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（次ページに続きます）

リウマチ登録薬剤師制度の意義

西岡：このたび日本リウマチ財団では，リ
ウマチ財団登録薬剤師制度を 2014 年 6 月
からスタートさせることができました。こ
れも藤井先生のご尽力のおかげと心から感
謝しております。当財団では，医師はもと
より，看護師，薬剤師の方々に，新しい治
療法，その副作用なども含めて，しっかり
と勉強していただくために 3 本の柱が必要
だと考えています。第 1 の柱は，リウマチ
財団登録医で 2014 年 4 月時点で 3480 名お
ります。第 2 の柱であるリウマチケア看護
師も 2014 年 3 月時点で 1477 名が登録して
おり，第 3 の柱としてリウマチ財団登録薬

細菌培養とピロリン酸の測定が必要である。
炎症性関節炎の場合，痛みの原因となる内

科疾患を明らかにする必要がある。

【血液検査】
変形性関節症の場合，CRP，赤沈などの

炎症所見は陰性である。陽性の場合，関節
リウマチなどの炎症性疾患，化膿性関節炎な
どを疑う。多発性病変存在例では，血液検
査で炎症反応やリウマチ性病変の存在を否定
し，必要なら補助診断のために関節症マーカー

（MMP-3 等）を使用する。

【鑑別と緊急対応】
痛風であれば熱感や発赤が認められるが

関節液の濁りは少なく，採血で CRP および
尿酸値が高い。偽痛風であれば関節液から
ピロリン酸が検出される。炎症性関節炎で
は，感染性関節炎と鑑別しにくい場合もある。
化膿性関節炎では，熱感，発赤が非常に強
く，穿刺関節液内の白血球数は 5 〜 10 万レ
ベルになる。一方，炎症性関節炎であれば
上がっても穿刺関節液内の白血球数は数千
から 1 万程度の間である。また，化膿性関

炎症性関節炎 : 化膿性
膝関節炎の鑑別が重要である。

【定義】
「痛み」が強く，熱感や発赤を伴う。また「痛

み」は荷重時，運動時だけでなく，安静時痛
が見られることが特徴である。全身の熱発や倦
怠感など膝関節だけの症状でないことが多い。
また関節液は白色混濁があることが多く，必ず

剤師がこのたび登録を開始しました。この
3 本の柱が，スクラムを組みながら，広範
に及ぶリウマチ性疾患のケアに取り組んで
いこうと考えています。薬学教育は 6 年制
となり，さまざまな改革が進められている
と思いますが，薬剤師として臨床現場に出
てから，勉強する場は現状どうなっている
のでしょうか，将来展望も含めて，お考え
をお聞かせください。
藤井：薬剤師の資格取得のための就学年
限が 6 年になってから約 10 年が経過し，
2014 年 3 月には 3 学年目の卒業生が社会
に出ました。それまで約 40 年，訴え続け
てきたことが，ようやく実現したことにな
ります。世界の薬学教育はかなり前から 6
年制になっていましたから，ようやく追い

節炎の関節液では白色の膿が確認されるが，
炎症性関節炎の関節液は少し濁っている程
度であり，鑑別に困ることがあるので，必ず
細菌培養は重要である。化膿性関節炎の場
合は専門的な治療や手術が必要なことがあ
るため，緊急手術が可能な基幹病院整形外
科に紹介する必要がある。一般医家としては，
化膿性関節炎か偽痛風，痛風など炎症性関
節炎と鑑別が困難な時は，化膿性関節炎とし
て基幹病院整形外科に緊急で当日に紹介が
必要である。化膿性関節炎の放置例は関節
破壊を来し，予後が非常に不良である。

炎症性関節炎の場合，原因となる内科疾
患，関節リウマチであればその治療を，痛風
であれば尿酸値を下げるなど，その疾患の治
療を行う。感染性疾患は治療に緊急性を要
する場合が多い。たとえば化膿性関節炎で
は，関節破壊が進行し，さらに敗血症で死亡
する危険があるため緊急手術を要する。

痛　風

【定義】
高尿酸血症を原因とした関節炎。風が吹

いても痛みを感じることから痛風と命名された
という説がある。

【疫学】
通常，50 歳代の男性に頻発する。ヒポク

ラテスの時代から青年期以前の男性や閉経
前の女性に起こることは少ないと記載されて
いる。1986 年の米国での頻度は男性 1000
名中 13.6 名，女性 1000 名中 6.4 名である。
2004 年の国民生活基礎調査では，全国で約
87 万人が痛風で通院しており，これは 1995
年と比べると約 2 倍，1986 年に比べると3.4
倍となり，増加傾向にある。また痛風の予備軍
ともいえる高尿酸血症の患者数も増加傾向に
あり，現在は 500 万人以上にのぼるといわれ
ている。最近我が国で行われた調査によると，
成人男性 30 歳以降の有病率は，痛風が 1.7%，
高尿酸血症が約 30%と報告されている 1）。
男女差が存在する理由としては，男性は二次
性徴が始まると尿酸値が上昇し始める。女性
ではエストロゲンに尿酸排泄作用があるため，
エストロゲンの減少する閉経後は尿酸値が上
昇する。成人になると尿酸値には男女差が大
きく，成人男性の平均尿酸値は 5.5mg/dL 程
度であるが，成人女性では 4.0mg/dL 程度と
差がある。米国と異なり日本の高尿酸血症・
痛風は圧倒的に男性に多い疾患である。一
般的に痛風患者の 95% が男性だといわれ，ま
たある調査では女性の高尿酸血症の頻度は
50 歳未満で 1.3%，50 歳以上で 3.7% であっ
たと報告されている 1）。なお，近年日本人の
平均血清尿酸値は男女ともに増加傾向にあり，

ついたと感じています。非常に多くの方々
が，医師も看護師もパラメディカルも，薬
剤師に大きな期待を抱いており，臨床的な
知識やスキルを身に付けるために 6 年間の
教育期間が必要だと考えてくれました。ご
存じのとおり，我が国の薬学教育は私立大
学が大部分を担っています。ですから，私
立大学の経営陣が 4 年制で経営的には安定
していたのに，6 年制という若干のリスク
の伴う制度を受け入れてくれた，その大英
断によるところが大きいと考えています。

6 年制にして何を重視するかですが，従
来の 4 年間の教育ですと，最後の 1 年間を
受験勉強，国家試験対策に充てることにな
り，薬学部を出て薬剤師になろうという人
が本物のお薬に触ったことがないというこ
とも少なくありませんでした。いわゆる実
務実習の時間が少なく，座学，そして実験
が多かったのです。今回 6 年制になって，
最短でも 6 ヵ月間の実務実習が義務付けら
れ，教育陣にも実際に薬剤師としての業務
経験がある方が一定数以上入らないといけ

ない仕組みになりました。まずは臨床面の
実務を重視することが，6 年制にした最も
大きな理由です。

薬学教育は 6 年制となり，臨床での実務
実習が強化されましたから，今度は先生が
ご指摘されたように，卒業後の教育をどう
していくのか，そこが重要だと思っていま
す。その一つが大学院制度ですが，医学部
と同様の博士課程を設け，従来の 4 年制の
場合，前期課程 2 年，後期課程 3 年，合計
5 年間が大学院でしたが，6 年制では 4 年

126 号の主な内容
●	 対談
	 公益財団法人日本リウマチ財
団のリウマチ登録薬剤師制度
導入とこれからの薬剤師像
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疼痛

	 第 2 回		膝関節の炎症性疾患
の鑑別について

●	 公益財団法人	日本リウマチ財
団リウマチ登録薬剤師規則等 （4 ページに続きます）

公益財団法人日本リウマチ財団では，リウマチ性疾患の診療レベルの向上を目指して，リ
ウマチ財団登録医，リウマチケア看護師に続き，2014 年 6月からリウマチ財団登録薬剤師
制度をスタートさせた。これらを3本の柱として，リウマチ性疾患患者のトータルケアを目指
している。今回の対談では，藤井基之参議院議員をお迎えし，本制度の導入の経緯と今後
の薬剤師像について伺った。

三木 健司 氏
近畿大学医学部 整形外科

話し手・藤井	基之	参議院議員　　　聞き手・西岡	久寿樹	常務理事

意見を交換する両氏
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間の博士課
程のなかに
臨床薬学的
なジャンル
を設け，大
学院教育で
も実務を重
要視してい
ます。その
一方で，薬
剤師として
就 職 し た
方々をどの

ように教育していくかは難しい課題です。
専門性が高い薬剤師を国としても養成する
必要があることを踏まえて申し上げます
と，我が国の死因のトップであり，患者さ
んも多いがんについては，病院等に施設条
件等を具備した上で専任の薬剤師を置き，
診療報酬上も点数を付与する仕組みが整い
つつあります。診療報酬上での後押しがあ
れば，研修を受けて資格を取得するインセン
ティブが働くことになります。ですから，今
回のリウマチ財団登録薬剤師の制度が軌道
に乗れば，そうした国の施策の中にも位置
付けられると考えています。
西岡：現在の専門看護師制度では単位取得
にかなりの時間がかかり，600 時間を割く
のは現実的に難しいという課題がありま
す。しかし，リウマチケア看護師であれば
当財団に登録して，リウマチ性疾患のケア
に関する一定の研修を受けていただければ
よいことになります。今回のリウマチ登録
薬剤師の方々にも，卒後教育として臨床現
場に即した教育プログラムを提供できれ
ば，財団としても本来の趣旨を達成できる
と考えています。その点はいかがお考えで
しょうか。
藤井：インターネットの時代ですから，例
えば e ラーニングなどの手法を使っていた
だく。そうすれば自宅でも，オフィスでも
研修が可能になりますし，研修時間の確保
という課題を克服できるのではないかと思
います。
西岡：e ラーニングはすでに医師を対象と
したプログラムがスタートしており，薬剤
師向けにも視野に入れていますが，一堂に
会して講師を招き，討論しながら勉強して
いく方法はかなり人気があります。
藤井：おっしゃることはよく分かります。
私も医療関係者を対象とした講演会で講師
を務めることがありますが，薬剤師の方は
講演後の質疑が必ずしも活発ではなく，講
演会が終わった後で個人的に質問に来られ
るケースが多いように感じます。
西岡：いまはテクノロジーが進歩していま
すから，e ラーニングでも講師の生の声を
聞き，質疑を行うこともできると思います。
先生のご意見を伺って，特にリウマチ財団
登録薬剤師の研修方法を工夫していきたい
と思います。

調剤薬局の薬剤師の卒後教育

西岡：もう一つの課題は，調剤薬局の薬剤
師の教育をどのように進めるかです。実地
医家では処方箋薬は院外の調剤薬局で処方
されることが多いと思います。院内の薬剤
師であれば顔が分かりますが，院外処方の

場合，どこで誰が患者さんにお薬を渡して
いるのかわからないという問題がありま
す。調剤薬局の薬剤師には地域でのミッ
ションもありますから，それを踏まえた上
で，専門的な知識を勉強していただく一つ
のモデルケースになるかと思います。
藤井：今回のリウマチ財団登録薬剤師制度
には，私ども薬剤師会，あるいは病院薬剤
師会も賛同して協力する方針ですが，若干
温度差があり，どちらかと言えば，やはり
病院の薬剤部に勤務している薬剤師の方が
積極的です。調剤薬局の薬剤師の方はいま
ひとつ躊躇しています。その理由はいくつ
か考えられますが，一つは，研修に参加す
る時間が取れる仕組みがないことです。薬
局に勤務している薬剤師の数が少ないと，
仲間に負担をかけることになってしまうか
らです。もう一つの理由は，薬局に勤務す
る薬剤師は，薬学教育の 6 年間で，ジェネ
ラリストとしての教育を受けており，実務
をこなすなかで，個人の専門性を深めてい
くわけです。勤務した薬局の周辺に，リウ
マチ専門医がいれば，リウマチへの専門性
を高めようというインセンティブが働きま
す。そうでなければ，例えば糖尿病の専門
性を高めたほうがよいというケースも多い
でしょう。
西岡：リウマチケア看護師の場合，特に開
業している先生方からは，「ナースの定着
率が良くなった」というご評価をいただい
ています。リウマチエキスパートナースで
はありませんが，それに類似した意識を
持って勤務してくれると。待遇面を多少は
手厚くしている面もあるとは思いますが，
定期的に研修会に参加することで旅行にも
なりますのでリフレッシュでき，思わぬメ
リットが出てきているようです。
藤井：リウマチ財団登録薬剤師の場合にも
同じようなメリットが生じると思います。
しかし，リウマチ領域では新しいお薬が
次々に登場しているものの，ほとんどが点
滴静注か自己注射で，調剤薬局で扱う機会
は限られていると思います。そうなると，
調剤薬局でインセンティブがどのぐらい働
くかはわかりません。
西岡：関節リウマチでは在宅医療に重点を
置いていますから，注射薬も調剤薬局に処
方箋を出すケースは増えてきています。も
う一つは，新たに登場した経口の生物学的
製剤はかなり薬価が高いため，その不満の
受け皿は薬局になりがちです。それをうま
く説明できるようにすることも重要だと思
います。
藤井：薬価の説明責任は医療者側にあると
思いますから，薬剤師がきちんと説明でき
ないといけませんね。
西岡：治療薬が大きく変化するなかで，調
剤薬局の薬剤師には，患者さんに対する医
師のインフォームド・コンセントが十分に
行われていない部分をフォローアップして
いただきたいと思います。
藤井：薬剤師の業務は単にお薬を渡すだけ
では不十分で，フォローアップも含まれま
すから，説明責任は必ずあります。ですか
ら，6 年間の薬学教育では，患者さんとの
コミュニケーションスキルも学ぶように
なっています。薬価については，1 ヵ月に
1 回投与の薬剤は，1 日あたりの薬価はこ
の程度になるなどと説明を工夫することも
必要でしょう。経口剤の薬価が高いことも

含めて，患者さんご自身の健康を支えるた
めの価値を見出してもらえるかどうかが課
題です。生物学的製剤は今後，バイオシミ
ラーが登場して，患者さんの負担はもう少
し軽くなると思いますが。
西岡：ジェネリック医薬品だけでなく，一
包化したときの安全性などについても，薬
剤師が説明していただけると，非常に助か
ります。
藤井：それが薬剤師の存在意義の一つにな
るはずです。医師が十分に時間を割いて説
明できない部分を薬剤師，できればかかり
つけ薬局の薬剤師が補うかたちが理想的で
しょう。
西岡：いわゆる門前薬局ではなく，かかり
つけ薬局の薬剤師ですね。
藤井：そのとおりです。かかりつけ薬局で
あれば，時間が空いたとき，あるいは薬を
届けてもらったときに説明を受ける機会は
あると思います。
西岡：もう一つ，リウマチ財団登録薬剤師
の教育プログラムの中に入れていこうと
思っているのが，特に難病に対する複合的
な薬物療法です。例えばベーチェット病で
は，眼や消化管，関節，神経などさまざま
な臓器に障害が生じますから，処方する薬
剤も多岐にわたります。そうした知識を身
につけておくことも重要ですし，場合に
よっては処方した医師に，処方理由を確認
することも必要だと考えています。
藤井：薬局の近くにリウマチ性疾患を診療
している医師がいれば，そうした処方に遭
遇する機会は多いと思いますし，知識やス
キルを身につけなくてはというインセン
ティブは働きますが，ふつうの街中の薬局
では難しい処方を扱う機会はほとんどあり
ません。そのあたりを今後どうして行くか
は課題です。今後，在宅医療を推進するな
かで，患者さんは入院，通院，在宅と分か
れていきますから，それと対応する薬局の
薬剤の在庫，薬剤師の知識やスキルを整え
ていく必要性があると思います。

調剤薬局の機能を拡大して
市民の健康維持に役立てる

西岡：最近，メディアでも取り上げられて
いますが，薬局で血圧，可能であれば血糖
を測定することなどは私は大賛成です。薬
局内で患者さんにできる限り情報を得てい
ただいて，医療機関の説明不足を補ってい
ただくとか，ちょっとお茶でも飲みにくる
感じで薬局に立ち寄って血圧を測るとか，
調剤薬局が今のコンビニに買い物に行くよ
うな気楽な感じで入れるような流れができ
たらよいなと思っています。
藤井：おっしゃるとおりです。その意味でも
かかりつけ薬局の役割は大きいと思います。
西岡：体重や腹囲なども測定して，地域の
ヘルスケアの一翼を調剤薬局が担う形が理
想的です。
藤井：そうですね。自動血圧計を設置して
いる薬局はありますが，測定できる項目を
増やしてヘルスコーナーのような形にする
わけですね。
西岡：そういうところまで調剤薬局のミッ
ションを広げていただいた方が，医療機関
にとってもプラスになりますし，情報交換
をうまくやっていけば，患者さんの地域に
おけるケアという面でものすごくアドバン
テージがあるように感じます。
藤井：採血しての検査は難しいでしょう
が，簡易検査を行って疑わしい数値が出た
ら，そこで薬局薬剤師が，受診を勧奨する，
そうでなくても健康管理を促す，食事のア
ドバイスをするという形はどうでしょう
か。ふつうの薬剤師よりも少し知識を持っ
た方がいて相談に乗りますよという薬局制
度を導入すれば，医療機関の大混雑を少し

は和らげる
ことができ
ますし，結
果的に医療
費の軽減に
も寄与でき
ると思いま
す。
西岡：身構
えずに，「い
や，こんに
ちは」とい
う気軽な形
で調剤薬局を訪れ，「薬はこれなんだけど」
と気軽に相談できる雰囲気が地域の調剤薬
局にあれば，一つのネットワークができて
きますし，地域医療に貢献できるのではな
いかと思っています。
藤井：政府の規制改革会議の意見具申の中
で，検査薬を薬局にもう少し置いたらどう
かという話が出ています。法制度上の問題
をクリアしなくてはなりませんが，薬局に
簡易検査キットを置き，そこで簡易検査を
行うという仕組みです。
西岡：検査ろ紙を用いた検尿などが薬局で
できれば，患者さんの意識は変わり，病院
に構えて入らなくても，自分の健康状態を
チェックしておこうという気持ちになります。
藤井：全国に薬局は 5 万店舗以上あります
から，そこをうまく使う仕組みを構築する
ことが重要だと思っています。

薬剤師に求められる役割

西岡：その一方で，病院薬剤師には，さら
に高度な専門性が求められるようになるの
でしょうか。
藤井：間違いなくそうなっていくと思いま
す。さまざまな新薬が登場していますが，
製薬会社が提供する情報だけでは，どう
扱ってよいのか分からないこともあります
から。
西岡：おっしゃるとおりです。
藤井：医師はこの患者さんに，患者さんは
自分自身に，どの薬剤が最も適しているの
かを模索しているわけです。相談を受けた
ときに答えられるようにするのはもちろん
ですが，将来的には医師が処方を判断する
ときに，薬剤師に確認するような双方向の
仕組みが求められるようになると思いま
す。病院の薬剤師は病棟に出ることができ
るようになり，そこで直接患者さんの声を
聞いて，それを主治医にフィードバックす
る形はすでにできつつあります。
西岡：欧米の先進的な国々では，薬剤師が
病棟で患者さんにきちんと薬剤の説明をする
のが当たり前になっています。日本もそうし
たシステムを拡大，推進していきたいですね。
藤井：そのための資料収集を始めたところ
です。病院経営者の方も，病棟業務を行う
ことが，医師の負担の軽減，患者さんとの
関係性の円滑化，さらには病院の収入にも
つながることがわかれば，推進する方向に
向かうと考えています。
西岡：診療報酬をどうするかは，プロモー
ションのキーエレメントになりますね。薬
剤師のミッションは，今後ますます大きく
なってくると思います。特に専門性，地域
性の面で，リウマチ財団登録薬剤師制度が
一つの切り口になればと思っております。
藤井：向上心ある薬剤師がこのジャンルに
目覚めるような展開を期待しています。
西岡：私どもの財団の講師陣の先生方には，
そうした意識をもって取り組むように申し
伝えておきます。本日はお忙しいなか，貴
重なご意見をありがとうございました。

（文責　公益財団法人日本リウマチ財団）

藤井 基之 参議院議員 西岡 久寿樹 常務理事

平成 26 年度新たに薬剤師を加え
リウマチケア専門職制度研修会を開催しました。

リウマチ財団登録薬剤師制度の発足（平成 26 年 4月）に伴い，これまで看護師のみを対
象とした「登録リウマチケア看護師研修会」に替えて，看護師に加え薬剤師も対象とした「リ
ウマチケア専門職制度研修会」を7月20日，東京都千代田区の全社協・灘尾ホールにて開
催しました。

研修会には237 名（薬剤師 138 名，看護師 99 名）が出席し，熱心に聴講しました。
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このことが高尿酸血症・痛風の患者数の増加
に関与している。

【病因】
高尿酸血症の理由としては，長期間のルー

プ利尿薬，サイアザイド系利尿薬，β遮断薬，
αβ遮断薬の使用や慢性腎臓病状態が危険
因子とされている。痛風：尿酸塩沈着症（痛
風関節炎，痛風結節，尿路結石，痛風腎）
の病因が高尿酸血症であることは確定してい
る。痛風関節炎については，米国や台湾で
健常男性もしくは無症候性高尿酸血症患者を
対象に行われた前向きコホート研究などにより，
血清尿酸値が 7.0mg/dLを超えると，高くなる
に従って痛風関節炎の発症リスクが高まること
が分かっている 2）（図１）。さらに，血清尿酸
値と痛風発作再発頻度を検討した結果では，
同様に血清尿酸値を低く維持するほど痛風関
節炎の発症頻度は低下する 3）（図２）。このこ
とからも，痛風発作の発症を防ぐためには血
清尿酸値を積極的に低下させることが重要で
ある。

【症状】
痛風発作では関節に激痛・発赤，腫脹が生

じる。痛風発作は，関節内に尿酸塩結晶が
析出することによって引き起こされる急性関節
炎であり，主に第一中足趾節関節などの下肢
の関節に激痛，発赤，腫脹が生じ，歩行困難
となる。発作は突然発症するが，発作を繰り
返している患者は，発作直前に足が重い，違
和感があるなどの予兆に気づく場合もあり，こ
の発作の起こり始めの時期を“前兆期”と呼
ぶ。その後発作の“極期”に入ると痛みは１
日以内にピークに達するが，特別な治療をしな
くても痛みや炎症は７〜 10日で消失し，次の
発作までは全く症状が無い（間欠期）。初回

多量に NSAIDs を投与するNSAIDs パルス
療法が推奨される。ナイキサン１回 300mgを
1日に限り3 時間毎に 3 回まで投与し，残存す
る疼痛に対して翌日から 400 〜 600mg/日を

投与する。インドメタシンも効果が高いが，尿
酸排泄促進薬のプロベネシドとの併用には注
意が必要である。また NSAIDs 含有貼付剤
も効果があるが，関節炎が高度で腫脹が強

の痛風発作の約 70％は第一中足趾節関節に
生じる。尿酸は低温，低 pH の状況下で結晶
が析出しやすくなるため，血液が乏しく（冷え
やすい，酸素が届きにくい），運動量が多い（pH
が低下しやすい）足趾節関節が好発部位と
なる。

【診断】
◎鑑別を要する疾患（表２）

母趾の陥入爪や爪周囲炎，前足部〜中足
部の蜂窩織炎や腰椎ヘルニアなどによる下肢
のしびれ，偏平足，踵部の足底筋膜炎，外反
母趾の痛みや外反母趾のバニオンの感染，靴
による疼痛，歩行による負担などからも，足の
疼痛は頻発する。また鑑別には，疼痛のある
関節を十分に診察することが第一となる。発
赤はあるか，圧痛はあるか，その場所は関節
と一致しているか，関節可動による痛みがあ
るかどうか，といった点に注意する。痛風であ
れば発赤，腫脹が強く，圧痛は著明で，アロディ
ニア（異痛症：本来は痛くない刺激を痛みと
感じる状態。風が吹いても痛いといった状態）
鑑別困難時は，関節穿刺で関節液を採取し，
尿酸塩の結晶が白血球に貪食されていること
を確認して，痛風の診断が可能である（図 3）。
痛風発作は足関節より遠位の関節に起こるこ
とが圧倒的に多く，発症して数回目までの発作
はほとんど足関節，趾関節にみられる。母趾
基関節（足の第 1 趾）が有名であるが，足
関節や足背部にみられることもけっしてまれで
はなく，第 1 趾以外の痛風も多い。また膝関
節の発作も多い。手指に起こることもまれにあ
る。しかし股関節，肩関節に発作がみられる
ことはほとんど無い。

【治療】
治療は痛風性関節炎の治療とその原因の

高尿酸血症の治療を行う。しかし，痛風性関
節炎の発作時にはまず非ステロイド抗炎症薬

（NSAIDs）を用い，関節炎が消失したら投
与を終了する。痛風発作の極期には比較的

いまさら聞けない慢性運動器疼痛 続き

痛
風
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図 1　血清尿酸値が 7.0mg/dL を超えると、高くなるに従って
 痛風関節炎の発症リスクが高まる

40

30

20

10

0

（％）

6.0 未満

〈対象〉Normative Aging Studyに登録された健常男性 2,046 例
〈方法〉痛風関節炎の累積発症率を調査した14.9 年間のプロスペクティブコホート研究。
〈結果〉血清尿酸値の上昇に伴い痛風の初回発作の累積発症率は増加した。

Campion EW. et al : Am J Med 82: 421-426,1987
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図 2　血清尿酸値を低く維持するほど痛風関節炎の発症頻度は
 低下する
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〈対象〉痛風患者 267例
〈方法〉血清尿酸値の平均値と痛風関節炎の再発率の関係を解析

Shoji A. et al : Arthritis Rheum 51: 321-325,2004

表１　痛風関節炎の特徴

症状

・単一の関節に発症（好発部位：中足趾節関節）
・ 急性に発症し，短時間（数時間～ 1 日以内）でピークに

達する
・痛みは極めて激烈
・患部の腫脹や関節包を越えて広がる発赤が認められる
・7 ～ 10 日で消失

検査所見
血液検査

・白血球増加
・C 反応性蛋白（CRP）上昇
・赤沈亢進などの炎症所見

関節液 ・多核白血球が著しく増加，尿酸塩結晶を貪食
血清尿酸値 ・発作中は正常値になることも少なくない

表２　痛風の鑑別診断　
「高尿酸血症のある人の足の疼痛は痛風である」
と考える人は多いが足の疼痛の原因は大変多い

母趾の疼痛 足関節の疼痛 前足部～中足部の疼痛 踵部の疼痛

外反母趾
変形性骨関節炎

偽痛風
陥入爪，爪周囲炎

など

骨折
靱帯損傷

アキレス腱
ライター病

慢性関節リウマチ
など

蜂窩織炎
Morton 病

（趾間神経腫）
腰椎由来の下肢症状
開張足障害
屈筋腱鞘炎
偏平足
疲労骨折
など

踵骨後滑液包炎
足底筋膜炎
踵骨疲労骨折
など

図３　腫脹，熱感，発赤が
ある時は関節穿刺と培養，
生化学検査が必須

感染，炎症
（偽痛風，関節リウマチ）に注意

正常関節液（透明）

感染（白濁）

油滴を含む血液
（骨折，靭帯損傷）

関節液の貯留を認める。この症例では前十字
靭帯部の陰影が乱れており，靭帯部の炎症の
波及が想定される（矢印部）。軟骨や骨髄への
影響はまだ見られていない。

図４　化膿性膝関節炎のMRI 像
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直腸，咽頭）から血流を介して関節の感染
症を発症する。日本では淋菌性は少なかった
が，近年増加しており，青年での化膿性関節
炎を疑った場合には性感染症についての問診
などが重要である。咽頭・子宮頸部・尿道・
直腸からも淋菌培養検体を採取することが診
断確定においては重要である。男：女比は約 
1：3。
「三徴」：移動性多発関節炎・皮膚病変・

腱滑膜炎（tenosynovitis）があるものと，非
対称性単関節炎・多関節炎で発症するもの
がある。腱滑膜炎は手関節・足関節・手指
小関節を侵し，強い疼痛を伴うことが多い。
非淋菌性では，黄色ブドウ球菌が最も多く，次
に溶連菌が多い。高齢者，静脈注射乱用，
整形外科術後患者は MRSA が多くなってく
る。

【症状】
化膿性関節炎の局所症状は発赤，疼痛，

可動域制限。しかしその発現率は発熱 34％，
発汗 15％，悪寒 6％で，発熱は化膿性関節炎
の必要条件ではない。

【診断】（図 5）
臨床症状と検査所見を合わせて診断するこ

と。また血液中の白血球数，CRP，ESR が必
ず上昇するとは限らない。Procalcitonin は
細菌感染の鑑別に感度，特異度とも不十分な
ので勧められていない。治療が遅れると重篤
な結末となるので常に化膿性関節炎の可能性
を念頭に置くこと。画像検査では特に MRI に
より合併する骨髄炎の存在と膿の存在範囲の
確認が可能である（図４）。

関節液穿刺は必ず行うこと。ただし人工関
節置換術後の場合は，手術室など清潔環境
で行う必要がある。関節液中白血球数は，関
節炎の原因が細菌感染症によるものかそれ以
外かを鑑別するのに最も有用な単一の検査で
ある。関節液の白血球数は諸説あるが，5 〜
10 万 /μL 以上で化膿性関節炎を強く疑う。
関節液中白血球数が 17,500/mm3 以上の場
合に診断上の有用性が最大と報告がある（感
度 83%，特異度 67%）5）。また後述するが
偽痛風でも白血球数が上昇するが，5 万以上
になることはまれであるが，化膿性関節炎の
合併症例も存在する。化膿性関節炎の関節
液グラム染色では，Gold Standardを関節液
培養陽性としてグラム陽性球菌では50 〜 75％
と良好な感度である一方，グラム陰性桿菌で
は 50％以下とされている 6）。また抗菌剤開始
前には必ず血液培養を行う。 関節液で培養
が陰性の際にも血液培養では約 11％で陽性と
の報告がある。

◎鑑別を要する疾患
結晶性関節炎（痛風，偽痛風），偽痛風は

ピロリン酸結晶が確認される。

【治療】
治療には，抗生物質の静注と，急性の非淋

菌性細菌性関節炎感染した関節からの排膿
を行う。原則として入院加療が薦められる。
第一選択の抗生物質は，その症例の最も病
原でありそうな細菌を目標とする。処方計画は
培養および感受性試験の結果に基づいて調
節が必要である。しかし，治療開始時には細
菌培養検査結果が出ていないことが多い。淋
菌性関節炎は抗菌薬開始後速やかに軽快す
るため，診断確定が困難な症例においては
Ceftriaxoneによる診断的治療（Therapeutic 
diagnosis）が試みられることもある。症状お
よび徴候の解消後少なくとも24 時間経過する

まで，その後はシプロフロキサシン500mg，1
日2 回経口投与を 7日間継続して治療する。
非淋菌性のグラム陽性感染症が成人患者に
疑われる場合，経験的選択は次のいずれかで
ある：第 1 世代セフェム系であるセファゾリン（例
セファメジン2g　1日3 回点滴静注），バンコ
マイシン1g，12 時間毎静注（MRSA が疑わ
れる場合），クリンダマイシン600 〜 900mg，8
時間毎静注。グラム陰性感染症が疑われる
場合，セファロスポリン（例，セフトリアキソン
1g，1日1 回静注）（表４），感染症が重症であ
ればアミノ配糖体がある。点滴抗生物質は臨
床状態の改善が明白となるまで（通常 2 週）
継続し，経口抗生物質は高用量でさらに 2 〜
6 週間，臨床的応答に応じて投与すべきであ
る。連鎖球菌や Haemophilus による感染症
は，通常，静注療法の後に 2 週間の経口抗
生物質の投与で根絶する。ブドウ球菌感染症
の治療には少なくとも3 週間を必要とし，特に
以前より関節炎を有する患者の場合はしばし
ば 6 週間以上を必要となる。抗生物質の投
与に加えて，急性非淋菌性細菌性関節炎には，
手術などでの排膿が必要とされる。急性細菌
性関節炎は，最初の数日は痛みを軽減するた
めに副子固定が必要であるが，その後にリハ
ビリテーションとして可動域の他動運動と自動
運動を行って拘縮予防が重要である。

RA・乾癬性関節炎など，関節疾患の存在
は化膿性関節炎の危険因子であり，臨床的に
鑑別診断が難しいことが多い。慢性関節炎
の患者に「これまでとは異なる」単関節炎が
生じた時には，十分に否定されるまで（until 
proven otherwise）化膿性関節炎として対
応する。

患者さんへの説明（重篤な感染症であり，
緊急手術が必要なことも多いことを強調）
「細菌により感染を起こしています。関節は

通常，無菌状態のため，いったん入り込んだ
細菌は除去しなければならないと考えられてい
ます。しかし，入り込んだ細菌は，手術によっ
ても根治することが出来ない可能性はありま
す。また何度か同様の手術を行わなければな
らないことも多く見られます。骨髄炎や破壊性
関節炎になる可能性が高く，早期の処置が必
要です。化膿性関節炎を起こした関節の可
動域は低下し，関節固定や早期に関節症にな
る可能性があります。感染症が進行すると敗
血症となり生命の危険があります。そのため
直ちに手術が可能な基幹病院へ転院が必要
です。」

参考資料：
1） 冨田眞佐子他：痛風と核酸代謝 30:1-5,2006
2） Campion EW, Glynn RJ ,  DeLabry LO. 

Asymptomatic hyperuricemia. Risks and 
consequences in the Normative Aging Study. Am 
J Med. 1987 Mar;82(3):421-6. PubMed PMID: 
3826098.

3） Shoji  A, Yamanaka H, Kamatani N.  A 
retrospective study of the relationship between 
serum urate level and recurrent attacks of gouty 
arthritis: evidence for reduction of recurrent 
gouty arthritis with antihyperuricemic therapy. 
Arthritis Rheum. 2004 Jun 15;51(3):321-5. 
PubMed PMID: 15188314.

4） Mathews CJ, Weston VC, Jones A, Field M, 
Coakley G. Bacterial septic arthritis in adults. 
Lancet. 2010 Mar 6;375(9717):846-55. doi:
10 .1016/S0140-6736(09)61595-6 .  Review. 
PubMed PMID: 20206778.

5） Li SF, Cassidy C, Chang C, et al. Diagnostic 
utility of laboratory tests in septic arthritis. 
Emerg Med J. 2007; 24:75-77.

6） Goldenberg DL: Septic arthritis. Lancet 
351:197-202, 1998.）。

7） 青木眞 .レジデントのための感染症診療マニュアル 
第 2 版 , 医学書院 , 2007.

8） Garcia-De La Torre I, Nava-Zavala A. Gonococcal 
and nongonococcal arthritis. Rheum Dis Clin 
North Am.  2009 Feb;35(1):63-73.

い時には貼付剤による皮膚炎が発生しやすい
ので注意が必要である。腎機能障害や胃潰
瘍などの消化管障害がありNSAIDs が使用
できない場合，あるいは効果が乏しい場合に
はプレドニンが使用可能である。コルヒチンは，
痛風発作の予兆期に 1 錠を服用し発作を回
避させるために用いる。

痛風発作は高尿酸血症を由来とする尿酸
塩の臓器沈着の目安でもあり，痛風発作の既
往があれば原則として継続的に血清尿酸値を
低下させる必要がある。日本痛風・核酸代謝
学会ガイドラインに高尿酸血症の治療方針が
提示されている。しかし痛風発作中に尿酸降
下薬を開始するとさらに関節炎が悪化，長期
化することが多い。尿酸降下薬投与中に痛
風発作が起きた場合に尿酸降下薬を増量する
と，関節炎が悪化する。これは急激に血清尿
酸値が下がることにより，関節内の尿酸塩結
晶が関節腔内に出現しやすくなることが，その
機序と考えられている。痛風発作中に血清尿
酸値を変動させる尿酸降下薬の開始や増量を
してはならない。尿酸降下薬を開始するときは，
痛風発作が消失した２週間後から少量を開始
し，血清尿酸値が急激に減少しないようにす
る必要がある。

化膿性関節炎

【定義】
通常，無菌状態である関節内に細菌が入

り込んだ状態。重篤な感染症であり，Lancet
の報告では死亡率は 11％と高い 4）。

【疫学】（表３）
化膿性関節炎は，起炎菌としては黄色

ブドウ球菌が最多である。糖尿病患者や
Compromised host では，弱 毒 菌 の 血 行
性感染の場合も認められる。急性感染性
関節炎は小児にしばしば発症する。関節の
感染症の小児の約 50％は 3 歳未満である。
Haemophilus influenzae（インフルエンザ菌）
および Streptococcus pneumoniae（ 肺 炎
連鎖球菌）の小児期におけるワクチン接種は，
小児期の感染率を下げている。RA（関節リ
ウマチ），変形性関節症，低い社会経済的地位，
アルコール多飲，糖尿病，皮膚潰瘍，関節内
ステロイド注射の既往，免疫抑制の治療，関
節の感染の既往歴，静注薬物乱用，人工関
節患者は感染率が高い。RA 患者には，特に
細菌性関節炎が見られる（有病率 3.0％；年
間発生率 0.3 〜 0.5％）。関節穿刺による化膿
性関節炎の発症は 1 万回に 4 例，関節鏡によ
る化膿性関節炎は 1 万回に 14 例あり，注意
が必要である。

【病因】
成人では，ほとんどの症例は細菌性であり，

Neisseria gonorrhoeae（淋菌）性または非淋
菌性に分類される。米国では淋菌は若年成
人や青年に最も多くみられる原因細菌であり，
淋菌が感染した粘膜表面（子宮頸部，尿道，

表 3　感染性関節炎の危険因子
高年齢

（成人患者の 50％は 60 歳を超える） 静注の薬物乱用

アルコール中毒 悪性腫瘍
貧血 人工関節インプラント
関節穿刺または手術 血液透析
慢性の内科的疾患

（例，肺疾患または肝疾患） RA

糖尿病 性感染症の危険因子（例，複数のセック
スパートナー，防護的予防策の欠如）

血友病 鎌状赤血球症
関節の感染の病歴 皮膚感染
HIV を含む免疫不全症 全身性エリテマトーデス
コルチコステロイドを含む免疫抑制療法

化膿性関節炎

図 5　診断の流れ

結晶性でも
感染性でもない
高度炎症性関節炎：

Pseudoseptic Arthritis
の鑑別

結晶誘発性関節炎

関節液
グラム染色または
培養が陽性

関節液
グラム染色および
培養が陰性

関節液
グラム染色および

培養が陰性

高度炎症：
培養結果を待つまで
エンピリック治療を考慮

50000/mm3以上

低～中等度炎症：
OA，RAなど様々な
鑑別疾患が考えられる
化膿性関節炎の可能性は
低いけどあり得る

50000/mm3以下

非結晶誘発性関節炎 少なくとも
痛風 /偽痛風ではある

結晶なし 結晶あり

Infection and Arthritis. Kelley’s Textbook of Rheumatology, 8th ed の図を改変

関節液の白血球数

関節液の結晶

表 4　治　療 7），8）

Gram-positive cluster ： Cefazolin 2g × 8 時間間隔（本邦の用量は最大 5g/day）
MRSA 感染症が疑われるとき ： Vancomycin

Gram-positive in chain ： Penicillin G or ABPC
Gram-negative Cocci ： Ceftriaxone
Gram-negative Rod ： Cefepime 1g × 8 時間間隔

膝が腫れているものでも，
原因によって治療は手術から薬物まで
いろいろ有ります。常に最悪を想定して診断を。
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企画運営委員会の活動について

平成 26 年 7 月開催の企画運営委員会の審議概要を次の通り報告します。

企画運営委員会 委員長 西岡 久寿樹

日 時：平成 26 年 7 月1日（火）18：00 ～
場 所：学士会館 303 号室
出席者： 西岡委員長，越智副委員長，井上委員，岡田委員，狩野委員，中村委員， 

髙久理事長，幸田副理事長，濵砂専務理事
議　題

（報告事項）
1．リウマチ診療制度検討会（6月29日）について

26 年度の診療報酬改定における問題点や，今後の対応について協議した旨井上委員
から報告があった。

2．第 29 回日本医学会総会 2015 関連市民向けイベントについて
越智副委員長から説明があり坂口元厚生労働大臣の基調講演，医師，看護師，薬剤師，
日本リウマチ友の会（大阪支部，兵庫支部）等パネリストとして参加予定が報告された。

3．その他
平成 26 年度日欧リウマチ外科交換派遣医について，越智副委員長から経過説明があ
り，欧州から派遣の 2 人が決まったことが報告された。

（審議事項）
1．平成 26 年度法人賛助会員打合会：12 月 9 日（火）実施…16：00 ～

公益財団法人 日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師規則・規則施行細則・規則の経過措置に関する規程
公益財団法人	日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師規則

平成 26 年 4 月1 日制定 

（制度の目的）	
第１条  （公財）日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師制度は，リウマチ性疾患の薬物療法に精通した薬剤師

を育成し，日本リウマチ財団登録医（以下，「リウマチ財団登録医」という。），日本リウマチ財団登録
リウマチケア看護師（以下，「リウマチケア看護師」という。）等と連携・協働して医療技術の進歩と
医療水準の向上を図り，系統的治療により，国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。

（登録）
第２条  公益財団法人日本リウマチ財団（以下，「財団」という。）は，前条の目的を達成するため，日本リウマ

チ財団リウマチ登録薬剤師（以下，「リウマチ財団登録薬剤師」という。）の登録を行う。（欧文標記
を “The Certified Pharmacist by Japan Rheumatism Foundation” とする。）

（リウマチ財団登録薬剤師の資格）
第３条  リウマチ財団登録薬剤師の登録は，関節リウマチ及び類似疾患並びに膠原病（以下，「リウマチ性疾

患」という。）について，別に定める「( 公財 ) 日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師研修カリキュラム」
（以下，「カリキュラム」という。）相当の医療薬学の知識及び経験を有し，直近の 5 年間において通
算 3 年以上リウマチ性疾患の薬学的管理指導に従事している薬剤師であって，直近の 5 年間におい
て次の各号の要件を満たす者について行う。

（1） リウマチ性疾患服薬指導等の薬剤師業務を担当した患者名簿（以下，「リウマチ性疾患の薬学
的管理指導患者名簿」という。）20 例（抗リウマチ薬の調剤 3 例以上を含む）を有すること。 

（2） 前号のリウマチ性疾患の薬学的管理指導患者名簿のうち 10 例（前号に規定する抗リウマチ薬
の調剤 3 例以上含む）について，リウマチ性疾患の薬学的管理指導記録の記載を有すること。

（3） 財団が主催し又は認定するリウマチ性疾患の医療薬学に関するカリキュラムに相当する教育研修
会（以下，「教育研修会」という。）に出席し，20 単位以上を取得した証明書を有すること。上
記 20 単位のうち 8 単位まではリウマチ財団登録医・リウマチケア看護師・リウマチ財団登録薬
剤師が講師として実施するカリキュラムに則った院内研修（講義，技能・技術指導等）による単
位で充てることができる。この単位認定等については，別途定める指導者・受講者報告書に拠る
ところとする。

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

（5） 財団の ｢ 災害時リウマチ患者支援事業実施要綱 ｣ 等に基づき，災害発生時にリウマチ性疾患患
者の薬学的管理指導に従事した場合（実地訓練を含む）は，第３号の単位の 5 単位に充てるこ
ととし，担当医師の署名した従事記録書（実地訓練実施計画書）を有すること。

（6） リウマチ性疾患の医療薬学に関する学術論文，学会，教育研修会・研究会での発表等がある場合，
筆頭者の場合はそれぞれ 5 単位，3 単位，共同研究者の場合は，それぞれ 3 単位，2 単位を第
１項第３号の単位に充てることとし，学術論文，学会・教育研修会等での発表等の写しを提出する。

（7） 上記（4），（5）については直近 5 年間に，それぞれ 1 回のみを単位に充てることとする。
２　 薬剤師の資格をもつ薬学・医学系教育機関の教員にあっては，直近 5 年間において次の各号の要件を

満たす者について行う。
（1） 第１項の第１号及び第２号の要件は，リウマチ性疾患の医療薬学に関する講義，セミナー，演習，

医療薬学実習等の指導をもって代えることができる。この場合は引き続き3 年間の講義，セミナー，
演習，医療薬学実習等の時間数の合計単位 ( 学校教育による履修単位 ) を5 単位でもって充て
ることとし，講義，医療薬学実習等のシラバスの写しを提出する。

（2） 前項第 3 号，第 5 号，第 6 号及び第 7 号の規定は，薬剤師の資格をもつ薬学・医学系教育
機関の教員にも適用する。

（リウマチケア専門職審査委員会）
第４条  リウマチ財団登録薬剤師等の資格審査を行うため，財団にリウマチケア専門職審査委員会（以下，「委

員会」という。）を置く。
２　委員会の委員は，理事長が任命する。

（資格審査及び登録）
第５条 リウマチ財団登録薬剤師の資格審査（以下「審査」という。）は，毎年 1 回行う。

２　審査を受けようとする者は，次の各号の書類に審査料を添えて財団に提出するものとする。
（1）リウマチ財団登録薬剤師登録申請書
（２）履歴書
（３）第３条第１項及び第２項の資格要件を満たす事を証する書類等
（４） リウマチ財団登録医，日本リウマチ学会リウマチ専門医，日本整形外科学会認定リウマチ医の推

薦書（登録申請書の推薦医師署名欄）
（５） ４号の医師の推薦書を原則とするが，勤務環境等の事情で推薦が得られない場合はその理由書

３　審査は，書類審査とする。
４　 代表理事は，審査に合格した者をリウマチ財団登録薬剤師名簿に登録し，登録証を交付する。登録証

の交付を受ける者は，登録料を納付しなければならない。
（登録の有効期間）
第６条  リウマチ財団登録薬剤師の登録は，登録の日から 5 年を経過したときは効力を失う。ただし，登録資格

の再審査を行うことにより効力を更新する。
（リウマチ財団登録薬剤師資格の再審査）
第７条  リウマチ財団登録薬剤師であって，直近 5 年間にリウマチ性疾患の薬学的管理指導の従事歴があり，

リウマチ性疾患の薬学的管理指導患者名簿 15 例以上を有し，且つ，次の各号のいずれかに該当す
る者は，リウマチ財団登録薬剤師資格の再審査を受けることができるものとし，又，直近 5 年間にリウ
マチ性疾患服薬指導等の薬剤業務従事歴がないが，将来リウマチ性疾患服薬指導等の薬剤業務に
従事する意思のある者については，直近 5 年間に教育研修会へ出席し，20 単位以上取得した証明
書を有する者もリウマチ財団登録薬剤師資格の再審査を受けることができるものとし，第 3 号から第 7
号の規定を適用する。

（1） 教育研修会において 12 単位以上を取得した者にあっては，リウマチ性疾患の薬学的管理指導
患者名簿から作成された 5 例以上のリウマチ性疾患の薬学的管理指導記録（第 3 条第 1 号に
規定する抗リウマチ薬の調剤 3 例以上を含むものとする。）を有すること。

（2） 教育研修会において 6 単位以上を取得した者にあっては，リウマチ性疾患の薬学的管理指導患
者名簿から作成された 10 例以上のリウマチ性疾患の薬学的管理指導記録（第３条第１号に規
定する抗リウマチ薬の調剤 3 例以上を含むものとする。）を有すること。

（3） 第３条第１項第３号のリウマチ財団登録医・リウマチケア看護師・リウマチ財団登録薬剤師による
院内研修の場合の 8 単位については，資格の再審査においては 6 単位とし，その単位認定等に
ついては，別途定める指導者・受講者の報告書に拠るところとする。

（4） 第３条第１項第４号のリウマチ性疾患への治験コーディネーター参加の場合の単位数 10 単位に

ついては，資格の再審査においては 6 単位とし，治験担当医師の署名による証明書を有すること。
（5） 第３条第１項第５号の災害発生時のリウマチ性疾患患者の薬学的管理指導に従事した場合（実

地訓練を含む）の 5 単位については，資格の再審査においては 3 単位とし，担当医師の署名し
た従事記録書（実地訓練実施計画書）を有すること。

（6） リウマチ性疾患の医療薬学に関する学術論文，教育研修会・研究会での発表がある場合，筆頭
者はそれぞれ 5 単位，3 単位，共同研究者はそれぞれ 3 単位，2 単位を第 1 号及び第 2 号の単
位に充てることとし，学術論文，学会・教育研修会等での発表等の写しを提出する。

（7） 上記（4），（5）については直近 5 年間に，それぞれ 1 回のみを第 1 号及び第 2 号の単位に充
てることとする。

２　薬剤師の資格をもつ薬学・医学系教育機関の教員にあっては，次の要件を満たす者について行う。
（1） 第１項第１号及び第２号の要件は，リウマチ性疾患の医療薬学に関する講義，セミナー，演習，

医療薬学実習等の指導をもって代えることができる。この場合は引続き5 年間の講義，セミナー，
演習，医療薬学実習等の時間数の合計単位を3 単位でもって充てることとし，講義，医療薬学
実習等のシラバスの写しを提出する。

（2）教育研修会に出席し，12 単位以上を取得した証明書を有すること。
（3） 前項第 3 号，第 5 号，第 6 号及び第 7 号の規定は，薬剤師の資格をもつ薬学・医学系教育

機関の教員にも適用する。
３　 リウマチ財団登録薬剤師の資格の再審査を受けようとする者は，次の各号の書類に登録更新料を添えて

財団に提出するものとする。
（1）登録資格更新申請書
（2）第１項及び第２項の要件を満たす事を証する書類等
（3） リウマチ財団登録医，日本リウマチ学会リウマチ専門医，日本整形外科学会認定リウマチ医の推

薦書（登録資格更新申請書の推薦医師署名欄）
（4） 3 号の医師の推薦書を原則とするが，勤務環境等の事情で推薦が得られない場合はその理由書

４　第５条第１項，第３項及び第４項（同項後段の規定を除く。）の規定は，再審査について準用する。
（登録資格の再審査の特例）
第８条  次に掲げる者は，前条第１項の規定に該当しない場合においても，リウマチ財団登録薬剤師の資格の

再審査を受けることができる。
（1） 登録の有効期間満了時において 65 歳以上であり，その時まで継続して 6 年以上リウマチ財団登

録薬剤師である者
（2）登録の有効期間満了時まで継続して 18 年以上リウマチ財団登録薬剤師である者

２　前条第３項第２号の規定は，前項に規定する者については適用しない。
（登録の取消）
第９条  リウマチ財団登録薬剤師としてふさわしくない行為があったと認められるときは，代表理事はその者の登

録を取り消すことができる。
２　 代表理事は，前項の規定により登録を取消そうとするときには，委員会の意見を聞かなければならない。
附則

１　この規則は，平成 26 年 4 月1 日より施行する。

（公財）日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師規則施行細則
平成 26 年 4 月1 日制定

（リウマチケア専門職審査委員会）
第１条  リウマチ財団登録薬剤師規則（以下，「規則」という。）第４条のリウマチケア専門職審査委員会は，

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

（登録の申請）
第２条 リウマチ財団登録薬剤師の登録の申請受付期間は，毎年 7 月1 日から9 月30 日までとする。

２　 規則第５条第２項第１号の申請書には，薬剤師免許証の写しを添えなければならない。
（審査料等）
第３条 規則第５条第２項の審査料は，1 万円とする。

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

（審査結果の通知）
第４条  代表理事は審査結果を申請者に通知する。

（海外留学，出産・育児等の場合の申請特例）
第５条  リウマチ財団登録薬剤師であって，海外留学，出産（産休）・育児（育休）等の理由により，第２条

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

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

附則
１　この規則は，平成 26 年 4 月1 日より施行する。

（公財）日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師規則の経過措置に関する規程
平成 26 年 4 月1 日制定

第１条  リウマチ財団登録薬剤師規則（以下「規則」という。）が規定通り運用可能な期間までの 3 年間（平
成 28 年 9 月30 日まで）は過渡的期間として，以下の経過措置でリウマチ財団登録薬剤師の登録を
行う。

２　 規則第３条第１項３号及び第２項第２号については，直近 5 年間に 3 回以上，発表又は参加の実績が
あることとし，規則第５条第２項第３号の要件を満たす書類等については，その証明となるプログラム，参
加票，出張願，復命書等の提出によることとする。又，第４号の治験参加，第５号の災害発生時のリウ
マチ性疾患患者の薬学的管理指導に従事した場合（実地訓練を含む）については，教育研修会へ 1
回参加したものとして扱い，治験担当医師の署名による証明，担当医師の署名した従事記録を有すること。

第２条  平成 26 年度の登録申請受付は，平成 26 年 6 月1 日から同年 9 月30 日までとする。
附則

１　この規程は，平成 26 年 4 月1 日から施行する。

平成 26 年度リウマチ診療制度検討会第 1 回合同会議

平成 26 年度リウマチ診療制度検討会第 1 回合同会議の報告

日本リウマチ財団医療保険委員会 委員長 井上 博

平成 26 年 6 月 29 日（日）に 26 年度の診療報酬改定に対しリウマチ診療に携わって
いる 4 団体（日本リウマチ財団，日本リウマチ学会，日本整形外科学会，日本臨床整形
外科学会）の保険担当理事（委員）合同会議が学士会館 311 号（東京都）で開催されま
した。その要旨について簡略に報告いたします。（今回はリウマチ財団が担当幹事）
「日本リウマチ財団」から医療保険委員会西岡久寿樹委員，麦谷眞里委員，井上博（委

員長），｢日本リウマチ学会 ｣ から社会保険委員会廣畑俊成副委員長，松原司副委員長，
松野博明委員，「日本整形外科学会」から社会保険等委員会新井貞男担当理事，「日本臨
床整形外科学会」から三宅信昌副理事長の計 8 名が参加し，26 年度の診療報酬改定を
評価し，来る 28 年度の改定に対し実診療に従事するものとして，要望事項をいろいろな
角度から検討致しました。今回の改定は大幅なマイナス改定となり医療機関の経営状態を
危うくし，リウマチ診療の発展に悪影響を与えるものであると意見が一致しました。28 年
度改定には現在リウマチ診療の中心である「生物学的製剤投与への評価」を見なおして頂
けるよう関係官庁に 4 団体が一丸となり十分な説明を行うべく今後も連携を強化していく
ことで一致しました。次回は秋ごろに「日本リウマチ学会」が担当幹事で開催する予定です。
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H26.9 〜H27.2）］ 		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/rheuma/）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。

11/7（金）19:30　1単位	 北海道
旭川RAトータルマネージメントネッ
トワーク2014
アステラス製薬㈱
小野寺	貴裕　Tel.011-281-5111

10/31（金）19:00　2単位	 北海道
第四回	旭川	T	Cellセミナー
ブリストル・マイヤーズ㈱
岩井	正人
Tel.0166-22-0768

10/30（木）19:30　1単位	 北海道
網走医師会学術講演会
ブリストル・マイヤーズ㈱
前馬	直樹
Tel.0166-22-0768

10/25（土）15:05　2単位	 北海道
リウマチ診療：DMARDs適正使用セミ
ナー	in	Sapporo
参天製薬㈱
古田	泰則　Tel.0120-310-106

10/24（金）19:00　1単位	 北海道
第5回	帯広関節リウマチ学術講演会
中外製薬㈱
玉木	雄士
Tel.011-271-5311

10/17（金）19:00　1単位	 北海道
札幌関節リウマチT細胞セミナー
ブリストル・マイヤーズ㈱
櫻井	達生
Tel.011-729-5115

北海道・東北

10/1（水）19:00　1単位	 山形
山形整形外科研究会	脊椎セミナー
（第56回	山形整形外科セミナー）
アッヴィ合同会社
清田	博光　Tel.080-2008-9888

11/29（土）15:00	17:10	各1単位	宮城
ロコモ対策	運動器疾患/骨・関節
フォーラム	仙台会場
㈱メジカルビュー社
横田	秀夫　Tel.03-5228-2089

11/26（水）19:35　1単位	 宮城
第21回	国分町整形外科医会学術講演会
小野薬品工業㈱
金振	圭吾
Tel.022-221-3676

9/27（土）18:30　1単位	 宮城
第26回	東北リウマチ診療研究会
ファイザー㈱
酒井	正弘
Tel.022-225-4446

9/27（土）16:30　2単位	 宮城
第6回	宮城リウマチセミナー
帝人ファーマ㈱
堀	弘一
Tel.022-711-4433

10/11（土）15:00　1単位	 青森
第21回	青森リウマチ・ケア研究会（八戸）
エーザイ㈱
日高	義郎
Tel.090-5790-8151

11/15（土）16:00　2単位	 北海道
ロコモ対策	運動器疾患/骨・関節
フォーラム	札幌会場
㈱メジカルビュー社
横田	秀夫　Tel.03-5228-2089

11/08（土）17:00　2単位	 茨城
第20回	茨城リウマチ
旭化成ファーマ㈱
大柿	友彦
Tel.029-855-1988

10/31（金）19:15　1単位	 茨城
第5回	茨城IL-6研究会
中外製薬㈱
川村	大樹
Tel.029-856-2361

10/29（水）19:00　2単位	 茨城
第9回	水戸日立リウマチフォーラム
エーザイ㈱
星野	孝
Tel.029-224-8131

10/23（木）19:30　1単位	 茨城
Biologics	Seminar	in	つくば
田辺三菱製薬㈱
高井	俊英
Tel.029-860-6810

関東・甲信越

10/2（木）19:15　1単位	 福島
会津医学会学術講演会
ヤンセンファーマ㈱
佐藤	行正
Tel.0120-099-866

10/29（水）19:00　1単位	 山形
山形整形外科研究会肘関節セミナー
（第57回山形整形外科セミナー）
小野薬品工業㈱
伊勢田	恵章　Tel.023-624-4591

10/17（金）19:00　2単位	 群馬
群馬リウマチアカデミー（2014/10）
（医）井上病院
井上	博
Tel.027-322-3660

10/11（土）17:30　2単位	 群馬
第11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

11/13（木）19:30　1単位	 茨城
日立市リウマチセミナー
小野薬品工業㈱
稲葉	一真
Tel.029-226-8630

10/23（木）19:30　1単位	 千葉
第23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

10/18（土）18:00　2単位	 千葉
第26回	千葉県リウマチ科医会学術講演会
アステラス製薬㈱
岩本	和也
Tel.043-351-8511

10/3（金）19:45　1単位	 千葉
第10回	東葛南部リウマチ研究会
ファイザー㈱
佐藤	大作
Tel.080-5059-1911

12/3（水）20:00　1単位	 埼玉
第5回	埼玉抗IL-6療法研究会
中外製薬㈱
小林	典広
Tel.049-247-3151

11/21（金）20:00　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

10/10（金）20:00　1単位	 埼玉
第3回	川口関節の治療を考える会
田辺三菱製薬㈱
黄木	洋
Tel.048-665-5213

9/27（土）17:00　1単位	 東京
第11回	東京リウマチトータルマネジ
メント研究会
エーザイ㈱
桜井	将悟　Tel.03-3637-3571

9/27（土）8:00　1単位	 東京
第42回	日本臨床免疫学会総会	モーニング教育講演
第42回	日本臨床免疫学会総会	運営事務局
飯塚	勝
Tel.03-6801-8084

9/26（金）16:00　1単位	 東京
第42回	日本臨床免疫学会総会	スイーツ教育講演
第42回	日本臨床免疫学会総会	運営事務局
飯塚	勝
Tel.03-6801-8084

9/25（木）～9/27（土）25日12:00	各1単位	 東京
	 26日12:15
第42回	日本臨床免疫学会総会	ランチタイム教育講演
第42回	日本臨床免疫学会総会	運営事務局
飯塚	勝　Tel.03-6801-8084

11/25（火）19:00　1単位	 千葉
茂原市長生郡医師会学術講演会
ブリストル・マイヤーズ㈱
石櫻	貴幸
Tel.043-297-1671

10/31（金）20:00　1単位	 千葉
第19回	東葛リウマチ医会
富田医院
富田	康之
Tel.04-7165-8887

10/9（木）19:45　1単位	 東京
第7回	西関東血管炎フォーラム
参天製薬㈱
藤井	宏
Tel.0120-310-106

10/4（土）17:00　1単位	 東京
第9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

10/4（土）15:15　2単位	 東京
第19回「目で見る整形外科」東京コロキュアム
科研製薬㈱
信夫	孝昭
Tel.043-222-7171

9/30（火）20:10　1単位	 東京
第2回	武蔵野リウマチ勉強会
ブリストル・マイヤーズ㈱
高橋	宏明
Tel.042-314-0666

10/11（土）18:00　1単位	 東京
第13回	北関東Biologics	Forum
田辺三菱製薬㈱
伊藤	章
Tel.03-6748-7632

11/1（土）16:00	17:10	18:20	各1単位	 東京
第7回	基礎と臨床を結ぶ分子病態研究会
参天製薬㈱
曽我	拡大
Tel.0120-310-106

10/23（木）18:05　1単位	 東京
第16回	日本骨粗鬆症学会学術集会
ランチョンセミナー
東京女子医科大学	整形外科
島本	周治　Tel.03-3353-8111

10/23（木）12:00　1単位	 東京
第16回	日本骨粗鬆症学会学術集会
東京女子医科大学	整形外科
島本	周治
Tel.03-3353-8111

10/18（土）16:30　1単位	 東京
第32回	城南リウマチ会
大塚製薬㈱
池原	豊
Tel.03-5486-0470

10/18（土）16:25　2単位	 東京
第54回	多摩リウマチ研究会
アステラス製薬㈱
高橋	雅文
Tel.0422-39-7971

10/18（土）16:25　1単位	 東京
第10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

10/15（水）19:45　1単位	 東京
第17回	東京リウマチ膠原病研究会
旭化成ファーマ㈱
平上	吾郎
Tel.03-6911-3813

10/3（金）20:00　1単位	 神奈川
第14回	川崎・横浜骨粗鬆症とリウマ
チを語る会
誠医会宮川病院
小酒井	治　Tel.044-222-3255

10/1（水）20:00　1単位	 神奈川
第3回	膠原病の腎障害研究会
参天製薬㈱
木村	岳彦
Tel.080-1486-2484

12/12（金）20:10　1単位	 東京
東京リウマチフォーラム2014
田辺三菱製薬㈱
工藤	謙冶
Tel.03-3815-0301

11/25（火）19:30　1単位	 東京
第38回	ひがし東京リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
堀	徹
Tel.03-3647-1211

11/12（水）20:00　1単位	 東京
第10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

9/19（金）19:15　1単位	 長野
長野県臨床整形外科医会講演会
中外製薬㈱
松本	伸一
Tel.0263-34-1373

11/8（土）17:00　1単位	 山梨
山梨大学整形外科セミナー
日本臓器製薬㈱
岸本	巧
Tel.0263-36-0453

10/17（金）20:00　1単位	 山梨
第6回	山梨県郡内地区RA研究会
ファイザー㈱
小林	公仁
Tel.025-243-6121

10/28（火）20:00　1単位	 神奈川
第11回	KKR懇話会
田辺三菱製薬㈱
黒田	匡志
Tel.045-472-2653

10/25（土）19:00　1単位	 神奈川
第50回	リウマチカンファレンス
参天製薬㈱
稲上	直也
Tel.0120-310-106

10/21（火）19:45　1単位	 神奈川
横浜市南部地区整形外科学術講演会
田辺三菱製薬㈱
横田	光宏
Tel.045-830-5921

10/8（水）20:00　1単位	 神奈川
第12回	田園都市リウマチフォーラム
ファイザー㈱
近藤	務
Tel.045-474-3110

10/17（金）19:00　1単位	 新潟
長岡赤十字病院	地域医療連携学術講演会
（長岡赤十字病院	リウマチ診療セミナー）
小野薬品工業㈱
佐藤	佑介　Tel.0258-39-7021

11/22（土）17:20　1単位	 長野
第9回	リウマチの肺障害研究会
エーザイ㈱
森田	誠
Tel.026-228-7143

11/8（土）18:00　1単位	 長野
第57回	信州リウマチ膠原病懇談会
（社）抱生会	丸の内病院
山﨑	秀
Tel.0263-28-3003

10/4（土）19:00　1単位	 長野
第13回	東信リウマチ研究会
ファイザー㈱
中井	稔哉
Tel.080-3585-3733

9/27（土）16:00　2単位	 長野
第4回	信州リウマチセミナー
丸の内病院	リウマチ科
山﨑	秀
Tel.0263-28-3003

9/26（金）19:15　1単位	 新潟
第59回	新潟リウマチ研究会
新潟大学医学部整形外科学教室
桑原	美智子
Tel.025-227-2272

9/25（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
武田薬品工業㈱
中村	高祐
Tel.0776-22-8160

9/28（日）12:00　1単位	 石川
第32回	石川県リウマチケア研究会
エーザイ㈱
岡	哲司
Tel.076-221-6151

11/21（金）20:00　1単位	 富山
第23回	富山抗サイトカイン療法研究会
富山大学大学院医学薬学研究部（医学）
松下	功
Tel.076-434-7353

9/27（土）18:30　1単位	 富山
第9回	富山リウマチ・トータルマネジ
メント研究会
エーザイ㈱
小林	泰久　Tel.076-432-9530

東海・北陸

10/25（土）13:50　1単位	 新潟
第29回	日本RAのリハビリ研究会
学術集会	教育講演
新潟県立リウマチセンター
相田	哲伴　Tel.0254-23-7751

10/18（土）18:00　1単位	 愛知
第2回	三河骨粗鬆症研究会
日本イーライリリー㈱
原野	洋
Tel.080-2477-2066

10/4（土）14:30　1単位	 愛知
第123回	中部日本整形外科災害外科学会・
学術集会
㈱コングレ
神谷・大里　Tel.052-950-3369

10/3（金）8:45	14:40	17:00	各1単位	愛知
第123回	中部日本整形外科災害外科学会・
学術集会
㈱コングレ
神谷・大里　Tel.052-950-3369

10/3（金）～10/4（土）3日・4日共	12:20	各1単位	愛知
第123回	中部日本整形外科災害外科学会・
学術集会	豊明セミナー
㈱コングレ
神谷・大里　Tel.052-950-3369

11/26（水）19:00　2単位	 静岡
静岡リウマチネットワーク学術講演会
参天製薬㈱
吉川	勝
Tel.090-2190-6645

11/2（日）13:20　3単位	 静岡
第13回	日本リウマチ実地医会
参天製薬㈱
中山	亮一
Tel.06-4802-9370

10/17（金）19:15　1単位	 静岡
沼津内科医会学術講演会
田辺三菱製薬㈱
田代	明久
Tel.055-964-0537

9/27（土）18:00　1単位	 静岡
第24回	静岡リウマチ治療研究会
ファイザー㈱
久松	圭
Tel.052-231-8611

9/27（土）16:00　2単位	 静岡
ロコモ対策	運動器疾患/
骨・関節フォーラム	静岡会場
㈱メジカルビュー社
横田	秀夫　Tel.03-5228-2089

11/29（土）16:00　2単位	 岐阜
ロコモ対策	運動器疾患/
骨・関節フォーラム	岐阜会場
㈱メジカルビュー社
横田	秀夫　Tel.03-5228-2089

11/22（土）18:50　1単位	 福井
福井県整形外科医会学術講演会
福井県立病院	整形外科
三崎	智範
Tel.0776-54-5151

9/30（火）19:30　1単位	 三重
関節リウマチセミナー
小野薬品工業㈱
横田	順平
Tel.059-227-6854

9/25（木）19:20　1単位	 三重
第15回	骨・関節免疫研究会
武田薬品工業㈱
鵜飼	紗夕子
Tel.059-226-1505

11/15（土）18:00　1単位	 愛知
第2回	愛知リウマチエキスパート	
カンファレンス
ファイザー㈱
小野	貴広　Tel.052-231-8611

10/30（木）19:00　2単位	 愛知
第10回	愛知県抗サイトカイン療法研究会
田辺三菱製薬㈱
中山	善仁
Tel.052-963-8241

10/25（土）16:45　2単位	 愛知
第40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（金）19:30　1単位	 愛知
斬整会関節リウマチ治療研究会
名古屋市立大学大学院医学研究科
山田	聡
Tel.052-853-8236

10/18（土）18:00　1単位	 愛知
第5回	東海血管炎研究会
帝人ファーマ㈱
野津	晃司
Tel.052-249-3910

10/4（土）17:00　1単位	 京都
第12回	中丹リウマチ研究会
牧整形外科医院
牧	陽一
Tel.0773-23-4881

近　畿

10/16（木）19:30　1単位	 三重
RA	communication	2014
大正富山医薬品㈱
田澤	慎也
Tel.052-733-8112

10/16（木）19:30　1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㈱
三好	友美
Tel.059-227-7925

10/2（木）19:15　1単位	 三重
第16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

10/4（土）17:10　2単位	 京都
第14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

11/13（木）19:15　1単位	 広島
呉整形外科会学術講演会
（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

10/18（土）19:00　1単位	 岡山
第22回	岡山関節外科研究会
科研製薬㈱
植山	健志
Tel.086-246-3232

10/25（土）20:00　1単位	 広島
第154回	備後整形外科医会学術講演会
寺岡記念病院
小坂	義樹
Tel.0847-52-3140

9/25（木）20:00　1単位	 岡山
第10回	OKAYAMAリウマチネット
ワーク研究会
エーザイ㈱
谷口	方敏　Tel.086-254-1811

9/27（土）19:00　1単位	 岡山
第4回	TKAフォーラム
科研製薬㈱
大前	裕祐
Tel.086-246-3232

中国・四国

12/6（土）18:00　1単位	 兵庫
第10回	兵庫リウマチチーム医療研究会
中外製薬㈱
坂本	芳貴
Tel.078-241-6851

11/13（木）18:30　1単位	 兵庫
第19回	兵庫県骨・カルシウムを語る会
兵庫医科大学整形外科学教室
楊	鴻生
Tel.0798-45-6452

10/25（土）17:00　2単位	 兵庫
第6回	阪神骨とリウマチ研究会
中外製薬㈱
甲斐	吉浩
Tel.06-6401-2466

10/23（木）18:30　2単位	 兵庫
第12回	阪神リウマチ治療研究会
兵庫医科大学	内科学講座	リウマチ・
膠原病内科
堀池	万知子　Tel.0798-45-6591

10/30（木）19:30　1単位	 島根
第11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

10/11（土）16:30　2単位	 兵庫
兵庫県整形外科医会リウマチフォーラム
参天製薬㈱
浅野	益男
Tel.0120-310-106

12/13（土）14:45　2単位	 大阪
第33回	大阪リウマチカンファレンス
田辺三菱製薬㈱
芝谷	良紀
Tel.06-6205-5715

11/22（土）17:30　1単位	 大阪
第14回	リウマチ病診連携の会
中外製薬㈱
伊藤	毅
Tel.06-6350-6355

11/22（土）17:00　1単位	 大阪
第7回	骨・関節懇話会
田辺三菱製薬㈱
中村	統一
Tel.06-6205-5715

10/18（土）18:40　1単位	 大阪
大阪臨床整形外科医会（第268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

10/18（土）15:30　2単位	 大阪
第13回	大阪京阪生物学的製剤を学ぶ会
中外製薬㈱
通	崇夫
Tel.06-6993-3733

10/11（土）17:00　1単位	 大阪
第33回	関西免疫研究会
ブリストル・マイヤーズ㈱
南	善典
Tel.06-6391-9361

10/8（水）18:00　1単位	 大阪
第10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

10/4（土）16:00　2単位	 大阪
第9回	中河内RAバイオロジカル研究会
武田薬品工業㈱
小澤	宏如
Tel.072-990-3951

11/8（土）16:35　2単位	 大阪
堺市リウマチ病診連携の会
中外製薬㈱
小谷野	恵太
Tel.072-223-1575

10/4（土）13:55　1単位	 大阪
日本脊椎関節炎学会第24回学術集会
㈱エー・イー企画
今井	祐輔
Tel.06-6350-7247

9/27（土）17:30　1単位	 大阪
第8回	城北整形外科フォーラム学術講演会
（医）成宏会	伊藤外科整形外科
伊藤	智康
Tel.06-6953-0071

9/27（土）17:00　1単位	 大阪
第47回	大阪整形外科症例検討会
参天製薬㈱
小池	正道
Tel.0120-310-106

九州・沖縄

9/27（土）18:00　1単位	 愛媛
愛媛リウマチ研究会
ファイザー㈱
牧野	充
Tel.080-4071-1348

9/27（土）18:15　1単位	 香川
香川県整形外科医会講演会
アステラス製薬㈱
内橋	加奈子
Tel.087-822-1201

10/21（火）19:00　2単位	 徳島
第16回	徳島リウマチ医の会
中外製薬㈱
木村	祐子
Tel.088-652-8221

11/27（木）19:30　1単位	 福岡
第9回	大牟田リウマチを考える会
学術講演会
参天製薬㈱
平尾	拓人　Tel.080-2439-8265

11/14（金）20:00　1単位	 福岡
第102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

10/29（水）19:30　1単位	 福岡
福岡RA生物学的製剤治療研究会
（第10回	トシリズマブのRA適正使用研究会）
（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤	正一　Tel.092-762-2380

10/9（木）18:30　1単位	 福岡
第6回	筑後地区	生物学的製剤研究会
中外製薬㈱
山本	敏之
Tel.0942-31-5951

10/3（金）19:35　1単位	 福岡
第22回	筑後骨代謝・骨粗鬆症研究会
大日本住友製薬㈱
土屋	敦久
Tel.092-281-4531

11/20（木）19:00　1単位	 福岡
第17回	久留米リウマチ懇話会
参天製薬㈱
平尾	拓人
Tel.080-2439-8265

10/17（金）19:00　2単位	 熊本
第25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

10/31（金）19:30　1単位	 長崎
第23回	県北リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
緒方	和久
Tel.095-824-5300

10/14（火）19:30　1単位	 長崎
第12回	トシリズマブ適正使用研究会
中外製薬㈱
重富	宣雄
Tel.095-825-4772

H27/2/20（金）20:00　1単位	 福岡
第103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

12/6（土）16:00　1単位	 福岡
第9回	リウマチ医のための福岡肺障害
研究会
（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤	正一　Tel.092-762-2380

10/9（木）～10/10（金）9日	12:10	1単位	 鹿児島
	 10日	12:30
第29回	日本整形外科学会基礎学術集会	ランチョンセミナー
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科整形外科学
川畑	るみ　Tel.099-275-5381

10/9（木）～10/10（金）9日	14:00	1単位	 鹿児島
	 10日	11:10
第29回	日本整形外科学会基礎学術集会
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科整形外科学
川畑	るみ　Tel.099-275-5381

11/20（木）19:50　1単位	 大分
第107回	大分県リウマチ懇話会
中外製薬㈱
田中	愛
Tel.097-537-7151

10/24（金）19:00　1単位	 大分
第8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

10/18（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

10/10（金）7:25　1単位	 鹿児島
第29回	日本整形外科学会基礎学術集
会	モーニングセミナー
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科整形外科学
川畑	るみ　Tel.099-275-5381

11/7（金）19:35　1単位	 沖縄
第39回	沖縄リウマチ・膠原病懇話会
旭化成ファーマ㈱
古謝	亜由子
Tel.098-869-9540

10/29（水）19:50　1単位	 鹿児島
第13回	鹿児島トシリズマブ適正使用研究会
中外製薬㈱
土岐	憲二
Tel.099-251-1600

10/11（土）18:00　2単位	 沖縄
第3回	沖縄リウマチ・膠原病診療
フォーラム
田辺三菱製薬㈱
内藤	健　Tel.098-869-5515

9/27（土）16:00	18:10	各1単位	 埼玉
ロコモ対策	運動器疾患/骨・関節
フォーラム	さいたま会場
㈱メジカルビュー社
横田	秀夫　Tel.03-5228-2089

11/7（金）19:50　1単位	 東京
第20回	大田・川崎リウマチ懇話会
祐徳薬品工業㈱
井上	聡
Tel.03-3745-6151

10/29（水）19:30　1単位	 福井
第12回	嶺南リウマチ研究会
国立病院機構	福井病院
川原	英夫
Tel.0770-25-1600

10/25（土）16:30　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

10/15（水）19:00　2単位	 山口
下関整形外科医会学術講演会
時任整形外科リウマチ科
時任	毅
Tel.083-246-0575
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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 特任副院長 / 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

ご寄付いただいた方 〜平成 26 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。

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。今年度からは，新たに前期・
後期臨床研修医，大学院生も参加対象とします。
※ 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
青森県立中央病院 医療顧問
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・振替）

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

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

医師をはじめ，医療関係者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

関東・
甲信越

11/22
（土）

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 )
教授 住田 孝之 先生

東海・
北　陸

10/19
（日） 本多の森会議室

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

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

目標達成に向けた治療（T2T）に向けて，

具体的な数値目標を患者さんとリウマチ医

とがともに相談して決めている。MTX を

基本に，目標が達成されなければ，生物学

的製剤（バイオ）が考慮される。

現在，バイオは７剤承認されている。そ

のうち自己注射できるのは，商品名でエン

ブレル，ヒュミラ，シムジア，アクテムラ，

オレンシアの５種類にのぼる。最後の２つ

は点滴と皮下注の両方があり，点滴で導入

後，安定したら自己注へ移行するなど，い

ろいろ選択肢が増えてきた。

平成 22 年度に発足した日本リウマチ財

団登録リウマチケア看護師は，全国に 1477

名となった。胸にバッジをつけて，治験

などでは関節評価者として活躍してくれ，

MTX やバイオ導入時には，漏れのないよ

うにチェックリストで検査や教育をしてく

れ，医師には直接話しにくいことなどの情

報をとってくれる強力な理解者である。し

かし，病院においては，せっかく育成した

リウマチケア看護師がリウマチ性疾患以外

の病棟や外来へ勤務交代になることはよく

おこることである。今回，リウマチケア看

護師に加え，日本リウマチ財団登録薬剤師

が誕生することとなり，私どもは，少し気

苦労が解消されるだろう。

当院では，以前からインスリンや成長

ホルモンなどの自己注射導入の外来指導を

薬剤部が担当しており，長期処方が許可と

なった 2006 年春から自己注射導入時の指導

もお願いしている。予約制でかつリウマチ

指導室という個室空間では，外来診察室の

慌しさと比べ，時間的・場所的にゆとりが

あるように思う。そのため，患者さんは周

囲を気にすることなく集中でき，薬剤師は

患者さんのペースに合わせて指導し，自己

注射するところまで立ち会う事ができる。

患者さんは，医師，看護師，薬剤師の説明

を受けることで内容を繰り返し確認するこ

とが出来，また手技と継続して薬の説明を

受けることで，理解が深まっているようだ。

今後も多職種によるチーム医療を推進する

ことで，さらに均一で質の高い医療を提供

しよう。

長岡赤十字病院 リウマチセンター長

（羽生忠正）

財団ホームページ　リウマチ情報センター http://www.rheuma-net.or.jp/

リウマチケア看護師募集

財団では，平成 26 年度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。 

申請受付期間：平成 26年 8月1日より10月31日（当日消印有効）

第 16 回　RA トータルマネジメントフォーラム
■日　時：平成 27 年 2 月7 日（土）　12 時 30 分開始予定
■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取得（予定）
 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師単位取得（予定）
 日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師単位取得（予定）※

 ※ 研修会参加実績 1 回　経過措置期間
■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）

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 27 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 26 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。
３．塩川美奈子・膠原病研究奨励賞
	 締め切り	平成 26 年 11 月 30 日

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。

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。

◆ 栃 木 県 ◆

金子 開知

◆ 埼 玉 県 ◆

堤 真一

中嶋 京一

◆ 千 葉 県 ◆

國府 幸洋

◆神奈川県◆

王 興栄

勝山 直興

仲野 寛人

原 良紀

◆ 富 山 県 ◆

渡辺 哲郎

◆ 静 岡 県 ◆

松村 拓郎

◆ 愛 知 県 ◆

杉本 友宏

舟橋 康治

◆ 三 重 県 ◆

小寺 仁

谷口 利江

西岡 洋右

◆ 京 都 府 ◆

谷口 大吾

◆ 大 阪 府 ◆

朝子 晃憲

京川 進

史 賢林

野瀬 優

◆ 兵 庫 県 ◆

村田 美紀

◆ 奈 良 県 ◆

小畠 康宣

◆ 岡 山 県 ◆

山中 隆夫

◆ 広 島 県 ◆

土居 岳彦

◆ 愛 媛 県 ◆

長谷川 均

◆ 福 岡 県 ◆

柴田 志保

髙﨑 実

原田 洋

◆ 熊 本 県 ◆

平田 真哉

◆ 沖 縄 県 ◆

猪谷 克彦

平成 26 年度　新規リウマチ財団登録医一覧

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。


