84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

4/23（金）　17:35　1単位 兵庫
第12回 リウマチ手の外科研究会
参天製薬（株）医薬事業部リウマチ営業
グループ
岡田 直美　Tel.06-6321-7068

3/9（火）　19:30　1単位 福岡
第9回 筑豊膠原病研究会
エーザイ（株）九州エリア福岡医薬四部
桜井 克之
Tel.093-551-5281

8/27（金）　20:00　1単位 福岡
第85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

5/15（土）　18:00　1単位 愛媛
第38回 愛媛リウマチ研究会
ワイス（株）リウマチ事業本部西日本支店
四国営業所
大藏 誉志夫　Tel.082-246-7536

5/15（土）　19:00　1単位 岡山
第265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

5/14（金）　20:00　1単位 高知
第42回 高知リウマチ研究会
旭化成ファーマ（株）
阿部 英孝
Tel.088-825-3191

3/12（金）　20:00　1単位 福岡
第15回 筑後骨代謝・骨粗鬆症研究会
エーザイ（株）福岡医薬第二部
薮内 毅
Tel.092-924-1113

3/18（木）　20:00　1単位 大分
第94回 大分県リウマチ懇話会
参天製薬（株）医薬事業部リウマチ営業
グループ
岡田 直美　Tel.06-6321-7068

4/17（土）　20:00　1単位 熊本
熊本県臨床整形外科医会 教育研修講
演会
松原リウマチ科・整形外科
松原 三郎　Tel.096-214-0551

事務局だより
リウマチ登録医募集

財団では，平成 22 年度登録医を
募集しています。いつでもどこでも
リウマチの専門医に診てほしいと
いう患者さんの声に応えるため，リ
ウマチ診療に携わる医師はぜひ登
録をお願いいたします。申請書類を
お送りいたしますので，ご希望の旨
事務局にお知らせください。

なお，申請期間は平成 22 年 1 月
1 日から 3 月 31 日までであり，審
査後登録となります。

■登録要件
1. 5 年以上リウマチ診療に従事して

いる医師
2. リウマチ診療患者名簿 40 名あり
（含 RA3 例以上）

3. リウマチ教育研修単位 20 単位あ
り（直近 5 年間の財団の証明書
によるもの）

リウマチ登録医の資格更新

下記年度にリウマチ登録医にな
られた方は，平成 22 年度資格更新
者に該当いたしますので，手続きを
お願いします。

◎昭和 61 年度，平成 1 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 年度の登録医

なお、更新申請書類は昨年 12 月に
お送りしています。
申請期間は平成22年3月31日までです。

		 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。	

平成22年度　リウマチ月間　リウマチ講演会

開催日時：平成 22年 6月 9日（水）　13：00〜
開催場所：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（予定）：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
入　　 場　：無　料

社団法人日本リウマチ友の会　創立 50 周年記念全国大会開催のお知らせ

「本年、友の会は創立 50 周年となりました。
友の会 50 年間の活動は、リウマチ患者の医療・福祉・
社会環境の改善に大きな役割を果たしてまいりました。
リウマチ治療の進歩の中で、リウマチの原因解明と治
療法確立の日が近いことを期待しつつ、
さらに活動を充実発展させてまいります。」

会長　長谷川三枝子

■日時：22 年 5 月 22日（土）　13 時～16 時 20 分
■場所：京王プラザホテル（新宿）
■プログラム
　第 1部　記念式典
　第 2部　記念講演「リウマチ治療の現

い ま
在 未

これから
来」

　・薬物治療　講師 宮坂信之
（東京医科歯科大学大学院 膠原病・
　リウマチ内科学　教授）

　・手術治療　講師 勝呂 徹
 （東邦大学医学部整形外科教授）

　・リハビリテーション　講師 村澤 章
（新潟県立リウマチセンター院長）

　第 3部　明日に希望を
　「患者の声を医療の現場に」
　講師 大熊由紀子（国際医療福祉大学大学院）
■問い合わせ
　〒101-0047
　東京都千代田区内神田 2-7-7 新内神田ビル 3 階
　社団法人 日本リウマチ友の会　03-3258-6565



10	 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22年 3月1日発行　No.99


