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112 号の主な内容
●	 対談

	 北海道のリウマチネットワー

クから見えること

●	 第56回	日本リウマチ学会総会・

学術集会開催される

●	 The	15th	International	

Conference	on	Behçet's	Disease

●	 アナウンスメント

●	（公財）日本リウマチ財団	

平成 24 年度	事業計画

●	 画像Quiz	第 8 回

（次ページに続きます）

専門医にかかれない患者さんを救え：
リウマチネットワーク

後藤：先生は北海道枝幸町（枝幸町（財）
国保病院）にリウマチネットワークを構
築され，地域のリウマチ患者さんの診
療にも尽力されていますが，ネットワー
ク構築までの経緯などをお話しいただ
けますか。
中井：その頃は，リウマチ専門医も少
なかったので，専門医にかかれないで
いる患者さんをどうするかということを
考えていました。そこで北海道内の保
健所管内へ年に約 4 ヵ所ずつ赴き，検
診を続けました。南宗谷では十数年前
からこの検診を年に 1 度，10 年間続け
たのですが，保健師さん達の努力や，4
町がその意義を理解してくれたことか
ら，保健所，各国保病院の先生方が立
ち上がり，枝幸国保病院に難病医療施

北海道に戻り
リウマチセンターを開設

後藤：今日はお忙しい中お越しいただき，
ありがとうございます。はじめに中井先
生がどのような経緯でリウマチ診療に
携わるようになられたのか，お話しいた
だけますか。
中井：私は札幌医大を1972 年に卒業し，
最初は普通の内科研修をしていたので
すが，当時北海道で数少なかったリウ
マチ専門医の堀内先生（北大）の下で

設ができました。ここでは専門医と非専
門医のネットワークを作ることから始め，
各地域でリウマチの診察ポイントや，薬
の副作用などについて勉強会をしまし
た。またリウマチや膠原病の疑いのあ

働いていた先輩が，1975 年に戻って来
られ，私がその先生と 2 人でリウマチセ
ンターを開設し，リウマチ診療を始めま
した。その当時，北海道にはリウマチ
専門医が大変少なく，専門医にかかっ
たことがない患者さんが多い状況でし
た。1972 年には厚生省が難病対策大
綱を出しており，リウマチなどの特定疾
患の専門医が地方に赴き，難病無料相
談会という検診を行っていました。

中井 秀紀 先生（勤医協札幌病院元院長）

リウマチ医療をネットワーク化しようという試みは，全国各地で見られるが，
地形的なハンディを乗り越えて成功している事例はそれほど多くはないと思わ
れる。主要都市から離れ，地域医療そのものが医師不足や経済的に窮している
昨今の状況では，リウマチ医療ばかりのネットワークを論ずることもいささか
的外れなことも否めないだろう。今回，そのような背景の中で，北海道南宗谷
地方のリウマチも含めた医療ネットワークの状況を訊ねる機会を得ることがで
きた。勤医協札幌病院元院長の中井秀紀先生を札幌にたずねてお話を伺った。

会場となったグランドプリンスホテル新高輪
は，全国のリウマチ医でまさにごった返す
ような状態であった。いかに現在のリウマ
チ学に関心が高いか，また宮坂会長の
肝いりで組まれたシンポジウム，新た取り
組み meet the expert など会自体の魅
力が増した成果であろう。

中でも，初日のシンポジ
ウム１「Bio Era を検証
する」（座長 小池隆夫 
氏，宮坂信之 氏）では，
生物学的製剤がもたらし
た功罪を中心に，その普
及・啓発の中心的存在と
なってきた 3 氏 竹内 勤 
氏（慶應義塾大学医学
部 リウマチ内科），田中
良哉 氏（産業医科大学

医学部第一内科学講座），山中 寿 氏（東
京女子医科大学附属 膠原病リウマチ痛
風センター）と，治験統括などをこなされ
た座長のお二方からの講演に大勢の聴
衆が耳を傾けた。インフリキシマブ（レミ
ケード ®）に幕を開け，現時点の最終ラン
ナーとなるゴリムマブ等一連の生物学的
製剤の欧米と日本のエビデンスを振り返り
ながら，今後控えるJAK 阻害薬に向けて，
日本の関節リウマチ治療をどこに向けてい
けば良いのかを探った意欲的なシンポジ
ウムであった。特に，シンポジウムのまとめ
の際に，TNF 阻害薬とキナーゼ阻害薬
の今後の立ち位置と経口薬としての使い
方について，演者間で温度差があったこ
とが印象に残ったセッションであった。

同会場では，引き続いて生物学的製
剤の T 細胞選択的共刺激調節剤アバタ
セプト全例調査の中間報告が行われた。
1,000 例時点の報告であるが，T 細胞を
新たな標的とした薬剤だけにその日本人
におけるエビデンスは興味ぶかいもので
ある。発表では，TNF-αを阻害する薬
剤等に比較して，対象患者ではやや高齢
で病歴が長い患者群，有害事象，重篤
な副作用という安全性の面でやや優位な
データが出つつあること，効果の面では

GW 直前の 4 月 26 日より3 日間，第
56 回日本リウマチ学会が宮坂信之 会長
のもと東京・高輪で開催された。テーマ
は「リウマチ性疾患の征圧に向けて」。

T細胞選択的共刺激調節剤アバタセプ
トの全例調査中間報告等も報告され，連
日多数の参加者で満席の会場となった。

（3 ページ下に続きます）会場の様子

話し手：中井 秀紀 先生（勤医協札幌病院元院長）
聞き手：後藤 眞 先生（桐蔭横浜大学医用工学部
 生命・医工学科不老科学・加齢制御学部門 教授
 日本リウマチ財団ニュース編集委員長）
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午前中に患者さん，看護師さん，保健
師さんに集まっていただき，勉強会をし
て交流を深めています。そこでは生物
学的製剤をはじめ様々な薬の話もします
し，検査の見方やリハビリの仕方につい
ても話します。そこで皆さんが仲良くな
る，交流し合うことにより，「ひとり」の
患者さんを作らない。これが大切だと
考え，毎回やっています。これはすごく
続いているのですよ。
後藤：患者会に入ることを勧める際，特
に若い患者さんは嫌がる方が多い印象
があるのですが。
中井：自分達で作る病院の患者会は，
専門外来でいつも会っている方が多い
ので，自主的で，和気あいあいとしてい
ます。常にそこに患者さん，医師，看
護師さん，さらに薬剤師さんやリハビリ
技師さんも一緒に入り，色々な話をしま
す。これは教育活動の一環であり，重
要と考えています（表１）。
後藤：患者さんの教育と共に，患者さ
ん自身もお互いに色々な話ができるとい
う点では，治療効果も上がると思います。

北海道のリウマチ診療：
医療格差を理解すべき

後藤：先生は札幌では病院で，小樽で
は診療所で診療され，枝幸町ではネッ
トワークを構築されたご経験があります
が，この 3 つを踏まえ，北海道のリウ
マチ診療はどうあるべきとお考えです
か。
中井：北海道では札幌にリウマチ専門
医が圧倒的に多く，次いで旭川です。
他にはある程度人口のある函館，釧路，
帯広，北見辺りに専門医がいます。患
者さんの多くはその専門医へ通うことが
可能ですが，例えば私の今行っている
ところ（枝幸町国保病院）は，旭川ま
での公共交通機関がなく，車で 3 時間，
札幌までですと 5 時間以上かかります。
それで通うことができない患者さんは，
少なくとも生物学的製剤は使用できませ
ん。どんなに良い薬ができても，通院
してその薬を使用できない状況に置か
れている方が地域に多くいることを理解
すべきです。北海道の医療過疎地域の
ほとんどはそういう状況にあります。
後藤：生物学的製剤でなくても，メト
トレキサート（MTX）を使用していて
何か起きた場合，その地域の先生方が
カバーするような体制はあるのでしょう

る患 者 さ
ん が い る
場 合 は 検
査 項 目の
指 示 をし
て， 簡 単
にそ の 先
生 方 が 私
に 紹 介 で
きるような
システムを
作りました

（図1）。ま
だインターネットが一般的ではない時代
だったので，郵送などで送っていました。

私は北海道の，特に専門医にかかれ
ない地域の方達を長年みてきましたか
ら，そこに自分がお役に立ちたいと考え
ていました。難病の無料検診は年に 1
回ですから，それよりも，地域にネット
ワークを作りたいとずっと思っていたの
です。それが枝幸町で，色々な方の熱
意により実現しました。
後藤：現在のネットワークはどのような
しくみになっていますか。
中井：平成 19 年から，学習会や医療
講演会などを行っています（図 2，表1）。
現在私は 3 ヵ月に 1 回行くのですが，そ
こで 30 人ぐらいの患者さんをみた後，
全町の保健師さん，リウマチ外来につ
いた看護師さん，リハビリ技師さんなど
約 20 人でカンファレンスをします。そこ
で診療した患者さんについて，例えば

「この人は問題を持っているから，お願
いします」，「今度，薬を変えましたから，
ちょっとチェックしてみてください」など
とお話しています。保健師さん達は地域
の中で日常的に患者さんを支えています
ので。何か変化があった場合，すぐに
病院に行かせたり，私に連絡したりでき
るようになっています。リウマチ専門医
は，私の他に若い先生が 1 人います。
後藤：2 人では，今おっしゃったお仕事
すべてを行うのは負担ではありません
か。
中井：今のところは問題ありません。私
達がここでみられない場合で，例えば新
しい疾患修飾抗リウマチ薬（DMARDs）
を使う時，患者さんには 3 ヵ月後に来て
いただくのですが，現地の先生に手紙
を送り，毎月の血液検査や，副作用発
現時の中止をお願いし，何かあった場

か。
中井：私が勉強会などで一番強調した
いのはそういった部分です。MTX の間
質性肺炎や血球減少症の可能性につい
てはかなり強調します。間質性肺炎や
軽度な血球減少であれば国保病院でも
内科医が対応できます。国保病院はそ
の地域の救急も担っていますので，話
をしておけばみていただけるようになっ
ています。この体制でこの 20 ～ 30 年，
大きな問題は起きていません。これが
ネットワークなのです。
後藤：地域の先生方も対応してくださる
わけですね。ネットワークは，こちらが
一方的に教育などをするだけでなく，地
域の方達が，きちんとそれを受け止めて
返す姿勢がないと，続かないと思いま
す。そのような信頼関係を作るのには時
間がかかると思うのですよね。
中井：そうですね，私のところもわずか
4 町のネットワークですが，その構築に
も時間がかかりました。医師に保健師
さんがその必要性を訴え，それでようや
く立ち上げるという話になった時に，「リ
ウマチは難しいし，研修会にも出られ
ない」という話になり，私がすべての国
公病院に行き，丁寧に説明しますといっ
て OK をいただいたのです。

リウマチ専門医のありかた

後藤：地域でネットワークを構築する現
場では，専門医の力量が重要になりま
すね。
中井：早期発見し，早期の生物学的製
剤への移行を考える，これが今の新し
い流れだと思います。しかし私達は最
初に患者さんを全体像からみて，この
病気について患者さんにどう理解しても
らうかというところから始め，薬を少し
ずつ使い始めます。最初から強い薬を
使うことはしません。私はもっと総合的
にリウマチをみて，患者さんと接するべ
きと考えています。
後藤：では，ネットワークに参加する若
い先生方は，先生の背中を見ながらリ
ウマチの診療を肌で感じることができる
わけですね。私はそういう機会をもっと
広げる必要があるのではないかと思うの
ですね。私は先生が患者さんと十分に
話されていない，または十分な触診が
行われていないと感じるケースがあるよ
うに思います。

合はすぐ連絡をいただくようにしている
のですが，保健師さんを通じてすぐに
メールが来て，相談ができるようになっ
ています。
後藤：都市部よりも細かい診療ができる
ようですね。
中井：はい，普通は 1 ～ 2 ヵ月に 1 回
患者さんが来られ，それ以外の期間に
ついて我々は何も分からないのですが，
4 町を合わせても約 1 万人というところ
では，保健師さん達がしっかり目配りし
てくれているところが非常に大きいです。
後藤：保健師さんの方々が重要な役割
を担っているようですね。
中井：医師はどんどん変わりますが，保
健師さんは地域であまり変動がありませ
んので，長く検診をやっていたところで
は，保健師さんがずっとそれを守り継
続してくれています。これがひとつの契
機になり，今後，特定疾患の事業につ
いて理解する保健師さんが増えていく可
能性があります。自治体の保健師さん
は，町が小さい程，地域の人達の保健
についてよく知っています。

札幌は中央区ひとつでも 15 ～ 20 万
人の人口ですが，そこにはわずかの保
健師さんしかおらず，訪問はできません。
一方，人口が数万以下の都市では，保
健師さんが地域に出られます。私達が
行っているところで一番小さいのは人口
約 2,000 人の町ですが，そこでは保健
師さんがリウマチや精神，母子だけで
はなく，我々が病院で知り得ない，ほ
とんどの地域の人の疾患や生活の状況
を知っています。これにより，それぞれ
の患者さんに合った治療方針を立てるこ
とが可能です。よって地域ネットワーク
は大変重要で，保健師さんは医師より
も重要な役割を担っていると思います。

教育，交流の場として患者会を重視し，
「ひとり」の患者さんを作らない

後藤：先生の「リウマチ治療の基本方針」
についてお話しいただけますか。
中井：私のリウマチ治療の基本方針とし
て，患者会を重視すると言うのがありま
す。患者会を患者教育の場として，ま
た活発に交流してもらう場として，意識
的に作ってきました。病院の患者会に
も，現在 400 人以上がいらっしゃいま
す。土曜日に外来診療はないのですが，

後藤 眞 先生（日本リウマチ財
団ニュース編集委員長）

図 1　南宗谷難病治療システム 図 2　リウマチ・自己免疫疾患外来患者数

中頓別町国保病院

片山 隆行医師

神経内科（旭川医大）

難病連南宗谷支部 南宗谷 3町 宗谷保健福祉事務所

枝幸町国保病院

中頓別町国保病院

浜頓別町国保病院

枝幸町国保病院歌登診療所

中井 秀紀医師

リウマチ・自己免疫
勤医協小樽診療所

患者の紹介・報告 患者の紹介・報告

130

125

120

115

110

105

100

95

人
　

数

H19 H20 H21 H22

110

107

115

126

図 1　南宗谷難病治療システム 図 2　リウマチ・自己免疫疾患外来患者数

中頓別町国保病院

片山 隆行医師

神経内科（旭川医大）

難病連南宗谷支部 南宗谷 3町 宗谷保健福祉事務所

枝幸町国保病院

中頓別町国保病院

浜頓別町国保病院

枝幸町国保病院歌登診療所

中井 秀紀医師

リウマチ・自己免疫
勤医協小樽診療所

患者の紹介・報告 患者の紹介・報告

130

125

120

115

110

105

100

95

人
　

数

H19 H20 H21 H22

110

107

115

126



平成24年5月1日発行　No.112	 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	 　　�

中井：そうですね。リウマチの発症か
ら10 年以上経過していて，その間何度
か専門医にかかった方でも，足の指を
触られたことがないという方は多いです
よね。本来，リウマチ診療では足の指
も含めすべての関節を触診し，どういう
腫れがあるかみるべきだと思います。今
は自分で患者さんに触ったり，話を聞い
たりというよりは，血液検査や，何らか
の機器に頼るという傾向はありますね。

治療機会を
均等にする整備が課題

後藤：2011 年 8 月に厚生労働省からリ
ウマチ・アレルギー対策の見直しに関す
る基本方針「リウマチ対策の方向性等」
が出ました。これまでとは異なり，リウ
マチも寛解を目指すという方向性だと思
うのですが，国のこのような方針も，地
方とは時差があるように感じます。
中井：リウマチは寛解に至ることができ
れば最高ですので，それを目標とするこ
と自体，私は否定しません。ただ，現
在私は札幌でリウマチ外来をもう何十

年とやっていますが，生物学的製剤に
関しては，様々な理由でその治療を受
けられない方が多くおられます。また今
私が行っている地域には医療過疎があ
りますので，本当に限られた方しか生物
学的製剤による治療は受けられません。
ここに治療格差が存在します。ですか
ら，治療機会が均等になるにはどうし
たら良いかを考えるべきです。生物学的
製剤の研究や，早期認可などだけでは
なく，その薬がどの地域でも当たり前に
使えるようになるための整備をする必要
があります。医師は来院した患者さんの
寛解だけを目標にするのではなく，来
院できない患者さんがまだ多く地域に埋
もれていることを理解すべきです。また
地域の中で最先端の治療ができなくて
も，より疾患活動性を低くしながら，生
活の質を高めるといったことは，薬を使
わなくてもできることだと思います。そ
れは患者さんに対する教育や，患者さ
ん同士の繋がり，地域の中でサポート
する方などが必要であり，そういったこ
とを今後は大切にしていきたいと考えて
います。

リウマチネットワークの今後

後藤：このオホーツクのネットワークは，
リウマチの他に神経難病でも行ってい
るのですよね。これは先生達と同じ頃
から始めたものですか。
中井：そうです。同じです。その前には
何もありませんでした。
後藤：北海道の他の地域で，同様のネッ
トワークはあるのですか。
中井：例えば神経難病では，医師がネッ
トワークを作り，患者さんを紹介すると
いうのはありますが。その地域の中に入
り込んでいくというやり方は他ではない
と思います。
後藤：そのようなシステムが導入できれ
ば，医師がそれほどエネルギーを費や
さずとも，色々なところで実行できる可
能性がありますね。このシステムが発展
すれば，全体的な医療が大きく改善す
ると思うのですが。
中井：できると思います。現在北海道は
医師が不足しており，ある地域の病院
でリウマチ専門医がいなくなった途端，
そこの患者さんは途方に暮れることにな
ります。ですから2 ～ 3ヵ月に 1 度赴き，
そこで地元の医師や保健師さん達と一
緒にネットワークを作った方が良いので
す。この形を各地で作れば，非専門医
や地域の医師も協力してくれますし，専
門医がバックにいるのでその先生方も安
心できます。患者さんや保健師さんも，

表1　リウマチ患者学習会・交流会参加者

枝幸 中頓別 浜頓別 難病連 合計 1 回平均

平成 19 年度 16 7 1 2 26 8.7

平成 20 年度 18 4 2 2 26 8.7

平成 21 年度 20 2 2 1 25 6.3

平成 22 年度 29 2 2 7 40 10.0

他の生物学的製剤経験者よりもナイーブ
な患者の方が効果は高く出る傾向にある
こと，そして，重篤な副作用発現に関与
する危険因子として体重 40kg 未満，末
梢血リンパ球数 1,000/mm3 以下の患者
では投与に注意が必要なことなどが報告
者の田中良哉 氏より発表された。中間
報告とは言え，まだ 1,000 例であり解析対
象者は 800 人弱のデータであるので最終

地域の医師と専門医の両方からバック
アップされていることになります。
後藤：2011 年は東北大震災があり，東
北地方で医師が不足しました。このよう
な場合も，このシステムにより医療が改
善されるかもしれませんね。ただこのシ
ステムをパッケージで移植した場合，い
つもうまく機能するかというのは重要な
問題だと思うのですが。
中井：枝幸国保病院では私が検診に行っ
ていた頃から，保健師さんの方々が問
題意識を持ち勉強されており，皆でこう
いうシステムを作りたいと考えていたこ
と，それに応える私や神経内科の医師
達がいたことで可能になりました。私も
枝幸国保病院への常勤は不可能です
が，2 ～ 3 ヵ月に 1 度なので可能です。
これならば他の先生方もできるのではな
いでしょうか。ただ，一定の基盤は必
要だとは思います。
後藤：ひとつの試みとして，大変良いこ
とだと思います。やはり医師や財団の立
場では医師が主になり，医学というレベ
ルで物事を考えがちですから。しかし
実際は，医学は医療であり，患者さん
を相手にするわけですからね。そこで
は様々な問題が多くあり，それらをうま
く解決するシステムが今後の日本の医療
をより良いものにしていくのではないか
と思います。本日は大変良いお話をあり
がとうございました。

（文責編集部） 

報告を待たなければこのような判断は早
計であるが，生物学的製剤の使い分け
の点で今後のなるべく早いデータ集計が
待たれるところであろう。

なお，本学会に先駆けて，3 月22日，
東京駅近傍の会議室に 30 社 40 人を超
えるメディア関係者を迎えて，日本リウマ
チ学会主催のメディアセミナー「リウマチ
性疾患の制圧に向けて」が開催されて
いる。

していくべき立場にあるともいえる。
今回の大会は，リウマチ性疾患の 1

つとして日頃よりベーチェット病の研
究・臨床に携わる数多くの日本人ドク
ターにとっては，単に学会に参加する
だけではなく，ホスト国として「日本
発」を明確化する使命も帯びているで
あろう。横浜という立地の良さに加え，
諸外国の本疾患治療の実情を把握し，
また世界をリードする絶好のチャンス
である。是非会場に足を運ばれること
をお勧めする。

先般，本国際会
議 の 会 長 で あ る
べーチェット病研
究における国内第
一人者の一人であ
る石ヶ坪良明 氏に
本会議の意義など
について直接お話
しを伺ったが，氏
は，先年患者さん・
ご家族向けに本疾
患と共に生きる指
南書として『難病
と「一緒に生きる」
ための検査・治療・
くらし方ガイド　
目・ 口・ 皮 膚・ 外
陰部の炎症をくり
返す ベーチェット
病　病気のことか
ら最新治療までこ
の一冊でしっかり
わかる』（保健同人
社刊）を出版され
た。またご存知の

方も多いと思うが，厚生労働省の本疾
患に関する膨大な調査研究の取りまと
めを行っており，今回の国際会議に臨
まれる意気込みは極めて高かった。難
治性疾患医療に携わるリウマチ財団登
録医の皆さんにとって，石ヶ坪 氏が
招致企画した本国際会議への参加は必
ずや実りあるものとなることであろ
う。

 来る 7 月 13 日から 15 日に掛けて，
横浜コンベンションセンターにおい
て，横浜市立大学大学院医学研究科
病態免疫制御内科学教授の石ヶ坪良明 
会長によって本邦におけるたいへん久
しぶりの国際ベーチェット病会議が開
催される。

古くから「シルクロード病」ともい
われる本疾患は，北緯 30 度と 45 度の
間にその患者の多くが分布する極め
て特異な地域的疾患でもあるが，1964
年のローマ，1977 年のイスタンブー
ルに次いで 1981 年，同じシルクロー
ド帯に位置する東京で開催されて以
来，実に 31 年ぶりとなる本邦開催で
ある。

現在，国内の患者数は 15,000 人程
度と言われ，一時 18,000 人を超えて
いた時期よりもやや減少傾向がみられ
る。またコルヒチン投与による治療法
の普及やシクロスポリン（ネオーラル ®）
の承認，TNF- α阻害薬インフリキシ
マブ（レミケード ®）の適応追加等に
よって，過去男性患者の半数を占めて
いた完全型ベーチェット病患者数が 3
分の１以下となり，QOL を著しく損
なう眼症状に関しても重篤な症状を訴
える患者さんは激減しているという。

特に，世界に先駆けてのインフリキシ
マブのベーチェット病における難治性網
膜ぶどう膜炎への適応拡大は，症例の
提示や処方方針等を世界に向けて発信

巻頭下よりつづき



4	 平成 17年 6月22日　第三種郵便物認可	 日本リウマチ財団ニュース	 　　平成24年 5月1日発行　No.112

Announcement
［登録医研修単位認定講演（H24.5 〜H24.9）］ 		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。

6/22（金）18:40　1単位	 岩手
第38回	東北股関節症例検討会
岩手医科大学附属花巻温泉病院
猪又	義男
Tel.0198-27-2011

6/16（土）17:10　1単位	 山形
第72回	山形整形外科研究会
山形大学医学部整形外科学講座
佐々木	幹
Tel.023-628-5355

6/15（金）19:00　1単位	 北海道
第15回	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

6/15（金）19:00　2単位	 北海道
Rheumatology	Update	2012
ファイザー（株）
中村	進ニ
Tel.011-241-0993

6/15（金）19:00　1単位	 北海道
第15回	道南関節リウマチ・膠原病懇話会
旭化成ファーマ（株）
大窪	悠
Tel.0138-31-6701

5/26（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）
黒木	貴裕
Tel.011-851-6172

北海道・東北

7/7（土）15:55　1単位	 宮城
第15回	膠原病肺疾患研究会
エーザイ（株）
石崎	朱美
Tel.022-226-2185

7/6（金）19:15　1単位	 秋田
第4回	秋田リウマチ治療セミナー
中外製薬（株）
海保	英治
Tel.018-837-3145

6/30（土）16:45	1単位	 青森
八戸リウマチフォーラム
ファイザー（株）
高橋	充
Tel.017-735-7061

6/23（土）18:30　1単位	 岩手
第2回	東北小児整形外科研究会
岩手医科大学整形外科学教室
一戸	貞史
Tel.019-651-5111

6/23（土）12:15　1単位	 岩手
第109回	東北整形災害外科学会ラン
チョンセミナー
岩手医科大学整形外科学教室
西田	淳　Tel.019-651-5111

6/23（土）16:30　1単位	 北海道
旭川RA	Biologics	Meeting	＆ナースセミナー
ファイザー（株）
水谷	有三
Tel.011-241-0993

6/22（金）23（土）22日10:05	23日11:10	各1単位	岩手
第109回	東北整形災害外科学会
岩手医科大学整形外科学教室
西田	淳
Tel.019-651-5111

5/26（土）16:25　2単位	 東京
第49回	多摩リウマチ研究会
ファイザー（株）
山田	辰教
Tel.042-365-5214

5/26（土）19:00　1単位	 千葉
第5回	千葉リウマチバイオセミナー
中外製薬（株）
中丸	宏明
Tel.047-363-8585

5/26（土）18:30　2単位	 千葉
第21回	千葉リウマチ医の会
アボットジャパン（株）
久米原	賢輔
Tel.043-245-6971

5/24（木）19:30　1単位	 東京
第22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
坂本	百合子
Tel.03-3762-4151

5/23（水）19:30　1単位	 千葉
松戸市整形外科医会教育講演会
中外製薬（株）
矢口	裕明
Tel.047-363-8585

関東・甲信越

7/27（金）19:00　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

5/31（木）19:15　1単位	 千葉
第18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

5/29（火）19:45　1単位	 東京
第33回	ひがし東京リウマチ研究会
安倍内科医院
安倍	千之
Tel.03-3692-3513

5/28（月）19:45　1単位	 神奈川
第9回	藤沢リウマチネットワーク
田辺三菱製薬（株）
松田	英亮
Tel.046-228-2531

6/13（水）20:00　1単位	 神奈川
第12回	湘南西部リウマチ性疾患症例
検討会
参天製薬（株）
神戸	昌孝　Tel.03-3523-8890

6/8（金）20:00　1単位	 神奈川
第11回	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

6/7（木）19:30　1単位	 千葉
第15回	北総整形外科カンファレンス
日本医科大学千葉北総病院整形外科
南	和文
Tel.0476-99-1111

6/7（木）19:45　1単位	 埼玉
第8回	埼玉東部リウマチフォーラム
アステラス製薬（株）
岡田	英央
Tel.048-650-1330

6/5（火）19:00　1単位	 新潟
第94回	膠原病研究会
新潟大学保健管理センター
黒田	毅
Tel.025-227-2040

6/1（金）19:30　1単位	 茨城
第20回	膠原病リウマチ懇談会
アステラス製薬（株）
山口	伸大
Tel.029-850-5601

6/20（水）19:30　1単位	 神奈川
小田原整形外科医会学術講演会
小田原市立病院
野寄	浩司
Tel.0465-34-3175

6/19（火）20:20　1単位	 栃木
足利市・佐野市医師会講演会
足利赤十字病院
浦部	忠久
Tel.0284-21-0121

6/15（金）19:30　1単位	 千葉
印旛市郡リウマチ治療セミナー
中外製薬（株）
吉野	佑一
Tel.090-2315-7003

6/14（木）20:00　1単位	 神奈川
横浜北部リウマチネットワーク
ファイザー（株）
近藤	務
Tel.045-474-3110

6/14（木）19:30　1単位	 神奈川
第18回	神奈川県続発性骨粗鬆症研究会
横浜市立大学附属市民総合医療センター
大野	滋
Tel.045-261-5656

6/14（木）19:30　1単位	 神奈川
第8回	横浜骨粗鬆症研究会
中外製薬（株）
齋藤	みつか
Tel.045-450-7674

6/22（金）19:45　1単位	 茨城
第3回	茨城トシリズマブカンファレンス
中外製薬（株）
川村	大樹
Tel.029-856-2361

6/21（木）20:00　1単位	 東京
第16回	城北関節炎RA・OA・AS談話会
西野整形外科リウマチ科
西野	仁樹
Tel.03-3906-3011

6/20（水）19:30　1単位	 千葉
松戸市医師会
日本イーライリリー㈱
岸	佳人
Tel.043-297-7530

6/20（水）19:40　1単位	 神奈川
The	10TH	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

6/22（金）20:00　1単位	 千葉
第19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

6/29（金）19:45　1単位	 山梨
第8回	山梨RA生物学的製剤研究会
アボットジャパン（株）
中沢	康至
Tel.055-221-5558

6/29（金）19:50　1単位	 神奈川
第15回	大田・川崎リウマチ懇話会
祐徳薬品工業（株）
森	雅章
Tel.03-3745-6151

6/27（水）20:00　1単位	 神奈川
第5回	田園都市リウマチフォーラム
ファイザー（株）
近藤	務
Tel.045-474-3110

6/23（土）17:30　2単位	 長野
リウマチ医・整形外科医の疼痛治療懇
話会
ヤンセンファーマ（株）
本原	多恵　Tel.052-857-0033

6/23（土）18:30　2単位	 群馬
群馬リウマチアカデミー
ブリストル・マイヤーズ（株）
佐藤	順一
Tel.027-328-1310

6/22（金）20:00　1単位	 東京
第2回	城東リウマチ病診連携研究会
アボットジャパン（株）
寺野	一也
Tel.03-4588-4653

6/22（金）20:00　1単位	 埼玉
第3回	埼玉リウマトロジーカンファランス
エーザイ（株）
富田	剛
Tel.049-245-6321

7/6（金）19:45　1単位	 千葉
外房地区リウマチ生物学的製剤研究会
ヤンセンファーマ㈱
平林	奈央子
Tel.03-6891-8400

7/6（金）19:10　1単位	 茨城
第10回	取手リウマチ懇話会
ファイザー（株）
清水	保
Tel.029-851-6971

7/4（水）19:00　2単位	 神奈川
第11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

6/30（土）17:00　1単位	 東京
第27回	城南リウマチ会
ファイザー（株）
久松	圭
Tel.03-4481-4028

6/30（土）17:00　1単位	 埼玉
第6回	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

7/13（金）20:00　1単位	 茨城
第8回	常陸リウマチ治療研究会
田辺三菱製薬（株）
大亀	淳
Tel.029-226-6601

7/11（水）19:30　1単位	 埼玉
第15回	川越リウマチ懇話会
参天製薬（株）
平原	滋
Tel.048-645-8701

7/10（火）19:45　1単位	 東京
第38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）
小池	範和　Tel.03-3829-3171

7/7（土）16:00　2単位	 長野
リウマチ治療談話会
田辺三菱製薬（株）
小林	義和
Tel.026-224-7130

7/7（土）17:30　2単位	 神奈川
第66回	神奈川リウマチ医会
中外製薬（株）
岡本	充弘
Tel.045-450-7674

7/7（土）16:00　2単位	 東京
第19回	城北リウマチ膠原病医会
アステラス製薬（株）
今西	鉄郎
Tel.03-5957-1686

7/7（土）17:30　1単位	 千葉
第22回	千葉膠原病セミナー
旭化成ファーマ（株）
後藤	将志
Tel.043-221-2626

7/21（土）13:30　2単位	 東京
第30回	日本骨代謝学会学術集会	骨代謝
学会/リウマチ学会合同シンポジウム
エーザイ（株）
板橋	康一　Tel.03-3817-3861

7/20（金）19:45　1単位	 埼玉
埼玉リウマチ学会
埼玉医科大学	リウマチ膠原病科
三村	俊英
Tel.049-276-1462

7/19（木）19:45　1単位	 神奈川
第10回	生物学的製剤治療研究会
田辺三菱製薬（株）
淺上	精一
Tel.045-472-2732

7/17（火）19:45　1単位	 埼玉
第1回	草加八潮リウマチ研究会
武田薬品工業（株）
奥野	功士
Tel.048-641-3025

7/13（金）20:10　1単位	 栃木
第21回	栃木膠原病と腎カンファランス
旭化成ファーマ（株）
小山	幸宏
Tel.028-636-9162

7/20（金）20:00　1単位	 茨城
第9回	茨城リウマチケア研究会
エーザイ㈱
田中	昌
Tel.029-856-5118

6/2（土）17:35　1単位	 愛知
東海アダリムマブ学術講演会
アボットジャパン（株）
萩原	和英
Tel.052-202-5220

6/2（土）17:45　2単位	 静岡
静岡炎症研究会2012
ファイザー（株）
齋藤	尚也
Tel.054-284-0303

5/30（水）19:30　1単位	 静岡
沼津内科医会学術講演会
田辺三菱製薬（株）
田代	明久
Tel.055-964-0537

5/26（土）18:00　1単位	 愛知
第30回	東三河リウマチ研究会
豊橋市民病院リウマチ科
大石	幸由
Tel.0532-33-6111

東海・北陸

7/25（水）20:00　1単位	 神奈川
第22回	三浦半島リウマチ懇話会
ファイザー（株）
佐藤	達哉
Tel.046-222-7476

7/5（木）19:30　1単位	 岐阜
第30回	東濃リウマチ性疾患研究会
ファイザー（株）
竹内	一哲
Tel.058-252-4461

6/30（土）17:15　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.0564-66-0220

6/30（土）16:30　1単位	 愛知
第20回	藤田リウマチカンファレンス
ファイザー（株）
水野	智弘
Tel.052-231-8611

6/30（土）18:00　1単位	 石川
第13回	石川リウマチ薬物治療研究会
中外製薬（株）
成瀬	雅彦
Tel.076-232-6766

6/27（水）20:00　1単位	 富山
第18回	富山抗サイトカイン療法研究会
富山大学医学部整形外科
松下	功
Tel.076-434-7353

6/23（土）17:00　1単位	 愛知
東海シェーグレンシンドロームカン
ファランス2012
日本化薬（株）
大野	由紀子　Tel.052-586-1355

6/19（火）20:30　1単位	 愛知
西三河関節リウマチセミナー
ブリストル・マイヤーズ（株）
浅名	雅幸
Tel.052-202-0511

6/16（土）19:30　1単位	 福井
Biologics研究会（第7回）
福井赤十字病院整形外科
髙木	治樹
Tel.0776-36-3630

6/12（火）19:00　1単位	 石川
第8回	南加賀RAカンファランス
田辺三菱製薬（株）
増田	翔太朗
Tel.076-221-8111

6/7（木）19:30　1単位	 三重
第8回	トシリズマブ適正使用懇話会
中外製薬（株）
伊藤	清香
Tel.059-225-7255

6/2（土）18:30　1単位	 愛知
第3回	三河地区トシリズマブ研究会
中外製薬（株）
岡澤	宏樹
Tel.0564-24-3191

近畿

8/4（土）17:40　1単位	 愛知
第31回	東三河リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）
嶋田	嘉典
Tel.0564-66-0082

7/27（金）19:30　1単位	 愛知
第54回	瑞穂卒後研修セミナー
名古屋市立大学大学院医学研究科	整
形外科学分野
Tel.052-853-8236

7/14（土）17:30　1単位	 愛知
第61回	東海膠原病研究会
参天製薬（株）
高橋	祐樹
Tel.052-219-1870

7/14（土）19:00　1単位	 岐阜
Gifu	Biologics	Seminar
大橋・谷整形外科
大橋	俊郎
Tel.058-272-0011

7/7（土）15:15　2単位	 静岡
第22回	静岡県東部リウマチ膠原病医会
エーザイ（株）
森	俊博
Tel.055-988-2311

7/7（土）17:00　1単位	 岐阜
第11回	岐阜整形外科セミナー
ファイザー（株）
竹内	一哲
Tel.058-252-4461

6/23（土）16:00　1単位	 大阪
第19回	大阪リウマチケア研究会
エーザイ（株）
吉田	量哉
Tel.06-6448-9008

6/21（木）19:40　1単位	 兵庫
小野市加東市医師会学術講演会
参天製薬（株）
谷本	憲匡
Tel.06-6321-7382

6/16（土）18:00　1単位	 兵庫
第7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

6/9（土）17:00　1単位	 大阪
第5回	北摂リウマチ病診連携会
ブリストル・マイヤーズ（株）
松岡	敏雄
Tel.06-6391-9361

5/26（土）18:00　1単位	 兵庫
第5回	兵庫リウマチチーム医療研究会
中外製薬（株）
坂本	芳貴
Tel.078-241-6851

6/23（土）17:30　1単位	 兵庫
第37回	神戸免疫・膠原病懇話会
参天製薬（株）
黒本	卓司
Tel.06-6321-7382

8/18（土）18:30　1単位	 広島
第179回	広島県臨床整形外科医会研修
講演会	
原田リハビリ整形外科
原田	英男　Tel.082-870-5555

7/14（土）18:30　1単位	 山口
第85回	山口県臨床整形外科医会
田辺三菱製薬（株）
畑中	正典
Tel.083-972-5311

7/28（土）17:00　1単位	 高知
高知県医師会学術講演会
ファイザー（株）
白石	英伸
Tel.088-873-9881

6/30（土）19:00　1単位	 広島
第140回	備後整形外科医会
寺岡記念病院
小坂	義樹
Tel.0847-52-3140

7/10（火）20:00　1単位	 徳島
第5回	徳島リウマチ医の会
田辺三菱製薬（株）
北山	和哉
Tel.088-655-2550

6/24（日）12:10　1単位	 岡山
第1回	中国四国リウマチ医の会
参天製薬（株）
木田	隆
Tel.082-502-7301

6/21（木）19:30　1単位	 山口
関節リウマチフォーラム	IN	下関
時任整形外科リウマチ科
時任	毅
Tel.083-246-0575

6/21（木）20:00　1単位	 広島
第37回	広島膠原病研究会
旭化成ファーマ（株）
井上	敬太
Tel.082-244-5802

6/21（木）19:45　1単位	 岡山
第14回	倉敷骨粗鬆症談話会
山田整形外科
山田	明彦
Tel.086-421-0503

6/20（水）19:30　1単位	 山口
第3回	山口県IL-6研究会
山口大学大学院医学系研究科	整形外科
平土	由美
Tel.0836-22-2266

6/30（土）18:30　2単位	 広島
広島県臨床整形外科医会研修講演会
原田リハビリ整形外科
原田	英男
Tel.082-870-5555

6/16（土）18:20　1単位	 鳥取
第7回	Biological	Meeting	in	Tottori	
（BMT）
鳥取大学医学部	保健学科
萩野	浩　Tel.0859-38-6308

6/15（金）20:00　1単位	 高知
第46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

5/26（土）19:40　1単位	 鳥取
Biologics	User's	Forum	on	RA	In	鳥取
ヤンセンファーマ（株）
石本	貴人
Tel.080-2272-3569

中国・四国

7/15（日）～7/16（月）　各1単位	 兵庫
15日　8:00　16日　8:00
第25回	日本臨床整形外科学会学術集会・関
西	モーニングセミナー　堀口整形外科医院
堀口	泰輔　Tel.072-752-1420

7/15（日）17:00　各1単位	 兵庫
第25回	日本臨床整形外科学会学術集
会・関西	イブニングセミナー
堀口整形外科医院
堀口	泰輔　Tel.072-752-1420

7/13（金）19:30　1単位	 兵庫
第12回	骨粗鬆症セミナー
帝人ファーマ（株）
福山	智之
Tel.078-261-9851

7/12（木）19:15　1単位	 兵庫
第4回	三田市整形外科医会学術講演会
田辺三菱製薬（株）
久保	祐一
Tel.078-222-7272

7/7（土）16:00　2単位	 和歌山
第28回	和歌山臨床RAフォーラム
那智勝浦町立温泉病院	整形外科
木浦	賀文
Tel.0735-52-1055

7/15（日）～7/16（月）　各1単位	 兵庫
15日　12:00　16日　12:00
第25回	日本臨床整形外科学会学術集会・関
西	ランチョンセミナー　堀口整形外科医院
堀口	泰輔　Tel.072-752-1420

7/7（土）17:45　2単位	 兵庫
第7回	西播磨関節リウマチ学術講演会
田辺三菱製薬（株）
椋野	雅彦
Tel.079-224-5051

6/29（金）19:00　1単位	 奈良
奈良リウマチ関節セミナー
奈良県立医科大学整形外科
小畠	康宣
Tel.0744-22-3051

6/23（土）17:30　1単位	 奈良
第7回	NARA	meeting
奈良県立医科大学整形外科
田中	康仁
Tel.0744-22-3051

5/30（水）20:00　1単位	 鹿児島
第8回	鹿児島トシリズマブ適正使用研究会
中外製薬（株）
土岐	憲二
Tel.099-251-1600

5/30（水）19:30　1単位	 福岡
第4回	大牟田リウマチを考える会
ファイザー（株）
山口	哲二
Tel.0942-38-6110

5/25（金）20:00　1単位	 福岡
第92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

九州・沖縄

6/28（木）19:30　1単位	 福岡
第16回	筑豊膠原病研究会
参天製薬（株）
平田	真生
Tel.092-411-0119

6/23（土）18:00　1単位	 沖縄
那覇整形外科リウマチセミナー
ファイザー（株）
矢野	真二
Tel.098-868-0981

6/15（金）19:00　2単位	 熊本
熊本県タクロリムス関節リウマチ研究会
アステラス製薬（株）
秋田	直人
Tel.096-212-0220

6/14（木）19:00　1単位	 福岡
第297回	福岡臨床整形外科医会研究会
成田整形外科病院
前田	朗
Tel.092-431-0306

6/13（水）19:45　1単位	 鹿児島
第13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（株）
後藤	隆夫　Tel.099-251-5151

6/26（火）19:45　1単位	 熊本
県北リウマチセミナー
田辺三菱製薬（株）
山田	泰裕
Tel.096-351-2232

7/21（土）15:00	16:00	17:10	各1単位	 宮崎
第23回	宮崎リウマチ医の会
旭化成ファーマ（株）
平石	一機
Tel.0985-28-2736

7/19（木）19:45　1単位	 大分
大分タクロリムス関節リウマチ講演会
アステラス製薬（株）
甲斐	豊太郎
Tel.097-513-5810

7/18（水）19:30　1単位	 福岡
第8回	トシリズマブのRA適正使用研究
会（福岡RA生物学的製剤治療研究会）
近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤	正一　Tel.092-762-2380

7/12（木）20:00　1単位	 大分
第101回	大分県リウマチ懇話会
ファイザー（株）
末廣	雅彦
Tel.097-534-5100

7/7（土）12:30　1単位	 福岡
第24回	日本整形外科超音波研究会
整形外科	浄水通りクリニック
西岡	英次
Tel.092-533-5331

9/14（金）19:00　1単位	 大分
第6回	ニ豊リウマチフォーラム
川嶌整形外科病院
川嶌	眞之
Tel.0979-24-0464

8/11（土）15:30	16:30	17:40	各1単位	 福岡
第18回	福岡県リウマチ医の会
参天製薬（株）
平尾	拓人
Tel.092-411-0119

8/6（月）19:30　2単位	 沖縄
第16回	沖縄リウマチ医の会
参天製薬（株）
竹市	浩司
Tel.092-411-0119

7/23（月）19:30　1単位	 佐賀
第14回	佐賀リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）
増田	全紀
Tel.0952-22-7811

8/31（金）20:00　1単位	 福岡
第93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
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（公財）日本リウマチ財団　平成 24 年度 事業計画
日本リウマチ財団は，昭和 62 年の

設立以来，着実な事業推進により多大
な成果をあげてきた。平成 23 年 4 月 1
日より公益財団法人に移行し 2年目を
迎え，今後はさらに，その基盤を確固
たるものとするために従前から実施し
ている各種事業の一層の充実強化を図
る他，関係団体と連携してリウマチ性
疾患の征圧に対する社会の要請と期待
に応えるように努め，より高い公益性
を追求した事業を展開することといた
したい。
平成 24 年度の主な事業は次のとお

りである。

１. 調査・研究及びその助成事業
（1）�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。
（2）�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。
（3）�全国リウマチ登録医のネットワー

クを構築する。
（4）�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 . 平成 24 年度リウマチ性疾患
調査・研究助成（公募）

11 課題　各 100 万円助成
イ . 平成 24 年度三浦記念リウマ
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

（5）�次の研究について助成するため顕
彰し賞金を授与する。
平成 24 年度ノバルティス・リ

ウマチ医学賞（300 万円）（公募）
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・環境科学，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。

（6）�平成 24 年度（第 15 回）日本リ
ウマチ財団柏崎リウマチ教育賞�
（100 万円）
リウマチ性疾患に関する医学教

育，患者教育，社会教育等の功績
を顕彰し賞金を授与する。

（7）�平成 24 年度日本リウマチ財団リ
ウマチ福祉賞（記念楯，20 万円）
リウマチ性疾患に悩む患者さん

に対して永年にわたる医学的また
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。

（8）�リウマチのケアに関する事業を推
進する。

（9）�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を年 6

回発行し，リウマチ登録医等に配
布する。

（2）�平成 24 年度リウマチ月間（6 月）
啓発ポスターを作成し，医療機関，
保健所，市町村保健センター等に
配布する。

（3）�「平成 24 年度リウマチ月間リウマ
チ講演会」を開催する。
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。
開催月日 : 平成 24 年 6 月 3 日（日）
開催場所 : 東京都�丸ビルホール

（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
する情報をリウマチ登録医等へ提
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
マチ登録医の会または，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。
リウマチ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，シ
ステム改善の他，リウマチ情報セ
ンターにおいて対応した質疑応答
集を患者さん向けに作成する。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，リウマチ教
育研修会を開催する。

北海道地区：
平成 24 年 9 月 17 日（月 /祝）
札幌市教育文化会館

栃木地区：
平成 24 年 10 月 14 日（日）
ホテル東日本宇都宮

岐阜地区：
平成 24 年 10 月 21 日（日）
岐阜都ホテル

大阪地区：
平成 24 年 11 月 18 日（日）
北浜フォーラム

鳥取地区：
平成 24 年 8 月 19 日（日）
米子コンベンションセンター

宮崎地区：
平成 24 年 9 月 23 日（日）
宮日会館

（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　
北海道・東北地区：

平成 24 年 7 月 28 日（土）
ホテルさっぽろ芸文館

関東・甲信越地区：
平成 24 年 8 月 26 日（日）
JA長野県ビル

東海・北陸地区：
平成 24 年 9 月 30 日（日）
ホテルグリーンパーク津

近畿地区：
平成 24 年 10 月 7 日（日）
メルパルク京都

中国・四国地区：
平成 24 年 9 月 9 日（日）
アークホテル岡山

九州地区：
平成 24 年 10 月 28 日（日）
MRT�micc

イ . 第 14 回ＲＡトータルマネジメント
フォーラム

開催月日：平成 25 年 2 月 2 日（土）
開催場所：�東京都�品川インターシティ
（3）�登録リウマチケア看護師研修会

経過措置による登録希望者の資
格取得の機会を増やすため開催す
る。

開催月日：平成 24 年 8 月 5 日（日）
開催日時：�東京都�ザ�グランドホール

品川
（4）�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（第 5
弾：抗リウマチ薬と生物学的製剤
の使い方）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。

（5）�財団主催以外の教育研修会につい
て教育研修単位の認定を行う。

（6）�海外研修のため派遣する医師 10
人を目途に助成する。（100 万円）

（7）�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
ヨーロッパリウマチ外科学会から
派遣医 2名を受入れる。

（8）�国際学会におけるリウマチ性疾患
調査・研究発表に対し助成する。
国際学会においてリウマチ性疾

患調査・研究を発表する若手研究

者に対し，登録費用及び旅費，宿
泊費用を対象として 1学会につい
て 3名以内（国内で開催する国際
学会は 5名以内）に助成する。

ヨーロッパリウマチ学会（EULAR）
助成対象金額：30 万円
平成 24 年 6 月 6 日～�9 日

アメリカリウマチ学会（ACR）
助成対象金額：25 万円
平成 24 年 11 月 9 日～ 14 日

アジア太平洋リウマチ学会（APLAR）
助成対象金額：15 万円
平成 24 年 9 月 10 日～ 14 日

国内で開催する国際学会
助成対象金額：5万円

４. リウマチ登録医の養成事業
（1）�平成 24 年度新規リウマチ登録医

の審査登録を行う。
（2）�平成 25 年度新規リウマチ登録医

の申請受付を行う。
（3）�リウマチ登録医名簿（追録）を作

成し，リウマチ登録医等に配布す
る。
全国版（リウマチ登録医等配布

用）3,800 部
（4）�リウマチ登録医制度のあり方につ

いて昨年度に引続き検討し，リウ
マチ登録医規則等を改正する。

５. リウマチケア専門職制度の推進　
看護師を対象に平成 22 年度より発

足した「日本リウマチ財団登録リウマ
チケア看護師 ｣制度については，第 3
次の募集，登録を行う他，他職種につ
いて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の 
推進
東日本大震災における災害時リウマ

チ患者支援事業の検証結果を踏まえ，

より実効性のある支援事業を実施する
ため，ネットワークの再構築等体制強
化を進める。

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. その他事業
（1）�平成 23 年 8 月，厚生労働省が公

表した「今後のリウマチ対策の方
向性等 ｣の確実な実施を厚生労働
省に働きかける。

（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。

（7）�リウマチケア専門職制度検討会を
窓口として，欧州リウマチ学会リ
ウマチ専門ナース制度に関する情
報交換を積極的に行い，その浸透
に助力する。

（8）�時代のニーズを踏まえた事業が実
際の医療現場と連動して展開でき
るよう，賛助会員の相互理解や交
流を深める場として，法人賛助会
員打合会を開催する。
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QUIZ

画像画像 画 像 ク イ ズ
#8

問題
この疾患は何でしょうか ?
60 歳女性　SLE，シェーグレン症候群

1987 年 蝶形紅斑，白血球減少，抗核抗体・抗 DNA 抗体陽性，低補体血症で発症。

抗セントロメア抗体陽性，抗 SS-A/Ro 抗体陽性，抗 RNP 抗体陰性，抗 Sm 抗体陰性，

抗β 2GPI 抗体陰性，LAC 陰性

→ PSL (30mg から 7.5mg) 内服　( 約 18 年 )

2005 年 9 月

左手手掌腫脹　中指 DIP 屈曲不能にて整形初診

手関節の外傷，疼痛の既往なし

当院のリウマチ内科で 18 年ほど SLE として治療されている 60 歳の女性です。

昨年の 9 月に左手の手掌の腫脹と中指の DIP の屈曲不能で受診されました。
出題：吉原由樹 氏
 （倉敷成人病センター）
協力：リウマチセンター間連絡会

111 号解答：診断：カシンベック病
	 地方病性変形性骨軟骨関節症
	 セレニウム欠乏症

医師のカシン N.Kaschin とベック E.V.Beck が研究・報告。

シベリア東部・朝鮮半島北部・中国東北地区にみられる，関節と骨の変形・
はれを主症状とする病気。

小児では四肢の発達がよくなく，小人 ( こびと ) 症になる。

その症状から慢性の一酸化炭素中毒やウイルス性心筋症などと考えられてい
たが，くわしい調査の結果，血液中の半金属元素であるセレンや，セレンをふ
くむ酵素の一つである「グルタチオンペルオキシターゼ」が欠乏していること
が，1982 年に見いだされた。

グルタチオンペルオキシターゼは，身体に有毒な過酸化水素あるいは脂肪の
過酸化水素を分解する反応を触媒している。

この酵素は，人や動物の赤血球をはじめとする種々の組織に広く分布して，
過酸化水素や脂肪の過酸化物による赤血球や組織の障害をふせいでいると考え
られている。セレンが欠乏するとグルタチオンペルオキシターゼがつくられな
くなり，過酸化水素や脂肪の過酸化物による組織障害が現れたのでしょうこれ
が第一点である。

第二点は，ある特定の金属元素，この場合はセレンが欠乏すると，他の微量
金属元素の存在量がアンバランスになることが知られている。なお，セレンが
欠乏したために生ずる病気には，カシンベック病の他に，克山病，多発性硬化症，
神経性リポフスチン症，クワシオルコルなどが知られている。また，肝臓の壊
死などもセレンの欠乏によって引き起こされることが見いだされている。 

中国衛生部と発展改革委員会，財政部は「2004 － 2010 年全国重点風土病
予防治療計画」を発表した。

依然としてなくならない風土病（地方病）の予防と撲滅を目指す。
９日付で中国新聞社が伝えた。
この計画では 2010 年までの全国 95 の県と市で，ヨード欠乏症を撲滅，風

土性フッ素中毒，風土性ヒ素中毒，セレニウム不足によるカシンベック病など
の重点風土病の発病率低下を目指している。

中国は風土病の発生率が高い国とされ，全国 31 の省と自治区，直轄市で現
在も流行が確認されている。特に西部の辺境と貧困地域での発生率が高い。

解説：福田孝昭 氏
 （久留米大学医学医療センター

　リウマチ膠原病センター）
協力：リウマチセンター間連絡会

統計によれば 2003 年までに全国で確認された風土病患者は，フッ素斑状
歯：3877 万人，骨フッ素症：284 万人，風土性ヒ素中毒：9686 人，カシンベッ
ク病：81 万人など。
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【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】	 委員長：後藤　眞　桐蔭横浜大学医用工学部生命・医工学科不老科学・加齢制御学部門 教授 羽生忠正　長岡赤十字病院 副院長
  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　順天堂大学大学院医学研究科免疫病がん先端治療学講座 教授
  仲村一郎　湯河原厚生年金病院リウマチ科 部長 山村昌弘　岡山済生会総合病院内科診療部長／リウマチ・膠原病センター長
  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

4 月 26 日から 3 日間，東京・品川
のグランドプリンスホテル新高輪で開
催されていた第 56 回日本リウマチ学
会（学会長は宮坂信之 東京医科歯科
大リウマチ内科教授)が昨日終了した。

その内容の一部は本誌紙面でも紹介
されているが全体的な印象を述べた
い。今年の学会の大きな特徴は，これ
まで学会長が中心となって行ってきた
学術集会の運営を，日本リウマチ学会
が新たに学術集会運営組織を設置して
主導的な立場で行った点である。これ
は学会長の意向をくみつつ科学性かつ
継続性のあるプログラムを策定し，よ
り透明性のある学会運営が行われるこ
とを目的としている。したがって学
会全体の印象を一言で述べると，かな
りバランスのとれたプログラム構成

であったといえる。シンポジウム（25
枠），教育研修講演（20 演題），ラン
チョン・イブニングセミナー（45 演題）
の計 90 枠・演題のうち，関節リウマ
チに関するものは 55 あったが（61％），
そのなかで純粋に生物学的製剤に焦点
を当てたものが 13 と全体の 14% と意
外に少なかった。一方，バイオ以外
では MTX を含めた DMARDs に関す
るものが 7 つ（全体の 8%），RA の病
態・骨破壊の機序など基礎研究に関す
るものが 7 つ（8%），手術に関するも
のが 7 つ（8%）と均衡のとれた構成
であったといえる。これはリウマチの
征圧には生物学的製剤によるところ
は大きいものの，MTX を含めた既存
の DMARDs，手術治療，さらにはリ
ウマチの病態解明に迫る基礎研究を含
めた多角的なアプローチが必要不可欠
であるという学会運営組織の強いメッ
セージの表れであり，すばらしいと感
じた。宮坂教授の会長講演の言葉を借

りれば「過去」から「現在」に引き継
がれてきたすべての英知を結集して初
めてリウマチ治療の「未来」は拓ける
とも言い換えることができると思う。
またその年の学術集会のキー・メッ
セージを強く打ち出すこととなる初日
のメイン会場でのオープニングシンポ
ジウム「Bio Era を検証する」も聴き
ごたえがあった。特に山中寿先生（東
京女子医大 膠原病リウマチ痛風セン
ター，本年のリウマチ学会賞を受賞）
がバイオの光（功績）を認めつつも，
細菌性肺炎・結核・ニューモシスチス
肺炎などの感染症，無効例の存在，高
価格，経口的投与ができないなどバイ
オの影にも光をあてた講演をされてい
たのが印象に残った。

全体を通して，「バイオを使うか，
使わないか」という究極の選択を迫る
議論や「バイオにあらずんばリウマチ
治療にあらず」といった極端なメッ
セージを含んだ，いわゆる「お祭り」

が一段落したという印象を受けたのは
私だけであろうか ?　バイオ製剤が導
入されてからの 9 年を振り返り，その
光と影を落ち着いて考えることができ
た 3 日間であった。もちろんそれぞれ
の施設や医師の間でまだ温度差はある
ものの，適応を慎重に考慮したうえで
生物学的製剤を安全かつ効果的に使い
リウマチを治療していこうという流れ
は定まったのではないか。バイオ製剤
がようやく本当の意味で日本のリウマ
チ治療に根づいてきたと感じた。
「リウマチ now・品川 now」の熱い

3 日間は幕を閉じた。リウマチ診療に
携わる者にとって「春の甲子園」とも
いえる本学会に来年はどんな演題で出
場しようか（はたして選抜されるの
か ?）などと思いを巡らせ学会場を後
にした。

（湯河原厚生年金病院 リウマチ科 
仲村一郎）

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。申込等，詳細については決まり次第ホームページ「リウマチ
情報センター」に掲載します。

平成24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

北海道
9/17
（月）

札幌市教育文化会館
ＮＴＴ東日本札幌病院
小池 隆夫 院長

栃　木
10/14
（日）

ホテル東日本宇都宮
自治医科大学 アレルギー・リウマチ科
簔田 清次 教授

岐　阜
10/21
( 日）

岐阜都ホテル
岐阜大学大学院医学系研究科
総合病態内科学分野
石塚 達夫 教授

大　阪
11/18
（日）

北浜フォーラム
行岡病院 リウマチ科
村田 紀和 臨床リウマチ研究室長

鳥　取
8/19
（日）

米子コンベンションセンター
鳥取大学 整形外科
豊島 良太 教授

宮　崎
9/23
（日）

宮日会館
宮崎大学医学部附属病院
帖佐 悦男 副院長（整形外科教授）

医師を対象にリウマチ教育研修会を下記のように開催する予定です。

リウマチ情報センター　ホームページ

http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma

登録リウマチケア看護師研修会　開催予定

日時：平成 24 年 8 月 5 日（日）
 10：00 ～ 16：00

場所：ザ グランドホール品川
 ※要事前申込

国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表に対する助成について

募集要項等詳細は財団ホームページをご覧ください。

平成 24 年度  ノバルティス・リウマチ医学賞／日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞／日本リウマチ財団リウマチ福祉賞

ノバルティス・リウマチ医学賞，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。
授賞式は，リウマチ月間リウマチ講演会	（6月3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。

ノバルティス・リウマチ医学賞受賞者
浅原 弘嗣氏
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科システム	
発生・再生医学分野教授
研究題目　「システムアプロ―チによる関節形成メカニズ
ムの解明とリウマチ病態解析への応用」
リウマチ性疾患の病因，発生機序，あるいは画期的治療等に
関する独創的な課題に取り組み，自然科学の発展に大きく寄与
した研究を顕彰する。

日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞受賞者
立石 博臣氏
神戸海星病院理事長兼病院長
兵庫医科大学名誉教授
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
渡辺 政子氏
（公社）日本リウマチ友の会福島県支部長
福島県難病団体連絡協議会会長
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。

平成24年度リウマチの治療とケア研修会　開催予定

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道
･東北

7/28（土）
北海道
ホテルさっぽろ芸文館

佐川昭リウマチクリニック
佐川　昭 院長

関東・
甲信越

8/26（日）
長野県
JA 長野県ビル
アクティーホール

長野赤十字病院
リウマチ科（整形外科）
金物 壽久 副院長 兼リウマチ科部長

 東海・
北陸

9/30（日）
三重県
ホテルグリーンパーク津

鈴鹿医療科学大学
細井　哲 保健衛生学学部長
 理学療法学科教授 

近　畿 10/7（日）
京都府
メルパルク京都

滋賀医科大学 整形外科
松末 吉隆 教授 

中国・
四国

9/9（日）
岡山県
アークホテル岡山

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科
人体構成学 西田 圭一郎 准教授 

九　州 10/28（日）
宮崎県
MRT micc

国立病院機構都城病院
整形外科・リウマチ科
税所 幸一郎 統括診療部長

医師をはじめ，医療関係者等を対象にリウマチの治療とケア研修会を下記のように開催する予定です。
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