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す。すると，「自分も禁煙すると，何かが
見えてくるかもしれない」と思ってもらえ
る。これが 4 番目の R です。5 番目は，レ
ペティション（repetition），直訳すると「繰
り返し」ということ。つまり，ここまでお
話しした1～4のRを1回言ってダメなら，
何回でも言え，ということです。

123 号の主な内容
● 平成 25 年度
日本リウマチ財団・法人賛助
会員打合会

● 座談会・関節リウマチ患者の
喫煙問題にどう取り組むか　
後編

● 日本におけるDMARDs 開発秘話	4
10 年ぶりの新規経口
DMARDの承認までの道のり

● アナウンスメント

患者を禁煙に誘導する「５つの R」

後藤：禁煙治療は実際に，どういうふうに
進めておられるのですか。
高橋：まだ「禁煙するぞ」と決意していな
い喫煙者を，どうやって禁煙治療に導くか，
ということからお話ししたいと思います。

2000 年にアメリカで作られた禁煙ガイ
ドラインの中に，われわれが「5R」と呼
んでいる手順が書かれています。まず 1
つは，リスク（risk），喫煙の危険性を説
明することです。2 つ目はリレーション
（relations）で，患者さんの喫煙の背景に
あるものを聞き出すこと。3 つ目はロード
ブロック（roadblocks）といって，禁煙

の躓きとなるものを取り除くこ
と。例えば，患者さんがタバコ
を止めて禁断症状が出ることを
心配していたら，薬物療法の説
明をし，タバコがなくなると寂
しくなると思っている心理依存
の人には，「禁煙に成功して寂
しがっている人はいません」と
いう話をする，などです。
後藤：「私はタバコを吸うのが
楽しみで，これを取られたら生
きていけない」とか言うお年寄りがいます。
高橋：そこです。それに対してどう応じる
かが，次の 4 つ目の R，リワード（reward）
です。リワードとは，ご褒美。禁煙すると
こんなに良いことがある，ということを話
します。私の禁煙外来には未成年の患者も
来ますが，まだ 10 代の子どもが「これし
か楽しみがない」というのですから，薬物
依存は本当に恐ろしい
ですね。そういう子ど
もたちに対して，私は，

「禁煙した人は皆，『禁
煙してよかった。世の
中には，こんなに楽し
いことがたくさんある
ということが見えてき
た』と言って喜んでい
ますよ」ということを
伝えます。お年寄りに
も同じような話をしま

前号（122号）で喫煙が関節リウマチ
のリスクファクターであること，日本ではな
ぜか，医療者も患者も，喫煙とリウマチの
関係についてほとんど関心を持っていな
いこと。これらのことについて禁煙挑戦者
支援サイト「禁煙マラソン」を主宰する日
本禁煙科学会理事長	奈良女子大学大学
院	保健管理センター	教授	高橋裕子	氏
と，リウマチ医師の立場として，奈良近郊
の樋上病院院長樋上	謙士	氏からタバコ
の害と関節リウマチ患者合併症の関係，
医療従事者と患者さんの喫煙率について
語って頂いた（次ページ表参照）。今号
では，その害を減らすための禁煙指導の
実際についてお話を続ける。

平成25年度の法人賛助会員打合会が
12月 10日，東京・千代田区の学士会
館で開催された。はじめに髙久史麿代
表理事が挨拶を述べ，目下リウマチケ
アの人材育成に注力している財団の活
動状況を報告した後，世界医療人材連
合理事会議長，前・厚生労働省審議官
の麦谷眞里氏と，当財団理事，東邦大
学医学部内科学講座膠原病学分野教授
の川合眞一氏がそれぞれ講演を行った。

左から樋上 謙士氏，高橋 裕子氏，後藤 眞編集委員長

会場の様子

話し手
高橋 裕子氏
／�奈良女子大学大学院
保健管理センター�教授
京都大学附属病院
禁煙外来�日本禁煙科学会理事長

樋上 謙士氏
／�医療法人ひのうえ会
樋上病院理事長・院長
聞き手
後藤 眞編集委員長
／�東京女子医科大学東医療センター
整形外科リウマチ科

講演 1
TPP の導入により日本の
医療保険制度はどのように変化するか
演者：麦谷	眞里	氏

世界医療人材連合理事会 議長
前・厚生労働省 審議官（がん対策・国際保健担当）

座長：幸田	正孝	氏
公益財団法人日本リウマチ財団 副理事長

安倍内閣の下で日本が TPP（環太平洋
戦略的経済連携協定）交渉に参加した後も，
TPP 慎重論，反対論は根強く，交渉の結果，
国内の一次産業だけでなく，医療や保険の
分野にも好ましからざる影響が及ぶのでは
と危惧する声が聞かれる。麦谷眞里 氏は，
TPP 交渉の結果，日本の医療保険制度そ

のものが変えられるこ
とはないと前置きした
上で，一定の影響が及
ぶことは否定できず，
また，その大きさを予
測することは可能だと
し て，TPP の 歴 史 的
経緯や，最近の動向を
紹介しながら交渉のゆ
くえを占った。

そ も そ も TPP は，
2006 年にシンガポー
ル，ブルネイ，ニュージーランド，チリと
いう 4 つの小さな国が，相互の自由貿易に
よって力を蓄え，やがては世界の市場を動
かす経済圏となることを目指して始動した
ものであるが，その後，10 年に米国，オー
ストラリア，ペルー，ベトナムが加わり，
さらにマレーシア，メキシコ，カナダが

順次参加，13 年 7 月から日本が加わって
計 12 ヵ国になった。麦谷氏は，これらの
TPP 参加国は互いに歴史的，文化的背景
が全く異なり，経済指標で測った国力の隔
たりも大きいことから，互いに共通の背景

risk 喫煙の危険性を説明する

relations 喫煙の背景にあるものを聞き出す

roadblocks 禁煙の躓きとなるものを取り除くこと

reward 禁煙すると良いことがある，その価値を話
す

repetition 1 ～ 4 の R を何回も伝える

患者さんへ５Rのアプローチ

（6 ページ下段に続きます）

挨拶を述べる髙久史麿代表理事

表1
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後藤：そのサポートは，どの程度有効です
か。
高橋：サポートをする場合としない場合で，
1 年後の禁煙の成功率が 2 倍から 3 倍違っ
てくるというデータが，コクラン・ライブ
ラリーなどで見られます。これは，2000
年のアメリカのデータです。ですから，リ
ウマチの患者さんに禁煙指導をされる場合
も，ほんの短い一言で良いので，ぜひ，声
をかける機会を多くしていただきたいと思
います。

禁煙するとうつになる人がいる

後藤：禁煙治療中は，ほかに，どんなこと
に注意が必要ですか。
高橋：ニコチンが切れた場合の禁断症状の
１つに「寂しさ」があり，私はこれを「プ
チうつ」と呼んでいます。プチうつは，ド
パミンの分泌が少し減って起こると考えら
れ，本物のうつ病ほど重い抑うつ状態では
ありませんが，薬を使わないで禁煙してい
るケースには多数みられます。このプチう
つがあるために，これまで多くの喫煙者が
自力で禁煙にチャレンジして，挫折してき
たのだと思います。ですから，そのような
過去を持った方には，薬を使った禁煙治療
を強くお勧めしています。
後藤：禁煙すると，うつっぽく

4 4 4 4 4

なるのなら，
あらかじめ，患者さんにそう言っておいた
ほうがよろしいでしょうね。
高橋：その通りです。特に自力で禁煙をし
ようという方には，治療薬を使うことを勧
めると同時に，うつっぽく

4 4 4 4 4

なったら，すぐ
に医師に連絡するように伝えておくことが
大切です。実は日本では，薬を使わずに禁
煙している人が圧倒的に多いですから。
後藤：そうなのですか。
高橋：禁煙は人に助けてもらってするもの
ではなく，自分で「禁煙したぞ」と言える
ことが元スモーカーの誇り，というような
風潮が日本にはまだありますから（笑），
薬を使わないとうつになるかもしれないと
いうことは，やはり伝えておく必要がある
と思います。
後藤：禁煙による「プチうつ」は，普通の

抗うつ薬で治療できますか。
高橋：もちろんできます。禁煙の
薬と併用することで，プチうつを
防ぐこともできます。喫煙者は，
ニコチンが入るとドパミンが出る
というサイクルが確立してしまっ
ているので，禁煙してニコチンが
途絶えると，ドパミン分泌も減っ
てしまいます。そこで，再び自力
で十分にドパミンを出せるように
なるまでの期間，抗うつ薬で補う
というわけです。
後藤：それは，どれぐらいの期間
ですか。
高橋：人によります。今の禁煙外
来では禁煙の治療薬を使うのが普
通ですから，うつになる人は余り
いませんが，治療薬のない時代に
は，3 ヵ月あるいは 1 年かかる人も
いました。
後藤：そんなに期間がかかったの
ですか。
高橋：ですから，禁煙の薬は本当
に有り難い存在です。禁煙とうつ
については，過去に本物のうつ病

（大うつ病性障害）の既往がある人
が禁煙をすると，1 ～ 3 割がうつ病
を再発するというデータもありま
す。

禁煙のメリットを強調して誘導

後藤：１人の患者さんの治療に結構，時間
がかかりますね。
高橋：禁煙外来の診療報酬は，初診の所要
時間が大体 30 分として算定されています。
一番大事なのは，患者さんに「よし，禁煙
にチャレンジしてみよう」とか，「禁煙治
療を受けてみようかな」とかいう気持ちを
持ってもらうことで，このために要する時
間が，１人当たりおおよそ 1 ～ 3 分。どれ
だけ相手の心に響くように話せるかが肝心
です。治療薬のことまで話すと，もっと時
間がかかるので，ここまでが 30 分と想定
されています。
後藤：どのように話せば，患者さんの意識
が変わりますか。
高橋：「あなたは今，タバコしか楽しみが
ないなんて言っているけれども，禁煙した
人たちはみんな，『これしか楽しみがなかっ
たなんて，今じゃ笑い話だ』と言ってます
よ」という切り口で言うだけで，患者さん
の反応が変わってきます。その場では直ち
に反応のない患者さんも，いったん家に
帰って，診察室で言われた言葉を思い出し
て，次回の来院時には，「先生，何か良い
方法がありますか」と言ってこられます。
後藤：私が禁煙を勧める場合によく言うの
は，「薬が減らせますよ」ということです。
高橋：それは素晴らしいですね。とても大
事です。まさに治療に直結したリワードで
すから。

禁煙治療に使う薬と
禁煙後に必要なサポート

後藤：「5R」で患者さんが「その気」になっ
たら，治療には，どんな治療薬を使います
か。
高橋：現在，保険で認められているのは，
ガムと，貼り薬と，内服薬の 3 種類で，ニ
コチンガム（商品名：ニコレット ®）が一
番古く，次に，貼り薬のニコチンパッチ（同：
ニコチネル ®）が，日本では 1999 年から
使えるようになり，内服薬のバレニクリン

見逃されやすい
女性の「隠れヘビースモーカー」

高橋：ここでもう一度，女性喫煙者の問題
に触れておきたいと思います。男女の喫煙
本数を比べると，総じて男性が多く，1 日
1 箱（20 本）ぐらい，女性はその半分か 3
分の 1 程度ということになっています。と
ころが，タバコの吸い方を細かく調査する
と，男性は，タバコの先端のほうだけ吸っ
て，あとは灰皿に捨ててしまうこともあり
ますが，女性は大抵，根元まで吸います。
途中で消しても，後でまた火を着けて根元
まで吸う。ここが，女性らしいところです。
それで，何が言いたいかといいますと，女
性は一見，男性より喫煙本数が少ないよう
に見えますが，体内に入った一酸化炭素な
どの有害物質を測定してみると，男性に劣
らず多量に入っています。つまり，女性は
少ない本数のタバコを「有効に」吸ってい
るわけです。
後藤：すると，女性は男性より少ない本数
でタバコの影響を受けるというのは誤解で
しょうか。
高橋：そうなのです。さらに女性の喫煙本
数が少ない理由は，もう１つあって，女性
は「人前では吸わない」と決めていること
が多いのです。人前では吸わず，家だけで
吸うとか，吸う場所はいろいろですが，そ
うなると，1 日のうちで吸う時間帯も限ら
れてきます。すると，何時間も何時間もが
まんして，やっと吸える場所に来て，そこ
で吸う 1 本は，もう死ぬほどうまい，とい
う話になります。このような人は，本数か
らは想像できない，重度のニコチン依存に
なっている可能性が高く，禁煙するなら，
治療薬による禁煙プログラムを実行するの
が正解です。

保険適応外でも
治療費はタバコ代と同じ

高橋：ところが，今度は制度の話ですが，
喫煙本数の少なさが，女性が禁煙治療を受
ける上でボトルネックになっています。1
日当たりの喫煙本数に喫煙年数を掛けた数
字を「ブリンクマン指数」と言い，現在は，
これが 200 以上でないと，保険診療で禁煙
治療が受けられません。ブリンクマン指数
200 は，1日 1箱を 10 年間吸っているケー
スに相当しますから，かなり高いハードル
です。1 日 2 本なら 100 年間吸わないと保
険適応になりません（笑）。
後藤：保険が利用できない喫煙者には，ど
のように対処すればよいのでしょうか。
高橋：実は私も，今お話ししたような女性
の喫煙行動の特性を知るまでは，「1 日 2，3
本なら，自分で努力して禁煙しましょう」と
やっていたのです。でも，これが一番いけ
ません。彼女たちは，本数は少なくても，や
めよう，やめようと思いながら，やめられな
くて吸っているのですから。しかも，強い
ニコチン依存を持っている。この人たちには，
禁煙治療のメリットをよく説明し，多少お
金はかかっても治療薬による禁煙治療を勧
めるのが最善の対応であると思います。
後藤：禁煙治療には実際どれぐらいお金が
要りますか。1 日当たりの治療費はタバコ
代より安いと，テレビ CM で宣伝してい
ますが。
高橋：今，タバコの値段は 1 箱 410 円～
440 円程度ですが，これに対して，禁煙治
療薬は，保険診療の場合の自己負担分が 1
日 120 円～ 150 円ですから，男性の標準的
な喫煙者にとっては，確かにタバコ代より
治療費が安いですね。診察料や処方箋料を
加えてもまだ，タバコ代より安いと思いま

（同：チャンピックス ®）は，2008 年から
国内で使えるようになりました。現在，日
本で禁煙治療薬として最も多く使われてい
るのは内服薬です。ニコチンガムとニコチ
ンパッチは，タバコに代わって身体にニコ
チンを補給することで，ニコチンの禁断症
状を抑えます。これに対して，バレニクリ
ンは，ニコチンに先回りして脳の中のニコ
チン受容体をブロックします。すると，タ
バコを吸ってニコチンが入ってきても，タ
バコがおいしくない。
後藤：吸うと，気持ち悪くなるのですか。
高橋：患者さんの話では，薬を飲み始めて
1 週間ほどたつと，突然，タバコを吸って
も蚊取り線香の煙を吸っているようになる
そうです。面白い薬ですね。ただし，薬に
はそれぞれ特有の副作用があり，内服薬は，
めまい，傾眠などの副作用があるため，車
を運転する人には処方できません。ガムと
貼り薬は，ニコチンを身体に入れるため，
心疾患のある人には使えません。投与量の
調節が難しく，ニコチンが多く入りすぎて，
気分が悪くなる患者さんもおられます。そ
のほか，貼り薬は，夏は体表面に貼っても
汗で剥がれてしまうことがあります。
後藤：ほかに，補助薬品などは使いますか。
高橋：副作用が出たときに，対症療法的な
薬を使うことはありますが，通常は今お話
した 3 種類の薬以外は使いません。
後藤：成功率はどれぐらいですか。
高橋：中医協のデータでは，保険診療のプ
ロトコールに沿って薬を使った場合，内
服薬を使うケースでも貼り薬でも，ほぼ
80％の方が禁煙に成功しています。ある意
味で今日は，喫煙者がその気になりさえす
れば，たやすく禁煙できる時代になったと
も言えます。ただし，禁煙に成功した後の
サポートが非常に大切です。人間は不思議
なもので，「たやすく得たものは，たやす
く失ってしまう」傾向があります。せっか
く禁煙できたのに，しばらくすると，また
タバコを吸いたくなって，つい 1 本吸って
しまう。禁煙した患者さんの半分が，そう
なります。そこで，もう 1 度タバコを吸い
たいという抑え難い欲求に対処できるよう
に，医師からのメール連絡や家族の励まし
など，１人ひとりに対するサポートが必要
です。
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リウマチ患者の喫煙率
2012/12/6 発表の 2011年の「国民健康・栄養調査」で喫煙率 20.1％，男性 32.4％，女性 9.7％
2010 年に増税

調査年 例数 喫煙歴有 喫煙歴無 不明

兵庫医大 2004 N ＝ 115
29.6％（34） 70.4％（81）

男性
78.3％

女性
17.4％

男性
21.7％

女性
82.6％

エタネルセプト 2005/3 ～
07/3 N ＝ 7091 16.5％ 83.5％

トシリズマブ 2008/4 ～
09/7 N ＝ 7901 15.0％

（927）
85.0％

（5254） 1720

アダリムマブ 2008/6 ～
09/12 N ＝ 3000 12.8％ 87.2％

米国早期 RA 2012 報告 N ＝ 412 29％（119） 71％（293）

樋上病院
Bio 投与患者 2003 ～ 13 N ＝ 162

21.9％（33） 78.1％（118）
11男性

51.6％
女性

14.2％
男性

48.4％
女性

85.3％

樋上病院リウマチ患者の喫煙率
樋上病院のBio 投与患者の喫煙率は 21.9％であった。
前半 5 年の喫煙率は 27.0％，後半 5 年では18.4％であり，疾患活動性が軽快したためBioを中止
した例での非喫煙率は 92.3％であった。

調査年 例数 喫煙歴有 喫煙歴無 不明

樋上病院
Bio 投与患者 2003 ～ 13 N ＝ 162

21.9％（33） 78.1％（118）
11男性

51.6％
女性

14.2％
男性

48.4％
女性

85.3％
樋上病院
Bio 投与患者
前半

2003 ～ 08 N ＝ 67
27.0％（17） 73.0％（49）

4男性
51.6％

女性
20.4％

男性
51.6％

女性
79.6％

樋上病院
Bio 投与患者
後半

2008 ～ 13 N ＝ 94
18.4％（16） 81.6％（71）

7男性
52.9％

女性
10.0％

男性
47.1％

女性
90.0％

調査年 例数 喫煙歴有 喫煙歴無 不明

樋上病院
Bio 軽快中止 2003 ～ 13 N ＝ 15

7.7％（1） 92.3％（12）
2男性

1
女性

0
男性

1
女性
10

2
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後藤：禁煙治療の話に戻って，先ほど，禁
煙した人の半分は，再喫煙の欲求に負けて，
どこかでまた 1 本吸ってしまうので，そう
ならないようにサポートが必要ということ
でした。そのサポートがなかなか難しいの
ではないかと思いますが，いかがですか。
高橋：まず，再喫煙率がおよそ半数という
のは，医師の禁煙治療を受けている場合の
数字であって，自力で禁煙している人の
再喫煙率は 90％とも言われていますから，
いかに，再喫煙の欲求が強力なものかがわ
かります。再喫煙を防止して禁煙を続けら
れるようにするための働きかけとしては，
まず，なぜ再喫煙が起こるのかをニコチン
依存のメカニズムとあわせて説明します。
再喫煙する人たちは，「自分だけは，この
1 本を吸っても元に戻ることはない」と根
拠のない自信を持って吸ってしまうことが
多いですから，1 本どころか 1 口吸えばニ
コチン依存に戻ってしまうということを説
明するわけです。そして次は，禁煙して生
じたメリット（禁煙の良い点）に意識を向
けるように伝えます。患者さんにしてみれ
ば，「良いこと」はすぐに目に見える形で
現れてくるわけではありませんので，周囲
の声かけも大切なサポートです。
後藤：ご飯がおいしくなるというのは，ど
うですか。
高橋：食事がおいしくなるというのは禁煙
のメリットでもありますね。しかし今度
は「おかげで体重が増えてしまった」と
なりがちです（笑）。大事なことは，本
人が自覚できる成果が現れてくるまで
は，家族や周囲の人が小さなことでも見
つけて，「お父さん，タバコ臭くなくなっ
たね」とか，「お母さん，もう 1 ヵ月吸っ
てないよ。すごいね」とか声をかけてあ
げることが，大きな支えになるというこ
とです。家族のサポートの効果は検証す
るのが困難ですが，禁煙外来の患者さん
に対する医師からのメール連絡が禁煙の
成功率をぐんと引き上げるというデー
タが出ているのを見ると，励ましのひと言
が本人にとっての大きな力になることは間
違いないと思われます。

す。保険が利用できない，全額自己負担の
ケースでは，ほぼタバコ代と同じぐらいに
なります。

禁煙は高齢者ほど成功しやすい

後藤：どうしてもタバコがやめられない，
「難治性」の喫煙者には，どう対処すれば
良いでしょうか。
高橋：それは，タバコが大好きな高齢の患
者さんをイメージしていらっしゃいますか？
後藤：はい。いかにも難物だという気がす
るのですが（笑）。
高橋：もう何十年も吸ってきたのだから，
今さら止めさせるなんて無理だよと，医師
も思ってしまうのですが，実は，それは逆
です。世界中どこの国でも，禁煙の成功率
は高齢になるほど高いのです。高齢者の禁
煙が成功しやすい理由は 3 つ分かってい
て，まず，動機がはっきりしていること。
高齢者は多くの場合健康に不安を持ってい
るため，「身体に良い」と言われることに対
してモチベーションが高いのです。2 つめ
に，禁煙後の再喫煙の欲求に対する抵抗力
が高いことです。安易に「もういいや，吸っ
ちゃえ」とはならず，我慢する気持ちを他
のものに向ける，ちょっと身体を動かして
みる，といった工夫が，高齢者のほうが上
手にできます。
後藤：年の功ですね。
高橋：そうです。年の功です。ぜひ患者さ
んにそう言ってあげてください。3 つめに，
長年タバコを吸ってきた方はほぼ過去に何
度も禁煙にチャレンジした経験を持ち，練
習を重ねてきておられます。禁煙も練習す
ればするほどうまくなりますから，次に禁
煙するときには，それまでの練習の成果が
発揮されます。ですから，先生方が診てお
られる高齢の患者さんは，禁煙に成功する
可能性が非常に高いのです。
後藤：では，最も禁煙が難しいのは，どう
いうケースですか。それに対しては，どう
対処すればいいでしょうか。
高橋：まず，若い人。次に，精神疾患のあ
る人。3 番目が女性です。精神疾患のある
人は，喫煙以外の難しい問題があるので別
にして，喫煙の難治性患者というのは，要
するに「禁煙に心を向けようとしない人々」
のことだと思います。こういう人たちには，
先ほど言いました「5R」の第 1 番目のリ
スクについて，喫煙者自身だけでなく，周
りの人にも副流煙の害が及ぶことを説明
し，4 番目のリワード（ご褒美）について
は，「タバコを止めると，お孫さんがなつ
くようになります」とか，後藤先生がおっ

挑戦者をネットで支える
「禁煙マラソン」

後藤：医師が頻繁に診て，声をかけること
が患者さんに安心感をもたらすことは，わ
れわれリウマチ専門医も実感しています。
患者さんが安心すると，検査値も改善し，
薬も減ります。しかし，禁煙治療でそのよ
うなサポートを実行しようとすると，メー
ルを中心にするとしても，患者数が多くて
大変でしょう？
高橋：ええ。自力で禁煙に挑戦している人
も含めれば，恐らく何十万人もの人が禁煙
サポートを必要としています。そこで，既
に長期禁煙に成功している人や，現在挑戦
している人，禁煙外来に通って禁煙治療を
受けている人などが集まって，情報交換し，
サポートし合う場として，十数年前からイ
ンターネット上に「禁煙マラソン」という
サ イ ト（URL:http://kinen-marathon.jp/）
を開いています。職域向けや自治体向け，
妊婦向け，学生向けなどいろいろなコース
がありますが，今までに 2 万人ぐらいが登
録しました。
後藤：そんなに大勢の人を，どうやってフォ
ローするのですか。
高橋：ネットやウエブは大勢の人を対象
とするにはとても便利なツールだと思いま
す。レクチャーメールをを定期的に一斉送
信するほかに，個別の質問や，喫煙欲求が

しゃったように「止めると，薬が減らせま
す」といったことを強調するのがよいと思
います。

タバコを吸える場所は
今後ますます減っていく

高橋：タバコを止めてもらうために，1 か
ら 4 の R がだめなら，それを何度も繰り
返せ，というのが先ほどの 5 Ｒでしたが，
私は，喫煙者に対する働きかけとして，も
う 1 つ，「環境の作り変え」を加えて良い
と思います。これは「タバコを吸いにくい
環境を作り出す」ということですが，その
ために役に立ったと世界的に認められてい
るものが 4 つあり，1 つ目が，タバコの値
上げです。
後藤：ヨーロッパは，タバコの値段が滅茶
苦茶に高いですね。
高橋：そうですね。イギリスでは１箱 1,500
円です。つまり，兵糧攻めが一番効くとい
う話ですが，一定以上の所得のある大人の
喫煙者には必ずしも効きませんし，値上げ
は個人でできることではありません。2 つ
目は，タバコを吸える場所をなくすことで，
これはまさに私たちができることであり，
とても効果があります。3 つ目が，キャン
ペーンや教育。4 つ目が，禁煙治療を行う
ことで，医療者の役割です。2 つ目の「吸
える場所をなくす」は，受動喫煙の害が言
われるようになったこともあって，日本で
も全国の家庭にも浸透し，家の中では吸わ
ない人が増えました。
後藤：ホタル族ですね。
高橋：そのホタル族も今後，居場所がなく
なりそうです。マンションのベランダでタ
バコを吸っていた人が，他の部屋の住人か
ら「煙の害を被った」として訴えられ，敗
訴して損害賠償を払わされたという訴訟事
件が 2012 年，名古屋でありました。
後藤：へえ，そうなのですか。知らなかった。
高橋：副流煙の影響が意外に遠くまで及ん
でいることが明らかになってきたので，こ
れからは，「外で吸うなら，どこでもご自
由に」とはいかなくなります。私は先日，
県内の私鉄のターミナル駅で，駅前の喫煙
所から 7m 離れた場所で煙の量を測定して
みたのですが，予想外に多量の煙が検出さ
れて驚きました。ですから，「難治性」の
喫煙者には，「庭で吸っても，ご家族に影
響が及びますよ」と教えてあげなければな
りません。

成果が自覚できるまでの
周囲のサポートが重要

高橋 裕子氏 樋上 謙士氏

日本禁煙化学会編	小冊子「禁煙日記」のご案内

禁煙マラソン・トップページ
http://kinen-marathon.jp/

高橋裕子氏の著作
『禁煙外来へようこそ』遊タイム出版
定価 1500 円（税別）2012 年刊

注文に関しては、１箱 30,000 円（１冊 50 円）の他、2
箱以上は単価 27,000 円（１冊 45 円）など１冊 60 円にて
個別に対応できるそうです。お試しパック以外は、着払い
等も可能です。事務局 048-722-5016 までお問い合わせ
ください。
◆費用振込みについて（代金引換配送等の対応は出来ません）
合計金額を商品到着後１週間以内に振込みください。（振
り込み料金はご負担ください）
振込先はホームページ（http://www.jascs.jp/）より申込書
をダウンロードしてご確認ください。

日本禁煙科学会（http://www.jascs.jp/）が
発行している禁煙日記

高橋裕子先生がご監修されて，多くの同学会の先生
方が執筆されている。

「宣言書」や「表彰状」も表紙裏に刷り込んであり，
禁煙マラソンを達成するためのノウハウ（薬剤紹介も
あり）がぎっしり詰まっている。
ファクス（FAX：048 － 722 － 5016）で注文できるが

（左の申込書は http://www.jascs.jp/ よりダウンロー
ドできる），5 冊だけのお試しセット（380 円）もあり，
リウマチの患者に禁煙指導する際に大変便利な冊子
である。

見 本
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交渉で達成すべき目標を示し，この中に，
「3．医薬品に対する関税撤廃」「4．税関に
おける障壁の低減」「5．模造医薬品の貿易
阻止」「6．各国内における医薬品の流通障
壁の低減」などの項目が掲げられているが，
いずれも日本の医薬品市場が既に改革を実
行し解決しているか，あまり問題になって
いないことばかりである。そのためか，本
文書の先頭に列挙された「TPP パートナー
諸国」の国名の中に日本は入っていない。

新しい医薬品や医療機器の日本国内への
導入に絡めて，米国が混合診療の全面解禁
を求めてくるのではないかと予想する向き
もあるが，このようなテーマに関しては，
既に他の交渉の場で日米間の話し合いが進
められており，また，混合診療の全面解禁
は悪質な医療の横行を招き，米国の医療に
とっても好ましくない結果をもたらすはず

を持つ国々が集まった EU（欧州連合）の
ような連合体とはなりにくいとの見解を述
べた。

TPP 12 ヵ国の合計 GDP に対して日本
と米国の GDP の合計が圧倒的に大きな割
合を占めることから，TPP 交渉とは，実
は TPP を隠れ蓑にした日米自由貿易交渉
ではないか，との見方もある。特に，医療
や保険に関しては，事実上，日米 2 国間交
渉となる可能性が高く，実際，13 年 12 月
現在，シンガポールでの TPP 参加国閣僚
会合と並行して日米 2 国間交渉が行われて
おり，そのゆくえが注目される（同交渉の
結果は 14 年 2 月現在未公表）。

最も気になる医薬品に関しては，米国通
商代表部（USTR）が 11 年 9 月に，TPP

であるので，米国が特に TPP 交渉の場で
日本にこれを求めてくる理由が考えにく
い。

以上のことより，麦谷氏は，TPP 交渉
の結果が日本の医療や保険制度に，にわか
に大きな影響を与えることは総じて少ない
であろうと結論づけた。

講演 2
リウマチケアの包括的確立を目指し
新たに発足する
リウマチ財団登録薬剤師制度について
演者：川合	眞一	氏

公益財団法人日本リウマチ財団 理事
東邦大学医学部医学科内科学講座
膠原病学分野 教授

座長：狩野	庄吾	氏
公益財団法人日本リウマチ財団 理事
自治医科大学 名誉教授

生物学的製剤の開発・普及などを背景
とする近年のリウマチ
診療の急激な変化に対
応して，リウマチケア
の包括的な確立が目指
され，その重要な一環
として準備が進められ
てきた「日本リウマチ
財団登録リウマチ薬剤
師」制度が間もなく発
足する。同制度創設の
中心人物である川合眞
一 氏が，その背景と
新制度の概略を解説し

た。
川合 氏は最初に，NSAIDs の元祖アス

ピリンの発売（1899 年，独バイエル社）
から，メトトレキサートの関節リウマチへ
の適応承認（1988 年，米国），生物学的製
剤エタネルセプトの承認（1998 年，米国），
さらに，新機序の生物学的製剤トファシチ
ニブの承認（2012 年，米国）に至るリウ
マチ治療薬の変遷を解説。また，ACR の
診療ガイドラインなどを通じて，メトトレ
キサートなど抗リウマチ薬の使用が関節リ
ウマチ治療の標準薬として普及し定着して
いる一方，NSAIDs や選択的 COX-2 阻害
薬，オピオイドなどを鎮痛補助薬として用
いることが，関節リウマチ治療の主流と
なっている今日の概況を述べた。

また，川合 氏は，今日までのリウマチ
治療の進歩・発展の賜物として，利用可能
なリウマチ治療薬の種類が非常に多くなっ
た反面，投薬に際して医師の負担が著しく
増大し，専門的知識を持つ薬剤師のサポー

法人賛助会レポート　つづき

起きたときの SOS に対しては，禁煙マラソ
ンで育てた約 200 人のボランテイアサポー
ターが随時回答します。つまり一律のプロ
グラムに，個別化された対応が組み込まれ
ています。同じ体験をした人たちの助言は
心に響くものですよ。助言する側にとって
も，自分の禁煙が続きやすくなるというメ
リットもあります。医学的な対応が必要な
場合のため，医療相談の場も設けています。
後藤：樋上先生のところでは，タバコを吸
うリウマチ患者をどのようにサポートして
いますか。
樋上：タバコを吸うと分かった患者さんに
は肺機能検査と PWV（血管脈波速度）検
査を実施し，肺年齢，血管年齢をお伝えし
ます。肺年齢は確固たる根拠のあるもので
はありませんが，患者さんに「肺が年をとっ
ています」と言うと，やはりショックを受
けられ，「将来，携帯酸素が必要になるか
もしれません」と伝えると，「では，禁煙
します」とおっしゃる患者さんもいます。

その後，禁煙を実行している患者さんに，
「あれだけ吸っていらしたのに，頑張って
ますね」と言うと，その患者さんの禁煙は
長続きするような気がします。
後藤：なるほど。樋上先生は随分進んだ禁
煙治療をしていますね。
樋上：いいえ，まだまだです。
高橋：樋上先生の病院のように，慢性疾患
の患者さんが定期的に通ってくる施設で禁
煙治療を実施していただくことは，すばら
しいことです。信頼するドクターの一言で
禁煙に踏み切る意欲がわきます。さらに樋
上先生のなさっているように上手に励まし
ていただけると，禁煙が続きやすくなりま
す。もっともよい形ですね。

リウマチと喫煙の関係についての
知識普及が急務

後藤：樋上先生は，今日出てきたような，

リウマチと喫煙についてのデータなどを学
会で発表したことはありますか。
樋上：禁煙治療に関しては，ありません。
後藤：とにかく，リウマチとタバコについ
て，今まで誰も，ほとんど言ってこなかっ
た。
高橋：喫煙の問題が存在していなかったの
ではなく，認識がなかったのですね。
樋上：はい。全くありませんでした。
高橋：その状況は，糖尿病に似ていますね。
糖尿病でも，ひと昔前までは，喫煙と糖尿
病の関係など誰も言わなかったのに，今は
盛んに言われるようになっています。
樋上：そうですね。日本糖尿病協会の 

『さかえ』という機関誌には毎号，喫煙，
禁煙に関する記事が載っています。だか
ら，糖尿病の患者さんは，糖尿病とタバコ
の関係をよく知るようになっていると思い
ます。
高橋：患者さんには，喫煙の有害性につい
ての知識のほかにどうやって禁煙するかの

知識も提供していただきたいところです。
禁煙とは苦行ではなく，新しい自分をつく
る楽しい作業だとわかると禁煙が楽しくな
ります。後藤先生，私たちは，禁煙した人
たちのエピソード集を作ったのですが，そ
こには禁煙した人たちがいきいきと自分の
人生を塗り替えてゆくエピソードがたくさ
ん載っています。リウマチの患者手帳など
に，こうした話も含めていただけると，もっ
と多くの患者さんが禁煙に心を向けると思
います。
後藤：それは素晴らしいアイデアです。ぜ
ひ実現させたいですね。
高橋：そのときはお手伝いさせていただき
ます。
後藤：今日の座談会は，本当に予想外の収
穫でした。長時間ありがとうございました。

（文責編集部） 

座長の狩野 庄吾氏講演される麦谷 眞里氏

講演される川合 眞一氏座長の幸田 正孝氏

会場の様子
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イグラチモド（商品名ケアラム ®）は
2012 年 9 月に発売された免疫調整剤であ
り，国内においてはレフルノミド（アラバ
®）が発売されて以来の約 10 年ぶりの新規
経口 DMARD になる。イグラチモドの開
発研究は 1989 年より開始され，開発か
ら発売まで実に 20 年以上の歳月を費やし
た。弊社の開発担当者の協力を得て，イ
グラチモド発売までの長い道のりについ
てお話ししたい。

そもそもイグラチモドはNSAIDs
の開発が始まりだった

ご存知の方もいるかもしれないがイグ
ラチモドは当初，富山化学工業（株）に
おいて非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）
として開発が開始されたものである。
1990 年，既に海外で市販されていたメタ
ンスルホンアミド系の NSAID ニメスリ
ドの，COX 阻害作用が弱いにもかかわら
ず強力な抗炎症作用を示すという知見を
参考にし，メタンスルホンアミド系化合
物の合成とスクリーニングによって，イ
グラチモド（開発番号 T-614）が見いだ
された。

翌 1991 年より柏崎禎夫先生（当時 東
京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風
センター 所長）を治験総括医師として臨
床試験が始まり，第Ⅰ相，第Ⅱ相パイロッ
ト試験の臨床用量は 200mg/ 日で有効性・
安全性を検討したが，有害事象の発現率
が高いことから，200mg/ 日では日本人
には過剰であると考えられた。一方で，
炎症性パラメータのうち，NSAID では一
般的に改善が認められていない ESR 及び
CRP を早期に改善し，炎症性パラメータ
の早期改善作用は，D- ペニシラミン，金
剤などの既存 DMARD と同様と考えら
れ，意図していなかった DMARD として
の開発の可能性が示唆されたのである。
さらに薬効薬理試験では，既存の NSAID
にはみられない炎症性サイトカインの産
生抑制作用も示したことから，初期第Ⅱ
相試験以降は用量を減らして DMARD と
しての開発になった。

トが不可欠となっている現状を訴えた。
抗リウマチ薬は今日，多種多様なものが

使用され，医師にとっては使い分けが難し
く，また服薬に注意を要することが多くな
り，患者に対する的確な服薬指導が望まれ
ている。特にメトトレキサートは今日のリ
ウマチ治療の主役の座を占める薬である
が，副作用の問題が大きく，死亡例もある。
本剤による最も多い医療事故は，週 1 回服
用であるのに連日服用してしまうケースで
あることが知られており，薬剤師の強力な
サポートが無ければ，このような服薬ミス
による事故を完全になくすことは難しい。

生物学的製剤も次々に新薬が登場してい
るが，インフリキシマブを除きすべての薬
が自己注射可能であることから，細かな点
にわたる投薬指導が必要であり，このこと
が，高薬価の問題などとともにリウマチ治
療医の悩みの種になっている。

以上のように，リウマチ領域では多種多
様な薬が登場したことにより，患者のコン

トロールが著しく向上したことは間違いな
く，これらのさまざまな薬に関する高度な
情報を医師，看護師，あるいは患者に伝え
ることができる専門の薬剤師の存在が強く
求められるようになってきた。

最後に川合 氏は，新しく発足する「日
本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師」制度
の概要を解説。本制度の最大の趣旨は，薬
剤師に，薬を処方した医師と同じ立場から
リウマチ治療薬の作用機序や副作用のリス
クを十分に知ってもらうことであり，また，
日本リウマチ財団登録医，同財団登録リウ
マチケア看護師と一体となって，医療事故
を回避し，最適のリウマチ治療・ケアを実
現することであると述べた。

川合 氏の講演の後，西岡 久寿樹 常務理
事の閉会の辞によって，無事本財団の平成
25 年度賛助会員打合会は閉会した。

（文責編集部）

さらには治験中に，明確に高ガンマグ
ロブリン血症を抑制していたことから，
B 細胞に対する作用を検討したところ，B
細胞に直接作用して免疫グロブリンを低
下させる作用を持つことも発見された。
さらに，RA をはじめとする自己免疫疾
患の重要な標的であるNFκBの活性化抑
制も認められ，他の DMARD にはないユ
ニークな作用機序を持つこともわかって
きた。

予期せぬ申請取り下げ，
先の見えなくなった開発

1998 年には，エーザイ（株）が富山化
学工業（株）と共同開発契約を締結し，
以後共同で開発を進めた。すでに海外で
は生物学的製剤も登場しようという時期
になっていたが，RA 患者さんの背景は
経済的状況も含めて多様であり，手前味
噌な言い方になるが，新たな治療選択肢
として「経口の DMARD を新たに提供す
ることは（『ヒューマン・ヘルスケア』企
業として）意義のあること」と考えて開
発に取り組んだのである。

第Ⅲ相試験のデザイン考案時，RA の
適応を持つメトトレキサート（MTX）は
国内ではまだ発売されていなかった。そ
のため，第Ⅲ相試験１）はプラセボ並びに
当時市販されていた DMARD のうち，有
用性が世界的に認知されていたサラゾス
ルファピリジン（SASP）を対照薬として，
1999 年より実施した。その結果，SASP
に対して有効性・安全性が劣らないこと
が確認されたため，これらの成績をも
とにして 2003 年に承認申請を行った。
SASP との比較試験のデータは，2004 年
の米国リウマチ学会にて原まさ子先生（当
時 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ
痛風センター 教授・現山王病院）に発表
をお願いし，製品名決定など発売準備も
着々と社内でも進め，あとは承認を待つ
のみという状況だった。ちなみに，『ケア
ラム』という製品名は「RA をケアする
薬剤（Care ＋ RA ＋ Medicine）」に由来
している。

しかし，事態は我々の思惑通りにはい
かなかった。医薬品医療機器総合機構と
の面談から，すでに標準治療薬とされて
いた MTX との併用臨床データの追加試
験が必要と判断され，申請を取り下げる
こととなったのである。新たな追加試験
の実施は企業として大きな決断であった
が，治験に参加していただいた患者さん
や医師，高価な薬剤を使用できず新たな
選択肢を待ち望む患者さんのためにも，
開発の継続を決定。2009 年から MTX 効
果不十分例を対象とした MTX 併用試験
２）を計画。MTX 併用下でのケアラムの
有効性と安全性を検証し始めた。

待たせに待せた製造承認

MTX 併用の有用性を検証することは，
国内 DMARDs の治験としては実は初め
てのことであり，結果に対しては大きな
期待とともに不安も入り交じっていた。
治験結果キーオープンの日，関係者とし
てドキドキしながらデータを確認したこ
とを鮮明に覚えている。結果は，MTX
との併用によって顕著なリスクの増大は
認められず，有効性も高い併用効果が示
され，24 週時の ACR20，50，70 反応率
はそれぞれ 69.5%，38.4％，17.1％で，プ
ラセボ群（MTX 単独群）との優越性が
確認された。この結果をもとに 2011 年に
再度承認申請を行い，2012 年 6 月に晴れ
て製造承認取得，9 月に発売となった。

ただし，承認条件としては全例調査実
施が義務付けられ，一定数の症例に係る
データが集積されるまでの間は，RA 専
門の施設に限定した使用となった。診療
で忙しい先生方にとって多大なご負担を
かける全例調査ではあるが，市販後の有
効性，安全性を専門の先生にしっかりと
評価いただき，大事にこの薬剤を育てて
いかなければならない。

実は中国でも
イグラチモドが販売されている！？

前述のとおりイグラチモドは純国産の
DMARD である。しかし，なんと中国で
もイグラチモドを主成分とした Iremod®

が Simcere 社よりすでに発売されている
ことをご存じだろうか。このような通常

ではありえない事態になった要因はいく
つかあるのだが，我々の発表した非臨床
試験データ等を利用して，中国企業が勝
手に中国当局に申請していた事実にはた
だただ驚くばかりである。中国の臨床試
験では，MTX との非劣性が証明されて
おり，中国においても期待の新 DMARD
として注目を集めているとのことである。
だが，この事実は隣国とはいえ，理解し
がたい部分が大きい。

生物学的製剤時代における
イグラチモドのポジション

現在の RA 治療の中心は MTX であり，
十分量の MTX を使用しても効果不十分
であれば，生物学的製剤の投与を検討す
ることが国内外のゴールドスタンダード
になっているのは周知であろう。一方で，
費用や安全性の面から生物学的製剤が使
用できない患者さんや，MTX を十分量
まで増量できない患者さんも存在する。
このため，MTX との併用効果がはじめ
て確認された DMARD として，MTX ＋
イグラチモド併用療法は新たな治療選択
肢になり得ると考え，MTX を安全性の
面から使用できないという患者さんに対
してもイグラチモドは貢献できると考え
てもいる。是非引き続き実臨床の場で先
生方のご評価を賜りたい。

最後に，開発に携わった方々の不断の
努力と忍耐力に敬意を表すとともに，承
認される最後の最後まで応援していただ
いた，医学専門家の先生方，治験にご協
力いただいた先生方にはこの場を借りて
厚く御礼を申し上げたい。

また，貴重な紙面を頂戴する機会をい
ただき，日本リウマチ財団および編集委
員の先生方にも深謝申し上げたい。

＜引用文献＞
1） Masako Hara • Tohru Abe,et al：Efficacy 

and safety of iguratimod compared with 
placebo and salazosulfapyridine in active 
rheumatoid arthritis. Mod Rheumatol (2007)
17:1–9

2） Naoki Ishiguro • Kazuhiko Yamamoto,et al：
Concomitant iguratimod therapy in patients 
with active rheumatoid arthritis despite 
stable doses of methotrexate: a randomized,
double-blind, placebo-controlled trial. Mod 
Rheumatol (2013) 23:430–439

竹内祥平
エーザイ株式会社　統合マーケティング部　免疫・炎症室

在宅自己注射指導管理料の見直しに対する要望書
日本リウマチ財団は，平成 26 年度の診療報酬改定に関し，下記のとおり厚生労働大臣あて緊
急要望書を提出いたしました。

平成 26 年 2 月20 日

厚生労働大臣　田村　憲久　殿 公益財団法人日本リウマチ財団
理 事 長　髙　久　史　麿

医療保険委員会委員長　井上　　博

在宅自己注射指導管理料の見直しに対する要望書

公益財団法人日本リウマチ財団では，重点課題 1-3（医療の機能分化等 / 在宅医療の促進）
-8 で検討された「在宅自己注射指導管理料の見直し」について下記の通り要望いたします。

記
１．在宅自己注射指導内容について
在宅自己注射指導内容が不明確と記載されていますが，各医療機関は当該財団等の治療ガイ
ドラインに基づいて明確な指導を実施しています。

２．頻度に応じた管理料点数について
導入初期加算の 500 点は妥当であると考えられますが，回数による管理料の改定案は適切で
はないと考えられます。
関節リウマチの在宅自己注射治療は，副反応の厳重な観察指導等，極めて厳重な在宅自己注
射指導管理が必要とされます。従いまして，1 か月の治療回数にかかわりなく改定案にある在宅
自己注射管理料の 4（月28 回以上）810 点を適用していただきたく存じます。なお，在宅バイ
オ治療に現在用いられている薬剤（エンブレル，ヒュミラ，アクテムラ，オレンシア，シムジア）を
適用されている患者様は全国で推定 7,500 名でございます。

何卒よろしくご配慮のほどお願い申し上げます。
以上
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H26.3 〜H26.5）］

		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。

平成 26 年度 リウマチ財団新規登録医募集

資　格
≪要件≫
１．3 年以上リウマチ性疾患の診療に従事している医師
２．過去 5 年間において

（１）リウマチ性疾患診療患者名簿 …………………30 名以上
（２）リウマチ性疾患診療記録（上記名簿のうち）…20 名
（３）財団主催・認定の教育研修会，eラーニング修得による教育研修単位 20 単位以上

※平成 23 年の規則・細則一部改正により，審査料・登録料が次のとおりとなりました。
審査料 （申請時） ………… 3 万円→ 1 万円
登録料 （審査に合格後） … 8 万円→ 2 万円
登録有効期間  …………… 3 年間→ 5 年間

※平成 26 年度より，リウマチ性疾患診療記録の記載方法を簡略化します。

規則及び申請書類一式はホームページよりダウンロードできます。

申請受付期間 平成 26 年 3 月 1 日〜 5 月 31 日

リウマチ財団登録医を募集しています。

4/11（金）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

3/30（日）10:00	3単位	13:30	2単位	 秋田
第15回	東北リウマチ医の会
参天製薬㈱
岡田	直美
Tel.06-4802-9370

3/20（木）19:30　1単位	 秋田
出羽リウマチセミナー
アステラス製薬㈱
高山	秀宣
Tel.018-825-5177

3/20（木）19:20　1単位	 宮城
みやぎリウマチ懇話会2014
小野薬品工業㈱
金振	圭吾
Tel.022-221-3676

3/15（土）17:30　1単位	 宮城
第73回	宮城リウマチ外科研究会
東北薬科大学病院	整形外科
佐野	徳久
Tel.022-259-1221

3/29（土）16:10　1単位 北海道
道央エリア関節リウマチ懇話会
ファイザー㈱
中村	正人
Tel.080-3753-4783

北海道・東北

5/10（土）18:00　1単位	 埼玉
第7回	埼玉Biologics研究会
田辺三菱製薬㈱
脇本	文子
Tel.048-645-2937

4/3（木）19:15　1単位 群馬
第7回	群馬線維筋痛症を語る会
日本臓器製薬㈱
橋本	隆広
Tel.027-324-0441

関東・甲信越

5/31（土）16:25　2単位	 東京
第53回	多摩リウマチ研究会
ファイザー㈱
長谷川	正文
Tel.03-3258-5401

5/27（火）20:00　1単位	 東京
第1回	東京RA	Biologics	研究会
ファイザー㈱
佐山	悦朗
Tel.03-3258-5401

5/13（火）19:30　1単位	 東京
第37回	ひがし東京リウマチ研究会
武田薬品工業㈱
高橋	祐樹
Tel.03-5830-4460

5/10（土）16:30　1単位	 東京
第31回	城南リウマチ会
大塚製薬㈱
池原	豊
Tel.03-5486-0470

4/10（木）19:30　1単位	 東京
第15回	東京骨粗鬆症談話会
国家公務員共済組合連合会	三宿病院
相原	正宣
Tel.03-3711-5771

3/15（土）17:00　2単位 東京
第42回	東京都リウマチ膠原病懇話会
参天製薬㈱
松浦	秀樹
Tel.090-5897-5170

4/5（土）18:00　1単位	 長野
第56回	信州リウマチ膠原病懇話会
（社）抱生会丸の内病院
山﨑	秀
Tel.0263-28-3003

5/17（土）17:10　1単位	 山梨
第9回	山梨大学整形外科セミナー
山梨大学大学院医学工学総合研究部	
整形外科学
谷口	直史　Tel.055-273-6768

3/28（金）14:00　1単位	 神奈川
第54回	関東整形災害外科学会
㈱コングレ	コンベンション事業本部
北島	翔太
Tel.03-5216-5318

3/15（土）20:30　1単位	 神奈川
第6回	神奈川東部リウマチフォーラム
田辺三菱製薬㈱
北目	武史
Tel.045-472-2653

3/15（土）18:00　1単位	 静岡
第23回	静岡リウマチ治療研究会
ファイザー㈱
久松	圭
Tel.052-231-8611

3/15（土）17:00　1単位	 岐阜
第41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

3/16（日）11:00　1単位 福井
第11回	福井RAフォーラム
福井総合病院
尾島	朋宏
Tel.0776-59-1300

東海・北陸

4/4（金）19:15　1単位 新潟
第58回	新潟リウマチ研究会
新潟大学医学部整形外科学教室
近藤	直樹
Tel.025-227-2272

3/21（金）18:00　1単位	 愛知
第一回	三河骨粗鬆症研究会
中外製薬㈱
山本	完治
Tel.0564-24-3191

3/15（土）18:15　1単位	 愛知
第37回	東三河リウマチ研究会
旭化成ファーマ㈱
小玉	託也
Tel.0564-27-0226

3/15（土）17:30　1単位	 愛知
第14回	尾張整形外科医療連携を考える会
森川整形外科医院
森川	圭造
Tel.0568-77-1739

3/15（土）15:45	16:45	18:00	各1単位	 愛知
第6回	愛知県整形外科医会リハビリ
テーション研究会
帝人ファーマ㈱
中井	宏和　Tel.052-249-3910

3/27（木）19:15　1単位	 静岡
伊豆RAセミナー
アステラス製薬㈱
堀内	賢治
Tel.055-964-0601

3/27（木）19:00　2単位	 大阪
第24回	南大阪リウマチ研究会
ファイザー㈱
和田	敏和
Tel.06-6575-5211

3/20（木）19:30　1単位	 大阪
第18回	大阪RAフォーラム
田辺三菱製薬㈱
水田	晴彦
Tel.06-6205-5161

3/15（土）17:30　1単位	 大阪
第7回	城北整形外科フォーラム学術講演会
成宏会	伊藤外科整形外科
伊藤	智康
Tel.06-6953-0071

3/15（土）16:00　2単位	 大阪
北大阪リウマチ勉強会
～リウマチのチーム医療について考える～
エーザイ㈱
吉田	量哉　Tel.06-6448-9008

近　畿

3.28（金）19:20　1単位	 三重
三重リウマチセミナー
アステラス製薬㈱
山本	卓司
Tel.059-213-6851

4/5（土）17:30　1単位	 愛知
第4回	知多リウマチを考える会
ファイザー㈱
牧野	央
Tel.052-231-8611

4/5（土）17:00　1単位	 愛知
第63回	東海関節外科研究会
大日本住友製薬㈱
屋敷	祐治
Tel.052-201-3341

3/29（土）20:00　1単位	 愛知
第11回	関節リウマチ合併症研究会
武田薬品工業㈱
武内	清和
Tel.0564-25-2400

3/29（土）16:30　1単位 愛知
第35回	FSRの会
参天製薬㈱
中畑	忠士
Tel.0120-310-106

3/26（水）19:30　1単位	 山口
下関市関節リウマチ懇話会
時任整形外科リウマチ科
時任	毅
Tel.083-246-0575

4/11（金）～4/12（土）11日12:20	12日12:20	各1単位	岡山
第122回	中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会	ももたろうセミナー
第122回	中部日本整形外科災害外科学会・学術集会	運営事務局
宗野	康一　Tel.086-225-9281

3/29（土）18:00　1単位 岡山
第45回	岡山リウマチ研究会
科研製薬㈱
福田	幸弘
Tel.086-246-3232

中国・四国

3/27（木）18:15　2単位	 兵庫
第8回	西宮整形外科地域連携フォーラム
田辺三菱製薬㈱
佐藤	憲
Tel.0798-22-3241

4/19（土）18:40　1単位	 大阪
大阪臨床整形外科医会（第262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

4/11（金）～4/12（土）11日9:00	12日14:00	各1単位	岡山
第122回	中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会
第122回	中部日本整形外科災害外科学会・学術集会	運営事務局
宗野	康一　Tel.086-225-9281

4/5（土）18:00　1単位	 大阪
第22回	近畿小児リウマチ・膠原病研究会
中外製薬㈱
村上	陽一
Tel.06-6350-6360

3/29（土）17:40　1単位	 大阪
大阪臨床整形外科医会（第261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

3/29（土）15:10　2単位	 大阪
第12回	大阪京阪生物学的製剤を学ぶ会
田辺三菱製薬㈱
武井	陽平
Tel.072-843-3023

5/16（金）20:00　1単位	 福岡
第100回	福岡リウマチ懇話会
（医）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

4/10（木）20:00　1単位	 徳島
第13回	徳島リウマチ医の会
アッヴィ合同会社
小泉	尚彦
Tel.080-2194-6385

3/27（木）19:30　1単位 山口
第16回	山口臨床リウマチ研究会
ファイザー㈱
大木	茂
Tel.082-502-7311

3/20（木）20:00　1単位	 大分
第106回	大分県リウマチ懇話会
参天製薬㈱
平田	真生
Tel.0120-310-106

5/28（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

リウマチ教育研修会を次のように開催する予定です。
※開催場所等変更する場合があります。詳細等はホームページでご確認ください。

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

北海道
･ 東北

9/21
（日）

リンクステーション
ホール青森

（青森市文化会館）

弘前記念病院
三浦 孝雄 先生
黒石市国民健康保険黒石病院
院長 村田 有志　先生

関東・
甲信越

11/23
（日）

新潟日報
「メディアシップ」

新潟県立リウマチセンター
名誉院長 村澤 章 先生

東海・
北　陸

12/7
（日） ミッドランドホール 藤田保健衛生大学 リウマチ感染症内科

教授 吉田 俊治 先生

近　畿 11/9
（日） KBS ホール 京都大学大学院医学研究科 整形外科学

教授 松田 秀一 先生

中国・
四　国

11/24
（月・祝）

徳島大学
大塚講堂

美摩病院吉野川リウマチセンター
院長 四宮 文男 先生
徳島大学大学院 呼吸器・膠原病内科分野
教授 西岡 安彦 先生

九州・
沖　縄

8/3
（日） 全労災ソレイユ 大分大学 医学部整形外科学

教授 津村 弘 先生

平成 26 年度 リウマチ教育研修会 開催予定 平成 26 年度 リウマチの治療とケア研修会 開催予定
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。
※開催場所等変更する場合があります。詳細等はホームページでご確認ください。

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道
･ 東北

9/7
（日）

仙台市情報・
産業プラザ (AER)

NTT 東日本東北病院
名誉院長 佐々木 毅 先生

関東・
甲信越

11/22
（土）

東京ステーション
カンファレンス

筑波大学医学医療系
内科 ( 膠原病・リウマチ・アレルギー )
教授 住田 孝之 先生

東海・
北　陸

10/19
（日） 本多の森ホール

石川勤労者医療協会城北病院
リウマチ科
村山 隆司 先生

近　畿 10/5
（日）

ナレッジキャピタル コングレ
コンベンションセンター

行岡病院 臨床リウマチ研究室長
村田 紀和 先生

中国・
四　国

7/27
（日） パルメイト出雲 島根大学医学部附属病院 膠原病内科

准教授（診療教授） 村川 洋子 先生

九州・
沖　縄

11/3
（月・祝）

ホルトホール
大分

大分大学 医学部整形外科学
教授 津村 弘 先生

お問い合わせ：日本リウマチ財団 03-3946-3551

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か月
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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【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 国立成育医療研究センター　周産期・母性診療センター主任副センター長

女子力，2009 年に流行語大賞に選ばれ

たようだが，私にとってはここ最近知った

新鮮な言葉である。Google 辞書では「きら

きらと輝いた生き方をしている女性が持つ

力。女性が自らの生き方を演出する力。また，

女性が自分の綺麗さ，センスの良さを目立

たせて存在を示す力」だそうだ。一言でい

えば自己をアピールできる力，なるほど就

活や婚活の話題の際に出てくるわけだ。

私の職場には最近若い女性医師が多い。

彼女たちは仕事ができる。友達との交流を

含めて私生活が充実している。もちろん，

おしゃれである。私から言わせれば彼女た

ちは「自分をアピールする力」を持ってい

るというより，「人のために仕事ができて，

その結果として自分の価値をアピールでき

ている」という意味での「女子力」を持っ

ているということではないかと思う。

自分が若いころの女性医師はマイノリ

ティであり，良くも悪くも目立つので男性

社会に埋没するのが賢い生き方だと思って

いた。いつの間にか女性医師が半分近くに

もなり，決してマイノリティではなくなっ

た。もう，遠慮することなく実力を発揮し，

その結果自分をアピールすることができる

ようになってきたのであれば，こんなにう

れしいことはない。

リウマチ診療の中ではどうだろうか。最

近，女性のリウマチ医のみならず，素晴ら

しい能力と熱意を持ったリウマチナースに

出会うことが多い。ずいぶん前になるが，

「先生，かぼちゃを包丁で切る時は前もっ

て電子レンジでチンするといいんですよ」

と話してくれた患者さんがいた。多くの

患者さんが家事のこと，育児のこと，悩み

を持ちながらもまさに女子力を発揮して日

常生活を送っている。その喜びと苦悩を受

け止めて，リウマチ診療をサポートできる

のがまさに看護師の女子力ではないだろう

か。そんな彼女たちを支援する意味でも，

リウマチ財団が作った登録リウマチケア看

護師制度の功績は大きいと思っている。

国立成育医療研究センター

周産期・母性診療センター

（村島温子）

平成 26 年度 リウマチ月間リウマチ講演会 開催予定
■日　時：平成 26 年 6 月8 日（日）13：00 ～
■場　所：丸ビルホール〔東京都千代田区丸の内 2-4-1　丸ビル 7 階〕

リウマチ財団登録医，登録リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師の教育研修
単位取得予定。

※プログラム等詳細は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 26 年度海外派遣研修医募集
募集要項等詳細については財団ホームページをご覧ください。

平成 26 年度リウマチ財団登録医
資格再審査・更新手続

・登録の有効期間は 5 年です。
・更新の要件は以下のように分かれます。

注） 1. 教育研修会とは，財団が主催する教育研修会，又は認定する教育研修講演をいう。
2. 研修単位は財団証明書によるもの。
3. 研修会出席回数は，同一学術集会において複数の研修講演に出席しても 1 回である。
4. 単位証明書及び研修会出席の有効期間は，過去 5 年以内。

更新料　 2 万円
但し，日本リウマチ学会リウマチ専門医及び
日本整形外科学会認定リウマチ医は１万円

登録医資格再審査（更新）特例
要　件

次の者は更新資格要件不要。
1．65 歳以上の者で 10 年以上継続して登録医
2．15 年以上継続して登録医
3．日本リウマチ学会リウマチ専門医
4．日本整形外科学会認定リウマチ医

手続き
登録資格更新申請書

登録医資格の再審査（更新）
要　件

引続きリウマチ性疾患の診療に従事してい
るリウマチ財団登録医であって，診療患者
名簿 20 名以上を有し，下記のいずれかを満
たす者。
1． 教育研修会，e ラーニングで 20 単位以上
2． 教育研修会に 5 回以上出席し，e ラーニン

グを含む教育研修単位 10 単位以上
手続き

１．登録資格更新申請書
２．要件を満たすことを証する書類

登録医資格再審査・更新手続（リウマチ財団登録医規則による）

資格再審査（更新）
下記年度にリウマチ財団登録医になられた方は平成 26 年度資格更新者に該当いた

しますのでご留意ください。

昭和 63 年度，平成 3 年度，平成 6 年度，平成 9 年度，平成 12 年度，
平成 15 年度，平成 18 年度，平成 21 年度

規則及び申請方法につきましてはホームページをご覧ください。

申請受付期間 平成 26 年 3 月 1 日〜 5 月 31 日
平成 26 年 2 月1 日から平成 26 年 4 月20 日の間，平成 26
年度より設ける「塩川美奈子・膠原病研究奨励賞」を募集し
ております。財団ホームページ掲載の募集要項によりご応募く
ださい。
本賞は平成 26 年 6 月8 日（日）に当財団が主催する「リウ
マチ月間行事・リウマチ講演会」の席において授賞式を執り行
います。
本賞は，膠原病と闘い，膠原病に苦しみ，薬石効なく亡くなられ
た故塩川美奈子様ご本人およびご遺族の意向により設けられた
もので，平成 26 年度を初年に 10 年間にわたり表彰すること
になっております。

※申請用紙一式は財団ホームページよりダウンロードが出来ます。

塩川美奈子・膠原病研究奨励賞

Young�Investigator’s�Award�for�Collagen�Disease�Research

故 塩川美奈子様
1957 ～ 2013 年

ご寄付いただいた方 〜平成 25 年 12 月〜

吉田 健太郎様

●使途　当財団のリウマチ性疾患調査・研究奨励基金として，リウマチの予防と治療に関
する調査・研究およびその助成に充当させていただきます。

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。

三浦記念リウマチ学術研究賞授賞者
33 名の応募者の中から8 名（三浦記念リウマチ学術研究賞授賞者 1 名）が選ばれました。
助成金は各 100 万円。

本賞は平成 26 年 6 月8 日（日）に当財団が主催する「リウマチ月間行事・リウマチ講演会」
の席において授賞式を執り行います。

助成者 所属 研究題目

畠山 鎮次
北海道大学大学院医学研究科
医学専攻生化学講座医化学分野
教授

リウマチ性疾患における免疫細胞活
性化を制御するユビキチン化システ
ムの解明

平成 25 年度 三浦記念リウマチ学術研究賞授賞者および
リウマチ性疾患調査 ･ 研究助成者決まる

助成者 所属 研究題目

大塚	文男
岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科
総合内科学　教授

炎症性骨破壊と骨 aging に着目した BMP
の作用機転の解析と応用

川崎	綾 筑波大学医学医療系
特任助教

トランスクリプトーム解析とゲノム解
析の連結による，日本人集団における
ANCA 関連血管炎感受性遺伝子の探索

桐野	洋平 横浜市立大学
大学院医学研究科　助教

ループス腎炎における M2 マクロファー
ジの発現と腎予後との関連解析

高橋	令子 防衛医科大学校内科 3
助教

エピジェネティクス解析による制御性Ｔ
細胞の存在意義と膠原病の病態との関連
の解明

寺尾	知可史
京都大学大学院医学研究科
附属ゲノム医学センター
特定助教

IL-12/23 の高安病における臨床的重要性
の検討と IL12B 領域多型の機能解析

宮崎	泰成 東京医科歯科大学
教授

リウマチ肺におけるゲルソリンを介した
肺線維化の検討

宮部	斉重 Massachusetts General
Hospital Research Fellow

炎症細胞による関節炎形成過程のインビ
ボライブイメージングシステム構築，並
びに慢性関節炎の解明への挑戦

リウマチ性疾患調査 ･ 研究助成者（50 音順）
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