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130 号の主な内容
●	 いまさら聞けない慢性運動器
疼痛・特別編　座談会

●	 シリーズ	リウマチ人	後編
	 松山赤十字病院リウマチセン
ター名誉所長

	 一番町リウマチクリニック顧問
	 山本	純己	氏

（次ページに続きます）

（5 ページに続きます）

司　会：後藤	眞編集委員長／練馬光が丘病院 リウマチ内科
話し手：三木	健司氏／近畿大学医学部 整形外科
聞き手：村田	紀和氏／医療法人行岡医学研究会行岡病院 臨床リウマチ研究室
	 樋野	尚一氏／近畿大学医学部 血液・膠原病内科

『連載	リウマチとその痛み－いまさら聞けない慢性運動器疼痛』において，連載開
始当初より連載折り返し点か終了後の総括的座談会を臨床の現場，そして整形外科を
ベースとするリウマチ医ではない内科系リウマチ医の意見を汲みとりたいということ
が企画されていた。今回の座談会はその当初の趣旨を受けて実施されたが，少なくと
も連載の為すべき成果がより明確になったと言えよう。連載後半に向けて読者である
多くの財団登録医の皆様のご参考になれば幸いである。

与したいと考え，本座談会を企画しました。
まず，三木先生から，連載を始めるきっか
け，目的などについてお話しいただきたい
と思います。
三木：私は，運動器疼痛に関する研究や臨
床を行う中で，それについての医師の卒後
教育システムが日本と欧米では異なると感
じました。例えば，アメリカやドイツの開
業医は，最初から開業医というコースを選
択し，そこで運動器疼痛を含めた common 
diseases を一通り学び，卒後教育でも引き
続きその研鑽を積まなければ，薬物療法を
行うことができません。一方，日本の開業
医の多くは，ある分野のスペシャリストの

道を通ってきているに
も関わらず，開業する
と，運動器疼痛を含め
たさまざまな common 
diseases を診るように
なります。つまり，欧
米では，運動器疼痛に
関してすべての医師が
系統的に学んできてい
るのに対して，日本で
はそうではないという
ことです。こうしたこ
とを踏まえ，日常的に
運動器疼痛を診ている
けれども，それを系統的に学んだことのな
い先生方を対象に，本連載を始めることに
しました。
村田：欧米の整形外科医は，本当に手術し
かしていません。しかし，彼らは，まず一
般内科の研修をすべて終え，その次に，一
般外科の研修をすべて終えてから，ようや
く整形外科医としての道を歩み始めるわけ
で，実は，欧米では，整形外科医であれば，
そのバックグランドとして，運動器疼痛が
診られるレベルに教育されています。翻っ
て，日本では，整形外科医といえども，最
近は脊椎，スポーツ，リウマチなど専門細

分化が進んだこともあって，運動器疼痛を
系統立てて学ぶ機会がなくなっているよう
に思います。
三木：おっしゃるとおりで，例えば，スポー
ツ整形であれば，膝だけ，あるいは肩だけ
を診る先生も少なからずおられます。しか
し，運動器の痛みは，通常，50 歳を過ぎ
た頃から問題になってきます。人間，年を
とれば，身体のあちこちにガタがきます。
整形外科医であれ，内科医であれ，運動器

診断に重きを置いて
運動器疼痛を系統立てて解説

後藤：平成 26 年 7 月号（No.125）の『日
本リウマチ財団ニュース』より，近畿大学
整形外科の三木健司先生に，全 10 回シリー
ズで『リウマチとその痛み－いまさら聞け
ない慢性運動器疼痛』と題した連載をご執
筆いただいております。ちょうどその半ば
となる時期に，リウマチ診療の経験が少な
い内科医を交え，リウマチに造詣が深い内
科医と整形外科医が一堂に会し，これまで
の経過と展開を踏まえてざっくばらんに話
し合うことで，今後のシリーズの発展に寄

左より村田紀和氏，樋野尚一氏，三木健司氏，後藤眞編集委員長

不定期連載「リウマチ人」山本純己	氏の回，後編である。
前編では，山本氏が提唱し続けたトータルマネージメントの
バックグラウンドをはじめ，全人工膝関節置換術，メトトレ
キサート（MTX）の使い始めの逸話など，日本のリウマチ医

療のクロニクルな一端をご披瀝いただいた。後編は引き続き
日本のリウマチ医療の歴史をなぞりつつ，早期診断基準策定
の意義やいきさつ，日本リウマチ財団における活動等の話題
を振り返っていただいた。

わが国の早期関節リウマチの
診断基準の策定とその目的

後藤：山本先生は関節リウマチ（RA）治
療において強力に炎症を抑制することの重
要性やメトトレキサート（MTX）の有用
性について，最も早い時期から報告されて
きたのですが，このような知見が，日本リ
ウマチ学会の「早期関節リウマチの診断基
準」策定に至るきっかけになったのですか。

山本：はい，RA では早期から強力に全身
の炎症を抑えることが重要で，そのために
は，第一に DMARDs として MTX が重要
な役割をするということ。第二にどうす
ればできるだけ早期に RA 患者を見つけ，
RA 診療体制に組み入れられるかという
ことが重要になります。当時は American 
Rheumatism Association〔ARA， 現
American College of Rheumatology

（ACR）〕 の 診 断 基 準（1987  revised 

criteria for classification of RA 表 1）を
用いていましたが，当然のことながらこ
の診断基準は RA という疾患を規定する
もので，RA の教育，学問，診療などの
fundamental というか，基礎根拠となるも
のです。しかし RA の早期では，このよう
な基準を満たしていないことが多く，その
ような症状が不安定な患者さんを治療体制

聞き手　後藤　眞　練馬光が丘病院リウマチ内科

松山赤十字病院リウマチセンター名誉所長
一番町リウマチクリニック顧問　山本 純己 氏

オリジナルの人工膝関節と
RA早期治療の先駆けとして 後編

題字・仲村一郎 編集委員
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疼痛を診るのであれば，身体全体を診てい
ただいて，その中で治すべきところをきち
んと治すことが大切です。そこで，全 10
回シリーズのうち，これまでの 5 回は，疾
患というよりも，膝関節（2 回），肩関節，
手関節，肘関節と，運動を司る 1 つ 1 つの
関節について，治療という側面より，むし
ろ，診断という側面から，とくに危険なサ
イン（放置しておくと重篤になる疾患，手
術しなければならない疾患）を見逃さない
ことに重点を置き，詳しく解説しました。

また，身体に痛みがあれば，動けなくな
り，介護が必要になったり，心の病気になっ
たりすることも分かっており，今後，ます
ます高齢者が増える中で，少しでも身体の
痛みをとり，心身共に健やかに，介護の手
間を少なくするといったことが大切になっ
ています。こうしたことを受けてか，日本
整形外科学会も，かつては手術一辺倒なと
ころもありましたが，2013 年 10 月に『運
動器慢性痛診療の手引き』を発行するなど，
慢性の運動器疼痛の治療に注目しつつあ
ります。そこには，高齢社会の common 
diseases である運動器疼痛に関わるすべて
の医師がそれをしっかり学び，その上で，
手術を担当する基幹病院と一般開業医が連
携し，一般開業医において，手術を行うま
でのメンテナンス（保存療法）を正しい診
断のもとでしっかり行うことが重要だとい
う意味も込められています。本連載でも，
そうしたことを感じとれるように配慮して
います。

薬物療法の発展がもたらした
診断的治療の危険性

村田：私も，基幹病院と一般開業医がうま
く連携していくことを含めて，運動器疼痛
の診療では，三木先生が連載でも焦点をあ
てられている『診断』が重要だと思います。
しかし，昨今では，有効な薬剤が相次いで
開発・臨床導入されたこともあってか，私
たちの若かりし頃の薬が少ない時代に比べ
ると，苦労して関節を診ることなく，安易
に薬物療法を行っているように感じてお
り，その点を少し危惧しています。
三木：同感です。最近は，従来の NSAIDs
ではとれなかった痛みもとれるような薬剤
がでてきています。例えば，弱オピオイド
やプレガバリンです。関節に熱感や発赤を
認め，化膿性関節炎などが疑われるケース
でも，弱オピオイドを投与すれば痛みがと
れてしまうこともあります。また，麻痺を
伴うような絞扼性神経障害があるケースで
も，プレガバリンを投与すれば痛みが治る
こともあります。とはいえ，いずれも病態
そのものは治っておらず，手術が必要な場
合もあるわけです。結局，新しい鎮痛薬と
いう武器がたくさん出てきたけれども，そ
れを使いこなせていない。薬物療法が発達
している今こそ，これまで以上に，診断や
鑑別が重要になると思っています。
樋野：ご指摘のとおりで，本来，痛みには
侵害受容性疼痛，神経障害性疼痛，心因性
疼痛などがありますが，私たち内科医の多
くは，そのようなことをあまり考えること
なく，患者さんが痛みを訴えられたら，単
なる痛みだと漠然と捉えて，とりあえず
NSAIDs を試みて，それで改善しなければ，
プレガバリンや弱オピオイドなどを試みる
といった感じで診療しているのが現状です。
後藤：忙しい外来などでは，目の前に有効
な薬剤があれば，それに飛びついてしまう
のは無理もないと思います。その上，最近
は，以前に比べると，患者さんの医療に対
する欲求度も随分高くなってきており，「こ

の痛みがとれないはずはない」と言わんば
かりですからね。つい，医師側も「痛みさ
え治せばいい」という安易な考えに走って
しまうのは分からないでもありません。
村田：とはいえ，診断的治療はあくまでも，
いろいろ考えたけど，原因が分からないか
らやむなく試みるものです。
三木：確かにそうですね。運動器疼痛は，
疾患名で痛みが出るわけではありません。
例えば，レントゲン的に変形性膝関節症を
認めても，痛みを訴える人は 1/3 で，残り
の 2/3 の人には痛みがまったくありませ
ん。また，その痛みが，侵害受容性疼痛か
どうかはレントゲンでは判断できません
し，数％と少ないものの一定の頻度で神経
障害性疼痛の場合もありますし，中には，
従来，原因が分からない場合には心因性疼
痛と言われていたものの中に機能性疼痛，
あるいは中枢機能障害性疼痛と呼ばれる脳
の中でつくられている痛みの場合もありま
す。こうしたことが，薬を先に投与してし
まうと分からなくなるので，本来的に，運
動器疼痛に診断的治療を試みることは良く
ないことです。

疾患の定義は
最低限おさえておく

後藤：本来であれば，診断しなければなら
ないけれども，時間がない中で，診断的治
療を行うことがある程度仕方がない現状に
おいて，治療を始める前に，最低限，おさ
えておくべきポイントは何ですか。
三木：例えば，神経障害性疼痛の本来の定
義は，「神経系の何らかの障害や絞扼すな
わち絞扼性神経障害，つまり，解剖学的に，
神経がどこかで障害されていて，その神経
支配のところに痛みが現われ，なおかつ知
覚低下が起こっているもの」です。その定
義に基づくと，神経障害性疼痛は，運動
器疼痛の 10％程度しかないことがアメリ
カやフランスの調査で明らかにされていま
す。おそらく，日本でもそうでしょう。と
ころが，日本では，神経障害性疼痛治療薬
のプレガバリンが，鎮痛薬の中での売上高
で一番大きいのです。この背景には，日本
において神経障害性疼痛の定義が拡大解釈
されていることと，プレガバリンが脳でも
痛みを抑える作用を有していることがある
と思われます。

つまり，患者さんが「痛い」と言えば，
とりあえず，神経のどこかが障害されてい
るに違いないと考え，知覚が落ちているか
どうかを調べることなしに，すなわち本当
の神経障害性疼痛かどうかを調べずに，プ
レガバリンを処方する。そうすれば，プレ
ガバリンが脳に作用して痛みを抑えるの
で，神経障害性疼痛でなくても，結果とし
て痛みがとれるため，良いことにするとい
うわけです。しかし，極端な話をすれば，
これは，骨折している人にプレガバリンを
投与して痛みをとることや，お酒を飲んで
痛みをとることと同じことなので，決して
良いことではありません。まして，プレガ
バリンは，長期投与による依存性や体重増
加，転倒骨折のリスクが高いことが分かっ
ています。痛みをとるために，最終的に健
康を害していたら，何をしているのか分か
らないので，そうしたことも見据えて，薬
物治療を行う必要があります。そのために
は，最低限，疾患の定義，例えば，神経障
害性疼痛なら神経障害性疼痛の定義をしっ
かりとおさえて，それに基づいて治療する
ことが大切だと思います。

自覚症状である痛みの診断には
患者との良好なコミュニケーションが不可欠

後藤：痛みの診断でやっかいなのは，血糖

値や血圧値のようなしっかりした指標がな
いために，同じレベルの痛みでも，患者さ
んによって表現の仕方が違うし，それをど
う受け取るかも医師によって違うことで
す。そのため，痛みの評価は，患者さんと
医師の間で乖離していることが少なからず
あります。
三木：痛みは，患者さん本人しか分かりま
せん。しかも，その痛みの中には，心身の
反応のような部分も多分にあります。そう
した中で，医師は，患者さんが痛いことを
誰かに知らせるための「病院にいく」，「家
族にどこそこが痛いと言う」，「足を引きず
る」といった疼痛顕示行動なども踏まえて，
患者さんの訴える痛みを推し測るわけで
す。この時に，患者さんはもちろん，家族
も巻き込んで，コミュニケーションをしっ
かりとることができなければ，痛みを正確
に診断することはできません。例えば，患
者さんは病院では痛がっているけれども，
家では元気にしているということも現実と
してありますからね。

そこで，良いコミュニケーションをとる
ためには，まず，医師が話しやすい雰囲気
をつくることが大切です。患者さんは，す
べての情報をすべての医師に同じように教
えているわけではなく，「この医師は信頼
できる」となって初めて「実は，こういう
ことも困っている」といろいろなことを話
してくれるからです。
後藤：患者さんの顔をしっかりみて，ニ
コッと笑う。そうすると患者さんから信頼
が得られるだけでなく，「痛みがなくなっ
た」と言われることさえあります。また，
患者さんが診察室に入ってきたら，患者さ
んと握手して，必ず患者さんを触るように
する。それで，指の第一関節の変形に気づ
いたら，「ヘバーデン結節がありますね」
と診断してしまう。そうすると，「何十年
も外来に通っていたけど，初めて触っても
らった」と感激され，良くなってしまわれ
た方がおられます。その他，レントゲン検
査は，痛いところ以外にも変化が起きてい
るかもしれないので，痛いところの反対側
も含め，必ず両側をできるだけ多く撮影す
る。それにより，正しく診断できるだけで
なく，患者さんからは「こんなにたくさん
診てもらった」と感激され，中にはそれで
良くなる方もいます。
樋野：私はこれまで，運動器疼痛の患者さ
んが受診されたら，診断的治療と称して，
とりあえず，まず薬を処方していたように
思います。しかし，本座談会で，先生方の
お話を聞かせていただき，今後はそうでは
なく，まず患者さんとしっかりコミュニ

ケーションをとっていこうと思いました。
その際，対話だけでなく，身体に触るなど
を含め，患者さんと全身でコミュニケー
ションをとることにより，それだけで患者
さんが良くなることもあるわけですから。
そして，その上で，その痛みがどこからど
ういう機序で発生しているのかをよく考
え，そこでどうしても薬物療法が必要だと
判断したら，薬の作用機序を考慮した上で，
患者さんにより適切な薬を処方していこう
と感じました。

“red flag”や触診などで
時間をかける必要がある患者を見極める

後藤：樋野先生の心がけはすばらしいこと
ですが，すべての患者さんにそんなことを
していたら，時間がかかってしまって日が
暮れてしまいます（笑）。日々の外来診療で
は，「この患者さんはあまり時間をかけな
くても大丈夫だな」，「レントゲン検査や血
液検査から炎症が疑われ，その炎症と見合
う痛みがあるので，直ちに薬物療法などを
開始しよう」，あるいはそうではなくて，「い
ろいろ検査しても，診察しても，その所見
と患者さんが訴える痛みとがどうもかみ合
わないぞ。なら，患者さんとじっくり話し
て，いろいろトライしてみるか」というよ
うに，さまざまな患者さんの中から，ある
程度，時間をかける必要がある患者さんを
選別していくことが必要だと思います。
三木：その選別の 1 つの考え方として，連
載の中で今後も触れる“red flag”（表）と
いうのがあります。有名なものは腰痛に
対するものであり，欧州や米国などでは，
GP（一般開業医）が必ず最初に患者さん
を診察して，まず「危険か否か」を鑑別し，
危険でなければ，そのまま経過を診ていく
という医療システムになっていて，その危
険性を判断する指標として“red flag”が
用いられています。例えば，腰痛では，“red 
flag”サインで鑑別しておけば，その後，
その患者さんが他の重篤な疾患になる率
は 0.04％以下であることが報告されていま
す。この考え方は他の運動器疾患などでも
重要で，連載第 1 回第 2 回の膝関節では熱
感，発赤が“red flag”となり，感染を念
頭に置いて治療を進める必要があります。
連載第 3 回の肩関節では，腱板断裂だけは
鑑別しておいたほうが良いです。第 4 回の
手指，手関節では多種多様な疾患が想定さ
れ，単純な“red flag”は無いが，腱断裂
など診断が遅れると治療が困難になる疾患
を鑑別することは重要です。

たった 1 回の診察で目の前の患者さんの

リウマチとその痛み座談会 続き 表　腰痛の原因

■原因が特定できる腰痛

● 非特異的腰痛の多くは，椎間板，椎間関節，腰背部の筋など，腰椎やその周囲組
織に痛みの原因がある可能性が高く，特異的な理学所見や画像所見に乏しい

●可能性が低いとはいえ，重大疾患が潜んでいるか否か慎重に見極めることが肝要
ヨーロッパ腰痛ガイドラインの中の “red flags” に注意

Deyo RA et al.: JAMA. 1992; 268(6):  760-65. より作成
Bogduk N: MJA. 2000; 173: 400-01. より作成

【red	flags】

・年齢：20 歳以下または 55 歳以上
・最近大きな怪我をした
・安静にしていても強くなる痛み
・胸部痛 
・がん，白血病など悪性腫瘍の既応
・ステロイドを長期間使用した（喘息 • 膠

原病等）
・薬物乱用，免疫抑制剤，HIV
・全身体調不良
・原因不明の体重減少
・ 神経症状（排尿・排便困難，坐骨神経痛，

下肢しびれ等）
・背骨が曲がっている
・発熱

特異的腰痛
（原因が特定できる腰痛）

・ 椎間板ヘルニア ※

・ 脊柱管狭窄症 ※

・ 脊椎圧迫骨折
・ 感染性脊椎炎 “red	flags”

・ がんの脊椎転移 でチェック

 など
※腰痛よりも，下肢症状（坐骨

神経痛など）が主訴

}
急性腰痛では， “red flag”を用いて，
脊椎圧迫骨折や感染性脊椎炎，がん
の転移といった重大疾患を見極める
ことが重要である
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企画運営委員会の活動について

平成 27年 3月，4月開催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

平成 27 年 3月　企画運営委員会　議事録
日　時：平成 27 年 3 月10 日（火）18：00 ～

《報告事項》
１．委員会の開催について

・医療情報委員会（3 月4 日）
　平成 26 年度（11 か月分）はアクセス数が 330 万を超えている他，Google 検索で ｢リ
ウマチ ｣と入れると3 番目に，｢リウマチ，診断 ｣と入れると2 番目にそれぞれリウマチ情報セ
ンターを確認することができること，寄付を受け入れやすい形にする為，更に改善を推し進める
こと等を専務理事より報告した。

２．第 29 回日本医学会総会 2015 関西について
　チラシ（1,300 部）配布や web サイト，朝日新聞掲載といった広報手段の充実。

３．平成 26 年度に承認した後援名義，転載許諾の報告について
　平成 27 年度以降は，後援名義の使用を承認した会に寄付金等による支援について，案
内することを申し合わせた。

《審議事項》
１．第 10 回理事会・第 4 回臨時評議員会について

　3 月24 日開催の理事会，臨時評議員会で審議する議案を確認し，了承した。
・平成 26 年度収支補正予算 ( 案 )
・平成 27 年度事業計画（案）
・平成 27 年度収支予算（案）
・主たる事務所の移転（案）
・定款の変更（案）

2．その他
　事務所移転を本年 5 月から実施し，企画運営委員会を始めとする各種委員会については
7 月より新事務所にて開催予定。

平成 27年 4月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 27 年 4 月14 日（火）18：00 ～

《報告事項》
1. 委員会の開催について

・日欧リウマチ外科交換派遣医選考委員会（4 月3 日開催）
　平成 27 年度日欧リウマチ外科交換派遣医として選考された 2 名について了承した。また，
越智副委員長より欧州派遣医選考基準の「日本リウマチ財団専門委員の推薦を受けた者」
を「日本整形外科学会代議員の推薦を受けた者」とし，事業の継続及び年齢を40 歳以下
から45 歳以下に引き上げたことを諮り，承認された。
・財団ニュース編集委員会（4 月3 日開催）
　平成 27 年度の編集方針について専務理事より説明を行ったところ，新企画の「女性の
健康新シリーズ」は，再度詳細の確認を求められた。

2. 会計監査の実施について
　5 月14 日に小宮山会計事務所，5 月21 日に財団監事監査の実施。

3. 平成 28 年度診療報酬改定について
　西岡委員長より，現在の活動状況について報告が行われた。

4. 第 29 回日本医学会総会 2015 関西の報告について
　越智副委員長より，疾患啓発イベントの一環として実施した市民公開講座「リウマチ・ロコ
モ予防フォーラム」は，187 名の参加と活発な討議を得て成功裡に終了することができた旨
を報告。坂口元厚生労働大臣等へも謝辞があった。

5. 平成 27 年度リウマチ月間リウマチ講演会について
　専務理事より月間・講演会ポスターについて最終確認を行った。

6.リウマチ教育研修会の受講対象者拡大について
　リウマチケア看護師とリウマチ財団登録薬剤師の受講料は 5,000 円，その他コメディカル
は 7,000 円とし，それぞれ 6 単位を付与。

《審議事項》
１．平成 27 年度一般社団法人全国膠原病友の会全国集会への出席

　西岡常務理事が出席。（4 月19 日沼津市）。
２．公益社団法人日本リウマチ友の会第 55 回全国大会への出席

　井上博評議員が出席。（5 月30 日長野市）。
３．平成 27 年度リウマチケア専門職制度研修会について

　リウマチケア専門職制度検討会松本委員長の提案により，リウマチケア看護師とリウマチ
財団登録薬剤師の単位を，これまでの 5 単位から6 単位へ引き上げることで了承された。

４．医療保険委員会委員の委嘱について
　西岡委員長より，リウマチ診療制度検討会でご尽力を頂いている三宅信昌先生（三宅整
形外科医院院長）に新たにご参画願い，医療保険委員会に推薦することで賛同を得た。

５，その他
　西岡委員長から，財団の「今後の研修のあり方」について，リウマチ治療が変動する中で，
財団としての方向性を検討する必要性について発言があった。

疾患や病態を
明らかにする
のは，ものす
ごく時間がか
かりますし，
そもそも無理
な話です。そ
こで，疾患や
病態を判断し
ていくプロセ
ス に 入 る 前

に，“red flag”を活用し，まずは危険な患
者さんだけは見つけ出し，危険ではないと
判断された患者さんには，多少の薬物療法
を行うにしても，「あまり心配いりません」
と保証を与えるとともに，ゆっくりと経過
観察し，いろいろトライしていけば良いと
思います。
村田：あと付け加えるとすれば，『触りま
くる』ことです。どこを押さえれば，患者
さんが痛がるかを，「どこ？　どこ？」と聞
きながら，丁寧にあちこち押さえて，痛い
ところをピンポイントで探していきます。
三木：いわゆる痛みの誘発テストなどで，
診察室の中で，患者さんが「痛い」という
ことを再現し，その場で，患者さんの痛み
を共有することが大切です。
樋野：実際に触って診ることはとても大切
なことだと思いますが，一般的に，内科で
は系統立てた身体所見の取り方を教えても
らえる機会がありません。私自身，リウマ
チの患者さんが「関節が痛い」という主訴
で紹介されてきた場合，まず関節内の痛み
か，関節周囲の痛みかを考え，関節内の痛
みだとすれば炎症性か，非炎症性かを考え，
炎症性が否定されれば，メカニカルストレ
スによる痛みだと考えていきますが，メカ
ニカルストレスが原因で起こっている疾患

の鑑別が苦手で，そのような患者さんにど
のようにアプローチすれば良いのか，どの
タイミングでどこに紹介すれば良いのかに
しばしば悩んでいます。身体所見をとって
も，関節の外なのか中なのか，それすら迷
う方もおられて……。
後藤：「どういう姿勢の時に，どういう動
作の時に痛みますか？」と聞きながら触る
だけでも，痛いところが関節の中なのか，
腱の付着部なのか，筋肉なのかがおおよそ
分かりますよ。
三木：そうなのですが，やはり，系統立て
た身体所見の取り方のトレーニングを受け
ていなければ分かりにくいと思います。
樋野：今後は，とにかく患者さんを触って，
自分の経験値を高めていこうと思っていま
す。ただ，身体所見の取り方は整形外科医
の得意分野だと思うので，できればその場
ですぐ，「これはこう考えるのですよ」と
教えていただければ，よりスキルが向上す
るように思います。
三木：診察室で学ぶのが，一番効率が良い
ですよね。患者さんがいるその場で診なけ
れば頭に入らないし，一度診ておけば，次
は自分でもできるようになりますからね。
村田：理想的には，整形外科と内科が同じ
診察の場で診ていることでしょうね。
樋野：はい。それに，整形外科と内科がよ
り密に連携すれば，きっと今より質の高いリ
ウマチ診療ができるようになると思います。

運動療法や生活指導も
患者のやる気を引き出すような工夫を

後藤：ほかに樋野先生が日頃，苦労されて
いることで，何か聞いておきたいことはあ
りますか。
樋野：運動器疼痛の患者さんには運動療法

を勧めていますが，ほとんどの患者さんが
運動をしてくれません。どうすれば，患者
さんが頑張って運動療法に取り組んでくれ
るようになるのか，その指導の仕方で何か
コツがあれば教えてください。
三木：運動器疼痛を改善するのには，運動
療法が一番良いと言われています。私も，
患者さんには運動療法を勧めています。そ
の際，まず，患者さんには，「筋力は，40
歳をピークに低下し，60 ～ 70 歳になると，
年間に 4 ～ 7％ずつ落ちていきます。例え
ば，70 歳だと，筋力は 10 年前の半分ぐら
いになっています。そのため，高齢になる
ほど，筋力を維持するためには，少しばか
りつらい思いをして，筋肉を鍛えるトレー
ニングが必要になります」と説明していま
す。それに加えて，データを示しながら，
①海外では運動療法が主たる治療であるこ
と，②こういう運動をすると，痛みがとれ
た人がいること，③ガイドラインで運動療
法が推奨されていること，④運動をする
と，痛みを抑える物質が体内にでてくるこ
とや，脈拍が上がり，心肺機能も良くなる
こと，などを説明しています。

その上で，実際に患者さんがどのような
運動をするのかについては，患者さんとよ
く話し合って決めていきます。近所にプー
ルがない患者さんに水中歩行を勧めても意
味はないですからね。その点，歩くだけで
あれば，どこに住んでいてもできます。一
般的には，歩くことを勧めることが多く，
患者さんが普段歩いているスピードより少
し速めに歩くように指導しています。その
指標として，専門的には METS という単
位があり，3METS 以上だと痛みがとれた
り，心肺機能が良くなったりすると言われ
ていますが，患者さんには，脈拍が歩く前
よりどのぐらい上がるかでみてもらって，

例 え ば 50 歳
ぐらいであれ
ば， 脈 拍 が
130 ぐらいに
なればいい運
動ができたと
考えましょう
と伝えていま
す。
村田：日本整
形外科学会からは，一般向けに『ロコモパ
ンフ』というパンフレットを発行し，ロコ
モ体操を啓発しています。日本リウマチ学
会，日本リウマチ財団ではリウマチ体操を
推奨していますが，今後は，もう少しネー
ミングを良いものにして，広く啓発してい
くことが大切ではないかと感じています。
三木： 運動療法のほかに，私は，痛みが
ある患者さんは睡眠障害を訴えられること
も多いので，患者さんのおおよその生活パ
ターン，何時頃に寝て，何時頃に家事を
してなどを聞いた上で，「人間の体の中に
は，体内時計がある」という話をしていま
す。体内時計というと，患者さんは意外に
食いついてこられるので，そのタイミング
で，「朝，起きたら，カーテンを開けて朝
日を 15 分ぐらい浴びると体内時計が 14 ～
16 時間後に眠れるようにリセットされる
ので，夜，眠れるようになりますよ」と説
明しています。
後藤：そのような説明をしっかりすると，
睡眠薬を飲まなくなる患者さんが多くなりま
すね。さて，本日は貴重なお話をいただき，
ありがとうございました。引き続き，三木先
生には，本座談会でのお話を踏まえた上で，
残り 5 回の連載をお願いしたいと思います。

（文責編集部）

リウマチ内科医の立場で
樋野尚一 氏

連載担当の三木健司 氏
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表1　1987 年改訂当時のARA慢性関節リウマチ診断基準 1）より作表

慢性関節リウマチを診断するには基準 4項目以上が存在しなければならない。

1 1 時間以上の朝のこわばりが，少なくとも 6 週間以上あること

2 3 か所以上の関節腫脹が，少なくとも 6 週間以上あること

3
手関節，中手手節関（MP）関節，または近位指節間（PIP）関節の腫脹が 6
週間以上あること

4 対称性関節腫脹

5
慢性関節リウマチに定型的な，骨びらんあるいは明確な骨脱灰像を含む手の X
線所見

6 リウマトイド結節

7 正常人の 5％以下が陽性となる方法での血清リウマトイド因子

表 2　1994 年当時の日本リウマチ学会による
	 	 早期慢性関節リウマチの診断基準 2，3）

1 3 関節以上の圧痛または他動運動痛

2 2 関節以上の腫脹

3 朝のこわばり

4 リウマトイド結節

5 赤沈 20mm 以上の高値または CRP 陽性

6 リウマトイド因子陽性

以上 6 項目中 3 項目以上を満たすもの

この診断基準に該当する患者は詳細に経過を観察し，病態に応じて適切な治
療を開始する必要がある。

に組入れることが難しかったわけです。
後藤：確かにそうですね。
山本：そこで RA をより早く診断するた
めに，日本リウマチ学会に働きかけまし
た。幸い学会の調査研究委員会で取り上げ
てくださり，早期診断基準を作ろうという
ことになりました。委員長の延永正先生が
その重要性を理解してくださり応援してく
ださったのが嬉しかったです。その結果世
に出たのが，1994 年の「日本リウマチ学
会による早期慢性関節リウマチの診断基準

（表 2）」です。ただ，診断基準を使用する
うえで重要なことは，そもそもその診断基
準が何のために作られているかという，策
定の目的や意図を明確に理解しておくとい
うことだと思います。
後藤：おっしゃる通りですね。
山本：そのようなことから，ARA の 1987
年の診断基準は教育，学問，診療を意識
して改定しています。したがってこの
診断基準は，sensitivity（感度）よりも
specificity（特異度）を上げています。診
断基準の作成には，ただ思いつきで決める
のではなく学問的な手続きというか裏付け
が必要です。1987 年の ARA の診断基準
で採用していますが，複数の RA の専門医
が初診の患者で RA と思われる RA 群と
全身症状を訴えているが RA ではないと
思われる Non-RA 群を登録し，likelihood

（尤
ゆう

度）検定の後，両群の違いを検索する
わけです。ついで，RA 群と Non-RA 群
との違いをよく示す項目を選びそれらを
sensitivity（感度，RA 患者を見落とさない）
と specificity（特異度，RA 以外の患者が
入らない）とのかね合いを考えて設定する
のが診断基準の基本であるといえます。し
たがって，診断基準の作成には多数の専門

医の協力と分析のための多大な時間を要し
ます。日本リウマチ学会の場合もこの手法
を踏襲しました。日本リウマチ学会で作っ
た早期 RA の診断基準は，感度を上げ，疑
わしいものはできるだけ範疇に入れるとい
う方針を立てていたわけです。ですから，
当然ながら特異度は落ちます。
後藤：ええ，そうですね。
山本：ですから，基準と一致したすべての
患者が RA だというのではなく，「この診
断基準に該当する患者は詳細に経過を観察
し，病態に応じて適切な治療を開始する必
要がある」というこの項目が，この基準の
意図するところなのです。
後藤：ですから，診断基準というとそこが
誤解されるわけですね。
山本：そうですね。この診断基準では感度
88.6％，特異度 82.0％ですから RA の早期
診断と診療体制への組み込みといった意図
からみれば十分立派な基準だと今でも思っ
ています。
後藤：しかし，学会はこれを 1994 年に作
成しています。その先見性には敬意を表し
たいですね。20 年以上も前にここまで考
慮していたことには驚かされます。

結局あのような診断基準や分類基準とい
うものは，本当に理解している人が使わな
いと，本来意図した使い方はなかなかされ
ないということになります。ただ，診断の
初心者であってもそれほど大きな誤りなく
判定できるようになっていますから，ある
意味では，最大公約数的な使い方も可能だ
ともいえると思います。

関節リウマチ治療の進展と
現代の治療

後藤：山本先生は，RA の治療法がほとん
ど何もない時代から現在まで，継続して診
療をされておられますね。私自身は 1973

年に医学部を卒業したのですが，当時 RA
は，医師が診たくない病気の No.1 だった
といわれていましたが。
山本：そうですね。昔はリウマチ患者が診
察室に入ってきたら，医者は後のドアから
逃げるといわれたようですね。
後藤：そのような笑い話があるぐらい，治
療法も限られていたわけですが，1970 年
代前半から DMARDs が出始め，ブシラミ
ンも使用可能となり RA の治療の可能性が
開けるのではないかと感じたものです。
山本：Pennsylvania 大学の Smyth が，治
療のピラミッド計画を提唱したのが 1972
年です。ですから，後藤先生は良い時期
に RA 医になられたのですよ。しかし，そ
れより前の 10 年間は，RA に対しては治
療戦略も何もなかったですね。ですから，
1972 年に Smyth が初めて戦略を作られた
のですが，これは，画期的なことだったで
すね。
後藤：そうですね。ですから，医師になっ

た時期によって，RA に対する考え方が
かなり変わってくると思います。翻って，
DMARDs の後に生物学的製剤（Bio）が
出てきましたが，これについて先生はどの
ようにお考えですか。生物学的製剤につい
ての評価はいかがですか。
山本：私は，生物学的製剤をかなり多く
使っている方だと思います。多く使っては
いますが，その評価については……。
後藤：DMARDs よりも高い評価ですか。
山本：高いとか低いという次元ではなく，
新しいタイプの DMARDs という認識で
conventional DMARDs とそれぞれ，いわ
ば RA の互いに異なる側面を担当してくれ
るのではないのでしょうか。早期 RA に対
する治療経過について私たちが発表（図）
したことですが，早期 RA では MTX を中
心にうまくコントロールすると 1 年以内に
65％が関節炎症状がなく，日常生活動作に
も不自由しない under control の状態にな
ることがわかりました。

リウマチ人 続き

対談を終えた後藤編集委員長と山本氏
（山本氏がかつて若きリウマトロジストを集めて研究会を開催していた愛媛県松山市の某旅館にて）
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後藤：残りの 35% 弱の患者をどう治療す
るのかということになりますね。
山 本： そ う で す。 早 期 RA に 対 し て は
従 来 の MTX や， コ ン ベ ン シ ョ ナ ル な
DMARDs ではコントロールできない症例
にどう対応するかということが問題だった
と思います。
後藤：ただ私自身は，コンベンショナルな
DMARDs とステロイド製剤と NSAIDs を

組み合わせれば，コントロールできるので
はないかと思っているのですが。
山本：従来の DMARDs のコンビネーショ
ン療法でも，コントロールできない症例が
あるのではないでしょうか。私は，そのよ
うな症例が生物学的製剤の適応ではないか
と考えています。その意味では，生物学的
製剤は非常に有用な薬剤であると思いま
す。

後藤：結局，どのデータを見ても，生物学
的製剤でも有効性を示す症例は 6 割か 7 割
にとどまります。それは DMARDs でも，
他の薬剤でも同様であると考えてよいで
しょうね。ですから，RA というのはおそ
らくヘテロな疾患であるのでその点でやは
りコンビネーション療法を的確に用いる，
あるいはステージによって変薬を考慮する
ことが必要であろうと思います。ただ，そ
の戦略がまだ確立しているとは言い難いと
ころが問題なのですね。
山本：その通りだと思います。これはアン
ドレ・モロワが「フレミングの生涯」の中
に書いていることなのですが，1944 年ま
で Institut Pasteur におられた Fourneau
の言葉として，「薬を生み出すのは化学者
である。しかし，それに歩き方を教えるの
は医師である」というのがあります。つま
り，生み出す，デリバリーするのは化学者
ですが，その薬の特性を臨床の場で検証し
て生かすのは医師であるということです。
後藤：うまいことをいいますね。
山本：現在の生物学的製剤の位置づけで
は，まだまだデータ蓄積の必要があると思
います。製薬メーカー側のデータのみをひ
たすら発表するのではなく，医師の側から
独自のデータが出てくることを期待してい
ます。

日本リウマチ財団の
活動を振り返って

後藤：さて，山本先生は日本リウマチ財団
の牽引役のお 1 人であるわけで，先生ご自
身にも災害時リウマチ患者支援事業などに
ご尽力いただいていますが，これまでの財
団の取り組みを振り返っていかがお考えで
しょうか。
山本：私は，財団の今までの活動の中で一
番大きかったのは，やはり 1996 年のリウ

マチ科の標榜だと思います。塩川優一先生
はじめ，日本リウマチ財団，日本リウマチ
学会の皆様の努力が大きな力となって，リ
ウマチ科標榜が実現した。このことにより，
RA をとりまく対策の多くが円滑に進むよ
うになったというのは確かだと思います。
後藤：そうですね。私は，このリウマチ科
の標榜と，あとは病名から「慢性」という
語が削除されたということ，この 2 つの意
義が非常に大きいかなと思っています。こ
の 2 つの変更によって，患者に対するイン
パクトが非常に強くなりましたね。「慢性」
の削除については，私も主張し続けてきた
だけに，わが意を得たりという心境でした。
山本：その通りですね。「慢性関節リウマ
チ」から「関節リウマチ」にしたことは，
日本リウマチ学会の医学用語委員会委員長
の鳥巣岳彦先生（当時大分大学）の業績が
大きいと思います。リウマチ科の標榜と用
語が関節リウマチになったこと，この 2 つ
は，90 年代のわが国のリウマチマネジメ
ントの大きな進展といえるでしょう。1980
年に松山赤十字病院で「リウマチセンター」
という名称にしたのも，当時はリウマチ科
を標榜できなかったことも一つの理由で
す。
後藤：なるほど。「科」ではなく「センター」
という呼称なら，認められたわけですね。
山本：そうなのです。余談ですが，1978
年だったと思いますが，私は松山赤十字病
院院長の土屋定敏先生に，内科でもない整
形外科でもないリウマチの診療構想を話し
ました。土屋先生は，まだ全国どこにもな
かったこの診療構想を理解してくださり

「きみの地元のここでやってみろ」という
ことになったのです。その時，先生の発案
でリウマチ科が標榜できないのなら「リウ
マチセンター」がよかろうということで出
発したわけです。
後藤：そのころは，単独病名を科の名称に

15％（A）

15％（D）

20％（C）

50％（B）

図　早期RAの経過

治療法再検討 経過

S. Yamamoto.  J.Orth.Rheum.9.1996et.al. 
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　RAをできるだけ早期に診断して MTXを中心とした薬物療法で治療を開始すると，およ

そ1年以内に約 15％（A）は寛解し，50％は（B）はunder control の状態に移行できる。

（C）は3ヵ月後に治療法を再検討し，DMARDsのコンビネーションをうまく行えば，コントロー

ル可能となる。（D）と（C）の一部は従来の薬物ではコントロールが不十分で，Bio の

適応とも考えられる。

	 平成 27年度（公財）日本リウマチ財団・事業計画（抄）
日本リウマチ財団は，昭和 62 年の設立

以来，着実な事業推進により多大な成果
をあげてきた。平成 23 年 4 月 1 日より公
益財団法人に移行し5年目を迎え，さらに，
その基盤を確固たるものとするために従
前から実施している各種事業の一層の充
実強化を図る他，関係団体と連携してリ
ウマチ性疾患の征圧に対する社会の要請
と期待に応えるように努め，より高い公
益性を追求した事業を展開して来たとこ
ろであるが，このところ，財源難が続い
ていることから，既存事業の一部は規模
の縮小，新規事業については協賛等によ
り財源確保が見込まれる事業を実施した
い。

平成 27 年度の主な事業は次のとおりで
ある。

１. 調査・研究及びその助成事業
⑴ 中長期的な研究計画のもとにリウマ

チ性疾患の治療研究を行う。
⑵ リウマチ性疾患治療薬等の治験の円

滑実施を検討推進する。
⑶ リウマチ性疾患の病因，診断・治療，

予防・疫学等に関する広範な調査研
究の助成を行う。
ア . 平成27年度リウマチ性疾患調査・

研究助成（公募）6 課題 各 100 万
円助成

イ . 平成 27 年度三浦記念リウマチ学
術研究賞

　アの 6 課題のうち 1 題を選考
し助成する。

ウ . 平成 27 年度塩川美奈子・膠原病
研究奨励賞（100 万円）（公募）
　膠原病の病因，診断・治療，
予防・疫学等に関する独創的な
学術調査研究の助成を行う。

エ . その他
⑷ 平成 27 年度ノバルティス・リウマ

チ医学賞（300 万円）（公募）
　リウマチ性疾患の本態解明に関す
る研究で生命科学，情報科学，遺伝・
環境科学，薬物科学等の分野で，顕
著な功績を挙げた研究を顕彰し賞金
を授与する。

⑸ 平成 27 年度（第 18 回）日本リウマチ
財団柏崎リウマチ教育賞（100 万円）
　リウマチ性疾患に関する医学教
育，患者教育，社会教育等の功績を
顕彰し賞金を授与する。

⑹ 平成 27 年度日本リウマチ財団リウ
マチ福祉賞（記念楯，20 万円）
　リウマチ性疾患に悩む患者に対し
て永年にわたる医学的または社会
的救済活動を通じて，著しく貢献の
あった個人または団体を顕彰し賞金
を授与する。

２. 普及啓発事業
⑴ 日本リウマチ財団ニュースを年 6 回

発行し，リウマチ財団登録医等に配

布する。
⑵ 平成 27 年度リウマチ月間（6 月）啓

発ポスターを作成し，医療機関，保
健所，市町村保健センター等に配布
する。

⑶ 「平成 27 年度リウマチ月間リウマ
チ講演会」を開催する。
　月間事業に併せ同一会場におい
て，医学賞等の授賞式を挙行する。
　患者・患者家族等，一般市民の参
加が減少傾向にあることから，徐々
に医師等医療従事者に配慮した講演
とし，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
剤師の教育研修単位が取得できるよ
う配慮する。

⑷ 新しいリウマチ医療の導入，リハビ
リテーション医療のあり方等にかか
る医療保険制度の問題点について検
討し改善策を当局に提案，実現に努
める他，診療報酬等に関する情報を
リウマチ財団登録医等へ提供する。

⑸ リウマチ財団登録医の診療レベルの
向上，リウマチに関する知識の普及
啓発事業の展開を図るため，リウマ
チ財団登録医の会または，リウマチ
医の会の活動を推進する。

⑹ ホームページ・リウマチ情報セン
ターを運営する。
　リウマチ財団登録医等が必要とす
る情報を適宜，迅速に収集 ･ 提供し，

頼られる情報センターとなるために
活動を強化するとともに，逐次ホー
ムページのリニューアル，システム
改善の他，リウマチ情報センターに
おいて対応した質疑応答の点検，充
実を図る。

⑺ 財政好転時に備え，「リウマチ診療
の記録（Color Atlas）」制作の準備
作業に着手する。

⑻ 「第 29 回日本医学会総会 2015 関西」
に呼応し，一般市民を対象とした公
開展示に初めて参画し，疾患啓発イ
ベント～分かちあう気持ち，支えあ
う笑顔～「リウマチ・ロコモ予防
フォーラム」（市民公開講座）を開
催した。

３. 教育研修事業
⑴ リウマチ教育研修会

　リウマチ財団登録医等の教育の一
層の推進に寄与するため，リウマチ
教育研修会を開催する。今年度から
は，リウマチ財団登録医，一般医，
臨床研修医，大学院生に加え，リウ
マチケア看護師やリウマチ財団登録
薬剤師をはじめとするコメディカル
スタッフにも受講対象の門戸を開
き，専門性のある実践的な教育研修
を引続き実施する。

⑵ リウマチのトータルケア推進のた
め，リウマチの治療とケア研修会及
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するという発想はなかったですね。
山本：ええ，当時は内科のリウマチ外来，
あるいは整形外科のリウマチ外来というも
のはありましたね。それを，内科とも整形
外科とも違う 1 つの独立したセンターでリ
ウマチ性疾患を診るということにしたので
す。ですから，全国から注目されました。
後藤：そうでしょう。今でも単独病名の科
はリウマチ科だけですね。 

ところで，リウマチ診療に皇后陛下も深
い関心を示されたと聞いていますが。
山本：はい，日本リウマチ友の会の創立者
で会長も務められた故 島田廣子氏は，以
前から美智子皇后様と面識があったのだそ
うです。そのご縁で皇后陛下はリウマチ医
療に関心をお持ちになられたようですね。
ですから，友の会の 35 周年記念会にもご
臨席いただきました。皇后陛下のこのよう
なお姿は，友の会だけではなくリウマチ医
療関係者全体を力づけたのではないでしょ
うか。

関節リウマチ医療の今後と
真の臨床医をどう育てるか

後藤：ここまでお話になったことを踏まえ，
今後の RA 医療についての展望，あるいは
トータルマネジメントの先に見据えておら
れるビジョンについてお聞かせください。
トータルマネジメントの概念をチーム医療
の観点からみると，整形外科医と内科医の
連携は軌道に乗りつつあり，ケアナースも
育ってきています。さらに考えられること
は，薬剤師をチームに加えるということで
しょうか。
山本：薬剤師の参加は重要だと思います。
後藤：次いで，リハビリテーションをいか
に進めるかということでしょうか。
山本：そうですね。それも大きな課題の１
つです。

後藤：最近でも，RA のリハビリテーショ
ンを施行する施設は見当たりませんね。
山本：RA のリハビリを専門的に行うとこ
ろが少ない。これは難しい問題ですね。
後藤：しかし歴史的にみれば，RA 治療は
リハビリテーションにより始められたとも
言えますね。つまり温泉療法ですね。それ
が今，一番遅れてしまっているから，そこ
を何とかしなければいけないと，私自身は
考えております。
山本：チーム医療の問題を含めこれからわ
が国の RA 医療をレベルアップするために
は優秀な RA 臨床医を養成することだと思
います。優秀なチームのリーダーが必要で
す。
後藤：今は一応そういう方向には向かって
いるのではないでしょうか。

ただ，先生の時代でも私たちの時代でも，
まだツールがなかったので，考え，考え，
試行錯誤で，各自が問題と格闘しながら治
療を進めたわけですね。そのような苦労が，
今の若い人にはあまり感じられないのです
が。みていると，やはり診断基準とガイド
ラインで凝り固まっていて，もうそれ以上
は考えないように見受けられることもあり
ます。
山本：確かに，ガイドラインなどにこだわ
り過ぎる医師は，真の臨床医とはいえない
でしょうね。

臨床医とは，まず医学をサイエンスとし
て捉えることが基礎です。その上で観察力
が大切です。次に，観察により得た多様な
データを分析する能力が必要です。そして
分析した後，判断する能力が必要ですね。
つまり，観察して，分析して，判断できる
ということが大切です。そして最後には行
動できないといけないですね。その 4 つの
ステップが，きちんとできるのが，センス
のある臨床医だと思います。
後藤：なるほど。でもそれは，今の医学教

育ではかなり難しいのではないでしょうか。
山本：それには postgraduate の研修が大
切だと思います。優秀な指導者のもとで多
くの症例を経験し，RA 臨床医としての能
力を伸ばしてゆくことです。
後藤：先生がおっしゃる要件を満たすべく
努力を重ね，各地で頑張っていて，ある程
度のレベルにある人は増えているなとは思
います。
山本：そうですね。リウマチ医療連携など
がとれるようになってきている点，またリ
ウマチ研修会が増えてきている点などをみ
ると，期待が持てると思います。
後藤：ただ，若い医師の養成はなかなか難
しいと思います。やはり，大学の先生に頑
張っていただかないといけないという点が
あります。
山本：RA の診療を大学でできるかという
ことも，今 1 つの課題ですね。大学では医
学生の教育が大切で，リウマチの医療やマ
ネジメントになると，理想をいえばリウマ
チ専門病院ができることが望まれますね。
後藤：しかし，リウマチセンターが各地に
できて，内科医と整形外科医が切磋琢磨し
合う場が増え，若い医師たちの中にも，か
なりセンスがあるなという人も出てきてい
ます。
山本：そうですね。頑張っていますね。た
とえば村澤章先生（新潟県立リウマチセン
ター）を中心に，田中栄（東京大学），西
田圭一郎（岡山大学），川人豊（京都府立
医大），橋本淳（大阪南医療センター）先
生などの Rheuma Advance は若手のリウ
マチ医が牽引している期待のリウマチグ
ループではないかと思います。
後藤：であれば，そんなに悲観することは
ないのかなとは思います。山本先生は，各
地にあるリウマチセンターを，回られたこ
とはありますか。
山本：はい，新潟県立リウマチセンターな

どはモデルになる施設の 1 つではないで
しょうか。名誉院長の村澤章先生が頑張っ
て，このような県立のセンターができたこ
との意義は大きいと思います。今後も，あ
のような施設が各地にできると良いのです
が。
後藤：その中で，内科医と整形外科医がど
のように共同で診療を進めるかですね。
山本：歴史的にみると，関東は内科中心で，
関西は整形外科中心にリウマチ診療が発展
したといえなくもないです。ただ，今後リ
ウマチ整形外科医や，リウマチ内科医と分
けて呼ばない方が良いのではないのでしょ
うか。
後藤：ええ，一律にリウマトロジストとす
るべきでしょうね。

最後になりましたが，山本先生ご自身の
これまでを振り返ってみていかがですか。
山本：いや，私は振り返るのは性に合わな
いのですが，未だに児玉俊夫先生の教えの
中から出ていないのですよ。何かまだ児玉
先生の手の中で廻っているような気がする
のですけれども。
後藤：本日は，貴重なお話を伺うことがで
き大変有意義でした。山本先生，誠にあり
がとうございました。

（文責編集部）
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1994

	 平成 27年度（公財）日本リウマチ財団・事業計画（抄）
びＲＡトータルマネジメントフォー
ラムを開催する。

⑶ 平成 27 年度リウマチケア専門職制
度研修会
　リウマチケア看護師とリウマチ財
団登録薬剤師の資格取得を促進する
機会とするため，それぞれの研修カ
リキュラムに沿って実施する。

⑷ 既存のインターネットを利用したｅ
ラーニングによる教育研修の充実に
努める。

⑸ 財団主催以外の教育研修会について
教育研修単位の認定を行う。

⑹ 海外派遣研修医制度に基づく事業と
して，海外研修のため派遣する医師
5 ～ 6 人を目途に助成する。（100 万
円）

⑺ 日欧リウマチ外科交換派遣医制度に
基づく事業として，今年度は欧州へ
若手医師 2 名を派遣する。

⑻ 国際学会におけるリウマチ性疾患調
査・研究発表に対し助成する。
　国際学会においてリウマチ性疾患
調査・研究を発表する若手の医師，
看護師，薬剤師である研究者に対し，
登録費用及び旅費，宿泊費用を対象
として 1 学会について原則 3 名以内

（国内で開催する国際学会は 5 名以
内）に助成する。

学会名 開催月日

ヨーロッパリウマチ学会
（EULAR）

平成 27 年
6 月10 日～ 13 日

助成対象金額 30 万円

アメリカリウマチ学会
（ACR）

平成 27 年
11 月6 日～ 11 日

助成対象金額 25 万円

アジア太平洋リウマチ学会
（APLAR）シンポジウム

平成 27 年
9月6日～ 9日

助成対象金額 15 万円

国内で開催する国際学会

助成対象金額 5 万円

⑼ 日本リウマチ学会と合同で着手して
いるリウマチ病学テキスト（全面改
訂版）を発行する。

※ ⑹，⑺，⑻は，原則としてリウマチ
財団登録医であること。

４. リウマチ財団登録医の養成事業
⑴ リウマチ財団登録医新規の募集を実

施するほか，更新（昭和 61 年度，
平成元年度，4 年度，7 年度，10 年度，
13 年度，16 年度，19 年度，22 年度）
の審査登録を行う。

⑵ リウマチ財団登録医名簿（完全版）
を作成しリウマチ財団登録医等に配
布する。

⑶ 登録医制度のもと，リウマチ財団登
録医のネットワーク，リウマチ財団
登録医の会の充実に努めるととも
に，病診連携等の強化等により，リ
ウマチ医療の施設間格差，地域格差
の解消を目指す。

５. リウマチケア専門職制度の推進　
⑴ リウマチケア看護師は，第 5 次の募

集を実施し資格審査の上登録を行
う。

⑵ リウマチ財団登録薬剤師は，第 2 次
の募集を実施し資格審査の上登録を
行う。

６. 災害時リウマチ患者支援事業の推進
東日本大震災における災害時リウマチ
患者支援事業の検証結果等々を踏ま
え，より実効性の高い支援事業から順
次進めていく。

７. 国際交流及び関係団体への助成事業
⑴ 国際交流を深めるため役員等の海外

派遣を行う。
⑵ リウマチ学に関する学術会議等の開

催に対し助成を行う。
⑶ リウマチ患者団体の情報提供，医療

相談等の活動に対し助成を行う。

８. その他事業
⑴ 平成 23 年 8 月，厚生労働省が公表

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

⑵ 各大学，国公立病院にリウマチ診療
科の設置を働きかける。

⑶ 各都道府県リウマチ財団登録医の会
及びケア研究会の設置に努める。

⑷ 賛助会員の増加に努める。
⑸ リウマチ性疾患に関する調査・研究

等の助成事業に充当するため募金活
動を推進する。

⑹ リウマチ関係団体が行う大会，講演
会等リウマチ対策の推進に寄与する
と認められる事業については後援，
協賛を行う。

⑺ リウマチケア専門職制度検討会を窓
口として，欧州リウマチ学会リウマ
チ専門ナース制度に関する情報交換
を積極的に行い，その浸透に助力す
る。

⑻ 時代のニーズを踏まえた事業が実際
の医療現場と連動して展開できるよ
う，賛助会員の相互理解や交流を深
める場として，法人賛助会員打合会
を開催する。

⑼ 会議出席者等の利便や管理運営の効
率化を図るため，主たる事務所を移
転する。
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※ 詳細等はホームページでご確認ください。

平成 27 年度 リウマチ教育研修会およびリウマチの治療とケア研修会 開催予定

リウマチ教育研修会

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道 ･
東北

10/12
（月・祝）

仙台市情報・
産業プラザ

東北大学病院／血液・免疫科
教授 張替 秀郎 先生

関東・
甲信越

9/6
（日）

高崎ワシントンホテル
プラザ

群馬大学大学院医学系研究科
大学院教授 高岸 憲二 先生

 東海・
北陸

11/1
（日）

福井市地域交流プラザ
国立病院機構あわら病院
院長 津谷 寛 先生

近　畿
平成 28 年
2/14（日）

なら 100 年会館
近畿大学医学部奈良病院
整形外科・リウマチ科
教授 宗圓 聰 先生

中国・
四国

8/23
（日）

ホテルグランヴィア
岡山

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
機能制御学講座人体構成学分野
准教授 西田 圭一郎 先生

九州・
沖縄

平成 28 年
2/7（日）

アルカス SASEBO
佐世保中央病院
臨床研修・研究統括部長
植木 幸孝 先生

リウマチの治療とケア研修会

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道 ･
東北

10/10
（土）

フォーラムアキタ
中通総合病院 整形外科
宮本 誠也 先生

関東・
甲信越

11/15
（日）

ステーション
コンファレンス東京

群馬大学医学部附属病院 整形外科
高岸 憲二 先生

 東海・
北陸

10/18
（日）

アクトシティ浜松
コングレスセンター

浜松医科大学医学部附属病院
免疫・リウマチ内科
小川 法良 先生

近　畿
10/25
（日）

奈良県新公会堂
奈良県立医科大学附属病院 整形外科
田中 康仁 先生

中国・
四国

9/27
（日）

広島市文化
交流会館

広島大学病院
リウマチ・膠原病科
杉山 英二 先生

九州・
沖縄

9/13
（日）

佐賀市文化会館
佐賀大学医学部附属病院
リハビリテーション科
浅見 豊子 先生

第 29 回日本医学会総会 2015 関西 疾患啓発イベント～分かちあう気持ち，支えあう笑顔～

リウマチ・ロコモ	予防フォーラム	市民公開講座開催

日　時：2015 年 4月5日（日）13 時〜 15 時

場　所：神戸国際会議場	３階	国際会議室

去る４月５日，当財団が主催する表題の市民公開講座が第 29 回日本医学会総会 2015 関

西の疾患啓発イベントの 1 つとして開催された。基調講演は元厚生労働大臣 坂口 力氏により

行われ（座長：越智隆弘 大阪警察病院院長 日本リウマチ財団 常務理事），パネルディスカッショ

ンでは，エッセイストの岡部まり氏のコーディネイトによって，パネラーを茅原聖治 氏（南海福祉専

門学校 非常勤講師），松原 司 氏（松原メイフラワー病院院長　日本リウマチ財団 理事），洪 

愛子氏 （日本看護協会 常任理事），神林泰行氏

（筑波大学附属病院薬剤部 副部長）が務めら

れた。

定員 300 名の会場には，「労働寿命とロコモ

予防」「ロコモ予防で，活き活き自分らしく」とい

うテーマに関心を持たれた一般の方々が集まり盛

況であった。
講演される元厚生労働
大臣 坂口 力 氏

開会の挨拶をする
越智隆弘常務理事

平成 27 年度　リウマチ月間・リウマチ月間リウマチ講演会　開催予定
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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 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 Immuno-Rheumatology Center 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・JCHO 湯河原病院リウマチ科 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

我がメンターのガイドライン

昨年末から，今年初めにかけて，リ

ウマチ分野における私のメンターであ

る二人の巨人が逝去された。七川歓次

先生，93 歳と，アメリカの ACR マス

ターの N. J. Zvaifler，87 歳である。七

川先生には，直接，ご指導を受けたわ

けでもなく，中之島リウマチセミナー，

日本リウマチ学会，日本リウマチ財団

ニュースでの対談などを通して，謦咳

に接し，いたく感ずることが多く，メ

ンターとして敬愛していた。カリフォ

ルニア・サンジエゴの Zvaifler のもと

では，３年間，研究の指導を介して，

臨床についての深い議論を何度も重

ね，彼一流の思考法に強い影響を受け

た。

比較的最近，別々の機会にだが，お

二人に，私が日頃疑問に思っていた質

問をしてみた。ほぼ同世代と言える日

米のリウマチのエクスパートが，ど

のようなお返事をされるのか，興味が

あったからだ。

「リウマチのガイドラインとはなに

か？」

また，「ガイドラインは誰のための

ものか？」

七川先生：「まあ，よろしいように

使われたらええがな。初学者や，門外

漢のためでっしゃろ。」

Zvaifler 先生：「診療のスタイルを

持っているおまえには，必要ない。エ

クスパートではないものが，迷わず生

物学的製剤を使いやすいように誘導す

るフローチャートだ。」

お二人とも，リウマチ治療には，ほ

ぼ徒手空拳の時代に，苦汁を舐めなが

ら，のたうち回って格闘されたにちが

いない。こうした歴史を経て本物の

アートを獲得されたのだと思われる。

われわれの世代は，豊かになった分だ

け，哀しいかな，そうしたタフさは持

ち合わせていない。ガイドラインが欲

しくなるはずだ。お二人とも，あの世

で苦笑されているに違いない。

（後藤　眞）

練馬光が丘病院 リウマチ内科

日本リウマチ財団事務所移転のお知らせ
日本リウマチ財団は平成 27 年 5 月24 日に下記へ移転します。
東京都港区新橋 5 丁目 8 -11　新橋エンタービル 11 階
Ｔｅｌ：03-6452-9030　Ｆａｘ：03-6452-9031

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。

・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。

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）

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。

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 27 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 61 年度，平成元年度，平成 4 年度，平成 7 年度，平成 10 年度，
平成 13 年度，平成 16 年度，平成 19 年度，平成 22 年度

申請受付期間 平成 27 年3月1日～ 5 月31日

平成 27 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

審査料 （申請時） ………… 1 万円
登録料 （審査に合格後） … 2 万円
登録有効期間  …………… 5 年間

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 27 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。

ノバルティス・リウマチ医学賞，日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞，
塩川美奈子・膠原病研究奨励賞受賞者決まる。

授賞式は，6月14日東京・丸ビルホールにおいて開催の「リウマチ月間・リウマチ講演会」
の場で行われます。

【平成27年度	ノバルティス・リウマチ医学賞】
安友	康二	氏・徳島大学大学院医歯薬学研究部生体防御医学分野 教授
リウマチ性疾患の病因，発生機序，あるいは画期的治療等に関する独創的な課題に取り組み，

自然科学の発展に大きく寄与した研究を顕彰する。

【平成27年度	日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞】
橋本	博史	氏・順天堂大学名誉教授
永年にわたりリウマチ性疾患にかかわる医学教育を通じ，わが国のリウマチ学の進歩・発展に

著しく貢献された方を顕彰するものである。
※ 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター名誉所長であった故柏崎禎夫氏の

遺志により創設。

【平成27年度	塩川美奈子・膠原病研究奨励賞】
藤尾	圭志	氏・東京大学医学部附属病院アレルギー・リウマチ内科 講師

【平成27年度	日本リウマチ財団リウマチ福祉賞受賞者】
石垣	成子	氏・あすなろ会（若年性特発性関節炎親の会）理事（事務局担当）
永年にわたる社会的救済活動を通じ福祉向上に著しく貢献した人に贈られるものである。

平成 27 年度リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続

財団ホームページ　リウマチ情報センター

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

国際学会におけるリウマチ性疾患調査・
研究発表に対する助成について

募集要項等詳細は財団ホームページをご覧ください。

平成 27 年度 リウマチケア専門職制度研修会
■日時：平成 27 年 8 月2 日（日）　◎要事前申込
■場所：大崎ブライトコアホール　東京都品川区北品川 5-5-15　大崎ブライトコア 3 階
■単位：リウマチケア看護師 6単位，リウマチ財団登録薬剤師 6単位※ ※参加実績は2回となります。
詳細等は財団ホームページに掲載します。

日本及び欧州におけるリウマチ外科の進歩向上及び人的交流の促進を図ることを目的として，
平成 11 年より始まった日欧リウマチ外科交換派遣医。今年度は下記 2 名が 8 月下旬より欧
州４か国にて派遣研修の予定です。

欧州派遣医 所属等
蛯名 耕介 大阪大学医学部整形外科助教
櫻庭 康司 国立病院機構九州医療センター整形外科リウマチ科医師

平成 27 年度日欧リウマチ外科交換派遣医決まる


