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調査研究・教育・医療・福祉の功労者に毎年，
日本リウマチ財団から贈られる賞の授賞式が
行われた。

■ 三浦記念リウマチ学術研究賞 ■
本賞は，リウマチ性疾患に関する独創的な

研究調査等を行った若手研究者に授与される。
今年度は，東北大学病院血液免疫科医員（現
職・東北大学 東北メディカルメガバンク機構地
域医療支援部門助教）の白井剛志氏に贈られ
た。授賞対象の研究題目は「脳症を呈する膠
原病患者における抗 ephrin type-B receptor 
2（EphB2）抗体の臨床的・病原的意義の解
明」。
■ 日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞 ■

本賞は，リウマチに関する医学教育および
患者教育における多年にわたる功績を顕彰し
授与される。今年度は，大分大学名誉教授・

（7 ページに続きます）

（3 ページに続きます）

120 号の主な内容
●	 詳報
	 平成25年度リウマチ月間
	 リウマチ講演会

●	 座談会
	 「リウマチ患者さんのニューモ
シスチス肺炎と非結核性抗酸
菌症に向き合う」（後編）

●	 アナウンスメント

後援 4団体各代表より祝辞
リウマチ医療新体制への
期待を表明

開会セレモニーの
始めに髙久代表理事
が挨拶に立ち，最近
の日本リウマチ財団
の取り組みとして，平
成 22 年度に始まった
同財団登録リウマチ
ケア看護師の制度が
発足から満 3 年を経
て，現在，全国で 1,000

名を超える登録リウマチケア看護師が活躍し
ている現状を報告。また，相次ぐ新しい生物
学的製剤の開発により，リウマチ診療における
薬剤師の役割が重要になり，現在，「リウマチ
登録薬剤師（仮称）」の制度創設を準備中
であることを報告し，関係方面の理解と協力を
求めた。

続いて，本講演会の後援団体代表 4 名の
来賓祝辞があった。厚生労働省健康局疾病

対策課長の山本尚子氏は，財団の幅広い事
業展開に敬意を表明するとともに，早期診断・
早期治療により，完全寛解を目指すことが可能
になったリウマチ診療のさらなる発展への期待

を述べた。
日本医師会会長の横

倉義武氏（代読・常任
理事道永麻里氏）は，リ
ウマチ診療体制の地域
間格差の問題に触れ，
今後，かかりつけ医の研
鑽を通じ，専門医とかか
りつけ医の有機的連携
を核とした地域医療提供
体制の再構築を図りたい
との所存を述べた。

日本リウマチ学会理事長の髙崎芳成氏は，
医師，看護師に専門薬剤師も加えたリウマチ
診療体制の構築が必要であるとする財団の考
えは，今日の状況への鋭い洞察に導かれたも
のであると評価し，今後，財団との連携関係を
さらに強めていきたいと述べた。

日本リウマチ友の会会長の長谷川三枝子氏
は，財団が企図する「新しいリウマチ医療体
制の構築」は，すべてのリウマチ患者の希望
でもあると述べ，この目標の実現のために，友
の会は患者の立場から担えるものを担って協
力していきたいとの姿勢を表明した。

リウマチ研究・教育・福祉の
功労者に賞を授与

来賓祝辞に続き，リウマチ性疾患に関する

（公財）日本リウマチ財団恒例の「リウマ
チ月間」のメインイベント「リウマチ講演会」
が6月9日，東京駅前の丸ビルホールで開
催された（概要は本紙7月号にて既報）。ほ
ぼ満員の会場には，リウマチ患者と家族の
ほか，医師，看護師など医療従事者の姿

も多くみられ，リウマチ医療現場の変革を
呼びかける演者・パネリストらのメッセージ
に，フロアからさまざまな質問や共感の声
が寄せられ，終始熱気に包まれていた。当
日の式典の模様と，各講演の要旨，パネル
ディスカッションの概要をお伝えする。

話し手　徳田　　均 先生
（社会保険中央総合病院　呼吸器内科）
聞き手　山村　昌弘 先生

（編集委員　岡山済生会総合病院　リウマ
チ・膠原病センター）

関節リウマチに伴う
ニューモシスチス肺炎（RA-PCP）
の治療

山村：前号に引き続き，RA-PCP の治療につ
いてお聞きします。
徳田：治療では，ST 合剤の投与量とステロイ
ド製剤は投与すべきか，という2 つの問題が
あります。HIV-PCP では，ガイドライン化され

た推奨投与量があり，体重 50kg 以下であれ
ば ST 合剤（バクタ ® 錠）9 錠，51 ～ 80kg
の場合は 12 錠という，非常に大量の ST 合剤
を服用することが定められています。一般抗
菌薬としての ST 合剤用量は，1日4 錠・分 2
ですから，これは非常に高用量なので，結果
的に副作用で患者を苦しめるわけです。しかし，
この推奨の元になった研究は，1 群の割り付け
数が 20 例といった小規模なもので，HIV-PCP
としても大量過ぎるのではないかという疑問は
残っています。実際に私が調べてみますと，あ
る国で HIV-PCP にこの半量を投与したところ，
治療成績が全く変わらなかったという報告１）も
あります。このように用量が定まらない背景に
は，P. jirovecii が培養不能のため，MIC が

測定できないという事情があると思います。
一方，RA-PCP では HIV-PCPよりもさらに

胃腸障害，骨髄障害，肝障害が出やすく，中
断せざるを得ない場合が多いのですが，中断
例もほとんどの場合において助かります。つま
りこれを感染症と考えるのはあり得ないはなし
で，減量・中断しても治癒するということは，お
そらくRA-PCP が単なる感染症ではなく，非
常に微量の菌が惹起する「免疫の嵐」だと
いうことを裏付けていると私は思います。
山村：では，最低限必要な投与期間はどれぐ
らいと考えたらよろしいですか。
徳田：米国の最近の総説 2）では，根拠のデー
タが何もないので，エイズにならって２～ 3 週
間となっています。これはＲＡだけで無く血液
疾患なども対象に含んだものです。ＲＡについ
ては長すぎるような気がしますし，また途中で
非常に強い副作用が起こった場合に，必ずし
もそれにとらわれる必要はないと思います。
山村：完遂しなくても，1 週間程度で大丈夫で
しょうか。
徳田：やはり1 週間は続けたいですね。そし
てもう１つは，HIV-PCP の場合，ST 合剤が

厚生労働省健康局
疾病対策課長 山本尚子 氏

日本リウマチ学会理事長
髙崎芳成 氏

日本医師会常任理事
道永麻里 氏

日本リウマチ友の会会長
長谷川三枝子 氏

挨拶する
髙久史麿代表理事

日本リウマチ財団
柏崎リウマチ教育賞
鳥巣岳彦 氏

ノバルティス・
リウマチ医学賞
梅原久範 氏

日本リウマチ財団
リウマチ福祉賞
成田すみれ 氏
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インターフェイスの１つとして，今後，リウマチ
登録薬剤師の活躍が望まれる。

薬剤師にもいろいろな職種があるが，まず，
調剤薬局の薬剤師には，リウマチ登録薬剤師
として，患者に対する適切な投薬指導と薬剤
説明を望みたい。特に高薬価の生物学的製
剤では，患者が前向きに治療に取り組めるか
否かは大部分，薬剤師の指導と説明にかかっ
ている。また，研究機関や製薬企業の薬剤師，
MR にも，ぜひ連携の輪に加わり，リウマチ患
者の顔をよく知った上で，薬剤の開発やセール
スに取り組んでもらいたいと思う。

リウマチ財団登録医，登録リウマチケア看
護師，リウマチ登録薬剤師の 3 本の矢が揃い，
それぞれが十分に役割を果たすことによって，
日本のリウマチ医療は世界で最も優れたもの
になると信じている。

パネルディスカッション
司　会／松野 博明 氏

 松野リウマチ整形外科 院長
 岡田 正人 氏

 聖路加国際病院
 アレルギー膠原病科 部長

パネリスト／松原 司 氏
 飯田 正子 氏
 高林 克日己 氏
●パネリスト発表
松野：リウマチ医療が多様化・複雑化するとと
もに，多職種連携あるいは病診連携・診診連
携が必要になってきた。そこで，松原先生に，
リウマチ診療における病診連携について，飯
田先生にはチーム医療における看護師の役割
について，高林先生からは，超高齢社会に対
応した地域医療の取り組みについてお話しい
ただきたい。
松原：診療所（紹介元）と病院が連携し，そ
れにより，患者が遠くの病院に通わず，近隣の
施設で治療を受けられるような治療体制を作り
出そうとしている。そのために，当院では以下
のような地域連携パスを作り運用している。初
回来院時，①各部位の身体所見，血液学的
検査，胸部 X 線・胸部 CT により治療のベー
スラインを確認 ②メトトレキサート（MTX）服
用に際して，感染症リスク，自己管理を含め患
者教育を実施 ③ MTX の導入方法を決定し
処方 ④ 2 回服用後の受診と血液検査。以後
2ヵ月間の MTX 最大増量幅を決定 ⑤投与
量を設定後，紹介元で治療を継続。以上は
MTX 導入の場合のパスであり，生物学的製
剤導入の場合は，薬剤の種類により，上記②
に自己注射指導，医療費負担についての説明
などが加わる。パスは，連携先各診療所の都
合も考えて作成している。
飯田：もし日本看護協会が「リウマチケア認定
看護師」を設けたら，その専門的能力をどの
ように定義づけるだろうかと考え，他の認定看
護師の例にならって書いてみた。①リウマチ
治療を受ける患者に関する最新の知識を持つ
とともに，リウマチ治療の特徴，治療方法，治
療経過から有害事象の発生をアセスメントし，
予防または軽減のための看護ケアを提供でき
る。②治療に伴う有害事象の予防または軽減
のためのセルフケア能力を査定し，効果的で
実行可能なケア方法や生活指導ができる。③
リウマチ指導を受ける患者・家族の不安を軽
減し，継続して治療が行えるよう支援する。④
リウマチ治療に伴う看護ケアに関して，看護ス

九州労災病院名誉院長の鳥巣岳彦氏に贈ら
れた。
■ ノバルティス・リウマチ医学賞 ■

本賞は，リウマチ性疾患の病因・発生機序・
画期的治療法を探索し自然科学の発展に寄
与した研究を顕彰し授与される。今年度は，
金沢医科大学血液免疫内科学講座教授の梅
原久範氏に贈られた。授賞対象の研究題目は

「IgG4 関連疾患の病因病態関連蛋白および
関連遺伝子の探索」。
■ 日本リウマチ財団リウマチ福祉賞 ■

本賞は，リウマチ性疾患に悩む患者に対す
る多年にわたる救済活動を通じ，その福祉向
上に寄与した人に授与される。今年度は，横
浜市青葉台地域ケアプラザ所長の成田すみ
れ氏に贈られた。

基調講演

リウマチ登録医をコアとした
地域完結型医療体制の構築

座長／川人 豊 氏
京都府立医科大学教授
膠原病・リウマチ・アレルギー内科
部長

演者／松原 司 氏
松原メイフラワー病院院長

要旨：日本のリウマチ
医療に生物学的製
剤が導入されて，パ
ラダイムシフトが 生
じ，寛 解という目標
に向 かって治 療 手
段を適正化するT2T

（Treat to Target）
の考え方 が 浸 透し
た。しかし，リウマ
チ科以外の分野には T2T の概念が十分に
普及せず，また，わが国のリウマチ患者の約
60％はリウマチを第一の専門としない整形外
科や内科などのクリニックで治療を受けている
ことなどを背景に，疾患コントロールに格差が
生じている。

われわれはリウマチ専門医のいる全国各地
の医療機関で治療を受けているリウマチ患者
のグループと，通院先を特定できない別のリウ
マチ患者グループに対して，それぞれ治療の
満足度を尋ねるアンケート調査を行った。そ
の結果，専門医の治療を受けている患者のみ
のグループでは「大変満足」または「満足」
と答えた患者が合わせて 76％だったのに対し，
そうではない患者のグループでは 36％であっ
た。他の結果も含め本調査全体として，専門
医の治療を受けているグループよりも，そうで
ない患者のグループのほうが，治療に対する
満足度が低くなる傾向がみられ，疾患コントロー
ルの格差の存在が示唆された。

この格差を是正する１つの方法は，各地にリ
ウマチ財団登録医，登録リウマチケア看護師
などを増やし，地域のリウマチ診療のレベルアッ
プを図ることである。われわれの兵庫県地区
では「兵庫県リウマチ財団登録医の会」を作り，
独自に会則を定めて活動している。参加資格
を緩やかにし，現在登録医でなくてもリウマチ
診療を行っている医師であれば，入会し登録
医を目指してもらっている。また，登録リウマチ
ケア看護師や，リウマチ医療を志す看護師に
も入会してもらい，多職種連携を視野に入れ
た活動を行っている。

講演 1

リウマチケア看護師の役割と
国際交流

座長／高林 克日己 氏

タッフに対する相談・指導が行える。⑤安全
に治療を実施するため関連する多職種と協働
できる。今後，これらの内容を含め財団登録リ
ウマチケア看護師のプログラムとしても通用す
るものを考えてみたい。
高林：私からは超高齢化の問題について，少
し厳しい見通しをお話しする。今後，人口の
高齢化が最も進むのは大都市圏，具体的に
は東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県であり，
しかも，このうち東京都を除く3 県は，人口当
たり医師数，看護師数，病床数がすべて全国
最低レベルである。これらの地域で今後，高
齢の患者が病院などに殺到すると，現在でさ
え足りない医師は必ずパンクする。そこで，破
局を避ける１つの方法は，リウマチケア看護師，
リウマチ登録薬剤師に医師の仕事の一部を
肩代わりしてもらう方法。もう１つは，病診連携
により，病院に集中しがちな高齢患者の医療
の一部を診療所（かかりつけ医）に移行させ
ることである。ここで大事なのは連携当事者
間で患者情報を共有し自由に閲覧できるシス
テムであり，千葉県は最近，県内の医療機関
等 4,000ヵ所を結ぶ情報ネットワーク「千葉県
IT ネット」を構築し運用を開始した。これを
用いて，リウマチの病診連携もスムーズに進む
ことが期待されている。

●総合討論
岡田：松原先生は，連携先のかかりつけ医に
どのような教育を行っているか。
松原：エリア医師会のリウマチ研究会などの
機会を積極的に利用する。
岡田：病院の看護師と，クリニックの看護師は，
それぞれ得意とする分野が違うと思うが，両
者が互いに教え合うような連携の仕方はあり得
るか。
飯田：さまざまな報告を見てみると，クリニック
の看護師は患者に家族のように接していること
が感じられ，病院の看護師もそのような能力を
伸ばすことにより看護の成果を上げられるので
はないかと思う。一方，新しい生物学的製剤
や副作用情報が出たときの速やかな対応は，
地域のセンターとなっている病院などがその役
割を担うべきだと思う。
フロア：患者の相談に，専門医だけが応じた
場合と，専門医と看護師が一緒に応じた場
合と，看護師だけで応じた場合を比較すると，
看護師だけの場合が最も患者を力づけたとい
う報告があり，自分も看護師だが，これを読ん
で嬉しく思った。これからの時代，リウマチケ
ア看護師に求められるものは何か。
高林：患者さんは，医師には建前を話し，看
護師には本音で接する傾向がある。親しみや
すいことは看護師の絶対的な強みである。た
だし，その後，看護師と医師との情報交換が
重要である。
松原：リウマチ治療の最終目標である「真の
寛解」は，臨床的寛解，機能的寛解，構造
的寛解の 3 つを同時に満たす状態と考えられ
ているが，もう１つ，「心の寛解」というものが
重要であると思う。単に症状が取れたというに
とどまらず，今は心の寛解というしかない一段
高い状態を目指す，そのような治療体系を今後，
看護師が中心となって追求していただきたいと
希望する。
飯田：看護師の務めは，目の前の患者さんを
生かすこと，これに尽きると思う。「自分のこ
とを知ってくれている人がいる」ということが，

患者さんにとっての
看護師の存在価値
であると思う。
岡田：本日は長時間
にわたり有り難うござ
いました。

（文責編集部）

千葉大学医学部企画情報部 教授
演者／飯田 正子 氏

聖路加国際病院看護部
外来ナースマネジャー

要旨：2000 年代に入
り，慢性関節リウマチ
から関節リウマチと病
名が変わり，2010 年
からは登録リウマチ
ケア看護師制度が始
まった。 一 方，2003
年に生物学的製剤の
導入とともに，治療の
パラダイムシフトが起
こったといわれ，リウマチ診療の大変化の時代
にいることを感じるが，実はリウマチ治療計画
の土台をなす安静・運動・入浴・食事・睡眠・
教育など，看護師が大きな役割を果たす部分
の重要性は変わっていない。

われわれの聖路加国際病院では，リウマチ
を扱うアレルギー膠原病科に 9 名の医師が配
置され，1日に 4 名が外来を担当している。整
形外科と受付ブースを共有し，関節注射など
は整形外科と当科が協同で行うなど，総合病
院ならではのメリットを生かしてリウマチ診療を
行っている。看護師は 10 名で，うち 5 名は
財団登録リウマチケア看護師である。本日の
講演の依頼を受けたのを機に，当院における
日常の看護活動を改めて観察してみたところ，
人員不足などの要因はあるにせよ，リウマチ看
護に独自の機能が必ずしも十分に果たされて
いないことを痛感した。

リウマチ看護に独自の機能とは，どのような
ものか。欧州リウマチケア看護師委員会は，
次の 7 点を挙げている。①情報提供とアドバ
イス，②患者満足度の向上，③より綿密なケア
の達成，④精神的なサポート，⑤疾患のマネ
ジメント：服薬指導・社会的サポート，⑥自己
マネジメント：生活におけるアドバイス，⑦ケア
の効率化。

ピラミッド建造に例えるなら，当院の看護能
力はまだ基層を積み終えた段階であり，今後こ
の基層の上に，より専門的なリウマチケア能力
を積み上げていくことが課題である。

講演 2

リウマチ登録薬剤師（仮称）
制度確立に向けて

座長／松本 美富士 氏
桑名市総合医療センター・桑名東医
療センター内科・リウマチ科 顧問

演者／西岡 久寿樹 氏
東京医科大学医学総合研究所 所長

要旨：免疫系の難病は，臓器別に制御する時
代から，病態制御の
時代に入った。例え
ば，ある種の免疫異
常は，サイトカインを
過剰に産生させ，こ
れが各臓器の細胞に
作用して細胞破壊を
引き起こす。細胞破
壊が関節で起これば
関節リウマチ，眼球
で起こればぶどう膜
炎，皮膚で起これば乾癬，等々の疾患となる。
従来は，これらの疾患を臓器別に治療してき
たが，根本の病態が明らかになれば，その病
態を制御することが主要な治療戦略となる。

そこで必要になるのが，医学研究者，薬剤
師，薬剤開発研究員，医師，看護師などによ
る医療連携体制である。リウマチ性疾患の治
療は，病態の解明，新しい医療技術や生物学
的製剤の開発などが相互に影響し合って日々
変貌を遂げており，常に状況の変化に対応す
るためにも，多職種による連携が欠かせない。
そして，このような医療環境と患者を媒介する

リウマチ講演会 つづき

松原 司 氏
松原メイフラワー病院院長

飯田 正子 氏
聖路加国際病院看護部
外来ナースマネジャー

西岡 久寿樹 氏
東京医科大学医学
総合研究所 所長

松野 博明 氏
松野リウマチ整形外科
院長

高林 克日己 氏
千葉大学医学部
企画情報部 教授

岡田 正人 氏
聖路加国際病院
アレルギー膠原病科 部長
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使えなくなった症例に対しては，従来はペンタミ
ジンだったのですが，ペンタミジンもまた非常に
副作用が多くて使いづらいところがあるのが課
題でした。そこに最近になってようやく日本で
も，副作用の比較的少ないアトバコン（サムチ
レール ®）が保険収載されました。アトバコンは，
若干，抗菌力が劣るということですが，RA の
場合，菌量が多いわけではないので，ST 合
剤を1 週間前後投与の後，どうしても継続投
与ができなくなった場合に若干抗菌力が弱くて
もアトバコンに切り替えるということは，おそらく
検討してもかまわないと思います。

われわれの共同研究では，生物学的製剤
使用下の PCP で調べていくと，半分程度の例
が途中で中止を余儀なくされていたのですが，
ほぼ全員，24 人中 23 人が救命されています。
つまり，必ずしも3 週間完遂する必要はないし，
ST 合剤が使えなくなった場合には，副作用が
非常にマイルドなアトバコンが選択肢になり得る
と思います。
山村：では，RA-PCP にステロイド製剤は投与
すべきか，という点についてはいかがでしょうか。
徳田：これについては，エビデンスがあるのか
否かということが問題になります。HIV-PCP
に関してはステロイドの併用が標準治療です。
HIV 感染症において，その病態は菌体が引
き起こす免疫反応が重要なのだと言われてい
て，完全に常識化されています。一方，RA
の場合，さらに宿主の炎症が強いのだから，
当然使うべきと思うのですが，これについては，
まだそれをきちんと証明できた報告がありませ
ん。前向きの無作為比較試験も行われていま
せん。後ろ向き研究が 4 つあるのですが，有
効性が証明された研究は１つ，無効だった研
究が 3 つということで一致していません。

われわれが頼りにする情報ソースは，オンラ
インの uptodate.com ですが，そこで先ほども
ご紹介した Thomas2）は，やはり炎症が強い
わけですから，動脈血酸素分圧（PaO2）が
低い例では，HIV 感染症と同様にプレドニン
80mg/日から始めて 3 週間投与を勧めると
言っています（表 1）。

われわれが行った国内共同研究でも，ほと
んどの例でステロイド製剤を積極的に使ってい
ますし，わが国ではもっと大胆にステロイドパ
ルス療法をさかんに使っていると思います。そ
の結果，先ほどお話ししたように，24 例中 23
例が回復したという結果が出ていますので，
BAL の解析でサイトカインが非常に多いという
ことも併せて考えると，ステロイド製剤を積極的
に使うべきではないかと考えます。
山村：Thomas 2）は，RA-PCP でもHIV-PCP
と同一のプロトコルによる治療を勧めているの
ですね。
徳田：まったく同じプロトコルです。米国の研
究者もRCT がない以上，それ以上は強く言
えないのでしょうが，もしかしたら実際にはもっ
と強力なステロイド療法を実施しているのでは
ないかなという気がします。われわれは重症
度に合わせて，メチルプレドニゾロンを250 ～
500mg/日投与します。1000mgまで使うこと

はめったにありません。それを3日間というの
をルーチンに実施しておりますが，副作用が発
現した経験がありませんし，治療経過も順調に
いくと思っているので，これはぜひお勧めした
い方法です。
山村：効果判定の目安は，X 線所見ですか，
それとも呼吸状態ですか。
徳田：臨床症状，血液ガスの改善，X 線所見
の改善が大体揃って出て来ますのでそれで判
定できます。

期間はＲＡの場合，3 週間くらいかけて
構わないと思います。
山村：特にわが国のようにステロイドパルス療
法を上手に使ってきた経験があれば，ステロイ
ドパルス療法から治療に入って，非常に短期
間でステロイド製剤は中止するという考え方も
できますか。
徳田：実際には，短期間で中止するということ
は多くありません。なぜなら，もともとMTX や
生物学的製剤は強いRAの病勢を抑えるため
に必要で投与されていたわけですので，PCP
の発症をきっかけにそれらの免疫抑制剤を中
止すると， RA の過剰免疫が復活してきてＲＡ
症状がフレアアップすることがあると思います。
またその様な過剰免疫の復活は肺に対しても
好ましくない影響を及ぼすことが考えられます。
ですから，実際はステロイド製剤を減量してい
く上で，慎重にならざるを得ないケースが結構
多いはずです。

確かにパルス療法だけで治まった例もあり
ますが，それは例外的です。やはりそれまで
MTX や生物学的製剤を必要としていた免疫
亢進状態の疾患ですから，それに対する薬剤
を中止すれば，ステロイド製剤は結局は 3 週
間前後，あるいはそれ以上必要になります。
山村：ケースによってはリウマチのコントロール
のために，少量のステロイド製剤を必要とする
状況もありえるということですね。

関節リウマチに伴う
ニューモシスチス肺炎の予防

山村：ここまで RA-PCP の特徴，鑑別，診断，
治療についてうかがって参りましたが，一番大
切なことは，いかにして予防するかということで
はないでしょうか。
徳田：おっしゃる通りです。他の疾患，例えば
HIV 感染症はもとより血液疾患などの PCPを
起こしやすい病態に対して，ST 合剤の予防
内服は広く行われています。しかし，東京医
科歯科大学の針谷正祥先生や宮坂信之先生
にお話をうかがいますと，日本リウマチ学会とし
ては一律に ST 合剤を投与することは「あま
りにもリスキーである（危険性が高い）」との
見解だそうです。RA 患者は薬物アレルギー
を起こしやすいため，ＭＴＸや生物学的製剤
の治療を受けるすべての患者に投与した場合
に，必ず一定の確率で重篤な肝障害や骨髄
抑制が生じるであろうと言うことです。PCP の
発症頻度は生物学的製剤投与例では 0.2 ～
0.4％ですから，予防内服の副作用がこれを上
回っているということは万が 1 つにもあってはい

けないわけですね。やはり，
対象を絞らなければいけな
いということになります。
山村：ええ，そうですね。
徳田：そこで針谷先生は，
65 歳以上，プレドニン6mg/
日以上の使用，肺に基礎疾
患ありを提唱されています。
まずはこういう患者さんは慎
重にやっていくという試みが
行われていいと思うのです。
針谷先生も，リウマチ医とし
ては予防内服を広く推奨す
ることについて起こり得る副作用が懸念される，
と言うことを理由に挙げておられました。
山 村： 針 谷 先 生 が，The New England 
Journal of Medicine に発表されたもの３）を
みると，リスクが複合的だということと，それぞ
れが相乗的に働いているということは理解で
きます。ただ，一般のリウマチ医にとっては，
PCPを経験してしまうと，予防投与のハードル
が下がってしまいがちです。もう少し具体的に
予防投与の基準ができることが好ましいと思い
ます。
徳田：どなたもお考えになるのが，β-D-glucan
の高値例に ST 合剤投与ということですが，β
-D-glucan は偽陽性がかなりの頻度で生じるた
めに，β-D-glucan だけに頼るのはよろしくないと
思います。では，誘発喀痰の PCR はどうかとい
うことですが，これは保険収載されるまでは現実
的な予防法ではないでしょう。
山村：そうですね。そういった，より客観性の
高い検査法が導入されてくれば，より詳細に目
安ができる可能性がありますね。

予防投与時の ST 合剤の用量については
いかがですか。
徳田：それは HIV-PCP の投与法と変える理
由がないので，連日1 錠か，週 3 回 2 錠とい
う量になると思います。広く行われている方法
です。

山村：投与期間はどのように考えたらよろしい
ですか。一番悩ましいところだと思いますが。
徳田：HIV-PCP のように CD4 が 200/μL を
下回ったら，ということが RA では言えないの
ですね。
山村：ステロイド製剤がフリーになり，治療強
度が十分に弱まったとき，患者さんに合わせて
決断されていると思いますが，投与期間の基
準はない，ということが現状ではないかと思い
ます。
徳田：参考になるのは，市販後全例調査の症
例を針谷先生たちがさらに個別に解析してい
る結果です。PCP のほとんどが，治療開始か
ら2 ～ 3ヵ月で発症しています。それ以後ほと
んど発症していません。やはり，「免疫のゆらぎ」
ということもあるのだろうと思います。ですから，
少なくとも半年を過ぎてまで，ST 合剤を継続す
る必要はないのではないかと思います。
山村：投与期間は半年程度が目安で，その間，
十分に生物学的製剤を使っている場合には，
ステロイド製剤などは中止に持ち込み，リスク
を少しでも引き下げることが大切であるというこ
とですね。
徳田：そうですね。誘発喀痰やうがい液の検
査に基づく海外の報告では，TNFα阻害薬を
使っている患者さんのP. jirovecii 定着率は

座談会（後編）つづき

表２　膠原病，ＴＮＦα阻害薬使用中患者のＰｃ定着率

研究 対象数 集団 検体採取方法 検査法 定着率
Mekinian

2011 57 自己免疫疾患
（ＲＡを除く） 誘発喀痰 PCR 16％

Wissmann
2011 125 IFX 投与中の

リウマチ性疾患 うがい液 PCR 25.8％

表１　ＲＡ─ＰＣＰにおける補助的ステロイド	の適応，投与スケジュール
1. 適応：PaO2 70 Torr >  or  AaDO2 35 Torr <
2. 時期：抗菌薬開始と同時に
3. 投与スケジュール：PSL 80mg （分２）5 日間→ 40mg 5 日間→ 20mg 11 日間
4.  病状が重い場合，mPSL250mg ～ 500mg/ 日 , ３日間（パルス療法）で開始する

ことを奨める．
参考文献２より，引用，改変．４. は徳田の責任で付加

徳田 均 氏
社会保険中央総合病院 呼吸器内科

山村 昌弘 編集委員
岡山済生会総合病院 リウマチ・膠
原病センター
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驚くべき数字でそら恐ろしくなりますが（表 2），
やはりこれは，わが国でも誘発喀痰の PCR が
健康保険の対象にならないと，データの蓄積
や現状把握は進展しない話だろうと思います。
山村：健常人での定着率はどの程度でしょう。
徳田：0% ～ 60%と，報告によってさまざまで
一定していません。
山村：P. jirovecii への暴露は常にあると考え
てよろしいのでしょうか。
徳田：小児期の 2 ～ 4 歳の間に，80％に抗体
が形成されるということはよく知られていますが，
ではそのときに入った菌がずっと中に潜んでい
るかというと，多分そうではないので，またクリ
アされて，また入って，またクリアされてというこ
とを繰り返しているのだと思います。結核菌は
陳旧性病巣の中に隠れて潜んでいるわけです
が，P. jirovecii にはそういうニッチ（隠れ場所）
がないようです。気道上皮の中にいるしかあり
ません。つまり，恐らくはマクロファージ機能が
活発になれば除菌され，その後また入ってくる。
そういう一連のことを繰り返しているらしいとい
うことがだんだん分かってきています。
山村：一部の人には定着して，その人が何ら
かの原因で菌量が増えたときに排出されて，
周囲に抵抗力の低い人がいればその人たち
が発症する，というパターンでしょうか。
徳田：そうですね。無症状の保菌者が感染
のリザーバーとなって，P. jirovecii の患者の
サイクルに関与しているという報告があります。
このことから，院内感染の問題というのが，実
は非常に重要なテーマになってきていて，中
でも腎移植後の PCP のアウトブレークが，国
内外の腎移植施設から続 と々報告されていま
す。いずれも非常に大規模なアウトブレークで，
感染場所はすべて外来待合室か病棟だという
ことが特定されています。また日本のあるRA
施設からも，外来待合室で感染が起こったと
報告されています。感染予防には，うがいの
励行，マスクの着用が勧められます。

生物学的製剤投与例の
結核死が増加傾向か

山村：続いて結核症に話題を移します。
徳田：抗酸菌感染症には，結核症と非結核性
抗酸菌症があります。このうち結核症につい
てまず押さえておきたいのは，生物学的製剤
導入以前から知られていることですが，RA 患
者では，結核発症のリスクが高いということで
す。たとえば，東京女子医科大学のデータ4）

では，相対危険度 3.2となっています。そこに
生物学的製剤が導入され，発症頻度が上昇
したということで，欧米では TNFα阻害薬の
使用により，結核発症リスクが 2 ～ 6 倍に上昇
したと報告 5）されています。

2012 年秋に私が収集したデータでは，結核
がどれぐらいの頻度で発生しているかについ
て各製薬メーカーに協力を求めたところ，頻度
は 0.1 ～ 0.2% の範囲でした。トシリズマブは
若干頻度が低いのですが，これは理論的にも
そのように言われてきたとおりです。死亡例に
ついては，実は最近急に増えてきているので
す。PMDA（医薬品医療機器総合機構）に

報告されたところでは，現在（平成 25 年７月
時点）までに全部で 13 例報告されています。
死亡例は，市販後調査終了後に発生し，多く
は粟粒結核のようです。最初は肺に影がなく
不明熱が延 と々続きます。

山村先生，リウマチ診療の現場では，不明
熱というのは時々あるものですか。
山村：少なくはないですね。
徳田：そうですか。学会報告されたものを読
みますと，いずれも不明熱で様子をみているう
ちに増悪して総合病院などに送るとそこで粟
粒結核と判明するのですが，手遅れで ARDS
を起こしたりして亡くなってしまうというケースも
あるようです。ですから，日本リウマチ学会の
適切な指導が功を奏して，2003 年以来発症
率はぐんぐん減って，結核の問題はこれで一
段落だと思われたのですが，実はこのところ粟
粒結核が続出して，10 人以上が死亡している
ということなのです。
山村：大変な事態となっているのですね。もう
少し幅広くイソニアジドの予防投与が必要なの
か，あるいは耐性菌の問題があるのかどうか，
そういった解析が待たれます。

非結核性抗酸菌症（NTM症）
について

山村：次に NTM 症の話題に移ります。
徳田：現在までに，NTM 症による死亡は 1 例
もいないのですが，ではなぜ問題になるかとい
うと，有効な治療薬がないので，本症と診断さ
れた場合，リウマチ学会のガイドラインで生物
学的製剤の投与は原則禁忌であるとされてし
まったわけによります。

しかし，実際はいろいろ問題があります。肺
の NTM 症といっても菌種がさまざまあり，一
般的には rapid glowerとslow glowerとで
は治療も異なり，予後も異なります。本来は，
菌種別に検討する必要があります。さらに，
本症特有の診断上の難しさ，治療上の難しさ
もあります。

それらが十分検討されないまま，また，わが
国の実態についてこれまであまり報告がなかっ
たことも事実で，その様な中で「薬があまり効
かない病気だから，心配だ，使わないようにし
よう」と言われてきたと推測しています。
山村：診断上の難しさではどのようなことがあ
げられますか。
徳田：NTMと呼ばれる一群の菌は，ヒトの
生活環境の中で，例えば湿った土や水回りな
どにかなり普通に存在しています。ですから，
NTM は常にヒトの肺に吸い込まれては吐き出
されており，たまたまbronchiectasis，気管支
拡張症や ILD（interstitial lung disease 間
質性肺疾患）などの肺の基礎疾患があるとそ
こに定着してしまいます。ということで，単なる
定着と発病は厳密に区別するというのが日本
結核病学会・日本呼吸器病学会の合同診断
基準であり，たとえば 2 回以上の異なった喀
痰検体での培養陽性などがあげられています

（表 3）。もう1 つは，画像所見でコンパチブ
ルな所見があること。具体的にいえば気管支
拡張や粒状影などがあること，となっているの

です。
ところが，ここに大きな問題があります。こ

の気管支拡張あるいは末梢の粒状影，分岐
状影というのは，実は RA 固有の細気管支炎
として高頻度（10% 程度）に存在し，気管支
拡張症は 40%もの頻度で存在します。した
がって，こういう影を持った例すべてについて
NTM 症を疑うということは，過剰診断になり，
RA 患者を不必要に生物学的製剤の恩恵か
ら外してしまうことになります。
山村：ところで，BE の気管支病変などには緑
膿菌やインフルエンザ菌が定着している可能
性が高いと思われますが，その扱いはどのよう
に考えればよろしいでしょうか。
徳田：悪さをしなければ，放っておけばいいと
思います。ただ，実際にそのような患者は年
に 1 ～ 2 度熱発することがあると思います。
そのような際には，緑膿菌にも活性を示すクラ
ビット® やジェニナック® やアベロックス ® など
のキノロン系薬を使用することで，一時的な発
熱，つまり増悪は制御できます。
山村：このような患者で，RA が非常に重症で
生物学的製剤の適応を検討する場合，定着
細菌の活動性感染がなければ，慎重な対応は
必要だとは思いますが，必ずしもコントラ（禁忌）
にはならないという考え方でよろしいですか。
徳田：そうです。キノロン系薬という武器があり
ますから，熱発があったらすぐに投与すれば，ほ
ぼ 1 週間以内で完全にコントロールできると思い
ますのでまったく禁忌にはならないと思います。
山村：また，NTM 症全てを過剰に恐れる必
要はないということでしょうか。
徳田：自験例では，長期にわたり緩慢に病勢
が進行し，ついには肺の荒廃をきたしたという
経験もありますが，そのような例は実は多くなく，
10 年経過後もほとんど変化がないという例が
多いのです。特にMycobacterium avium 
complex（MAC）症の進行は，非常に緩慢
ですから，それほど恐れることはないのです。
恐れなければいけないのは rapid glower の
M. abscessus 感染症で，これは非 RA の宿
主でもかなりの死亡率があります。海外からの
報告として注目を浴びた Winthrop の研究６）で
は，FDA の自発報告を収集して 105 例を検
討した中で，かなりの死者がいたというのです
が，M. abscessus 感染症患者が 12 例もいる
のですね。日本ではこれは 2％以下です。こ
の報告が，NTM 症の危険性を強調し過ぎる
結果を招いた可能性もあります。

日本では 80% 以上が MAC 症ですから，
それは多くの場合予後が良くて，とにかく中葉
舌区型の MAC 症を合併した RA で生物学
的製剤投与が原因で死亡したというのは，ま

だ今のところ1 例も公式の報告は出ていませ
んので，それほど恐れることはないのではない
かというのが私の考えです。
山村：海外の文献データから，一部 NTM 症
の重篤なイメージを MAC 症に当てはめてし
まっている側面もあるのですね。完全な殺菌
はできないし，必ず耐性菌の問題を起こすの
であれば，もう最初から手を付けない方がい
いと思っていました。しかし，実際には発症し
ても必ず重篤な病態になるわけではないので，
今後も慎重な対応は必要ですが，患者の RA
活動性が高い場合には生物学的製剤の適応
をもう少し積極的に考えてもいいのですね。
徳田：はい。特に保菌者だけで敬遠する必要
はまったくないと思います。
山村：今回，RA 患者のニューモシスチス肺
炎と非結核性抗酸菌症についてかなり深いと
ころまでお話しいただきました。私自身，非常
に印象的だったのは，先生自身の臨床研究と
論文調査を含めた非常に幅広い情報を基にし
て，エビデンスのある話をしていただいたこと
です。PCP 予防投与の適用基準や MAC 症
への生物学的製剤の適応が今後の課題とし
て残されていますが，そのような合併症をもつ
患者にも前向きな対応がなされるようになって
きた最新の状況をお話ししていただいたと思い
ます。

長時間，最新の知見をご説明いただき，本
当にありがとうございました。

（文責編集部）
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表３　肺NTM症の診断基準　（日本結核病学会･日本呼吸器病学会基準）

A. 臨床的基準 ( 以下の 2 項目を満たす )
 1.  胸部画像所見 (HRCT を含む ) で，結節性陰影，小結節性陰影や分枝状陰影の

散布，均等性陰影，空洞性陰性，気管支または細気管支拡張所見のいずれか ( 複
数可 ) を示す . 但し，先行肺疾患による陰影が既にある場合は，この限りでは
ない .

 2. 他の疾患を除外できる .
B. 細菌学的基準 ( 菌種の区別なく，以下のいずれか 1 項目を満たす )
	 1.	 2 回以上の異なった喀痰検体での培養陽性 .
	 2.	 1 回以上の気管支洗浄液での培養陽性 .
 3.  経気管支肺生検または肺生検組織の場合は，抗酸菌症に合致する組織学的所見

と同時に組織，または気管支洗浄液，または喀痰での 1 回以上の培養陽性 .
 4.  稀な菌種や環境から高頻度に分離される菌種の場合は， 検体種類を問わず 2 回

以上の培養陽性と菌種同定検査を原則とし，専門家の見解を必要とする .
以上の A， B を満たす .

◇ 北 海 道 ◇

中川 照久

中村 聡子

◇ 栃 木 県 ◇

溝谷 　学

◇ 埼 玉 県 ◇

伊藤 健司

河野 喜男

◇ 千 葉 県 ◇

三枝 紀子

望月 　猛

吉川 玲欧

◇ 東 京 都 ◇

岡田 正人

岸本 暢将

佐藤 洋志

豊島 洋一

西津 真平

◇ 神奈川県◇

小田井 剛

◇ 長 野 県 ◇

野澤 洋平

林 　真利

◇ 富 山 県 ◇

池渕 公博

◇ 静 岡 県 ◇

伊藤 　礼

大村 晋一郎

◇ 愛 知 県 ◇

臼井 　透

大場 満成

栗巣野 誠

杉戸 耕太

鳥居 貞和

福井 孝洋

山田 雄一郎

◇ 三 重 県 ◇

大西 孝宏

◇ 滋 賀 県 ◇

奥村 法昭

熊谷 康佑

◇ 京 都 府 ◇

上田 剛士

臼井 　崇

◇ 大 阪 府 ◇

山口 和男

◇ 香 川 県 ◇

中平 　旭

◇ 愛 媛 県 ◇

次田 靖功

◇ 長 崎 県 ◇

麻生 英一郎

◇ 熊 本 県 ◇

工藤 博徳

以上 36 名
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H25.9 〜H26.1）］

		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。

9/18（水）19:00　1単位	 福島
会津医学会学術講演会
エーザイ㈱
林	逸郎
Tel.024-932-0704

12/4（水）19:30　1単位	 山形
第16回	山形リウマチセミナー
山形大学医学部	整形外科学講座
水上	恵梨香
Tel.023-628-5355

10/19（土）17:00　1単位	 宮城
東北トシリズマブ皮下注学術講演会
中外製薬㈱
高橋	千恵子
Tel.090-5201-1602

10/5（土）18:30　1単位	 宮城
第24回	リウマチ診療研究会
ファイザー㈱
酒井	正弘
Tel.022-225-4446

9/28（土）16:30　2単位	 岩手
第5回	宮城リウマチセミナー
帝人ファーマ㈱
堀	弘一
Tel.022-711-4433

9/28（土）17:50　2単位	 岩手
第11回	岩手臨床リウマチ研究会
ファイザー㈱
木皿	尚哉
Tel.080-3584-4344

北海道・東北

11/16（土）17:00　2単位	 茨城
第19回	茨城リウマチ
旭化成ファーマ㈱
大柿	友彦
Tel.029-855-1988

11/13（水）19:00　1単位	 茨城
第8回	水戸・日立リウマチフォーラム
エーザイ㈱
西山	和延
Tel.029-224-8131

10/4（金）19:15　1単位	 茨城
第39回	茨城県北部リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
葛西	浩司
Tel.029-226-6601

9/20（金）20:15　1単位	 茨城
茨城県央地区　骨・関節研究会
旭化成ファーマ㈱
上田	耕治
Tel.029-254-5121

関東・甲信越

10/7（月）19:15　1単位	 福島
会津医学会学術講演会
小野薬品工業㈱
柿本	浩之
Tel.024-932-6966

10/4（金）19:40　1単位	 福島
福島T細胞研究会
ブリストル・マイヤーズ㈱
金野	俊之
Tel.024-927-1701

10/3（木）19:45　1単位	 埼玉
第9回	さいたまサイトカイン研究会
ファイザー㈱
梶浦	章正
Tel.048-649-2777

10/3（木）19:45　1単位	 埼玉
熊谷市整形外科医会講演会
田辺三菱製薬㈱
古郡	弘雄
Tel.049-241-0511

10/2（水）20:00　1単位	 埼玉
第3回	埼玉西南地区リウマチ研究会
中外製薬㈱
田邉	慧
Tel.049-247-3151

9/19（木）20:00　1単位	 埼玉
第41回	埼玉南部リウマチ懇話会
大正富山医薬品㈱
永瀬	宏一
Tel.03-3985-1133

10/17（木）19:05　2単位	 群馬
群馬リウマチアカデミー
（医）井上病院
井上	博
Tel.027-322-3660

10/12（土）17:40　2単位	 群馬
第9回	群馬県リウマチ登録医・実地医家の会
エーザイ㈱
古川	智則
Tel.027-323-6767

11/2（土）17:50　2単位	 栃木
栃木リウマチネットワーク講演会
田辺三菱製薬㈱
中江	直樹
Tel.028-636-2311

11/28（木）19:45　1単位	 埼玉
埼玉東部リウマチ勉強会
田辺三菱製薬㈱
友常	陽史
Tel.048-665-5213

11/20（水）20:00　1単位	 埼玉
第4回	埼玉抗IL-6療法研究会
中外製薬㈱
小林	典広
Tel.049-247-3151

10/11（金）20:00　1単位	 埼玉
第2回	川口	関節の治療を考える会
田辺三菱製薬㈱
工藤	健太郎
Tel.048-665-5213

11/8（金）19:30　1単位	 千葉
第22回	リウマチ薬物治療研究会
田辺三菱製薬㈱
小倉	満
Tel.043-227-1731

11/7（木）19:30　1単位	 千葉
第21回	南総リウマチ研究会
光友会	よねもと整形外科
米本	光一
Tel.0475-40-1065

10/11（金）19:45　1単位	 千葉
第9回	東葛南部リウマチ研究会
千葉県済生会習志野病院
縄田	泰史
Tel.047-473-1281

10/5（土）18:30　2単位	 千葉
第24回	千葉リウマチ医の会
ヤンセンファーマ㈱
上田	耕平
Tel.03-6891-8400

10/5（土）18:00　2単位	 千葉
第7回	千葉リウマチバイオセミナー
中外製薬㈱
山村	裕
Tel.090-5219-7850

10/4（金）19:45　1単位	 千葉
第4回	ちばリウマチ研究会
参天製薬㈱
澤井	隆義
Tel.0120-310-106

10/5（土）17:00　2単位	 東京
第41回	東京都リウマチ膠原病懇話会
参天製薬㈱
猿田	直矢
Tel.090-2353-4239

10/5（土）15:15　2単位	 東京
第18回「目で見る整形外科」東京コロ
キュアム
東海大学医学部	外科学系整形外科学
持田	讓治　Tel.0463-93-1121

9/28（土）17:00　1単位	 東京
東京リウマチトータルマネジメント研究会
エーザイ㈱
仲村	喜美
Tel.03-3637-3571

9/24（火）19:30　1単位	 東京
第86回	関節疾患フォーラム
科研製薬㈱
藤田	大輔
Tel.03-5950-1121

9/19（木）19:40　1単位	 東京
町田市整形外科部会	学術講演会
中野クリニック整形外科・内科
中野	裕治
Tel.042-793-7776

9/17（火）19:00　1単位	 東京
関節診研究会
エーザイ㈱
草野	修一
Tel.03-5325-0167

10/19（土）16:25　1単位	 東京
第9回「リウマチと感染症」研究会
大正富山医薬品㈱
石黒	一彦
Tel.03-3985-8163

10/17（木）19:45　1単位	 東京
第6回	西関東血管炎フォーラム
参天製薬㈱
藤井	宏
Tel.0120-310-106

10/16（水）19:45　1単位	 東京
第16回	東京リウマチ膠原病研究会
旭化成ファーマ㈱
小川	達朗
Tel.03-6911-3811

10/12（土）16:25　2単位	 東京
第52回	多摩リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
藤井	宏
Tel.0422-54-9781

10/19（土）16:30　2単位	 東京
第12回	北関東抗TNF療法研究会
田辺三菱製薬㈱
脇本	文子
Tel.048-645-2937

9/17（火）20:05　1単位	 神奈川
横浜骨粗鬆症最新治療セミナー
小野薬品工業㈱
佐藤	真宣
Tel.045-472-9611

12/7（土）12:00	15:30　各1単位	東京
第24回	日本リウマチ学会関東支部学
術集会	ランチョンセミナー
北里大学医学部	膠原病・感染内科学
栗原	光子　Tel.042-778-8745

12/7（土）11:00	16:30　各1単位	東京
第24回	日本リウマチ学会関東支部学術集会
北里大学医学部	膠原病・感染内科学
栗原	光子
Tel.042-778-8745

11/12（火）19:45　1単位	 東京
第36回	ひがし東京リウマチ研究会
エーザイ㈱
寺谷	直久
Tel.03-5325-0167

11/6（水）20:00　1単位	 東京
第7回	ハイリスクリウマチ膠原病ネッ
トワークセンター学術講演会
アステラス製薬㈱
今西	鉄郎　Tel.03-5957-1686

11/2（土）16:45　1単位	 東京
第8回	順天堂リウマチ・膠原病研究会
田辺三菱製薬㈱
工藤	謙治
Tel.03-3815-0301

11/2（土）16:00	17:10	各1単位	 東京
第6回	基礎と臨床を結ぶ分子病態研究会
参天製薬㈱
小島	英一
Tel.0120-310-106

10/9（水）20:00　1単位	 神奈川
第2回	膠原病の腎障害研究会
参天製薬㈱
河野	恭一
Tel.0120-310-106

10/5（土）～10/6（日）	 神奈川
5日16:30　6日13:30　各1単位
日本線維筋痛症学会第5回学術集会
アクセスブレイン
佐竹	朋子　Tel.03-3839-5033

10/6（日）12:20　1単位	 神奈川
日本線維筋痛症学会第5回学術集会	ラ
ンチョンセミナー
アクセスブレイン
佐竹	朋子　Tel.03-3839-5033

10/5（土）17:40　1単位	 神奈川
日本線維筋痛症学会第5回学術集会	イ
ブニングセミナー
アクセスブレイン
佐竹	朋子　Tel.03-3839-5033

10/3（木）19:55　1単位	 神奈川
第28回	横浜リウマチフォーラム
田辺三菱製薬㈱
草野	真也
Tel.045-830-5921

9/21（土）16:00　2単位	 長野
第2回	信州リウマチセミナー
社会医療法人抱生会	丸の内病院
山﨑	秀
Tel.0263-28-3003

11/9（土）16:00　1単位	 山梨
第8回	山梨大学整形外科セミナー
小野薬品工業㈱
松縄	達見
Tel.055-222-1741

11/28（木）20:00　1単位	 神奈川
第13回	三浦半島リウマチのトータルケア懇話会
旭化成ファーマ㈱
山村	優樹
Tel.045-472-2311

11/6（水）20:00　1単位	 神奈川
第15回	湘南西部リウマチ性疾患症例検討会
中外製薬㈱
煤賀	英司
Tel.046-229-2700

10/24（木）19:00　1単位	 神奈川
第100回	相模原市医師会整形外科医会
アステラス製薬㈱
稲場	修
Tel.042-730-5052

10/22（火）20:20　1単位	 神奈川
第14回	横浜リウマチ・膠原病研究会
参天製薬㈱
藤井	宏
Tel.0120-310-106

10/19（土）19:00　1単位	 神奈川
第47回	リウマチカンファレンス
参天製薬㈱
河野	恭一
Tel.0120-310-106

10/25（金）19:15　1単位	 新潟
第56回	新潟リウマチ研究会
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤	直人
Tel.025-227-2272

11/16（土）17:20　1単位	 長野
第8回	リウマチの肺障害研究会
厚生連篠ノ井総合病院
鈴木	貞博
Tel.026-292-2261

10/19（土）18:00　1単位	 長野
第55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
山﨑	秀
Tel.0263-28-3003

10/5（土）20:00　1単位	 長野
第12回	東信リウマチ研究会
武田薬品工業㈱
中西	拓也
Tel.0263-31-8432

9/27（金）19:00　1単位	 長野
北信整形外科医会	関節リウマチ研修会
長野赤十字病院	リウマチ科
林	真利
Tel.026-226-4131

9/27（金）19:55　1単位	 新潟
第9回	Niigata	Bone	Research	Conference
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤	直人
Tel.025-227-2272

11/24（日）10:20　1単位	 福井
関節外科懇話会
日本ストライカー㈱
高森	俊樹
Tel.080-6773-5120

9/19（木）19:15　1単位	 福井
福井県臨床整形外科医会リウマチ研究会
文珠会片山整形外科
片山	元
Tel.0776-35-2400

11/13（水）19:00　1単位	 石川
第11回	南加賀RAカンファランス
田辺三菱製薬㈱
増田	翔太朗
Tel.076-221-8111

11/9（土）19:00　1単位	 石川
第16回	石川リウマチ薬物治療研究会
ファイザー㈱
山岸	瞬作
Tel.080-3584-4742

9/28（土）18:30　1単位	 富山
第8回	富山リウマチ・トータルマネジ
メント研究会
エーザイ㈱
土田	浩史　Tel.076-432-9530

東海・北陸

10/20（日）14:30　1単位	 愛知
第4回	東海リウマチケア研究会
エーザイ㈱
藤野	光司
Tel.052-931-1318

10/10（木）19:30　1単位	 愛知
第21回	西三河南部整形外科医会
神谷内科整形外科
神谷	守雄
Tel.0563-73-4030

9/30（月）19:00　2単位	 愛知
第3回	愛知膠原病セミナー
参天製薬㈱
上野	英雄
Tel.0120-310-106

11/21（木）19:30　1単位	 山梨
第5回	山梨県郡内地区RA研究会
富士吉田市立病院　整形外科
天野	力郎
Tel.055-22-4111

10/31（木）19:00　2単位	 静岡
第14回	抗サイトカイン研究会
田辺三菱製薬㈱
小林	竜司
Tel.054-253-7731

9/28（土）18:00　1単位	 静岡
第22回	静岡リウマチ治療研究会
ファイザー㈱
久松	圭
Tel.052-231-8611

9/20（金）20:30　1単位	 静岡
静岡リウマチネットワーク学術講演会
田辺三菱製薬㈱
村里	宏樹
Tel.053-455-1231

11/16（土）15:00　2単位	 岐阜
西濃リウマチセミナー
中外製薬㈱
伊藤	崇裕
Tel.058-252-7400

10/12（土）17:00　1単位	 岐阜
岐阜IL-6阻害薬研究会2013
中外製薬㈱
海沼	昌行
Tel.058-252-7400

9/28（土）17:00　1単位	 岐阜
第40回	岐阜人工関節フォーラム
大橋・谷整形外科
大橋	俊郎
Tel.058-272-0011

9/26（木）19:45　1単位	 岐阜
東濃RA薬物治療研究会
中外製薬㈱
杉岡	守明
Tel.0582-52-7400

9/19（木）19:00　2単位	 三重
三重県関節リウマチ治療セミナー
ブリストル・マイヤーズ㈱
青井	秀樹
Tel.059-227-7925

11/7（木）19:45　1単位	 愛知
愛知県骨粗鬆症セミナー2013
中外製薬㈱
中村	朋弘
Tel.052-961-8516

11/2（土）14:00　1単位	 愛知
第41回	日本関節病学会
㈱JTB中部	GLOBAL	MICE事業部
内野	文恵
Tel.052-211-6733

11/2（土）～11/3（日）	 愛知
2日12:00　3日12:00　各1単位
第41回	日本関節病学会	ランチョンセミナー
㈱JTB中部	GLOBAL	MICE事業部
内野	文恵　Tel.052-211-6733

10/26（土）17:30　1単位	 愛知
第36回	東三河リウマチ研究会
ファイザー㈱
白石	英伸
Tel.052-231-8611

10/24（木）20:00　1単位	 愛知
第5回	桜山Biologics	Conference
アッヴィ合同会社
遠藤	将行
Tel.03-4577-1145

10/24（木）19:00　2単位	 愛知
第9回	愛知県抗サイトカイン療法研究会
田辺三菱製薬㈱
安西	晶宏
Tel.052-963-8241

10/5（土）16:15　1単位	 京都
京都北部RAミーティング
田辺三菱製薬㈱
上野	隆史
Tel.075-821-7127

9/21（土）17:30　1単位	 京都
第16回	比叡RAフォーラム
京都大学医学部整形外科学教室
川内	清智
Tel.075-751-3366

近　畿

11/7（木）19:15　1単位	 三重
第15回	伊勢志摩地区骨粗鬆症リウマチ研究会
武田薬品工業㈱
櫻井	大輔
Tel.059-226-1505

9/26（木）18:30　1単位	 三重
第14回	骨・関節免疫研究会
ファイザー㈱
森嶋	重信
Tel.052-231-8611

10/5（土）17:10　2単位	 京都
第13回	臨床免疫セミナー	in	Kyoto
旭化成ファーマ㈱
関		陽介
Tel.075-352-3537

9/20（金）19:20　1単位	 広島
第6回	呉リウマチ地域連携ネットワーク講演会
（医）エム・エム会	マッターホルンリ
ハビリテーション病院
白川	泰山　Tel.0823-22-6868

9/28（土）19:00　1単位	 岡山
第3回	岡山TKAフォーラム
科研製薬㈱
大前	裕祐
Tel.086-246-3232

10/12（土）19:00　1単位	 岡山
第21回	岡山関節外科研究会
科研製薬㈱
田中	卓麻
Tel.086-246-3232

10/10（木）19:30　1単位	 島根
第10回	島根東部リウマチセミナー
島根大学医学部整形外科学教室
山上	信生
Tel.0853-20-2241

9/26（木）20:20　1単位	 岡山
第8回	OKAYAMAリウマチネットワーク研究会
田辺三菱製薬㈱
原田	政信
Tel.086-232-2321

中国・四国

10/23（水）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

11/9（土）17:10　2単位	 兵庫
第11回	兵庫医科大学整形外科セミナー
兵庫医科大学整形外科学教室
橘	俊哉
Tel.0798-45-6452

11/7（木）19:00　2単位	 兵庫
第19回	阪神リウマチセミナー
兵庫医科大学整形外科学教室
橘	俊哉
Tel.0798-45-6452

10/24（木）18:30	19:30	各1単位	兵庫
第11回	阪神リウマチ治療研究会
ファイザー㈱
稲岡	裕浩
Tel.078-361-6171

11/7（木）19:00　1単位	 鳥取
第12回	鳥取県東部リウマチ膠原病研究会
鳥取赤十字病院	整形外科
山根	弘次
Tel.0857-24-8111

10/19（土）17:00　2単位	 兵庫
第5回	阪神骨とリウマチ研究会
中外製薬㈱
甲斐	吉浩
Tel.06-6401-2466

10/10（木）20:00　1単位	 兵庫
第9回	神戸西リウマチ性疾患連携の会
神戸大学大学院保健学研究科
柱本	照
Tel.078-796-4544

10/5（土）17:45　2単位	 兵庫
第9回	西播磨関節リウマチ学術講演会
田辺三菱製薬㈱
椋野	雅彦
Tel.079-224-5051

11/9（土）17:00　1単位	 大阪
第6回	骨・関節懇話会
田辺三菱製薬㈱
中村	統一
Tel.06-6205-5715

11/2（土）17:50　1単位	 大阪
RA	Biologics	Meeting	in	中河内
田辺三菱製薬㈱
秦	昭生
Tel.072-980-5591

10/26（土）18:40　1単位	 大阪
大阪臨床整形外科医会（第257回研修会）
整流会みやしまリウマチ整形外科クリニック
宮島	茂夫
Tel.072-837-3100

10/12（土）17:00　1単位	 大阪
第12回	リウマチ病診連携の会
エーザイ㈱
喜多	仁
Tel.06-6831-5222

10/5（土）18:00　1単位	 大阪
第9回	近畿大学病診連携リウマチ研究会
アステラス製薬㈱
河野	秀之
Tel.080-1294-7143

10/5（土）15:00　2単位	 大阪
第11回	大阪京阪生物学的製剤を学ぶ会
ファイザー㈱
川上	浩司
Tel.06-6575-5211

11/9（土）17:00　1単位	 大阪
第32回	関西免疫研究会
ブリストル・マイヤーズ㈱
相楽	由希
Tel.06-6391-9361

9/28（土）17:40　1単位	 大阪
大阪臨床整形外科医会（第256回研修会）
（医）整流会みやしまリウマチ整形外
科クリニック
宮島	茂夫　Tel.072-837-3100

9/28（土）17:00　1単位	 大阪
第8回	中河内RAバイオロジカル研究会
ファイザー㈱
杉村	吉嗣
Tel.06-6575-5211

10/26（土）17:00　1単位	 京都
第11回	中丹リウマチ研究会
牧整形外科医院
牧	陽一
Tel.0773-23-4881

9/17（火）19:20　1単位	 福岡
第10回	筑後	Biologics	Meeting	
田辺三菱製薬㈱
大墨	伴来
Tel.0942-36-2570

9/15（日）15:40	17:40　各1単位	福岡
第12回	日本リウマチ実地医会
参天製薬㈱
大野	優太
Tel.0120-310-106

九州・沖縄

9/28（土）18:00　1単位	 愛媛
第40回	愛媛リウマチ研究会
ファイザー㈱
牧野	充
Tel.080-4071-1348

11/14（木）19:30　1単位	 福岡
福岡RA生物学的製剤治療研究会（第8
回	アダリムマブのRA適正使用研究会）
近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤	正一　Tel.092-762-2380

11/7（木）19:30　1単位	 福岡
第7回	大牟田リウマチを考える会	学術講演会
ヤンセンファーマ㈱
藤田	実
Tel.092-716-9244

10/23（水）19:10　1単位	 福岡
第20回	北九州リウマチ薬物治療懇話会
田辺三菱製薬㈱
芝　修
Tel.093-521-3931

10/4（金）19:40　1単位	 福岡
学術講演会	-ロコモティブシンドロー
ムセミナー	in	七隈-
福岡大学医学部整形外科学教室
金澤	和貴	Tel.092-801-1011

10/4（金）19:35　1単位	 福岡
第21回	筑後骨代謝・骨粗鬆症研究会
エーザイ㈱
薮内	毅
Tel.092-731-6702

11/13（水）19:45　1単位	 福岡
第67回	北九州・筑豊リウマチ懇話会
旭化成ファーマ㈱
沖増	陽介
Tel.093-512-5155

10/18（金）19:00　20:00　2単位	熊本
第24回	熊本リウマチセミナー
熊本整形外科病院
本田	五男
Tel.096-366-3666

9/18（水）19:00　1単位	 熊本
第2回	熊本リウマチ・膠原病フォーラム
ファイザー㈱
髙田	典克
Tel.092-281-2561

11/1（金）19:30　1単位	 長崎
第22回	県北リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
小林	範和
Tel.095-824-5300

1/26（日）10:00	12:50　各1単位	福岡
第15回	博多リウマチセミナー
近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤	正一
Tel.092-762-2380

11/22（金）20:00　1単位	 福岡
第98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

11/28（木）20:00　1単位	 大分
第105回	大分県リウマチ懇話会
中外製薬㈱
高瀬	壽裕
Tel.097-537-7151

10/23（水）19:00　2単位	 鹿児島
第12回	サイトカイン制御療法研究会
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
上村	てるみ
Tel.099-275-5381

10/18（金）19:00　1単位	 大分
第7回	二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

11/7（木）19:30　1単位	 熊本
第3回	熊本県生物学的製剤適正使用セミナー
エーザイ㈱
林	啓輔
Tel.096-356-2611

10/19（土）17:00　2単位	 熊本
運動器疾患/骨・関節フォーラム	熊本会場
㈱メジカルビュー社
横田	秀夫
Tel.03-5228-2089

10/3（木）19:10　1単位	 大分
抗リウマチ生物学的製剤を再考する講演会
アステラス製薬㈱
橘髙	秀
Tel.097-513-5810

9/28（土）17:55　2単位	 沖縄
第2回	沖縄リウマチ・膠原病診療
フォーラム
田辺三菱製薬㈱
田中	忠　Tel.098-869-5515
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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 東京女子医大東医療センター整形外科・リウマチ科客員教授 練馬光が丘病院リウマチ内科 羽生忠正 長岡赤十字病院 リウマチセンター長
  岡田正人 聖路加国際病院アレルギー膠原病科 （SLE，関節リウマチ，小児リウマチ） 森本幾夫 順天堂大学大学院医学研究科免疫病・がん先端治療学講座 教授
  仲村一郎 帝京平成大学健康メディカル学部 教授・湯河原厚生年金病院客員部長 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

関節リウマチ（RA）の治療に 2003 年
から生物学的製剤（Bio）が導入され，臨
床的・機能的・構造的寛解を認め，パラ
ダイムシフトが生じた。早期例に対して
は寛解を，確立した RA 例に対しては低
疾患活動性を目標とする Treat to Target 

（T2T）という考え方が登場し，患者側へ
の教育も始まっている。Bio は今年 7 剤
目が承認発売され，トシリズマブやアバ
タセプトに皮下注製剤が加わり，流れは

点滴治療から皮下注そして自己注射へと
向かっている。また，米国に次ぐ世界で
2 番目という速さで低分子化合物の内服
薬であるトファシチニブが承認された。
その後欧州では専門委員会においてベネ
フィットとリスクの観点から承認が保留
されたことが伝わってきた。

座談会で取り上げているように，Bio を
含めサイトカインシグナル伝達抑制を介
して抗リウマチ作用を示す薬剤は，ニュー
モシスチス肺炎など厄介な合併症への対
応が必要な薬である。

そこで，リウマチ講演会の記事にある
ように，専門医の診療を補助し，本音を

聞き取ってくれるリウマチケア看護師，
そして院内だけでなく調剤薬局でもリウ
マチ登録薬剤師（仮称）による指導といっ
たチーム医療をさらに推進する必要が出
てきた。医療機関の都合だけでなく，患
者さん参画による個々の患者さんに合っ
た薬剤選択をすべきである。CRP や赤沈
だけで治療効果判定はできない。圧痛と
腫脹関節数，患者 VAS を教育しケアナー
スにも評価に参加してもらう時代になっ
てきた。

副作用の早期発見にはケアナースによ
る相談窓口の開設や 24 時間救急外来対応
というシステム作りが肝要である。メト

トレキサート導入時にも，Bio 導入時にも，
多くの時間を割かなければならないが，
Bio 点滴治療の場合だけ外来化学療法加
算の算定が認められている。皮下注製剤
の場合は自己注射に移行すると，在宅自
己注射指導管理料が算定できるようにな
るが，皮下注を外来で続けている患者さ
んはそのままである。これらの苦労に報
い，さらにきめ細かな対応をとるために，

“関節リウマチ等生物学的製剤注射管理料
（1000 点）”として一本化してほしいと当
局に要望しているところであり，是非実
現していただきたい。

（羽生忠正）

平成 25 年度日本リウマチ財団
登録リウマチケア看護師研修会を開催しました。

平成 22 年度から登録の始まった財団登録リウマチケア看護師は，24 年度で 1,000 名
を超える方が登録し，全国で活躍しております。これから登録を目指す方，既に登録した方等，
リウマチ医療の第一線でリウマチのケアに従事する看護師等を対象に，本年 7 月28 日，東
京都千代田区の全社協・灘尾ホールで，標題の研修会を開催いたしました。

研修会は 10 時 20 分，リウマチケア専門職制度検討会松本委員長の開会挨拶で始まり，
お昼のランチョンセミナーを挟み，8 人の講師の講演を200 人近い参加者が熱心に聴講いた
しました。

参加者は既に登録している方が 79 人，これから登録を目指す方が 99 人でしたが，87％の
方が，本研修会に満足したとアンケート調査に答えており，既に登録している79 人のうち，ア
ンケートに応じた 67 人中，2 名（設問に回答なし）を除き，全てが登録更新の意志を持って
おり，登録していない 99 人中，2 人を除いた 97 人が登録申請を考えていると答えました。

以上のことから，財団登録リウマチケア看護師制度・登録リウマチケア看護師研修会は，
大変好評であると考えられますが，来年度の本研修会は，来年度発足を目指して検討が進め
られている｢リウマチ登録薬剤師（仮称）｣ 制度を視野に入れた新しい企画でよりよい研修
会を開催したいと考えております。

なお，今年の登録申請は既に受付けが始まっており，10 月31 日に締切りとなりますが，「日
本リウマチ財団登録リウマチケア看護師規則」の改正により，本年度から保健所，市町村保
健センター等に勤務して，リウマチ性疾患患者・家族への保健指導・相談等に従事している
看護師も本制度の対象となり，25 年度は経過措置適用の最終年度であり，資格要件の一

部である教育研修単位 20 単位に代えて，財団が主催，
認定する研修会，関連学会主催の研修会参加実績が 3
回以上であれば登録申請できます。詳しくは財団ホームペー
ジをご覧ください。

平成 25 年 8 月
公益財団法人　日本リウマチ財団

リウマチケア専門職制度検討会 委員長　松本 美富士

医師を対象にリウマチ教育研修会を次のように開催する予定です。
※詳しくは財団ホームページをご覧ください。

お問い合わせ：日本リウマチ財団 03-3946-3551

地区名 開催日 開催場所 世話人

関東・
甲信越

11/23
（土 /祝） 

東京ステーション
コンファレンス

筑波大学医学医療系
内科（膠原病・リウマチ・アレルギー）
住田　孝之　教授

東海・
北陸

12/8
（日） 富山国際会議場

富山大学大学院医学薬学研究部
整形外科・運動器病学
木村　友厚　教授

近　畿
平成 26 年
2/9（日） メルパルク大阪 大阪リウマチ・膠原病クリニック

西本　憲弘　院長

中国・
四国

10/6
（日）

JR ホテルクレメント
高松

香川大学医学部
内分泌代謝・血液・免疫・呼吸器内科
土橋　浩章　講師

九　州 10/13
（日） 佐賀市文化会館 国立病院機構嬉野医療センター

河部　庸次郎　院長

平成 25 年度 リウマチ教育研修会 開催予定

第 15 回　RA トータルマネジメントフォーラム
■日　時：平成 26 年 2 月1 日 ( 土）
■場　所：品川インターシティホール
 東京都港区港南 2 － 15 － 4 品川インターシティホール棟１階
■参加費：1,000 円
■単　位：日本リウマチ財団登録医単位（予定）
 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修単位（予定）
■募　集：［予告］装具・自助具の展示募集（詳細は HP 掲載の「第一報」を参照）

登録リウマチケア看護師募集

申請受付期間：平成 25 年 8 月 1 日より 10 月 31 日

財団では，平成 25 年度登録リウマチケア看護師を募集しています。申請書類は財団
ホームページよりダウンロードができます。

規則改正により、平成25年度から保健所、市町村保健センター等に
勤務してリウマチ性疾患患者・家族への保健指導・相談等に従事して
いる看護師も対象となります。
詳しくは財団ホームページをご覧ください。

ご寄付いただいた方 〜平成 25 年 6 月〜

株式会社 デュアルタップ 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。

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。

財団ホームページ　リウマチ情報センター

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

平成 25 年度 リウマチの治療とケア研修会 開催予定
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次のように開催する予定
です。※詳しくは財団ホームページをご覧ください。
地区名 開催日 開催場所 世話人
東海・
北陸

9/22
（日） 福井商工会議所 福井総合病院

林　正岳　理事長

近　畿 平成 26 年
3/16（日） ノボテル甲子園 神戸海星病院

立石　博臣　理事長・院長

中国・
四国

11/10
（日）

徳島県 JA会館
すだちホール

美摩病院
吉野川リウマチセンター
四宮　文男　院長

九　州 平成 26年
1/26（日） ホテル熊本テルサ 比企病院

忽那　龍雄　先生
お問い合わせ：日本リウマチ財団 03-3946-3551

学術研究賞等候補者を募集
財団では，このほど次の研究賞等候補者の推薦を依頼しました。

１．ノバルティス・リウマチ医学賞
 締め切り	平成 26 年 1月 31 日

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研究を顕彰。
２．リウマチ性疾患調査・研究助成
 締め切り	平成 25 年 11 月 30 日

リウマチ性疾患の病因，治療，予防・疫学等に関する独創的な調査研究に助成。
候補推薦依頼先は次のとおり。

全国医・歯・薬科大学長，大学医・歯・薬学部長，関係機関の長，財団評議員及
び専門委員。
詳細は財団ホームページ“リウマチ情報センター”をご覧ください。

市民公開講座等，一般（患者さん等）向けの
講演会を開催予定の登録医へ

リウマチ情報センター「患者さん向け講演会」のコーナーに，主催，世話人，演者等でリウ
マチ財団登録医が関係する患者さんやそのご家族に向けての公開講座，講習会等を掲載しま
す。

お名前，登録医番号，eメールアドレスを明記の上，会の名称，開催日時，場所，内容（プ
ログラム），ＨＰのある場合はＵＲＬ等詳細を下記のアドレスまでお送りください。開催日の 1カ
月前までにご連絡ください。

但し，掲載は以下の要件を満たすこととします。
・リウマチ財団登録医が主催，世話人，演者等であること。
・内容がリウマチ性疾患であること。
・対象が一般市民（患者さんやその家族等）であること。
・営利目的ではないこと（商品名が会の名称にあるもの等は許可しない）。

e-mail：inform@rheuma-net.or.jp
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