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はじめに

「患者にも医師にもわかりやすい治
療の数値目標を関節リウマチにおいて
も世界的に広げよう」という活動が，
ヨーロッパリウマチ学会（EULAR）
を中心として計画されている。これは
糖尿病の HbA1C に対して“７”とい
うキャンペーンを TV 広告も含めて積
極的に行ったところ，医師と患者両方
の認識が高まりコントロールが著明に
改善したという過去の経験から発案さ
れたとのことである。

2009 年にコペンハーゲンで開催さ
れた EULAR において，あらかじめ

作成委員会によって準備
されていた試案に対し，
学会参加者にアンサーリ
ングパッド（即時アンケー
ト集計）により同意する
項目を選んでもらい意見
の統一が図られ大筋が発
表されていた（図１）。臨
床的寛解の基準の 1 つで
ある DAS28 の 2.6 未満な
どの治療目標を定めた診
療は徐々に受け入れられ
ていたが，患者にも広く
知らしめる活動が計画さ
れており，近い将来「今

かつて関節リウマチ（RA）は治らない病気だと言われていたが，現在では新しい治療薬の登場，診断・治療
法の進歩などに伴って，寛解が可能な疾患となった。日本リウマチ財団が発行する「日本リウマチ財団ニュー
ス」は，こうしたRA医療の変遷の歴史を綴ってきた生きた歴史の記録と言えるだろう。このたび「日本リ
ウマチ財団ニュース」は100号を迎えるが，その節目に開催された今回の座談会では，日本リウマチ学会
から宮坂信之理事長，日本リウマチ財団から髙久史麿理事長，森眞一専務理事が出席し，「日本リウマチ財団
ニュース」の果たしてきた役割，学会と財団が果たすべき今後の役割，これからのRA医療の展望などにつ
いて編集委員長の後藤眞氏の司会で幅広く自由な意見交換をしていただいた。

「日本リウマチ財団ニュース」
創刊の経緯

後藤： ま ず は， 創 刊 当 時 の 話 で す
が，日本の RA 医療の本格的な歴史
は 1957 年（昭和 32 年），日本リウマ
チ協会の発足から始まったといっても
過言ではないでしょう。1962 年（昭
和 37 年）に日本リウマチ協会から日
本リウマチ学会が分離・設立され，リ
ウマチ性疾患の研究および診療内容の
向上を推進することを目的として，学
術集会の開催，機関紙の発行，国際学

会への派遣などの事業を行ってきま
した。一方，当時の日本リウマチ協
会は RA 診療の情報提供の第一歩とし
て，1987 年（昭和 62 年）に「リウマ
チエキスパート」という機関紙を発行
しました。その目的は「登録医の方々
に RA に関する新しい医学情報を提供
し，学会研修会，その他の RA に関す
るニュースを知らせ，さらに登録医同
士の相互の親睦を図る場として，新聞
を発行する」ということでした。続い
て，1988 年（昭和 63 年）4 月に財団
法人日本リウマチ財団が設立され，同
時に「日本リウマチ財団ニュース（以 （次ページに続きます）
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下財団ニュースと略）」が創刊されま
した。そして，「リウマチエキスパート」
の発行が 2003 年（平成15年）に終了し
たときに，両紙は統合されたわけです。

数年前までは「財団ニュース」の編
集委員は私一人でしたが，今では整形
外科，内科，開業医，勤務医など，さ
まざまな領域の先生方に協力していた
だき，実地診療に役に立つ情報を紙面

宮坂 信之　日本リウマチ学会理事長髙久 史麿　日本リウマチ財団理事長

■出席者	 宮坂信之	 日本リウマチ学会理事長
	 髙久史麿	 日本リウマチ財団理事長
	 森　眞一	 日本リウマチ財団専務理事
	 後藤　眞	 日本リウマチ財団ニュース編集委員長（司会）

聖路加国際病院アレルギー膠原病科（成人・小児）　岡田正人 編集委員

図１．EULAR2009における
Treating RA to Targetセッションの配布資料
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に盛り込むようにしています。その後，
教育的観点からも充実した情報紙とし
て定評を得て，今回ようやく 100 号を
迎えることができました。
髙久：手前味噌かもしれませんが「財
団ニュース」は勉強になる記事を掲載
していると思います。
後藤：ありがたいお話ですが，財団
ニュースをまとめて教科書のように
使っているという話もよく聞きます。
一方，日本リウマチ学会からも 2003
年（平成 15 年）12 月に会員向けに
ニュースレター「リウマチ」が創刊さ
れ，お知らせ事項の他，教育・啓発的
な記事を掲載し，Web サイト上でも
バックナンバーを閲覧できるように

なっていますね。
宮坂：そうですね。ニュースレターだ
けでなく，メールマガジンも配信して
おり，会員の先生方がリアルタイムに
情報を共有するツールとして役立って
います。さまざまな媒体を駆使し，患
者さんや医師に対する啓発活動を進め
ていくことは非常に重要です。現場の
ニーズを拾いあげ，up to date な話題
を掲載することで，多くの人を惹きつ
ける魅力ある媒体になっていると思い
ます。
髙久：多くの新しい知見が生まれてい
る関節リウマチ領域の医療情報を充実
させるためには，今後も学会のニュー
スレター「リウマチ」，財団の「財
団ニュース」が相互に質を高め合い，

RA の医療に必要な情報を広く伝えて
いければ理想的ですね。それでこそ，
100 号の意味もあると思います。

財団ニュース創刊当時の
リウマチ医療事情と現在

後藤： 1988 年（昭和 63 年）頃と言えば，
抗リウマチ薬（DMARDs）が登場し，
RA は治癒が可能ではないかと期待が
高まった時期だと思います。それから
約 30 年が経過し，今また大きな変革
の時を迎えていますが，宮坂先生，学
会の立場から，当時に比べ研究や臨床
面で進歩したこと，課題となっている
ことをお話しいただけますか。「何が
進歩し何が今課題として残っているの
か」ということです。
宮坂：1970 年代の RA 治療は痛みを
抑えることが目的とされており，当時
の治療薬である非ステロイド系抗炎症
薬（NSAIDs）は対症療法として痛み
を軽減するだけで，関節破壊の進行を
止めることはできませんでした。患者
さんの症状は次第に悪化していきます
から，新たな治療法の必要性を痛切に
感じていました。
髙久：私も 1974 年（昭和 49 年）にア
レルギー膠原病外来と血液外来を併任
していた頃，血液外来を受診する患者
さんは治療により改善がみられる方が
多いのに，アレルギー膠原病外来を受
診する RA 患者さんは徐々に悪くなっ
ていくので，本当に悩まされました。
リウマチはそういう意味で当時はたい
へん難しい病気でした。
宮坂：かつて関節破壊は RA の長期経
過に伴って生じると考えられていま
したが，1980 年代半ばから，RA 発症
後初期から進行するというエビデンス
が世界中で報告され，財団ニュース
の創刊される 1980 年代後半からは早
期に関節破壊を抑制することの重要性
が認識されるようになりました。そこ
で，RA の自然歴を抑制できる薬剤と
して，抗リウマチ薬に期待が寄せら

れ，RA の予後を改善するためには早
期から抗リウマチ薬を使用する必要が
ある，という考え方が生まれました。
財団ニュースはそのようなリウマチ治
療の激動期に創刊されたとも言えるで
しょう。

日本では 1990 年代にブシラミンが
普及し，抗リウマチ薬による治療が行
えるようになりましたが，十分な効果
が得られた患者さんは必ずしも多くは
ないのが現実でした。そうした状況の
中で，早期に治療を開始するという世
界的な流れを受け，日本の RA 治療体
系が見直され，抗リウマチ薬は RA と
診断されたらできるだけ早く使う，と
いう方針が打ち出されました。1995
年（平成 7 年）に RA に適応があった
抗リウマチ薬は 5 種類だけでしたが，
2000 年（平成 12 年）には種類が増え，
抗リウマチ薬の選択肢は充実してきま
した。
後藤：抗リウマチ薬の中でも，メトト
レキサート（MTX）は効果が優れて
いると思いますが，わが国で RA 治療
薬として承認されたのはいつでしたか。
宮坂：欧米では，1988 年（昭和 63 年）
に承認され，第一選択薬となってい
ましたが，わが国で承認されたのは
1999 年（平成 11 年）でした。MTX
は，RA の臨床症状，CRP などの臨床
検査の改善効果，関節破壊抑制効果が
明確で，RA 治療に欠かせない薬剤と
なりました。しかし，MTX が無効の
患者さんも少なくなかったことから，
新しい治療薬の研究開発が進められま
した。RA の炎症や関節破壊に関わる
因子としてインターロイキン -1（IL-1），
インターロイキン -6（IL-6），腫瘍壊
死因子（TNF- α）などのサイトカイ
ンが発見されたのを機に，炎症性サイ
トカインの働きを抑制する生物学的製
剤が開発され，2003 年（平成 15 年）
には日本でも承認されました。生物学
的製剤の登場により，治療の目標とし
て「臨床症状の改善，関節破壊の阻止，
さらには関節機能の改善」が現実的な
ものになりました。日本に比べて使用

経験が長い欧米では，RA の関節機能
の修復や治癒が次の治療目標になって
います。財団ニュースでも，この時期
を境にこのような生物学的製剤の話題
が増えたのではないでしょうか。

かつて，寛解に達する患者さんは 1
割程度でしたが，現在では臨床的寛
解，画像的寛解，機能的寛解に達する
患者さんが増え，薬剤中止後も寛解を
維持できるような時代になっており，
MTX が欧米で RA 治療薬として承認
された 1988 年（昭和 63 年）から大き
な進歩を遂げたことは間違いありませ
ん。財団ニュースの 100 号の間に，リ
ウマチ医療は大きく変貌を遂げたと
いってもいいでしょう。

後藤：ところで世界的にも早期に治療
を開始するという方針に変わりつつあ
りますが，RA の早期診断は難しくは
ありませんか。
宮坂：そのとおりです。MTX と生物
学的製剤による治療を早期から開始す
れば，骨にはほとんど異常がない状態
にまで改善しうると言われていますか
ら，いかに早く RA だと診断するかが
ポイントになります。しかし，これま
では経過をみないと確定診断がつかな
いことも多くありました。
後藤：リウマトイド因子（RF）は，
RA 患者さんの約 80％で陽性，変形
性関節症症例で陰性となりますから，
RA の判定法の 1 つとして使用されて
きましたが，膠原病でもしばしば陽性

宮坂 信之　日本リウマチ学会理事長 髙久 史麿　日本リウマチ財団理事長

（財）日本リウマチ財団　平成 22 年度 事業計画
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）

	 リウマチ性疾患の本態解明に関す
る研究で生命科学、情報科学、遺
伝・環境学、薬物科学等の分野で、
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）

	 リウマチ性疾患の予防、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。

（8）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。

（9）リウマチのケアに関する事業を推進する。

（10）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）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。

（3）「リウマチ月間リウマチ講演会」を開催
する。
平成 22 年 6月9日（水）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。

（4）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し改善
策を当局に提案、実現に努める他、
診療報酬等に関する情報を登録医等
へ提供する。

（5）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。

（6）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。
今年度からは中央教育研修会を取りや
め、6地区での研修会を充実させる。
地区研修会　６地区（岩手県、埼玉
県、静岡県、滋賀県、山口県、熊本県）

（2）リウマチのトータルケア推進のためリウ
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を示し，RA でも陰性を示すことがあ
りますから注意が必要です。最近，シ
トルリン化ペプチド（CCP）という物
質が RA 患者さんの滑膜に抗原として
存在していることが判明し，抗 CCP
抗体を用いた早期診断が可能ではな
いかと研究が進められています。抗
CCP 抗体が陽性であればほとんどが
RA である，RF よりも早期に陽性を
示すといった利点がありますが，逆に
早期例では陰性を示すことも多く，陰
性でも RA ではないと言いきれないと
いう問題点もありますよね。
宮坂：現状では，間違いなく RA と判
定できるようなサロゲートマーカーは
存在しませんから，RF や抗 CCP 抗
体の検査結果は慎重に捉えていく必要
が確かにあります。
後藤：早期診断が難しい原因として，
ほとんどの患者さんが，痛みやこわば
りといった臨床症状が生じてから病院
を受診していることもあげられます。
宮坂：症状が生じたときには，すでに
関節の破壊が始まっていると考えた
ほうがよいでしょう。MTX や生物学
的製剤をうまく使えば，骨や軟骨の破
壊を阻止できますから，できるだけ
早期に受診していただき，関節の破
壊が進行する前に治療を開始してほ
しいですね。早期から積極的な治療
を行うことで，症状を改善する，関
節破壊を止める・予防する，機能を

回復するといった効果が期待できま
す。そのため，RA 早期治療の重要性
を広く認知させることが必要です。こ
れが，今現在残された課題の 1 つだと
思っています。学会の学会誌「Modern 
Rheumatology」，ニュースレター「リ
ウマチ」とともに，財団ニュースにも
そのような役割が求められているので
はないでしょうか。

専門看護師制度への布石と
財団ニュース

後藤：日本リウマチ財団の事業は「財
団ニュース」の発行だけではありませ
ん。主な活動を髙久先生，森専務，ご
紹介いただけますか。
髙久：コメディカルや若手医師を対象
とした RA 研究の助成，教育研修，最
近ではケア事業の研修，推進にも力を
入れ，RA 患者さんが充実した生活を
営める社会づくりを目指しています。
また，RA 関連諸団体，賛助会員の方々
への協力や国内外の学会への支援，諸
外国の RA 関係機関との国際協力・交
流・情報交換なども行い，RA 医療の
進歩と福祉の向上を図っています。そ
して，私が最も重要だと考える取り組
みは，一般の方に対する啓発活動です。
社団法人日本リウマチ友の会とも協力
し，RA に関する正しい知識を普及・

啓発するための新聞の発行，講演会や
シンポジウムの開催など，RA に関す
る社会の認知度を深める活動を行って
います。
森　：2007 年（平成 19 年）度からは，
災害時リウマチ患者支援事業の実施要
綱を定め，553 の医療機関，670 名を
超える登録医の先生方の協力の下で本
事業を進めています。現場で実践しや
すいシステムにするため，今後も改善
を進めていく計画です。また，生物学
的製剤は高価ですので，患者団体とも
協力し，医療費助成に対する要望を厚
生労働省に提出しています。
後藤：コメディカルを対象とした活動
も重要だと思いますが。
森　：ケア研修やリウマチケア専門職
制度を利用して，コメディカルの知識
向上を図っています。その一環として，
現在，リウマチ財団ホームページの『リ
ウマチ情報センター』を企画・運営し
ている財団内の医療情報委員会のメン
バーにも看護師に入ってもらうことに
なりました。
髙久：今後はぜひ，コメディカル向け

の充実したコンテンツを作成していき
たいと，当財団も検討しているところ
です。
宮坂：確かに現時点では，RA 専門の
コメディカルはいませんし，組織化も
されていませんから，今後体制を整え
ていく必要があるでしょう。MTX や
生物学的製剤など使用法が少々難しい
薬剤をうまく使いこなし，治療の質を
上げるためには，しっかりと知識を
持ったコメディカルのサポートが必要
不可欠です。欧州では，最初の問診と
関節の診察は看護師が担当していま
す。医師が担当するよりも時間がかけ
られ，標準化された対応が可能だとい
う利点があります。日本リウマチ学会
でも検討中の課題です。
後藤：わが国では，RA のナース・プ
ラクティショナーを創設できないもの
でしょうか。
髙久：すぐには難しいですが，RA 医
療にもっと深く関わりたいと考えて
いる看護師はたくさんいるはずです。
RA 患者さんは女性が多いし，看護師
にも RA 専門職をぜひ設けてほしいと

左から髙久理事長、後藤編集委員長、宮坂理事長

マチの治療とケア研修会及び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（岩手県、東京都、富山県、
大阪府、広島県、鹿児島県）

イ.	ＲＡトータルマネジメントフォーラム　
年１回・東京で開催

（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
づく事業として、今年度は欧州からの
派遣医を受入れる。

（7）日本リウマチ学会と共同で作成したリウ
マチ病学テキストにより教育研修を充
実する。

4. 登録医の養成事業
（1）平成 22 年度新規登録医の審査登録

及び平成 22 年度更新者（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）
の審査更新を行う。

（2）平成 23 年度新規登録医及び更新者
（昭和 62 年度、平成 2 年度、平成
5年度、平成 8年度、平成 11 年度、
平成 14 年度、平成 17 年度及び平成
20 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）
150～ 350 部

5.リウマチケア専門職制度の推進
リウマチケア専門職制度の創設に向け準
備を進めてきたが、今年度は、まず看護師
を対象に「日本リウマチ財団登録リウマチケ

ア看護師」制度を発足し、登録リウマチケ
ア看護師の募集、認定を行う他、他職種
の制度創設について検討する。

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。
昨年度、リウマチの治療とケア研修会開

催に併せて開催した支援医療機関の連絡
会の意見を検討して、体制の見直しをする。

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
平成 23 年度当初の移行認定を目指し、
今年度 7～ 8月中に当局への移行認定申
請を行う。

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
められる事業については後援、協賛を
行う。

（財）日本リウマチ財団　平成 22 年度 事業計画

1988 年に創刊された
日本リウマチ財団ニュース第 1 号
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思います。
後藤：財団ニュースでは，今までも看
護師の活躍にいくどか目を向けてきま
したが，今後はこのような動きからこ
の話題にますます注目せざるを得ない
と考えています。

財団ニュースにおける
RAの新基準報道などの意義

後藤：生物学的製剤など有効性の高い
薬剤が登場したことにより，早期診断，
早期治療の重要性が認知され，RA 医
療を非専門とする先生方も含め，初診
時の RA スクリーニングの必要性が高
まっていると思います。2009 年（平
成 21 年），米国リウマチ学会（ACR）
と欧州リウマチ学会（EULAR）が共
同で新しいリウマチ分類基準（ACR/
EULAR 新基準）を策定しました。財
団ニュースでもいち早く報道しました
が，宮坂先生はどうお考えですか。
宮坂：今まで我々が使っていた ACR
の RA 分類基準（ACR 1987）は，早
期診断には適さないという指摘もあり
ましたが，ACR/EULAR の新基準は
早期患者の呈する病態情報を基に改訂
され，簡潔な早期診断が可能になりま
した。新基準では，腫脹関節数，血清
学的因子，滑膜炎持続期間，炎症マー

カーの 4 群 12 項目について評価して
スコア化し，その合計が 6 点以上だと
RA と診断されます。RA の早期診断
に適しており，早期から薬物療法を開
始する際の患者選択の一助になると思
います。
後藤：早期から積極的に治療を行えば，
骨破壊の不可逆的な進行を抑え，寛解
を維持できるという報告がありますか
ら，ACR/EULAR 新基準の有用性は
高いと思います。
宮坂：ただし，問題点として偽陽性が
多く，RA ではない患者さんに MTX
を投与してしまう可能性があります。
欧米のように早期から MTX 治療を開
始するという概念が，日本の現状に適
するかどうかも含めて，リウマチ学会
で検証しています。
後藤：MTX の用量についてどのよう
にお考えですか。
宮坂：リウマチ学会がデータベースを
用いて検証した結果，現在の承認用量
の上限は 8mg/ 週ですが，16mg/ 週
までは有効性は高まり，かつ安全性も
維持できることがわかり，日本リウマ
チ学会から厚労省に報告書を提出しま
した。有効性の高い用法・用量で使用
できるよう，基準の見直しに向けて，
学会と財団が両輪となって働きかけて
いきたいと思います。現在，公知申請
の承認審査中です。

髙久：患者団体の意見も重要ですか
ら，診断基準やガイドラインの作成に
は，患者さんが参画できることが理想
です。
後藤：お二人のおっしゃるとおりです。
新基準やガイドラインが出るたびに，
その真意や活用法について臨床現場で
は疑問や不安がたくさん出ると思いま
す。そのあたりを財団ニュースでは，
今後も適宜キャッチアップできていけ
たらと思っています。

財団，学会双方のあり方
そして財団ニュースのポジション

後藤：最後に，今後の財団と学会のあ
り方について，先生方のご意見を伺い
ます。まずは財団の立場から髙久先生，
いかがでしょうか。
髙久：RA 医療を発展させる研究を担
うのが学会の役目，患者さんやコメ
ディカル，医師の方々に RA 研究の成
果を広めるのが財団の役目だと考えて
います。現在でも財団は，日本リウマ
チ学会をはじめリウマチ関連団体の国
内外の活動を支援していますが，さら
にここへ注力していきたいと考えてい
ます。また，RA 患者さんの早期発見，
早期治療を目指して，学会と財団が協
力しながら活動していきたいですね。

後藤：財団の学術調査研究助成や海外
への留学助成事業などは，日本リウマ
チ学会の進歩，発展に大きく貢献して
いると思います。学会の立場から，宮
坂先生はいかがでしょうか。
宮坂：学会も財団も，「リウマチ性疾
患の克服」という共通の目標達成に向
かって，それぞれの特徴を活かし，お
互いを補完し合うような関係を築きた
いですね。互いの事業が相乗的に働い
て，リウマチ研究を発展させ，診療内
容を向上させていくことが理想です。
また，患者さんに焦点をあてた医療が
実現できるように患者団体，財団，学
会のネットワークを強化していきたい
と思います。
後藤：編集委員の立場としては，財団
ニュースの登録医向けの情報発信をよ
り充実させたいと考えています。今ま
で学会と財団の情報紙で掲載する内容
が重複したり，読者対象が曖昧になっ
てしまったりしたことがありました
が，今後は学会のニュースレター「リ
ウマチ」の編集方針とも摺り合わせを
行い，登録医の求める有用性の高い情
報を提供できる「財団ニュース」にし
ていけたらと思います。本日はご多忙
中にもかかわらず貴重なお話をありが
とうございました。

（文責編集部）

図 2　治療目標を定めた治療のアルゴリズム

1～3ヵ月ごとの

疾患活動性の評価と

治療の調整により

目標達成

3～6ヵ月ごとの

疾患活動性の評価と寛解が

維持されていない場合は

治療の調整

臨床的寛解 臨床的寛解の維持

低疾患活動性 低疾患活動性の維持

活動性の関節リウマチ

早期リウマチ患者

長期罹患患者

Smolen JS et al. Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an 
international task force. Ann Rheum Dis 2010;69:631-637 より改変（岡田正人）

表１．Overarching principles：包括的な原則

（A）The treatment of rheumatoid 
arthritis must be based on a 
shared decision between 
patient and rheumatologist.

（B）The primary goal of treating the 
patient with rheumatoid arthritis 
is to maximize long-term 
health-related quality of life 
through control of symptoms, 
prevention of structural 
damage, normalization of 
function and social 
participation.

（C）Abrogation of inflammation is 
the most important way to 
achieve these goals.

（D）Treatment to target by 
measuring disease activity and 
adjusting therapy accordingly 
optimizes outcomes in 
rheumatoid arthritis.

Smolen JS et al. Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international 
task force. Ann Rheum Dis 2010;69:631-637

（A）治療は患者と専門医が話し合っ
たうえで決定されるべきである。

（B）治療の第１目標は，通常の社会
生活を送り，長期にわたる最高
の生活の質を確保することであ
る。そのためには症状のコント
ロール，関節破壊の予防，運動
機能の正常化が必要である。

（C）炎症の完全なコントロールが目
標を達成する最善の方法である。

（D）疾患活動性の評価と治療の適切
なバランスをとりながら，明確
な目標に向かって治療を進める
ことが最高の結果をもたらす。

岡田正人 編集委員

日の私の DAS はいくつですか」と
患者から尋ねられるようになるかも
しれない。学会誌である Annals of 
Rheumatic Diseases の 2010 年 4 月号
に正式に論文として掲載されたため，
概略に関してお伝えする。

包括的原則

まずは，治療標的を定めた関節リウ
マチ診療における 10 の推奨を作成す
るに当たり共通認識としての「包括的
な原則」が作成されている（表１）。

治療目標を説明し，それを達成するた
めの治療における選択肢を提示し，そ
れぞれの利点とその副作用を理解した
うえで患者が同意して治療が開始され
るべきとされている。これは，個々の
患者において予後因子，合併症などに
よる薬物副作用の危険度などが異なる
ため，医師からの一方的で画一的な治
療を患者に押し付けるのではなく，あ
くまで個別化医療が重要であることを
確認しているからである。また，客観
的な DAS28 などの評価方法を使用し
て，短期的には臨床的寛解を目指すこ
とが原則ではあるが，中長期的には画
像的寛解，機能的寛解も念頭に置くこ
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開催の背景

研修会というと演者によるセミナー
形式や指導者の手技をハンズオン形式
で体験する形式が多いと思うが，リウ

マチの場合，確定診断や進行性をみる
ために多くの指標や手技が存在すると
ともに，多種多様の薬剤を使用し，し
かも様々な合併症を併発しやすいこと
から，複数の研修会を掛け持ちしない
とその経験値を上げることはやや難し
いところがある。このことは，登録

医の先生方もよくご存知のことであろ
う。

しかしながら，患者さんはそのよう
な医療者側の経験値の深まりを待って
はくれない上に，専門医の全国的分布
もままならない。しかもその状況は以
前と大きく代わり映えしないともいえ

編集委員の羽生氏が整形外科とリウマチ科の部長を務める新潟県長岡市長岡赤十字病院を，「関節リウマチの実技を
伴う研修会が研修医と非専門医に向けて実施されている」という情報をもとに，昨年の 11 月 5 日，後藤 眞編集委員
長が取材訪問した。

本特別レポートは，その際の研修会の模様とその考察である。

る。使用できる生物学的製剤の種類も
増え，リウマチ治療が「より早期に，
より濃厚へ」とシフトし，早期患者さ
んをいかにキャッチアップできるかが
治療テーマの 1 つとなってきている現
在，非専門医の先生方にも，最近の関
節リウマチ治療の流れを理解して頂
き，患者さんを専門医に送るか，正し
い治療をなるべく早めに施してもらえ
るようになるべきと考えられている。

このようなことを踏まえて，羽生編
集委員は，数年前より研修医の研修機
会を有効活用して，周辺の非専門医へ
の情報提供・連携強化を意図してこの
会を実施しているそうである。

研修会の特徴

この研修会は，平成 15 年の発足で
ある。プログラム自体は，同病院のリ
ウマチ専門の整形外科医，内科医が共
同で作成しているそうである。病院内
の広い講堂を利用して，①リウマチ性

表２．治療標的を定めた関節リウマチ診療：推奨 10項目（エビデンスと専門医の意見から）
10 recommendations on treating rheumatoid arthritis to target based on both evidence and expert opinion

表２．治療標的を定めた関節リウマチ診療：推奨 10項目（エビデンスと専門医の意見から）
10 recommendations on treating rheumatoid arthritis to target based on both evidence and expert opinion

（1）The primary target for treatment of rheumatoid 
arthritis should be a state of clinical remission.

（2）Clinical remission is defined as the absence of signs 
and symptoms of significant inflammatory disease 
activity.

（3）While remission should be a clear target, based on 
available evidence low disease activity may be an 
acceptable alternative therapeutic goal, particularly in 
established long-standing disease.

（4）Until the desired treatment target is reached, drug 
therapy should be adjusted at least every 3 months.

（5）Measures of disease activity must be obtained and 
documented regularly, as frequently as monthly for 
patients with high/moderate disease activity or less 
frequently (such as every 3‒6 months) for patients in 
sustained low disease activity or remission.

（6）The use of validated composite measures of disease 
activity, which include joint assessments, is needed 
in routine clinical practice to guide treatment 
decisions.

（7）Structural changes and functional impairment should 
be considered when making clinical decisions, in 
addition to assessing composite measures of disease 
activity.

（8）The desired treatment target should be maintained 
throughout the remaining course of the disease.

（9）The choice of the (composite) measure of disease 
activity and the level of the target value may be 
influenced by consideration of co-morbidities, patient 
factors and drug-related risks.

（10）The patient has to be appropriately informed about 
the treatment target and the strategy planned to 
reach this target under the supervision of the 
rheumatologist.

（1）治療目標は臨床的寛解である

（2）臨床的寛解とは関節炎症の症状および所見のな
い状態である

（3）臨床的寛解が明確な目標ではあるが、現時点で
のエビデンスによれば、特に長期罹患患者では
低活動性も治療の到達目標の選択肢である。

（4）治療目標が達成されるまでは、少なくとも 3ヵ月ご
との薬物療法の調整をおこなう

（5）高・中等度活動期には毎月、低活動性・寛解
の時期でも最低 3～6カ月ごとに疾患活動性を評
価しカルテに記載すべきである。

（6）治療計画作成には、関節評価を含む、有用性が
実証された活動性評価基準を用いる

（7）活動性評価に加え、画像的および機能的評価も
考慮すべきである

（8）治療による到達目標を一貫して念頭に置き診療に
あたる

（9）活動性評価基準や治療目標の選択は、患者それ
ぞれの合併症、生活様式、薬物による有害事象
の危険度などを考慮する

（10）リウマチ専門医の診療のもとで、臨床的寛解に
向かって、どのような治療が行われるのかをわかり
やすく患者に説明する

Ev. Op.
C　9.1

D　7.8

A　8.6

A　8.7

D　8.5

D　9.0

D　9.3

C　9.7

D　9.5

D　9.3

Smolen JS et al. Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis 2010;69:631-637

Smolen JS et al. Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis 2010;69:631-637

Ev：エビデンスレベル（A～D）
Op：専門医の平均評価（1～10）

（1）The primary target for 
treatment of rheumatoid 
arthritis should be a state of 
clinical remission.

（2）Clinical remission is defined 
as the absence of signs and 
symptoms of significant 
inflammatory disease activity.

（3）While remission should be a 
clear target, based on 
available evidence low 
disease activity may be an 
acceptable alternative 
therapeutic goal, particularly 
in established long-standing 
disease.

（4）Until the desired treatment 
target is reached, drug therapy 
should be adjusted at least 
every 3 months.

（5）Measures of disease activity 
must be obtained and 
documented regularly, as 
frequently as monthly for 
patients with high/moderate 
disease activity or less 
frequently (such as every 3‒6 
months) for patients in 
sustained low disease activity 
or remission.

（1）治療目標は臨床的寛解である。

（2）臨床的寛解とは関節炎症の症
状および所見のない状態であ
る。

（3）臨床的寛解が明確な目標では
あるが，現時点でのエビデンス
によれば，特に長期罹患患者
では低活動性も治療の到達目
標の選択肢である。

（4）治療目標が達成されるまでは，
少なくとも 3ヵ月ごとの薬物療
法の調整を行う。

（5）高・中等度活動期には毎月，
低活動性・寛解の時期でも最
低3～6カ月ごとに疾患活動性
を評価しカルテに記載すべきで
ある。

Ev. Op.
C 9.1

D 7.8

A 8.6

A 8.7

D 8.5

（6）The use of validated 
composite measures of 
disease activity, which 
include joint assessments, is 
needed in routine clinical 
practice to guide treatment 
decisions.

（7）Structural changes and 
functional impairment should 
be considered when making 
clinical decisions, in addition 
to assessing composite 
measures of disease activity.

（8）The desired treatment target 
should be maintained 
throughout the remaining 
course of the disease.

（9）The choice of the (composite) 
measure of disease activity 
and the level of the target 
value may be influenced by 
consideration of 
co-morbidities, patient factors 
and drug-related risks.

（10）The patient has to be 
appropriately informed about 
the treatment target and the 
strategy planned to reach this 
target under the supervision of 
the rheumatologist.

（6）治療計画作成には，関節評
価を含む，有用性が実証され
た活動性評価基準を用いる。

（7）活動性評価に加え，画像的お
よび機能的評価も考慮すべき
である。

（8）治療による到達目標を一貫して
念頭に置き診療にあたる。

（9）活動性評価基準や治療目標
の選択は，患者それぞれの合
併症，生活様式，薬物による
有害事象の危険度などを考慮
する。

（10）リウマチ専門医の診療のもと
で，臨床的寛解に向かって，
どのような治療が行われるのか
をわかりやすく患者に説明す
る。

Ev. Op.
D 9.0

D 9.3

C 9.7

D 9.5

D 9.3

とが重要であるとされている（図 2）。

治療標的を定めた
関節リウマチ診療における
10 の推奨

次に実際の具体的な推奨が 10 項目
挙げられているが（表 2），これはエ
ビデンスと専門医の意見を反映したも
のという副題が付けられている。実際
に各項目につき論文的なエビデンスの
レベルが最も強い A から最も弱い D
までと，作成にかかわった専門医が完
全に同意（一致）する場合の‘10’か

ら全く同意できないの‘１’まで，投
票されたその平均点が併記されてい
る。数値目標を治療に組み込むことが
一般化している糖尿病，高血圧，脂質
異常などと比して，患者数の限られて
いる関節リウマチにおいては，エビデ
ンスレベルの高い項目は限られてい
る。しかしながら，エビデンスと専門
医の意見の一致に大きな相違があるこ
とは，関節リウマチ診療の Art の部
分が実地臨床において確立しており，
専門性の高い分野として成り立ってい
ることを表しているようである。

DAS28 のような客観的な指標を用

いて，通常は臨床的な寛解を目指す
が，やはり長期罹患患者などでは，現
在の生物学的製剤を駆使しても寛解導
入は困難な症例もあるため，低疾患活
動性も許容されうる範囲の治療目標で
あり，目標を達成するまではきめ細や
かな診療が勧められている。また，評
価方法に関しても，DAS28 に含まれ
ない MTP や足関節に病状の強い患者
では柔軟に他の評価方法を選択するな
どが勧められている。患者の背景を考
慮し具体的な治療計画を立てる個別化
医療を患者が理解したうえで実践する
ことにより，満足の得られる効果と副

作用の軽減が実現できると提言されて
いる。

Reference :
S m o l e n  J S  e t  a l .  T r e a t i n g 

rheumatoid arthritis to target：
recommendations of an international 
task force. Ann Rheum Dis 2010；
69：631-637.

Atar D et al. ‘Treat to target’：
moving targets from hypertension, 
hyperlipidaemia and diabetes to 
rheumatoid arthritis. Ann Rheum 
Dis 2010；69：629–630.
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疾患を疑ったときにどのような検査を
行うか，その解釈の仕方（6 症例ぐら
いを順繰りにグループで検討），②関
節所見のとり方と関節リウマチの活動
性指標の 1 つとなっている DAS28 を
どのように測定するか（触診の実習，
腫れや触感を解説，VAS スケールの
使い方や DAS28 の計算機なども実
演），③関節 X-P の読み方（モニター
に数症例を掲示），の 3 つのコーナー
を設けて研修を行っている。毎回出席
する 30 人弱の研修医は，1 つのコー
ナーごとに約 20 分間程度ずつ指導医
の説明を受けてローテーションしてい
く形になる（写真１，２）。

参 加 し た 研 修 医 は，DAS28 の 測
定コーナーでは，交替で患者役も務
め，関節所見のとり方を相互に理解
し合うことも実施している。これ
は， い わ ゆ る Objective Structured 
Clinical Examination（OSCE） of 
Rheumatology を模しているそうであ
る（写真３）。

非専門医との
関係構築の場として

しかし本研修会の特徴は，このよう
な集中研修の形式，それだけではない。
本会の本来の目的は，その研修医たち
の周囲をぐるりと取り巻いていた，長
岡赤十字病院周辺で開業している医師
あるいは勤務しているリウマチの非専
門医の先生方に，参加している研修医
と同じように，リウマチ医療の診断技
術・情報を御提供することにある。病
診連携先として，紹介先の病院として，
周辺地域の内科，整形外科の開業医・
勤務医を招いて，気軽にリウマチ医療
に触れて頂いていることが，繰り返す
ようだが肝心なことである。今回は 2
時間弱の研修時間枠の中，診療を終え
た先生方が入れ替わり立ち替わり 10

名以上，ギャラリーとして参加してい
た（写真 4）。

この試みが意図するものと
全国的視野

生物学的製剤の登場と機を同じくす
るように，関節リウマチの治療は，そ
の病歴の浅いうち，骨破壊，関節破壊
が進行し不可逆的になる前に対処すべ
き，という知見がほぼ一般化してい
る。「慢性」という表記はとうにはず
れ，より効果的な DMARDs も普及し，

（臨床的）寛解という概念が患者さん
にも伝わり始めている現在，その対象
となる早期（中等症）患者さんを早く
見つけ，専門の先生によってしかるべ
き処置を施したい，という理由から，
単なる有害事象対策ではない病診連携
にも力を入れる必要がある，というの
がこの研修会の二次的目的である。そ
れなので，リウマチ患者さんの相互紹
介や医療連携の具体的な方法などを例
示し，課題や留意すべき症例，紹介後
の患者さんの様子を共有化する試みな
ども行っているそうである。

この試みが実を結んでいるおかげ
か，生物学的製剤を導入した上で地域
の施設との連携を図っている患者さん
は，この施設関連では 200 名を超えて
いるそうである。生物学的製剤を安全
かつ速やかに導入するためには，地域
との連携は有害事象対策の面を見るだ
けでもたいへん重要なことであるのは
今まで再三叫ばれてきたことである。

各地にできている，あるいはこれから
作られる「リウマチ・ネットワーク」
をより実効あるものとするには，いろ
いろな方策があると思われるが，まず
は中心となる医療圏，周辺地域のリウ
マチ治療情報を質・量ともにかさ上げ
するための対策が必要なことを，今回
の取材では示唆できるのではなかろう

中越リウマチを診る会（事務局担当）
長岡赤十字病院　内科　佐伯敬子氏　より一言

RA の主な障害部位は関節であるが，合併症など
で関節炎以外の問題で医療機関を受診することも多
い。しかし RA 治療は専門医以外には馴染みがなく，
実際の医療現場では困ることがしばしばであった。
また，治療の進歩に伴い RA は“早くみつけて専門
医に紹介する”ことが一層重要となり，さらに生物
学的製剤の登場とともに RA 専門以外の医師と連携
して治療にあたる事例も増加してきた。このような
背景から当院では“RA 専門の先生はもちろん，RA
が専門でない先生も一緒に RA の診療を考える”こ
とを目的に，平成 15 年 “（新潟県）中越（地区）リ
ウマチを診る会”を発足した。

リウマチ専門の整形外科，内科医師が一緒にプロ
グラムを作成し，当初は主に周辺地域の内科，整形
外科の開業医，勤務医を対象に関節炎の見方，合併
症の対応などの勉強を主体とした。しかし，生物学
的製剤の普及に伴い，平成 19 年からはよりリウマ
チ教育と病診連携に重点をおいた内容とし，今回取
り上げていただいた教育プログラムも 3 回目となっ
た。体験型実習は単なる講義より面白いと研修医に
好評で，また研修医が質問や失敗をしてくれること
で開業，勤務医の先生も参加しやすい雰囲気がつく
られている。

RA の正しい診断に重点をおいたプログラムであ
るが，最後に RA 治療についても概説し，“RA と診
断したらステロイドではなくてまず抗リウマチ薬”

“診断がはっきりしなかったらステロイドは使わな
い”を強調して，安易にステロイドが処方されるこ
とがないよう警鐘を鳴らしている。

一方，病診連携プログラムとしては内科，整形の

開業医・勤務医を対象に患者の紹介法，RA の基本
的治療法，連携治療の具体的やり方などを呈示し，
問題点，留意すべき点や連携患者のその後の経過の
検討などを行っている。昨年はリウマチ治療 Q&A
として主にメトトレキサート（MTX）や生物学的製
剤治療の使い方を説明した。MTX は RA の anchor 
drug であるが，その使い方についてはまだ多くの
医師にとって不慣れな点が多く，連携しても減量さ
れたり中止されたりするケースが多いため，特に勉
強の必要性を感じている。地域の医療機関といかに
正しく，安全に連携して治療にあたれるか，いかに
連携できる医療機関を広げていけるか，毎回試行錯
誤しながらテーマと会の進め方を決めている。現
在 200 名を超える生物学的製剤導入を行い，16 施
設と連携を行っているが，この会を通じ今後さらに
多くの患者を安全に治療できる体制を整えていきた
い。

写真５　指導する佐伯敬子 氏

写真２ 関節 X-P の読み方のコーナー

写真１ リウマチ性疾患を疑ったときにどのような検査を行うか，その
解釈の仕方のコーナー

写真３ 関節所見のとり方と DAS28 の測定のコーナー

写真４ 研修医を取り巻く地域の先生方

か。
最後に，このような教育的ネット

ワークが全国的に拡大することがリウ
マチ診療の質の向上に繋がるので，是
非，今後とも会の継続と，各地の専門
医の方々の奮起を期待したい。

（後藤　眞）



平成22年5月1日発行　No.100	 日本リウマチ財団ニュース	 平成17年 6月22日　第三種郵便物認可	 　　7

（財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師規則
平成22年4月1日制定

（制度の目的）
第１条（財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師制度は、リウマチ性疾患のケ

アに関する優れた看護師を育成し、リウマチ登録医等と連携・協調して医
療技術の進歩と医療水準の向上を図り、系統的治療により、国民の健康と
福祉に貢献することを目的とする。

（登録）
第２条　財団法人日本リウマチ財団（以下、「財団」という。）は、前条の目的を達

成するため、日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師（以下「リウマチ
ケア看護師という。」の登録を行う。（欧文標記を "The certified Nurse by 
Japan Rheumatism Foundation" とする。）

（リウマチケア看護師の資格）
第３条　リウマチケア看護師の登録は、関節リウマチ及び類似疾患並びに膠原病（以

下「リウマチ性疾患」という。）について、別に定める「（財）日本リウマ
チ財団リウマチケア看護師研修カリキュラム」相当のケアの知識及び経験
を有し、現在に至るまで引き続き 3 年以上リウマチケアに従事している看
護師であって、直近の５年間において次の各号の要件を満たす者について
行う。

（１）リウマチ性疾患ケア指導患者名簿 20 名（関節リウマチ３例以上を含
む。）を有すること。

（２）前号のリウマチ性疾患ケア指導患者名簿のうち 10 名（前号に規定す
る関節リウマチ３例以上を含む）について、リウマチ性疾患ケア指導
記録の記載を有すること。

（３）財団が主催し又は認定するリウマチのケアに関する教育研修会（以下
「教育研修会」という。）に出席し、20 単位以上を取得した証明書を有
すること。

（４）治験コーディネーター（CRC）資格者等で、リウマチ性疾患の治験に
参加した場合は、前号の単位の 10 単位に充てることとし、治験担当
医師の署名による証明書を有すること。

（５）日本リウマチ財団の「災害時リウマチ患者支援事業実施要綱」等に基
づき、災害発生時にリウマチ性疾患患者のケア指導に従事した場合（実
地訓練を含む）は、第３号の単位の５単位に充てることとし、担当医
師の署名した従事記録書を有すること。

（リウマチケア専門職審査委員会）
第４条 1. リウマチケア看護師の資格審査等を行うため、財団にリウマチケア専門

職審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。
２. 委員会の委員は、理事長が任命する。

（資格審査及び登録）
第５条 1. リウマチケア看護師の資格審査（以下「審査」という。）は、毎年 1 回行う。

２. 審査を受けようとする者は、次の各号の書類に審査料を添えて財団に提
出するものとする。

（１）リウマチケア看護師登録申請書
（２）履歴書
（３）第３条各号の資格要件を満たす事を証する書類等
（４）リウマチ登録医等の推薦書　　
３. 審査は、書類審査とする。
４. 理事長は、審査に合格した者をリウマチケア看護師名簿に登録し、登録

証を交付する。登録証の交付を受ける者は、登録料を納付しなければな
らない。

（登録の有効期間）
第６条　リウマチケア看護師の登録は、登録の日から 3 年を経過したときは効力を失

う。ただし、登録資格の再審査を行うことにより効力を更新する。

（リウマチケア看護師資格の再審査）
第７条 1. リウマチケア看護師であって、引き続きリウマチケアに従事し、リウマ

チ性疾患ケア指導患者名簿 15 名以上を有し、且つ、次の各号のいずれ
かに該当する者は、リウマチケア看護師資格の再審査を受けることがで
きる。

（１）教育研修会において 12 単位以上を取得した者にあっては、リウマチ
性疾患ケア指導患者名簿から作成された 5 例以上のリウマチ性疾患ケ
ア指導記録（第３条第１号に規定する関節リウマチ３例以上を含むも
のとする。）を有すること。

（２）教育研修会において 6 単位以上を取得した者にあっては、リウマチ性
疾患ケア指導患者名簿から作成された 10 例以上のリウマチ性疾患ケ
ア指導記録（第３条第１号に規定する関節リウマチ３例以上を含む者
とする。）を有すること。

（３）第３条第４号のリウマチ性疾患への治験コーディネーター参加の場合
の単位数 10 単位については、資格の再審査においては６単位とし、
治験担当医師の署名による証明書を有すること。

（４）第３条第５号の災害発生時のリウマチ性疾患患者のケア指導に従事し
た場合（実地訓練を含む）の 5 単位については、資格の再審査におい
ては 3 単位とし、担当医師の署名した従事記録書を有すること。

2. リウマチケア看護師の資格の再審査を受けようとする者は、次の各号の
書類に登録更新料を添えて財団に提出するものとする。

（１）登録資格更新申請書
（２）第１項の要件を満たす事を証する書類等
（３）リウマチ登録医等の推薦書

３. 第５条第１項、第３項及び第４項（同項後段の規定を除く。）の規定は、
登録資格の再審査について準用する。

（登録資格の再審査の特例）
第８条 1. 次に掲げる者は、前条第１項の規定に該当しない場合においても、リウ

マチケア看護師の資格の再審査を受けることができる。
（１）登録の有効期間満了時において 65 歳以上であり、その時まで継続し

て 6 年以上リウマチケア看護師である者
（２）登録の有効期間満了時まで継続して 18 年以上リウマチケア看護師で

ある者
２. 前条第２項第２号の規定は、前項に規定する者については適用しない。

（登録の取消）
第９条 1. リウマチケア看護師としてふさわしくない行為があったと認められると

きは、理事長はその者の登録を取り消すことができる。
２. 理事長は、前項の規定により登録を取消そうとするときには、委員会の

意見を聞かなければならない。

附則
１. この規則は平成 22 年４月１日より施行する。

（財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師規則施行細則
平成22年4月1日制定

（リウマチケア専門職審査委員会）
第１条 1. 規則第４条のリウマチケア専門職審査委員会は、委員長１名、副委員長

1 名、委員若干名をもって構成する。
２. 委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
３. 委員会の事務局は、財団法人日本リウマチ財団に置く。
４. 委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

（登録の申請）
第２条 1. リウマチケア看護師の登録の申請受付期間は、毎年 7 月 1 日から 9 月 30

日までとする。
２. リウマチケア看護師規則（以下「規則」という。）第５条第２項第１号

の申請書には、看護師免許証の写しを添えなければならない。

（審査料等）
第３条 1. 規則第５条第２項の審査料は、１万円とする。

２. 規則第５条第４項の登録料は、５千円とする。
３. 規則第７条第２項の登録更新料は、１万円とする。
４. 納付された審査料、登録料又は登録更新料は、返却しない。

（審査結果の通知）
第４条　理事長は審査結果を申請者に通知する。

（海外留学、出産・育児等の場合の申請特例）
第５条 1. リウマチケア看護師であって、海外留学、出産・育児等の理由により、

第２条第１項に規定する期間に申請を行うことができない者は、あらか
じめ申請受付期限の延期を求めることができる。この場合においては、
当該申請を行うことができない事情を証する資料を提出しなければなら
ない。

２. 前項に規定する申請受付期限の延期が認められた者は、帰国等によりそ
の事情が解消したときは、速やかに申請書を提出しなければならない。

附則
１. この細則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

（財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師規則の経過措置に関する規程
平成22年4月1日制定

第１条 1. リウマチ看護師規則が規定通り運用可能な期間までの 3 年間（平成 25
年 9 月 30 日まで）は過渡的期間として、以下の経過措置でリウマチケ
ア看護師の登録を行う。

２. 規則第３条３号については、直近 5 年間に 3 回以上、発表又は参加の実
績があることとし、規則第５条第２項第３号の要件を満たす書類等につ
いては、その証明となるプログラム、参加票、出張願、復命書等の提出
によることとする。

 又、第４号の治験参加、第５号の災害発生時のリウマチ性疾患患者のケ
ア指導に従事した場合（実地訓練を含む）については、教育研修会へ 1
回参加したものとして扱い、治験担当医師の署名による証明、担当医師
の署名した従事記録を有すること。

第２条　経過措置の期間であっても資格の再審査は、規則第７条の規定に従って審査
を行う。

第３条　平成 22 年度の登録申請受付は、平成 22 年 7 月１日から同年 10 月 31 日まで
とする。

附則
１. この規程は平成 22 年４月１日から施行し、平成 25 年 3 月 31 日で終了

とする。 
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日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師申請の流れ

3年以上継続的にリウマチケアに従事し直近の5年間において次の要
件を満たすこと
① リウマチ性疾患ケア指導患者名簿20名（関節リウマチ3名含む）
 →この内10名の指導記録記載
② リウマチケアに関する教育研修会（財団主催または認定研修）20
単位以上
＊治験コーディネーターとして治験に参加した場合は10単位、災害
時リウマチ患者支援事業に従事した場合は（実地訓練を含む）
5単位を、教育研修会出席単位相当と認める。

（1回／年） （7月1日～9月30日）
① 申請書・看護師免許証の写し
② 履歴書
③ 資格を満たす書類
④ リウマチ登録医等の推薦書
⑤ 審査料：10,000 円

① リウマチケア看護師に登録
② 登録料：5,000 円
③ 登録証交付
④ 登録期間：3年間

資  格

申請・審査

登  録

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師

（特徴） ① 専門的知識、スキル、患者視点のケア
 ② 看護師としてのキャリアアップ　
 ③ リウマチケア研修会の参加による各種専門職との交流
 ④ リウマチ登録医等との連携・協調
 ⑤ （社）日本看護協会との連携　
  → わが国のリウマチの医療水準の向上、リウマチ患者のADL, QOLの改善

リウマチケア
研修会

審査委員会

日本リウマチ財団日本リウマチ財団

看護師リウマチ患者 看護学生

リウマチケア看護師

登録医

協力 協力

協調

ケア依頼
審査と指導

指導・教育
指導・実践

研修

教育

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師申請の流れ

3年以上継続的にリウマチケアに従事し直近の5年間において次の要
件を満たすこと
① リウマチ性疾患ケア指導患者名簿20名（関節リウマチ3名含む）
 →この内10名の指導記録記載
② リウマチケアに関する教育研修会（財団主催または認定研修）20
単位以上
＊治験コーディネーターとして治験に参加した場合は10単位、災害
時リウマチ患者支援事業に従事した場合は（実地訓練を含む）
5単位を、教育研修会出席単位相当と認める。

（1回／年） （7月1日～9月30日）
① 申請書・看護師免許証の写し
② 履歴書
③ 資格を満たす書類
④ リウマチ登録医等の推薦書
⑤ 審査料：10,000 円

① リウマチケア看護師に登録
② 登録料：5,000 円
③ 登録証交付
④ 登録期間：3年間

資  格

申請・審査

登  録

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師

（特徴） ① 専門的知識、スキル、患者視点のケア
 ② 看護師としてのキャリアアップ　
 ③ リウマチケア研修会の参加による各種専門職との交流
 ④ リウマチ登録医等との連携・協調
 ⑤ （社）日本看護協会との連携　
  → わが国のリウマチの医療水準の向上、リウマチ患者のADL, QOLの改善

リウマチケア
研修会

審査委員会

日本リウマチ財団日本リウマチ財団

看護師リウマチ患者 看護学生

リウマチケア看護師

登録医

協力 協力

協調

ケア依頼
審査と指導

指導・教育
指導・実践

研修

教育

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師募集

日本リウマチ財団では、
財団登録リウマチケア看護師の募集を始めます。

平成22年度は７月１日より10月31日まで登録申請を受付けます。

リウマチケア看護師とは

制度の詳細については下記へお問い合わせ下さい。

生物学的製剤による治療など、リウマチ性疾患の治療環境
が大きく変化し、多職種によるチーム医療の重要性がます
ます大きくなってきました。リウマチ性疾患のケアに関す
る優れた看護師を育成し、リウマチ登録医等と連携・協調
して医療水準の向上と安全・安心の医療の実践を図り、リ
ウマチ性疾患患者により良い治療環境を提供することを目
的に、平成 22 年度より「（財）日本リウマチ財団登録リウ
マチケア看護師」制度を発足致しました。
一定の資格要件を定め資格審査を行った上で登録すること
になります。
リウマチ看護を実践されている看護師の方々は是非ご応募
下さい。 

財団法人 日本リウマチ財団
〒170-0005
東京都豊島区南大塚 2丁目 39番地 7号
ヤマモト大塚ビル 5階
TEL：03-3946-3551　Fax:03-3946-7500
E-mail：fvgh6660@mb.infoweb.ne.jp
URL：http://www.rheuma-net.or.jp/ 

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 22 年 3 月〜

（故）松崎　秀夫様

●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。

日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞及び
日本リウマチ財団リウマチ福祉賞受賞者 決定

日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞及び日本リウマチ財団リウマチ福祉賞受賞者が
決定しました。

日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞受賞者　
田中 清介氏　近畿大学名誉教授
永年にわたりリウマチ性疾患にかかわる医学教育を通じ、わが国のリウマチ学の進歩・
発展に著しく貢献された方を顕彰するものである。（東京女子医科大学附属膠原病リウ
マチ痛風センター名誉所長であった故柏崎禎夫氏の遺志により創設）

日本リウマチ財団リウマチ福祉賞受賞者
槇坪 夛鶴子氏　映画監督　企画制作パオ（有）代表

（社）日本リウマチ友の会会員
永年にわたる社会的救済活動を通じ福祉向上に著しく貢献した人に贈られるものである。

授賞式は、リウマチ月間リウマチ講演会 （6 月 4日開催　丸ビルホール 東京都千代田
区 丸ビル 7 階）において執り行います。

リウマチケア看護師関係書類一覧
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H22.� 〜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。

5/22（土）　14:15　1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（株）
大津 貴智
Tel.090-7632-1316

5/20（木）19:00　2単位 宮城
関節リウマチ学術講演会inSENDAI
ワイス（株）
成瀬 麻紀
Tel.022-264-4321

5/15（土）　17:00　1単位 北海道
献血ベニロン-Ⅰ適応追加記念講演会
帝人ファーマ（株）札幌支店
高畑 諭
Tel.011-219-6627

5/14（金）　19:00　1単位 秋田
秋田県整形外科リウマチセミナー
武田薬品工業（株）秋田営業所
金沢 好浩
Tel.018-824-5311

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

北海道・東北

7/2（金）　19:00　1単位 北海道
第2回 帯広関節リウマチ学術講演会
中外製薬（株）
庵原 一章
Tel.011-271-5311

6/29（火）　19:00　1単位 福島
会津医学会学術講演会
エーザイ（株）郡山CO
針木 修
Tel.024-932-0704

6/19（土）　18:00　1単位 福島
第20回 福島県リウマチフォーラム
大正富山医薬品（株）北日本支店
河野 彰治
Tel.022-267-2565

6/11（金）　19:00　1単位 北海道
旭川リウマチ研究会
旭川医科大学整形外科学教室
研谷 智
Tel.0166-68-2511

5/28（金）　19:30　1単位 茨城
第18回 膠原病リウマチ懇話会
アステラス製薬（株）関越支店つくば第一
営業所第一チーム
水村 裕一 Tel.029-850-5601

5/27（木）～30（日）5/27 12:20 5/28 12:30 
5/29 12:15 5/30 11:45 各1単位 東京
第83回 日本整形外科学会総会
ランチョンセミナー

（株）コングレ 北山 聖治 Tel.03-5316-5307

5/27（木）～30（日）28日（金）8:00 1単位 東京
第83回日本整形外科学会学術総会
モーニングセミナー

（株）コングレ　北山 聖治
Tel.03-5316-5307

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
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

5/18（火）　19:30　1単位 東京
第29回 ひがし東京リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）
関口 和男
Tel.03-3647-1213

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

6/9（水）　20:00　1単位 埼玉
第1回 埼玉リウマトロジーカンファレンス
エーザイ（株）免疫・炎症担当
林 秀春
Tel.049-245-6321

6/5（土）　17:00　1単位 東京
第23回 城南リウマチ会
武田薬品工業（株）品川営業所
山本 浩平
Tel.03-5759-5636

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

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

6/1（火）　19:00　1単位 新潟
第90回 膠原病研究会
新潟大学医歯学総合病院第二内科
黒田 毅
Tel.025-227-2192

7/2（金）　19:45　1単位 茨城
第6回 常陸リウマチ治療研究会
田辺三菱製薬（株）水戸営業所
大亀 淳
Tel.029-226-6601

6/26（土）　18:30　1単位 新潟
第16回 新潟リウマチ医の会
エーザイ（株）新潟コミュニケーションオフィス
佐久間 一好
Tel.025-243-4855

6.26（土）　16:50　2単位 長野
リウマチ治療談話会
長野赤十字病院
金物 壽久
Tel.026-226-4131

6/26（土）　16:00　2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

6/25（金）　19:45　1単位 山梨
第6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

7/8（木）　19:40　1単位 神奈川
The 8TH Yokohama Bone & Joint Seminar
横浜市立大学大学院医学研究科運動器
病態学
熊谷 研 Tel.045-787-2655

7/8（木）　19:40　1単位 神奈川
第7回 SAGAMI OSTEOPOROSIS研
究会
万有製薬（株）中日本営業部
松島 宏和 Tel.080-5181-7522

7/8（木）　19:00　1単位 茨城
第6回 取手リウマチ懇話会
ワイス（株）東日本支店
成見 公一
Tel.022-264-4321

7/7（水）　19:00　2単位 神奈川
第9回 横浜関節疾患研究会
横浜市立大学医学部整形外科
熊谷 研
Tel.045-787-2655

7/2（金）　20:00　1単位 茨城
第7回 茨城リウマチケア研究会
エーザイ（株）水戸コミュニケーションオフィス
川島 文明
Tel.029-224-8131

6/26（土）　15:30　1単位 愛知
第16回 藤田リウマチカンファレンス
ワイス（株）
水野 智弘
Tel.052-957-5715

6/25（金）　19:45　1単位 静岡
静岡関節リウマチ治療セミナー
田辺三菱製薬（株）静岡営業所レミケー
ド部
田代 明久 Tel.054-253-7731

6/19（土）　15:45　1単位 岐阜
第9回 岐阜整形外科セミナー
山内ホスピタル整形外科
大橋 俊郎
Tel.058-268-0567

6/3（木）　19:30　1単位 愛知
第14回 西三河南部整形外科医会
ワイス（株）
諏訪 智之
Tel.070-5453-4918

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

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

東海・北陸

7/29（木）　19:00　2単位 埼玉
埼玉県整形外科医会 学術講演会
エーザイ（株）大宮コミュニケーションオフィス
紋谷 洋志
Tel.048-647-9961

6/26（土）　17:00　1単位 愛知
三河湾リウマチセミナー
田辺三菱製薬（株）
谷村 卓磨
Tel.0564-58-8222

6/26（土）　13:30　1単位 大阪
第4回 大阪最新整形外科研修セミナー
大阪市立大学大学院医学研究科整形外科
小川 昭子
Tel.06-6645-3851

6/12（土）　16:00　2単位 奈良
第6回 奈良RAサイトカイン治療研究会
田辺三菱製薬（株）奈良第一営業所
三百田 匡
Tel.0742-26-8200

6/5（土）　16:15　1単位 大阪
第3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
石井 正悦
Tel.072-840-2641

5/29（土）　17:00　1単位 奈良
第13回 奈良膠原病研究会
旭化成ファーマ（株）
杉田 英之
Tel.0742-34-4801

5/22（土）　16:00　1単位 大阪
第21回 北河内リウマチ膠原病勉強会
エーザイ（株）
遠藤 健一
Tel.080-1107-9910

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
神戸大学医学部附属病院リウマチセン
ター
柱本 照 Tel.078-382-5680

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

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

近畿

8/29（日）　11:20　1単位 福井
第17回 福井県リウマチケア研究会
福井総合病院
林 正岳
Tel.0776-59-1300

6/26（日）10:05 2単位 12:25 3単位 香川
第26回 中国・四国リウマチ医の会
参天製薬（株）医薬事業部
岡田 直美
Tel.06-6321-7068

6/24（木）　19:30　1単位 鳥取
第3回 山陰IL-6研究会
鳥取大学医学部保健学科
萩野 浩
Tel.0859-38-6308

6/10（木）　19:30　1単位 広島
広島RAフォーラム
田辺三菱製薬（株）
橋本 光次
Tel.082-222-5653

6/9（水）　19:30　1単位 広島
広島県東部リウマチ講演会
アボットジャパン（株）
石田 友美
Tel.082-261-3040

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

5/18（火）　19:30　1単位 長崎
第5回 トシリズマブ適正使用研究会
中外製薬（株）長崎オフィス
前川 智彦
Tel.095-825-4772

6/11（金）　19:45　1単位 宮崎
第7回 宮崎膠原病リウマチ治療研究会
田辺三菱製薬（株）
中田 敏行
Tel.0985-32-9205

6/4（金）　19:00　2単位 熊本
第3回 熊本県プログラフ関節リウマチ研
究会
アステラス製薬（株）南九州支店
秋田 直人　Tel.096-212-0220

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
高橋 充
Tel.070-5565-2064

7/2（金）　20:00　1単位 栃木
第19回 栃木膠原病と腎カンファランス
旭化成ファーマ（株）
山本 順一
Tel.028-636-9162

8/4（水）　18:30　2単位 広島
第1回 RAトータルケアフォーラム
エーザイ（株）広島コミュニケーションオフィス
厚東 裕幸
Tel.082-244-1212

7/3（土）　19:00　1単位 栃木
栃木リウマチネットワーク講演会
エーザイ（株）
北山 純
Tel.028-625-6221

7/24（土）　17:00　1単位 青森
第21回 青森県リウマチ懇話会
ワイス（株）東日本支店
高橋 充
Tel.070-5565-2064

7/9（金）　19:00　1単位 北海道
第13回 道南関節リウマチ・膠原病懇話会
旭化成ファーマ（株）医薬札幌支店
加藤 正憲
Tel.0138-31-6701

5/14（金）　19:30　1単位 東京
第11回 東京骨粗鬆症談話会
万有製薬（株）中日本営業部
北川 徹
Tel.080-5479-6261

5/13（木）　19:30　1単位 東京
第18回 大田区リウマチ・膠原病研究会
東邦大学医学部整形外科
和田 明人
Tel.03-3762-4151

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

関東甲信越

6/10（木）　20:00　1単位 神奈川
第4回 川崎中部リウマチ懇話会
田辺三菱製薬（株）
朝比奈 芳広
Tel.045-472-2653

6/10（木）　19:30　1単位 神奈川
第7回 横浜骨粗鬆症研究会
中外製薬（株）横浜支店
森 絵美
Tel.045-450-7672

6/24（木）　20:00　1単位 東京
第14回 城北関節炎RA・OA・AS談話会
武田薬品工業（株）
岡井 友岳
Tel.03-5322-6000

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
岡田 直美 Tel.06-6321-7068

6/17（木）　19:30　1単位 埼玉
第19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

6/12（土）　17:15　1単位 新潟
第12回 新潟創傷治癒懇話会
新潟大学医歯学総合病院形成外科
宮田 昌幸
Tel.025-227-2592

6/11（金）　19:50　1単位 神奈川
第11回 大田・川崎リウマチ懇話会
祐徳薬品工業（株）東京支店
山口 雅孝
Tel.03-3745-6151

6/10（木）　20:00　1単位 神奈川
第1回 横浜北部リウマチネットワーク
田辺三菱製薬（株）レミケード推進部横
浜グループ
竹下 優子 Tel.045-472-2653

7/9（金）　19:45　1単位 埼玉
第55回 埼玉リウマチ研究会
エーザイ（株）
林 秀春
Tel.049-245-6321

7/21（水）　20:00　1単位 神奈川
第18回 三浦半島リウマチ懇話会
ワイス（株）
大竹 信直
Tel.070-5568-3314

7/18（日）　12:40　1単位 神奈川
第23回 日本臨床整形外科学会学術集
会ランチョンセミナー3
参天製薬（株）医薬事業部
岡田 直美 Tel.06-6321-7068

7/17（土）　16:30　1単位 東京
関節診研究会
エーザイ（株）東京一部
草野 修一
Tel.03-3817-3751

7/10（土）　17:00　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

7/16（金）　19:45　1単位 福井
第6回 嶺南リウマチ研究会
武田薬品工業（株）
後藤 藍
Tel.0776-22-8160

7/11（日）　11:30　1単位 石川
第39回 北陸リウマチ・関節研究会
科研製薬（株）金沢営業所
定国 光宏
Tel.076-263-2211

7/10（土）　17:00　1単位 愛知
第57回 東海膠原病研究会
旭化成ファーマ（株）医薬品名古屋支店
昆布 恭一
Tel.052-262-4513

7/7（水）　20:00　1単位 愛知
第10回 藤田保健衛生大学整形外科
教育研修会
久光製薬（株）名古屋支店
松井 和也 Tel.052-761-3111

6/26（土）　19:00　1単位 三重
三重生物学的製剤講演会
鈴鹿医療科学大学
細井 哲
Tel.059-383-8991

7/17（土）　15:40　1単位 愛知
第5回 海部・津島リウマチ疾患研究会
エーザイ（株）名古屋コミュニケーションオ
フィス
安積 克郎 Tel.052-931-1315

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

7/17（土）　16:20　2単位 大阪
RA Sunriseフォーラム大阪 特別企画
中外製薬（株）大阪支店
奥田 裕子
Tel.06-6350-6360

7/3（土）　16:00　2単位 和歌山
和歌山臨床RAフォーラム（第24回）
那智勝浦町立温泉病院
木浦 賀文
Tel.0735-52-1055

7/3（土）　16:30　2単位 兵庫
第6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

中国・四国

7/24（土）　17:00　1単位 熊本
第3回 トシリズマブ適正使用講演会
熊本整形外科病院
本田 五男
Tel.096-366-3666

7/2（金）　19:00　1単位 熊本
人吉市・球磨郡医師会学術講演会
アステラス製薬（株）南九州支店熊本支店
中村 秀樹
Tel.096-212-6780

7/9（日）　19:50　1単位 佐賀
第10回 佐賀リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）
前田 知己
Tel.0952-22-7811

6/25（金）　19:45　1単位 大分
第3回 大分エリア 生物学的製剤適正使
用研究会
アボットジャパン（株）大分営業所
堀 三郎　Tel.097-540-5986

7/22（木）　19:20　1単位 熊本
第28回 熊本膠原病研究会
熊本大学大学院生命科学研究部運動骨
格病態学
水田 博志　Tel.096-373-5226

7/31（土）　16:00　2単位 福岡
第16回 福岡県リウマチ医の会
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

7/27（火）　19:30　1単位 福岡
第10回 筑豊膠原病研究会
参天製薬（株）医薬事業部
岡田 直美
Tel.06-6321-7068

7/3（土）　15:55　1単位 宮城
第11回 膠原病肺疾患研究会
エーザイ（株）宮城医薬一部
日比谷 哲志
Tel.022-226-2185

7/10（土）　18:30　1単位 千葉
第15回 リウマチ薬物治療研究会
千葉東病院アレルギー・膠原病科
松村 竜太郎
Tel.043-261-5171

7/15（木）　20:00　1単位 大分
第95回 大分県リウマチ懇話会
ファイザー（株）大分営業所
瀧本 浩史
Tel.097-534-5100

7/15（木）　19:10　1単位 長野
Summer Rheumatology Seminar in 
駒ヶ根
アボットジャパン（株）松本営業所
相良 和正 Tel.0263-36-7141

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
榊原 豊
Tel.03-6420-6108

5/15（土）　19:40　1単位 栃木
栃木リウマチネットワーク学術講演会
アステラス製薬（株）
田中 和孝
Tel.028-650-5102

6/25（金）　19:30　1単位 神奈川
川崎・横浜骨粗鬆症とリウマチを語る会
宮川病院整形外科
小酒井 治
Tel.044-222-3255

6/25（金）　20:00　1単位 埼玉
第5回 埼玉リウマチ実地医の会
武田薬品工業（株）
大庭 健二朗
Tel.049-241-7820

8/7（土）　17:40　1単位 愛知
第23回 東三河リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）岡崎第二営業所
嶋田 嘉典
Tel.0564-58-8402

7/29（木）　19:00　1単位 三重
三重関節リウマチフォーラム
田辺三菱製薬（株）
長田 博司
Tel.059-221-1760

6/5（土）　15:00　1単位 鳥取
第17回 鳥取県リウマチ研究会
エーザイ（株）米子コミュニケーションオフィス
古谷 剛久
Tel.0859-32-5225

5.26（水）　19:00　2単位 徳島
徳島リウマチセミナー
田辺三菱製薬（株）徳島営業所
北山 和哉
Tel.088-655-2550

10/1（金）　19:45　1単位 熊本
第3回 熊本リウマチ性疾患勉強会
熊本大学医学部附属　病院膠原病内科
星乃 光有
Tel.096-344-2111

7/22（木）　19:10　1単位 長野
Summer Rheumatology Seminar in 諏訪
アボットジャパン（株）松本営業所
相良 和正
Tel.0263-36-7141

8/27（金）　20:00　1単位 福岡
第85回 福岡リウマチ懇話会
近藤リウマチクリニック・整形外科クリニック
近藤 正一
Tel.092-762-2380

7/23（金）　19:00　2単位 埼玉
第1回 バイオクリニカルカンファレンス
エーザイ（株）川越コミュニケーションオフィス
佐別當 裕
049-245-6321

6/24（木）　19:30　1単位 北海道
三木会学術講演会
旭川医科大学整形外科学教室
研谷 智
Tel.0166-68-2511

7/10（土）　18:30　1単位 愛知
第1回 三河地区トシリズマブ研究会
中外製薬（株）岡崎オフィス
小辻 勝美
Tel.0564-24-3191

6/19（土）　18:20　1単位 岐阜
骨・関節疾患学術講演会
武田薬品工業（株）
栗林 淳
Tel.058-253-8611

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

7/17（土）　17:00　2単位 神奈川
第62回 神奈川リウマチ医会
横浜市立大学附属市民総合医療セン
ターリウマチ膠原病セミナー
大野 滋 Tel.045-261-5656

6/30（水）　20:00　1単位 富山
第14回 富山抗サイトカイン療法研究会
武田薬品工業（株）富山営業所
川野 清伸
Tel.076-433-8555

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

6/26（土）　17:30　1単位 兵庫
第33回神戸免疫・膠原病懇話会
参天製薬（株）医薬事業部
岡田 直美
Tel.06-6321-7068

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
大藏 誉志夫
Tel.082-246-7536

7/16（金）　19:15　1単位 岡山
第7回 美作地区リウマチの会
田辺三菱製薬（株）岡山第二営業所
弘中 大策
Tel.086-232-2402

7/27（火）　19:45　1単位 東京
第36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（株）押上営業所
小池 範和 Tel.03-3829-3171

7/1（木）　19:00　1単位 鳥取
鳥取県臨床整形外科医会学術講演会
鳥取大学医学部保健学科
萩野 浩
Tel.0859-38-6308

九州・沖縄

7/10（土）　17:10　1単位 滋賀
Arthritis Forum in Shiga
中外製薬（株）
山村 信之
Tel.077-552-9935
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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」にはプログラム等が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

大宮ソニックシティ

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

宮本　繁仁　院長

みやもと医院

滋　賀
平成 23

1/16（日）

大津市

県立県民交流センター

ピアザ淡海

松末　吉隆　教授

滋賀医科大学整形外科 

山　口
平成 23

3/13（日）

山口市

山口グランドホテル

田中　浩　診療部長

山口県立総合医療センター

整形外科

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

【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 （成人・小児） 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腎・リウマチ膠原病内科 教授
  村島温子　（独）国立成育医療研究センター 母性医療診療部部長

「草食系医者と肉食系患者」

いきなり二者択一では、結論が決まっ
てしまうのだが、現実なのだからどうしよう
もない。

マントラのように医療崩壊が、叫ばれ続
けている。的はずれなマスコミからのヤジ
ばかりが声高だが、悲しいかな的確な処
方箋を書く医療者を見たことがない。

なぜか？
すべての医者は草食系で、患者は肉

食系だからである。
日常診療が、言語体系、つまり、基本

的な思考形態が全く違う人種の掛け合い
漫才、それもスベッてばかりいる素人漫
才に終始しているからである。

人間は、好悪の感情と、損得の論理で
行動する。日常生活は、この感情と論理
の狭間でシーソーゲームに終始するのだ。

病気にもなれば、誰でも極端に感情に
走る。

医者は、論理的に診断し治療を行うよ
うに教育されている（はずである）。程度
はともかく、医者は、マックのマニュアルよ
ろしく、にこやかに身体をパーツに分解し、
可能な限り病因を絞って、基から断つ治
療を効率良く速やかに行うように教育され
ている（はずである）。コンピューター画
面とにらめっこの、統計学の跋扈する美
事な EBM を援用する欧米医学である。
若い医者ほど、こうした訓練が良く行き届
いている。そのため、患者からの評判が
悪い。老医はいいかげんであるし、練達
の名（迷？）医は EBM など理解しようと
も思わないので、比較的批判されること
が少ない。

患者は、自分が気持ち良くなりさえす
れば、理屈などどうでも良いのだ。自分
へのご褒美としての治療を要求している
わけであるので、例え１億人から得られ
た EBM 治療であっても（であるからこ
そ）、我慢ならないのだ。ヤブであっても、
自分に愛想の良い医者なら文句などつけ
ようも無い。まるでオムツを替えてもらった
後のニコニコ顔の赤ん坊なのである。

患者が求めているのは医学ではなく、
痒いところに手の届く医療なのだ、という

ことを理解していない医者が多すぎる。さ
もなければ、医者が懇切丁寧に説明し
たあげくに処方した薬を忘れて、効きもし
ないサプリメントに頼る理由が見つからな
い。思考は、話す言語の実際の単語や
文章で構成されるが、疑似科学者である
医者は、まず論理である。

同じはずの単語であっても、医者と患
者では、込められる意味が全く違うことは
ざらだが、両者をつなぐ便利な翻訳機械
は、まだできていない。

また、困ったことには、昭和３６年から
始まった国民皆保険制度に慣れきった患
者は、自分の身体の異変や病気など面
倒なことを理解する気は毛頭無く、すべ
からく快・不快感情で行動するのみであ
る。そのため、文化として個の確立を推
奨しない日本では、患者としての成熟度
が極めて低くなっている。

コミュニケーションは齟齬ばかりだ。一
時、医学用語を患者向けにうわべだけを
言い換える動きがあったが、思考体系に
まで踏み込んだものではなく、役には立
たない。医療崩壊は、起こるべくして起
きているのである。

さらにまずいことには、どこでだれがど

うトチ狂ってしまったのか、医療は、患者
サービスが最も重要だと唱え、スチュワー
デス養成校のメニューを導入する生温さ
ではどうしようもない。患者様言葉の氾濫
は、医療崩壊どころか、医療界を灰燼に
帰するまでの仕儀である。

医学界も、医療を真っ当なサービス業
と認識し、この危機的状況に対応する気
があれば、ニセ医者やキャバクラ嬢を講
師として招聘するくらいの度量が欲しい。
さもなければ、医療崩壊を食い止め、発
展的な良い医療環境を作ることなどとても
できないだろう。昔から大病を経験した
医者やニセ医者の評判がすこぶる良いこ
とは、良く知られているではないか。また、
人間の根源的な欲望を餌にするサービス
業は、勉強一本槍できた医者には、良い
お手本になるのではないだろうか。

医者は、左脳の論理を重視する草食
系人間であり、患者は、右脳の感情に身
を任せる肉食系人間である。バランスの
良い雑食脳の持ち主は稀だ。この違いを
見抜かずして、患者の成熟を待っている
ばかりでは、良い診療は成立しないので
ある。

（後藤　眞）

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。

【中国・四国地区申込先等】
氏名、所属機関、職種、郵便番号、所在地、連絡先電話番号を
ご記入の上、FAXまたは、郵送で申込下さい。
① FAX： 082-423-7710
② 郵送：〒 739-0002 広島県東広島市西条町吉行 2214 番地
 東広島記念病院リウマチ・膠原病センター 廣川 耕三 宛
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