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135 号の主な内容
●	 平成 27 年度	
公益財団法人日本リウマチ財団	
法人賛助会員打合会

●	 いまさら聞けない慢性運動器疼痛	
第10 回	スポーツ障害，オー
バーユース障害

●	 シリーズ	リウマチ人
	 道後温泉病院	常勤顧問
	 高杉	潔	氏　前編 （次ページ下段に続きます）

のほとんどが長頭側の腱である上腕二頭筋長
頭腱で発生する。長頭は，肩関節前面にある，
上腕骨の結節間溝を通過し，上腕骨頭に沿っ
て約 90 度曲がって肩甲骨の関節窩上部に付
着する。短頭は肩甲骨の烏口突起に付着す
る。こういった走行上の特性から，長頭は上
腕骨と接触しやすく，炎症が起こりやすいとさ
れている。特に重量物をよく持つ仕事の人な
どにみられる。症状としては結節間溝の圧痛
や，腱板炎と類似の症状を来すことも多くみら
れる。上腕二頭筋腱炎では，オーバーユース
などにて炎症が起きることで，肘を屈曲したり，
物を掴んだりするときや挙上時や外旋を行う投
球動作等での痛みや，夜間痛などが発症す
る。上腕二頭筋長頭が断裂した場合，断裂
直後は肩から上腕にかけて痛みがあり，痛み
は数日で軽減するが，断裂部やその遠位部に
皮下出血や腫脹がみられ，また，断裂したこと

により筋腹が遠位に移動してしまう。力こぶが
肘近くに来てしまい，いわゆるpopeye sign（ポ
パイ徴候）と言われる。図 1の誘発テストによ
り診断できる。

石灰沈着性腱板炎

上腕二頭筋長頭腱炎と鑑別すべき疾患とし
て，石灰沈着性腱板炎を挙げておく。石灰沈
着性腱板炎は，腱板にピロリン酸カルシウムと
いう石灰成分が沈着し，それが誘因となって
急性炎症が発生する。急性炎症とともに肩に
激痛が生じ，肩関節の運動時痛や安静時痛
を生じる。他の疾患とは容易に鑑別可能であ
る。急性期には消炎鎮痛薬の投与とステロイ
ド関節内注射が有効とされている。シメチジン
が有効であるというデータもあるが，明らかで
はない。石灰成分は自然吸収されることが多
いが，仮に残存しても無症状例が多い。つま
り画像上，石灰沈着性腱板炎が存在していて
も症状がないことも多く，かなりの激痛と発赤
など炎症所見が強い点が上腕二頭筋長頭腱

炎とは異なり，注意が必要。医師は画像所見
を見てしまうとそれに診断が引きずられてしまう
ことが多いが，きちんと問診・触診・視診を行
うことが重要である。

上腕骨外側上顆炎（テニス肘）

上腕骨外側上顆炎は「肘外側の有痛性
の障害」で，「肘外側部痛を呈する疾患群の
ひとつ」とも捉えられている。通称テニス肘。
一般に，腱付着部への慢性的な運動の繰り返
しが引き起こす「伸筋群（腱）起始部の障
害である」と考えられている｡ 一方，肘関節
内側に痛みが現れるのが上腕骨内側上顆炎

（通称ゴルフ肘）。内側上顆炎も外側上顆炎
も，腱付着部への過度の運動がストレスとなっ
て発症するが，その多くは外側上顆炎で，内
側上顆炎の頻度は高くない ｡ スポーツ障害と
されているが，実際の臨床ではスポーツが関
係するのは 5％以下で，スポーツとは特に関係
のない一般人，特に 30 〜 50 歳代や高齢者に
も多くみられる。
●診断

肘の外側上顆周辺に圧痛があり，疼痛誘発
テストが陽性ならテニス肘と診断する。
・トムゼン（Thomsen）テスト：手関節の抵

抗下進展テスト。握り拳を作らせ中手骨を
掌屈するように力を加える。（屈曲位の手関
節に抵抗を加えながら背屈を強制）。

・チェアテスト：肘・手関節伸展・前腕回内位

上腕二頭筋長頭腱炎

上腕二頭筋は長頭（外側側）と短頭（内
側側）の 2 頭からなり，この筋の炎症や断裂

平成 27 年度の法人賛助会員打合会が12月 8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，チーム医療の強化を視野に入れた
教育研修事業の対象の拡張，法人事務所の移転，ホームページの改訂など，財団の最
近の活動状況を報告した後，当財団常務理事の西岡久寿樹氏と，東京大学大学院医学
系研究科免疫学教授の高柳広氏がそれぞれ講演を行った。

当財団から賛助会員に望む役割とし
て，（1）教育研修会の開催・告知への
協力，（2）製剤の有効性，安全性に関
する情報収集と情報提供，（3）希少難
病に対する治療薬の開発と適応拡大の
検討などが挙げられる。このうち（3）
については，当財団と賛助会員企業
MR との緊密な情報交換が必要であり，
当財団としては，賛助会員の積極的・継続
的な関与を望んでいる。また，この目的の
ために専用の窓口を設ける用意がある。

一方，賛助会員が当財団に求める役割と
して，数多くの要望が寄せられている。（1）
リウマチ性疾患（特に指定難病）の病因・
病態・症状などの情報収集と情報提供，（2）
臨床医（登録医）・看護師・薬剤師への各
種調査協力の呼び掛け，（3）医療従事者・
患者への製剤の有効性・安全性情報の普及，

（4）各種製剤についての情報集積と情報提
供など。（1）については，当財団としては，
情報をデータベース化し，さまざまな情報開
示の請求に即応できる態勢の構築を目指す。

（2）については，賛助会員企業の求めに積
極的に応じ，（3）は，今後さらに組織立っ
た動きが必要と考える。（4）各種製剤の情
報は，われわれ自身が常に欲しているもので
もあるため努力していく。

西岡氏は，この他にも数多く寄せられた
賛助会員の声を紹介した後，当財団の教育
研修活動についての検討課題を示し，最後
に，賛助会員との連携のあり方を模索する
ことが当面，当財団の最も重要な取り組みと
なるべきだと述べて，講演を結んだ。

講演1
法人賛助会員と連携したリウマチ性疾患の
教育研修事業推進体制の確立に向けて
演者：西岡	久寿樹	氏

公益財団法人日本リウマチ財団 常務理事
東京医科大学医学総合研究所 所長
座長：岡田	正人	氏

聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology 
Center センター長
日本リウマチ財団では昨年，当財団の法

人賛助会員である製薬企業等の関係者を対
象に，当財団と法人賛助会員との望ましい
連携のあり方を探るためのアンケート調査を
実施した。西岡久寿樹氏は，アンケートを通
じて寄せられた賛助会員の声を紹介しなが

ら，当財団が今後果たすべきミッションと具
体的な事業展開の方向性，特に，当財団の
教育研修事業に賛助会員の声をどのように
反映させ，いかに両者の連携を図るべきか
について，見解を述べた。

近年のリウマチ医療の発展に伴い，当財
団には，「ブロック別地域リウマチ対策協議
会」の設立，「幹事医療機関」の選定ととも
に，「人材育成」という重大なミッションが
課せられている（図 1）。訪問看護・ケアが
比較的大きなウエイトを占めるリウマチ医療
においては，薬剤の説明，投薬指導などを
有効に実施できる在宅ケア要員の確保が課
題であり，特に過疎化が進行している地域
で，そのような人材が求められている。

挨拶を述べる
髙久史麿代表理事

座長を務める
岡田 正人氏

講演する
西岡久寿樹常務理事

（次ページに続きます）

三木 健司 氏
大阪大学大学院医学系研究科疼痛医学 准教授

早石病院 疼痛医療センター センター長 

スポーツ障害，オーバーユース障害は必ずしもスポーツを日常的に行っている人のみ
に起こるものではない。高齢者では基礎体力が落ち，日常生活の中での筋力低下や運動
不足から通常の日常生活動作でも発生するケースが多く見られる。高齢者も含め，付着
部を診察することが運動器疼痛の治療の一環として重要である。
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講演2
リウマチ性骨関節疾患を対象とする
生物学的製剤の進歩と骨免疫学について
演者：高柳	広	氏

東京大学大学院医学系研究科免疫学 教授
座長：松原	司	氏

公益財団法人日本リウマチ財団 理事
松原メイフラワー病院 院長

高柳広氏は，関節リウマチにおける炎症
性骨破壊の研究を通じて，骨代謝と免疫系
の相互作用を解明し，“骨免疫学”の確立に
寄与してきた，この分野におけるパイオニア
の一人。本講演では，骨免疫学の成立につ
ながった骨破壊研究史の要点と，各種の骨
関節疾患における骨破壊のメカニズムに関す
る最新の知見，また，そこから構想されて
いる疾患治療戦略の概略を紹介した。

骨代謝は，破骨細胞による骨吸収と骨芽
細胞による骨形成とのバランスにより維持さ
れ，このバランスの崩れから，骨粗鬆症，
関節リウマチ，大理石骨症などの骨関節疾
患が生じる。破骨細胞の分化を誘導する因
子として，“RANKL”が早くから見出されて
いたが，当初，RANKL からどのようなシグ

ナル伝達経路を経て破骨細胞の運命が決ま
るのかは不明であった。その解明の途上，
破骨細胞の制御には，RANKL 以外にも，
免疫系のさまざまな分子が関与していること
が判明し，ここに骨代謝メカニズムの骨免疫
学的探究の端緒が開かれた。その後の研究
を通じて，造血系細胞と造骨・破骨細胞とは，

「骨免疫系」として一体のものととらえたほ
うが適切であることが一層明らかになってき
た。

骨組織において，機械的ストレスを受け
た骨細胞が，どのようにして骨芽細胞と破
骨細胞を制御するのかという問題も長らく未
解明であったが，最近，骨細胞が産生する

“Sema3A”が，骨吸収を抑制すると同時に
骨形成を促進する働きを持つことがわかった

（図 2）。一方，破骨細胞が産生する“Sema 
4D”は骨芽細胞の骨形成を抑制することが
明らかになっている。現在，これらのサイト
カインの働きを模倣または拮抗する分子を導
入する，新しい骨粗鬆症治療法の研究も進
められている。

高柳氏は続いて，関節リウマチなどの自
己免疫疾患で中心的な役割を果たす免疫細
胞として“Th17”が注目され，その働きを

中心に自己免疫性炎症の発症機序の骨免疫
学的解明が進められている現状を紹介。最
後に，高柳氏は IgG 免疫複合体の骨に対す
る作用メカニズムなど最先端の研究の一端

を披露し，関節リウマチ治療の進歩に直結
する多くの研究成果が期待される骨免疫学
の近未来展望を示した。

（文責編集部）

平成 27 年度 法人賛助会員打合会
続き

いまさら聞けない慢性運動器疼痛 続き

図 1　日本リウマチ財団のミッション

リウマチ相談センター運営
地域別医療機関などの情報提供

患者会との連携
各種講演会開催

法人賛助会員

日本リウマチ財団

幹事医療機関

リウマチ登録医
リウマチケア看護師
リウマチ登録薬剤師

人材育成

かかりつけ医
受診

地域中核
リウマチ

医療機関受診

ブロック別
地域リウマチ
対策協議会

診療連携

Osteoclast

図 2　Semaphorin 3A の骨保護作用
Sema3A inhibits bone resorption but increases formation at the same time.
This can be called ‘uncoupling’ function

Hayashi M, et al: Nature 485（7396）; 69-74, 2012 より作図
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Sema3A

座長を務める
松原 司 氏

講演する
高柳 広氏

でいすを持ち上げる。
・中指進展テスト：肘・手関節伸展・前腕回

内位で進展させた中指に抵抗を加える。（リ
ウマチ財団ニュースNo.129 号参照）

●症状
手を使ったときに肘ないし前腕の橈側に（肘

外側から前腕にかけて）生じる痛みが主症状

である。ドアノブを捻る，タオルを絞る，回内位
で物を持ち上げる，掃き掃除をするなどで痛
みが出現する。多くの場合，安静時の痛みは
ない。伸筋群（腱）起始部に繰り返して牽
引力が働くような動作，つまりオーバーユース
が原因となる。必ずしもテニスが原因ではなく，
肘に負担がかかるスポーツや仕事，生活習慣
などによる力が過度に蓄積されて引き金になる
とされている。また，加齢による伸筋群（腱）
起始部の変性も一因と考えられている。

●治療
上肢の安静を原則

に，まず保存療法を
試みる。保存療法が
無効な場合，手術療
法を考慮する。

・テニス肘バンド，サ
ポーターを装着するこ
とで，該当する腱付
着部のやや遠位（上
腕骨外側上顆の約 2 
横指遠位部）を圧迫
し，伸筋腱起始部に
かかる牽引力を減ら
し，疼痛を緩和する。

 ・原因となったスポーツや労働を制限し，上肢
の安静をとるよう促す。

 ・疼痛を誘発する肢位をとらないように指導する。
 ・物を持つときは関節伸筋起始部に負荷がか

からないように，回外・屈曲，すなわち手の
ひらを上に向けて（手関節回外位）持ち
上げる，手・肘関節を同時に伸展する動作
を避けることなどを指導する。

 ・伸筋腱のストレッチを指導する。

ドケルバン病（狭窄性腱鞘炎）

長母指外転筋腱と短母指伸筋腱が，橈骨
茎状突起部と伸筋支帯に絞扼されて発生す
る。女性に多い。フィンケルシュタインテストに
て診断する（図 2）。治療は安静にすること
のほか，ステロイド腱鞘内注入，手術が行わ
れることもある。

ジャンパー膝

ジャンパー膝は「ジャンプ動作（膝伸展動作）
を繰り返す運動によって生じる膝伸展機構の
障害」で，広義には大腿四頭筋腱や膝蓋骨

の障害を含むが，狭義には膝蓋靭帯炎のこと
を指す。日常診療でよく遭遇するスポーツ障
害のひとつで，典型的ないわゆる“オーバー
ユース障害”である。

膝伸展機構の障害には，ほかにオスグッド・
シュラッター病＊1，分離膝蓋骨＊2，シンディング
ラーセン・ヨハンソン病＊3 などがある。
＊1オスグッド・シュラッター（Osgood-Schlatter）病：大

腿四頭筋の過度の牽引による膝蓋腱脛骨付着部の裂

離損傷である。12 〜 13 歳前後の男子に好発する｡
＊2 分離膝蓋骨：膝蓋が 2 〜数個に分かれている状態

である。疼痛があるものを有痛性分裂膝蓋骨という。

10 歳代男子に好発する｡
＊3シンディングラーセン・ヨハンソン（Sinding-Larsen-

Johansson）病：膝蓋腱の膝蓋骨起始部が慢性の

機械的刺激を受けて，骨化異常をきたす疾患である。

10 〜 12 歳前後の男子に好発する｡

●病因・病態
反復するジャンプ動作や蹴る動作によって引

き起こされる膝蓋腱付着部の炎症や変性を基
盤とした病態を示す。

原因として，①膝蓋腱の柔軟性低下，②膝
蓋腱の微小断裂，③滑膜組織の反応，④神経
組織の過敏症などが挙げられている｡
●症状

主症状は膝蓋腱の主に近位端の骨付着部
の疼痛。症状は緩除に進行することが多く，
慢性的に経過する。
●診断

症状と画像検査結果をもとに診断する。
膝蓋骨上・下極，脛骨粗面の疼痛・圧痛が

特徴的。症状が長期にわたれば大腿四頭筋
の筋力低下や膝くずれなどを呈することがある。

疼痛の高位は①大腿四頭筋の膝蓋骨付着
部，②膝蓋腱の膝蓋骨付着部，③膝蓋腱の
脛骨粗面付着部に分類（Blazina 分類）され，
そのうち最も多いのが膝蓋腱の膝蓋骨付着部
の痛みである。
●身体所見
	・X 線：膝蓋腱の明瞭な描出は困難である。

図 2　ドケルバン病の診断テスト

フィンケルシュタインテスト
母指を図のように小指側に牽引したときに痛みが強くなることで診
断する。

会場の様子

図１　上腕二頭筋長頭腱炎の誘発テスト

Yergason test
上腕二頭筋長頭腱が結節間溝に
安定しているか，肘を90 屈゚曲位
で患者の肩を外旋させ（患者自身
は内旋方向に力を出している），同
時に肘を下方に牽引する。二頭筋
腱が結節間溝からずれると痛みを
訴える。筋抵抗テストの１つ。

Speed test
肘伸展・前腕回外位で前方挙上
する際，下方に検者が抵抗を加
える。

表1　ランニング障害の診断

障害 圧痛部位
鵞足炎（鵞足滑液包炎） 鵞足の動きに合わせて移動
膝蓋下脂肪体炎（Hoffa 病） 膝蓋腱両サイド（膝伸展位）
膝蓋軟骨軟化症 膝蓋骨内側裏面

腸脛靭帯炎 大腿骨外側上顆部大腿骨大転子部と外
顆部

変形性膝関節症 内側関節裂隙
有痛性分裂膝蓋骨 膝蓋骨分裂部
シンスプリント

（過労性脛部痛） 下腿中 - 遠位後内側に10cm 前後の長さ

腓骨筋腱炎 足部立方骨のくぼみ
慢性労作性下腿区画症候群 下腿前方部
アキレス腱炎・周囲炎・付着部炎 筋腱移行部・腱部・付着部

足底筋膜炎 足底腱膜，とくに付着部の踵骨隆起内
側突起

疲労骨折 後内側の近位から遠位の広い範囲に生
じ，ピンポイントの狭い圧痛点が特徴的

・大腿骨骨幹部疲労骨折 大腿骨内側
・中足骨疲労骨折 骨幹部背内側

山口 徹ほか（編），大西純二（著）：『今日の治療指針2012年版 デスク判』医学書院; 927, 2012より作成
（4 ページに続きます）
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X 線所見に通常異常はみられないが，骨棘
や石灰化が認められることがある。
	・MRI：肥厚した膝蓋腱の描出に有用である。
	・超音波：低エコーでリアルタイムに腱の形態，

動態，血流，組織弾性を評価できる。診断・
病態把握に有用である。

●物理療法
 ・入念なウォームアップとストレッチ（大腿四頭筋，

ハムストリング）が，柔軟性改善に有用である。
 ・運動後のアイシングが有用である。除痛効

果や腱内への新生血管に対する血管収縮
作用と，それによる腫脹の抑制が期待される。

ランニング障害

ランニング障害とは「ランニングという反復性・
持続性の外力によって組織に生じた損傷」と
定義される。1 回の外力で組織が損傷するス
ポーツ外傷と異なり，ランニングという動作の繰
り返しによって少しずつ損傷が蓄積して発生
する慢性の下肢過労性障害，いわゆる“オー
バーユース障害”である。

ランニング障害はさまざまなスポーツや高齢者
にも発症する。圧痛点が特徴的であり，表 1
に見られる部位の圧痛から診断が可能である。

アキレス腱炎・
アキレス腱周囲炎

アキレス腱周囲の疼痛・腫脹を呈する。
アキレス腱自体が炎症を起したものをアキ
レス腱炎とし，アキレス腱周囲のパラテノン

（paratenon）が炎症を起したものをアキレス
腱周囲炎とするが両者の鑑別は困難である。
スポーツ障害で発生することも多いが，膠原病
でのアキレス腱付着部炎であることもある。ま
た高齢者などはアキレス腱の変性などにより日
常生活動作程度でも発症する。問診なども重
要であるが，触診だけよりも，エコー所見を加
えることによりその病態をより正確に把握するこ
とができる。（図 3）

足底腱膜炎

足の裏には，足底腱膜と呼ばれる膜のよう
に薄く幅広い腱が，かかとの骨から足指の付
け根まで張っている。足底腱膜により足の縦
アーチを形成しており，体重や歩行の衝撃な
どを支えている。40 歳以降になると，足底腱
膜は変性を起こし，また歩行やランニングなど
スポーツでも障害され痛みの原因となる。また
踵骨に骨棘が発生するが，外科的手術は治
療成績が不良で通常行われておらず，消炎鎮
痛剤やステロイド剤の局所注入や湿布などが
行われている。2008 年からは体外衝撃波疼
痛治療が保険収載されている。いずれの治療
も治療効果はそれほど高くなく，ほぼ 9 割の人
は 1ヵ月から3 年以内に自然治癒する。足の
ストレッチをしながら，刺激を避けて自然治癒を
待つのが基本である。

付着部障害

腱や靭帯が付着するいわゆる移行部で，四
肢関節・脊椎に見られ，関節部では各種の腱
や靭帯の付着部や関節包の付着部位，脊椎
では前・後縦靭帯および椎間板周囲組織に
炎症が起こり，付着部の軟骨を破壊し，その
後に骨棘が形成される。診察の際に，全身の
疼痛関節やその周囲の腱や靭帯の解剖学的
位置関係を念頭に触診すると腫脹や圧痛，熱
感などを見つけやすい。

膠原病で付着部障害が主な疾患として強

リウマチ専門医の証言が望ましい。
・家族歴は，1 および 2 親等以内の家族に

限られる。
・家族歴の乾癬に関しては，既往歴と同様

の扱いがなされるべきである。
２, 典型的な爪の乾癬，爪甲菲薄化，点状陥凹，

爪甲下角質増殖が皮膚科医により観察され
ること。

３, 免疫酵素抗体法，もしくは比濁分析法によ
る血清リウマチ因子が陰性であること。ラ
テックス法による測定は除外する。

４, 末端の腫脹であるソーセージ様腫脹，もしく
はその既往が（リウマチ専門医により）観
察されること。

５, 骨新生が手足末梢関節近傍に（骨棘を除
く手足関節近傍の骨化）X 線像上みられ
ること。
・感度 91.4％　特異度 98.7％

いまさら聞けない慢性運動器疼痛 続き

直性脊椎炎，脊椎関節炎，乾癬性関節炎を
挙げておく。
● 強直性脊椎炎

主に脊椎・骨盤（仙腸関節）および四肢
の大関節を侵す慢性進行性の自己免疫性疾
患で，30 歳以前の若年者に発症し，頸〜背
〜腰殿部，胸部，さらには股，膝，肩関節など
全身広範囲に炎症性疼痛が拡がり，各部位
の拘縮（運動制限）や強直（運動性消失）
を生じることが多い。身体的のみならず心理
的・社会的にもQOL の著しい低下を招き，若
年者では就学・就労の大きな障壁となる。遺
伝的背景により，我が国の患者数は欧米に比
べ極めて少なく，医師の間でも十分に周知さ
れていないため診断が遅れがちとなり，初発か
ら診断までに平均 9.3 年を要している。

早期診断の指針としては，①徐々に発症す
る不快感，② 40 歳以下，③ 3ヵ月以上続く頑
固な腰痛，④関節リウマチ様の朝のこわばり，
⑤運動に伴って症状の改善をみる，⑥付着部
障害がある。

強直性脊椎炎の脊椎は，椎体が立方化
する。進行すると後期には有名な竹様脊柱

（Bamboo spine）となるが，それまでに年単
位の経過がかかり，3 分の 1 の症例にしか認
めないため，椎体の立方化の時点で診断を確
定させるべきである。発症の初期には，画像
所見や血液検査などでの異常が認められず，
本人の「痛み」や「こわばり」しか症状がな
いことが多い。腰痛を主訴とすることが多い
が，四肢の大関節の痛みなどを訴えることも多
く，注意が必要である。付着部障害も重要な
診断のポイントである。
● 脊椎関節炎

ヨーロッパ分類基準（表 2）にて診断される。
脊椎関節炎はその種類が多く，また症状が多
岐にわたることが多く，初期に診断することが
難しいことが多い。通常，脊椎関節炎は 45 歳
以下の男性に発症することが多いが，女性も
約 1 割以上認められる。脊椎関節炎は多数
の病態を含むもので，初期に確定診断すること
は困難である。しかし，初期症状として，背部
痛，腰痛，後頸部痛など軸性疼痛とともに，四
肢関節の痛みや付着部炎が先行する。近年，
MRI や関節エコーでの早期診断の試みがなさ
れており，関節炎や付着部障害がないかどう
か全身の関節を念入りに精査する必要がある。
● 乾癬性関節炎

乾癬性関節炎は，感染症患者に関節炎を
合併するものである。関節炎を伴う乾癬患者
は乾癬患者の 1.5％と欧米の約 5 分の 1 であ
る。好発年齢は 25 〜 35 歳，男女比はやや
女性に多いとされている。乾癬性関節炎の臨
床経過からは典型的な遠位指節間関節（DIP
関節）は 5％程度と少なく，非対称性の少関
節炎型が約 7 割と多く，関節リウマチに類似
した対称性・多関節型が約 1 割である。乾
癬患者での爪病変の発生率は高率で，爪病
変（油滴状退色，角化状爪甲剥離など）の

生じる割合は高く，点
状 陥 凹など軽 症の
変化を含め，爪の変
化を診た時には乾癬
の検索をすることが
必 要である。 皮 疹
部 位と関 節 炎の部
位は関連がないが，
DIP 関節の付着部炎

（enthesitis）を伴う。
診 断には X 線 撮

影 や MRI，関 節 エ
コーが有用である。特徴的な X 線所見として
は図 4の様な Mouse ears signを認める。近
年，関節エコーにて乾癬性関節炎の特徴的な
所見がエキスパートにより描出することができる
ようになり，より早期の診断が可能となりつつあ
る。（図 5）

最後に，CASPAR の分類基準における乾
癬性関節炎の診断について記載する。乾癬
性関節炎は関節炎，もしくは付着部炎を有す
る患者に限る（小中関節，脊椎）。次の 5 項
目を 1 項目1 点と計算し（ただし，乾癬が現
時点で存在している場合は 2 点と計算する），
3 点以上を乾癬性関節炎と診断する。
１, 既往も含めて乾癬があること，家族歴に乾

癬があること。
・皮膚科医かリウマチ専門医により乾癬と診

断された場合に限る。
・乾癬の既往も家族ないしは家庭医，皮膚科医，

全身の付着部を触ることや，さらに疑いがあるときに
はエコー所見を取ることによって，より正確な病態の
把握が可能である。高齢化社会となりスポーツしてい
なくとも日常生活のみでオーバーユース障害が発症し
ている。とにかく，患者さんが「痛い」と言うところ
は触ってみよう。電子カルテの画像ばかり見ていては
わからないこともたくさんあります。

表 2　脊椎関節炎（ヨーロッパ分類基準）

I . 炎症性脊椎痛 現在，炎症性背部痛（腰痛，背部痛，項部痛）があるか，その既往があり，
下記の中で少なくとも 4 項目が合致すること。

1, 3 ヵ月以上の持続　2, 発症が 45 歳未満　3, 発症が潜行性　4, 運動によ
る改善　5, 朝のこわばり

II. 滑膜炎 非対称性あるいは下肢に優位な関節炎を認める。あるいはその既往歴。

1, 家族歴：第二度近親者以内の家族に以下のいずれかを認める。
 ①強直性脊椎炎②乾癬③急性ぶどう膜炎④反応性関節炎⑤炎症性腸疾患
2, 乾癬：医師に診断された乾癬あるいはその既往
3, 炎症性腸疾患：X 線もしくは内視鏡にて確認されたクローン病もしくは潰

瘍性大腸炎，あるいはその既往
4, 左右交互の臀部痛：左右の殿部に交互に出現する疼痛，もしくはその既往
5, 靭帯炎：アキレス腱か足底腱膜の付着部位の自発痛または圧痛，あるいは

その既往
6, 急性下痢症：関節炎発病 1ヵ月前
7, 尿道炎，子宮頸管炎：関節炎発症前 1ヵ月以内に起きた非淋菌性尿道炎

あるいは子宮頸管炎
8, 仙腸関節炎：両側 2 度から 4 度，もしくは片側 3 度から 4 度の X 線所見

を呈するもの。
X 線所見の段階付け（0 度：正常，1 度：疑い，2 度：軽度，3 度：中等度，
4 度：強直）

脊椎関節炎の鑑別は困難なことがあり，注意が必要である。長期に渡る経過観察を必要
とすることもある。

図 5　乾癬性関節炎の関節エコー所見

乾癬性関節炎患者の中手指節 (MP) 関節エコー像
関節内にパワードプラシグナル陽性の炎症性滑膜が観察され，同部
位に骨びらんではなく骨新生が認められる。関節エコーによって軟部
組織と骨の状態が同時に観察される。

写真提供／大阪市立大学 整形外科　岡野 匡志先生

図 4	　乾癬性関節炎の画像評価

単純 X 線像にて末節足趾関節近傍における骨増殖（juxta-articular 
new bone formation）Mouse ear appearance（sign）がみられる。
それに対して，変形性関節症では Gull wing sign（かもめの翼）と
呼ばれる形態をとる。

資料提供／大阪南医療センター　辻 成佳先生

乾癬性関節炎
Mouse ears sign

変形性関節症
Gull wing sign（かもめの翼）

図 3　アキレス腱付着部炎のエコー所見

乾癬性関節炎 (PsA) 患者のアキレス腱付着部炎
アキレス腱の肥厚と腱周囲のパワードプラシグナルを著明に認める。

マラソンランナーに生じたアキレス腱付着部炎
アキレス腱のヒラメ筋側に部分断裂を示唆する腱線維の破綻とその
周囲にパワードプラシグナルを著明に認める（➡）。
滑液包（retrocalcaneal bursa）にも滑液包炎がみられる（＊）。

資料提供／大阪市立大学 整形外科　岡野 匡志先生

踵骨

＊

➡ ➡

＊
踵骨

踵骨

踵骨
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外交官志望から，医師の道へ

後藤：本日は尊敬する先輩，高杉潔先生の
お話を伺いたいと思います。先生が医師に
なり，リウマチを専攻するに至ったいきさ
つから教えてください。
高杉：私の父は，広島県の田舎で開業医を
していました。遅くに生まれた息子である
私は，高齢の父が身を削って医院を営む姿
を見ながら育ったので，医師という職業に
対して良い印象を持っていませんでした。
二つ上の兄が，父の母校である岡山大学の
医学部に入ったときは，「これで医師にな
らなくても済む」と胸をなでおろし，外交
官を目指して東京外国語大学の英米科に入
りました。しかし，私には東京が合わなかっ
た……。当時の私には，誰も彼もが上ばか
りを見ている印象の街で，隣にいる人への
気遣いや連帯が感じられなかったのだと思
います。１年後，おやじに泣きを入れて，
岡大の医学部を受験し直しました。
後藤：短期間の準備で，その年合格したと
は素晴らしいですね。
高杉：私にとっては挫折でした。今でも妻
には「あなたは医者しかできない男です」
と言われます。打って変わって，岡大では
とてものびのびと過ごせました。男声合唱
団を作って歌に明け暮れ，日本で 2 番目に
広いと言われたキャンパスでサッカーに興
じました。それでも，いつかはアメリカに
行きたいと思い続けていましたね。朝の
NHK ラジオや観光通訳のバイトで英語を
勉強しました。
後藤：外交官から医師に道が変わっても，
ずっと海外志向だったのですね。

リウマチ医療との出会い

高杉：一歩踏み出せたのは，卒業と前後し
て採用されたインターンシップでした。当
時は，横須賀／立川／座間に，ネイビー／
エアフォース／アーミーと，アメリカの病
院がありました。いわゆる野戦病院です。
私が勤めた横須賀では 16 人の同期がいて，
スーパーローテーションで全科を回りま
した。あのころはベトナム戦争の最中で，
4,000 人くらいを乗せた空母が戻ってくる
とものすごい人数の患者さんが押し寄せま
した。精神科をスタートに 3 つの内科・外
科・OBGYN と次々回されることで，随分
鍛えられましたね。36 時間勤務，手術も

すべて第一助手でした。全身を診るという
ことを叩き込まれて，それは今でもものす
ごく役に立っています。
後藤：1 年間のインターンシップのあと岡
山大学に戻って，血液・腫瘍を主戦場とす
る第二内科に入局されました。
高杉：ハードな職場で修練を受けて天狗に
なっていたというか，特にリウマチは舐め
ていましたね。ところが外来でリウマチ患
者さんを診察すると，最初はまったく分か
らなかった。ネイビーにはリウマチ患者さ
んがいませんでしたから。しかしながら，
このころにはもう“臨床オリエンテッド”
な男が出来上がっていました。私は患者さ
んの関節に変形が始まったら手術に委ねる
のではなく，その前こそに手を打つべきだ
と思いました。リウマチ患者さんが気の毒
でした。彼らをなんとか良くしたいと，内
科医の視点から関節を診ることに取り組ん
で 2 年くらい経ったころ，アメリカのイ
エール大学にフェローとして送られ，リウ
マチの診療を行う機会を得ました。
後藤：まだ，ACR のできる前のアメリカ
ですね。
高杉：そう。当時のアメリカの医師は，イ
ギリスで修練を受けてきた方たちでした。
臨床系のクリニカルプロフェッサーなど
は「イギリスで教わったことを今度は日本
人に教えるんだ」と口癖のように言ってい
て，関節穿刺に，関節液の検査に，と私を
上手に使ってくれました。1 年の予定だっ
た留学期間が 3 年に延び，ACR の前身
に あ た る ARA（American Rheumatism 
Association）という学術集会で研究発表
も行い，とても充実した期間でした。「あ
あ，やはり私はこの疾患を診なくてはいけ
ない」と確信しましたね。
後藤：そして，日本の患者さんの元に戻ら
れました。
高杉：当時の日本の医学界は「専門はリウ
マチです」と言うと嘲笑が起こるような雰
囲気で苦労もありましたが，なにはともあ
れ，帰国後の私はリウマチの診療ができる
医師になりました。

帰国後の研究・教育活動

後藤：帰国後のことについて聞かせてくだ
さい。高杉先生といえば，AA アミロイドー
シスの基礎研究や臨床研究で知られていま
す。
高杉：AA アミロイドーシスは当院の奥田

恭章医師（現・道後温泉病院リウマチセン
ター院長）のライフ・ワークで，彼の頑張
りでここまでの仕事ができたのです。印象
深 い の は，Juvenile Idiopathic Arthritis

（JIA）の AA アミロイドーシスの重症例
を，当時治験中だったトシリズマブの投与
によって救った一例です。ショートレポー
トにして『A&R』に投稿したところ，ア
クセプトされました。AA アミロイドーシ
スにはトシリズマブが効くと認知され，そ
の後の治療が方向づけられるきっかけに
なったと思います。私自身も，この効果を
解明するために基礎的な研究を積み重ねま
した。また 94 年と 97 年は ACR で口演を
していますが，94 年の内容は AA アミロ
イドーシス患者 124 例の臨床研究でした。
AA アミロイドーシスは今でも診療してい
ますが，生物学的製剤の普及が進んだ今で
はかなり患者数が少なくなっていますね。
後藤：1983 年に道後温泉病院の院長に就
任し，現在は常勤顧問の職にあるわけです
が，同院では内科医／整形外科医／リハビ
リテーションスタッフが共同で診療に当た
るチーム医療体制を，いち早く提唱しまし
た。
高杉：温泉病院の初期には 2 年後輩の整形
外科医と組みましたが，彼もハードな職場
を渡り歩いてきた医師で，お互いに内科医
とか整形外科医とか関係なく臨床のことは
すべてやるという姿勢で始めることができ
ました。もちろん医局は一つ。「リウマチ科」
という形で束ねたということが，すべてに
つながっているわけです。温泉病院では若
手リウマチ医の育成にも重点を置いて来ま
したが，このチーム医療が構築されている
と，内科医と整形外科医が寄ってたかって
若手を鍛えますから。若手の育成という点
では，私は病院内だけでなく全国をめぐっ
て問診や関節所見の取り方など診察の基本
を教えています。検査に頼って患者の関節
に触らない若い医師が増えていますが，「関
節所見の取り方」のセッションに RA 患者
さんに臨席していただき，実際の手掌での
所見の取り方をデモすると，彼らは，「こ
れが腱鞘滑膜炎なんですか！　ああ，これ
なら本当に良くわかります」と感激します。
その様子を見ると，たとえ私自身は“一粒
の麦”に過ぎなくても，続けていかなくて
はならないと感じます。私のあとで多くの
専門医が実を結んでくれたら……と思うの
です。
後藤：ジードの『一粒の麦もし死なずば』＊

ですか。高杉先生は喋りがお上手で，「面
白かった。参加費を払ってむしろ儲かって
しまった」と参加者に思わせる牽引力をお
持ちです。医学界には稀有な才能です。
＊フランスの小説家，アンドレ・ジードの自伝。

タイトルは新約聖書のキリストの言葉「一粒の

麦もし地に落ちて死なずば，ただ一つにてあら

ん，死なば多くの実を結ぶべし」に由来する。

ACRマスター授与の背景に
あったもの

後藤：「ACR マスター」は ACR の 65 歳
以上の会員を対象とした，いわば「名誉会
員」資格です。正会員 2 人以上からの推薦
を必要とし，ボード・オブ・ディレクター
たちから本領域に対する長年の尽力が認め
られて授与されます。高杉先生の受賞時の
エピソードをぜひ教えてください。
高杉：ACR マスターを頂いたときのこと
をお話しするにあたっては，その前に，
Stephen E Malawista について語らない
といけません。私の師です。イエールに
留学した当初，実は私のボスは別のドク
ターでしたが，翌年オックスフォードへ
行ってしまいました。そして残されたの
が，Dr. Malawista と，私のようにリウマ
チ領域を学ぶために各国から集まったフェ
ローたちでした。Dr. Malawista は，その
研究で，コルヒチンの薬理作業で細胞の
microtubule がゾルからゲルになって動き
にくくなった状態が chemotaxis を抑える
のだということを画像的に示し，『Science』
誌のトップ記事を飾りました。それだけ
ではなく彼の業績は多方面に渡り，Yale 
Rheumatology というものを作り上げまし
た。口幅ったい言い方をすれば，私も日本
人ならではの真面目さで彼を手伝い，Yale 
Rheumatology の立ち上げに一役買いまし
た。だから，彼は私がアメリカを去ったあ
とも，非常に大事にしてくれたのだと思っ
ています。

Dr. Malawista は名前から想像できるよ

トリシズマブの治験に際しては，参加医師の関節評価の
すり合わせのため，高杉氏の関節所見の取り方を収め
たDVDが作成された。

高杉氏が関節診察法の指南を担当した，日本リウマチ
財団のeラーニングプログラム。登録医は財団HPからイ
ンターネット版も視聴できる。
http://www.rheuma-cme.org/

高杉潔氏といえば，日本に 2人しかいないACRマスターを授与された国際派
のリウマチ医である。昭和 40年代から米国に渡り診療に従事したことで，世界
各国のリウマチ学の権威をメンターに持ち，その経験と知識は，本邦のリウマチ
医療にも大きな影響をもたらした。本誌の後藤眞編集委員長を聞き手とした今回
のインタビューでは，リウマチ医療の今後について意見が交わされる中で，高杉
氏の問診の“技”や驚きのアイデアも披露された。

聞き手　後藤　眞 編集委員長　練馬光が丘病院 リウマチ内科 

道後温泉病院 常勤顧問　高杉 潔 氏

ACR マスターと考える，
リウマチ医療の未来

題字・仲村一郎 編集委員
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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者・報告書

米国リウマチ学会（ACR2015）
公益財団法人日本リウマチ財団国際学会派遣医師報告書
於 2015 年 11月6日〜 11日　米国	サンフランシスコ

茎田	祐司
京都府立医科大学大学院医学研究科	免疫内科学

この度は，ACR の年次集会でポスター発表を行った。発表内容は，当科で行った臨床試
験 MIYAKO study（両手 MRIを用いたアバタセプトの関節リウマチに対する有効性評価）
の結果を解析したものだった。MRI は関節リウマチの炎症（滑膜炎，骨炎）を視覚化し，さら
に骨びらんを高い感度で検出する能力を持つことから，近年関節リウマチの診断や治療評価
に多く使われるようになった。今回，T 細胞活性化阻害というユニークな作用機序をもつアバ
タセプトを用いてその有効性をMRIで評価を行った。アバタセプトによる12ヶ月間の治療によっ
て，滑膜炎と骨炎を著しく改善し，骨びらんは悪化しないという結果を得ることができた。さらに
13% の患者で骨びらんの修復も認められた。また，今回の MIYAKO study では，片手 MRI
を用いていた過去の生物学的製剤の薬効評価試験とは異なり，両手 MRIを評価に用いたこ
とが特徴だった。サブ解析で，両手の滑膜炎スコア，骨炎スコアは SDAIと有意に相関して
いることが判明した。片手の滑膜炎スコア，骨炎スコアも一部で SDAIとの相関がみられたが，
両手によるスコアの方がより相関が高い傾向にあった。実際，両手 MRI の MIP （maximum 
intensity projection）画像は，両手の滑膜炎を直観的に把握することができ日常診療に非
常に役立つ。このことから，両手 MRI は RA の疾患活動性を把握するのに非常に優れた画
像モダリティと言える。

今回の ACR は自身初めての国際学会での発表で多少の緊張もあったが，海外のドクター
からも質問をいただくなど大変貴重な経験となった。また，リウマチ学最高峰の学会に参加し，
世界中の医師，研究者と共に学ぶ機会を得たことも大きな財産となった。今後は今回の学会
で得た知識やモチベーションを糧にして研究，臨床に邁進していきたいと思う。

細野	祐司
京都大学医学部附属病院	免疫・膠原病内科

この度私は，「The clinical features of recurrence among anti-Melanoma differentiation-
associated gene 5 antibody positive interstitial lung disease patients.」の演題について発
表した。皮膚筋炎（DM），多発性筋炎（PM）は厚生労働省によって特定疾患に指定され
ている膠原病で，高頻度に間質性肺炎（ILD）を合併する。特に筋症状を伴わない，もしく
は乏しい皮膚筋炎（ADM）症例では特に抗 MDA5 抗体陽性症例で高頻度に急性進行性
間質性肺炎を合併し，治療抵抗性を示し致死的な転帰をたどることも少なくない。

シクロフォスファミドを中心として副腎皮質ステロイドや免疫抑制剤を用いた強力な治療によ
り生命予後は改善してきたが，急性期を乗り越えた患者さんに対して予後予測を行い，どのよ
うな治療を行うべきかについてはいまだ明瞭ではない。そこで今回私は京都大学医学部附属
病院免疫・膠原病内科で精査加療を行った抗 MDA5 抗体陽性 CADM-ILD 症例について
再燃の頻度や再燃症例群の特徴について解析を行った。その結果，ILD の再燃を認めた群
では非再燃群と比較して治療開始前のリンパ球数が低く，シクロフォスファミド総投与量が少な
いことが明らかになった。

抗 MDA5 抗体が欧米でも非常に関心が高く，従来考えられている以上に高頻度に ILD 合
併症例を認めることや，治療方針について一定の基準がなく寛解後の維持療法についても不
明確であることから，今回の発表では特に初期治療や外来における維持療法について質問が
集中した。また，PM/DM 症例で高頻度に検出される筋炎特異的自己抗体の頻度の地域に
よる差異についても質問があり，人種間での病態や治療反応性の差異が認められる可能性に
ついても議論となった。

今回の学会参加による成果として，本発表内容および学会場での議論を踏まえて論文化し
て投稿を予定している。また，今後臨床的側面から基礎研究への発展へとつなげられることが
出来ればと考えている。

向井	知之
川崎医科大学	リウマチ・膠原病学

今回私は，“Tankyrase regulates osteoclastogenesis via SH3BP2 expression”とい
う演題でポスター発表を行った。

以前に我々はアダプター蛋白 SH3BP2 が破骨細胞分化や関節炎の病態に関与し，その
発現量の増加および低下はそれぞれ炎症性骨破壊を促進 / 抑制することを報告してきた。そ
れら一連の研究で，SH3BP2 が関節炎などの炎症性骨破壊の治療ターゲットになり得ること
を示してきた。最近，SH3BP2 蛋白が poly（ADP-ribose） polymerase であるTankyrase
により分解されることが報告された。Tankyrase の破骨細胞における役割は十分に明らかにさ
れておらず，本研究は Tankyrase の破骨細胞分化における役割について Tankyrase 阻害
剤を用いて検討した。

解析の結果，Tankyrase 阻害剤（IWR-1, XAV939）はマウス初代骨髄由来マクロファー
ジおよび前破骨細胞株 RAW264.7 細胞において，RANKL および TNF 誘導性の破骨細
胞分化・活性化を著明に亢進した。その機序としては，細胞内の SH3BP2 蛋白の増加と，
NFATc1 の核移行の亢進が確認され，過去の我々の既報と合わせ，SH3BP2 が仲介する
細胞内シグナル活性化による破骨細胞分化亢進機序が示唆された。Tankyrase 阻害剤はそ
の Axin 蛋白調節作用から以前よりWnt 阻害剤として知られている。今回 Tankyrase 阻害剤
とWnt 阻害剤を比較検討したところ，Wnt 阻害剤では破骨細胞分化促進作用は確認できず，
Tankyrase 阻害剤によるSH3BP2 発現量増加が破骨細胞分化に関与することが示唆された。

ポスター会場では多くの骨・関節炎研究者と意見を交わすことができた。そこでは，どの
ように Tankyraseをターゲットに治療応用をしていくのか，という点に多くの質問が集まった。
Tankyrase の活性をどう調節するのか，実際に Tankyrase の活性をあげるとどうなるのか，等。
それらは現在取り組んでいる実験課題であり，今後の研究で明らかにしていきたい。関節リウ
マチなどの骨・関節疾患に対しTankyrase/SH3BP2をターゲットとした治療応用ができるよう，
引き続き研究を進めていきたい。

 （編集部によって一部改変）

うに，旧ソ連系のユダヤ人です。ワイン好
きの美食家であり，奥方はプロのシンガー
でした。ACR の会期が近づくと，必ず私
に連絡をくれて，「今回は × 日に会長招宴
がある。連れていくから，滞在先を連絡
しなさい」と。彼の周りは大物ばかりで，

日本人はいつも私 1 人でした。
そんな Dr. Malawista ですが，
亡くなる 3 〜 4 年前からご自
身で死期が近いと感じたのか，
毎年，「おまえを ACR マスター
に推薦する」と私に話すよう
になりました。私はありえな
いことだと思いました。推薦
を受けることができたとして
も，ボード・オブ・ディレク
ターが審査して，その 3 分の 2

以上が「イエス」と言わなければ却下とな
ります。
後藤：当時，日本人の ACR マスターはま
だ 1 人もいませんでしたからね。
高杉：ただ，2012 年のとき，Dr. Malawista
が「これが最後だから Curriculum Vitae
を出せ」と言ったのです。「潔，おまえの
やっていることは分かっているから」と。
実際に ACR マスターになったときは，皆
さんからのお祝いの e メールがたくさん送
られて来て，まるで波のように感じたのを
覚えています。本当に面はゆいことでした。
Dr. Malawista は 2013 年に亡くなりまし
たが，最初のボスが去って Dr. Malawista
と私がイエールに残された偶然を思うと，
人の縁というのはつくづく不思議なもので
す。

ACRマスターに贈られる表彰盾。
「Kiyoshi Takasugi, MD」と刻印されている。

1995年のSan FranciscoにおけるACR総会での1枚。
中央が高杉氏。両側はDr. Malawistaと夫人のTobeさん。

（136 号に続きます）

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，リウマチ財団登録医が
主催，世話人，演者等で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。詳しくは財団ホームページをご覧ください。

市民公開講座等，一般（患者さん等）向けの講演会を
開催予定の登録医へ
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財団ホームページ　リウマチ情報センター http://www.rheuma-net.or.jp/

【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 センター長 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

新専門医制度が 1 年後の 2017 年度
から始まる。筆者が日本整形外科学会
の専門医を取得した頃は研修指定病院
の取得条件も厳しくなく，医局の関連
病院をローテーションしていれば自然
に受験資格を得ることができた。試験
はマークシート形式の筆記と提示され
た画像から診断と治療法を述べる口頭
試問からなり指定の問題集を解いてお
けば落ちることはなかった。専門医の
インセンティブについても「結局，全

員専門医なのだからそんなの無理だろ
う」と納得していた。現在，大学・一
般病院・医師会・学会がそれぞれの
立場から喧々諤々の議論を続けている
が，新制度のひとつの問題は病院に在
籍する専門医の数で専攻医の採用人数
の上限が設定されるため，専門医が少
ない地域病院の多くは若い医師を少人
数しか雇うことができない点にある。
2004 年に「より良い卒後教育を」と始
まった新初期研修制度でも地方の大学
病院に残る新卒医師が減った結果，そ
の地方の市中病院から医師を大学に呼
び戻すことになり地域医療の崩壊につ
ながった。こういった事態を繰り返す

ことだけは避けてほしい。国民と医療
現場が納得する新しい専門医の在り方
を提示して頂きたい。

資格試験といえば昨年，趣味が昂じ
て日本ソムリエ協会のワイン呼称資格
認定試験（いわゆるソムリエ試験）を
受験した。整形外科専門医試験と同様
にワインの広範囲な知識を問うマーク
シート形式の一次試験と実地問題とし
て白 2 種，赤 2 種，リキュール 2 種の
計 6 種類をブラインドテイスティング
する 2 次試験であった。合格率は 37％
と専門医試験よりはるかに厳しいもの
であったが，これまで培った受験テク
ニックを駆使してなんとか合格にこぎ

つけた。酒類に関する資格にはソム
リエのほかに日本酒の唎酒師や酒匠，
ビール検定などがある。これらの酒類
資格認定を国税庁が主導する日本専門
医機構のような第 3 者機関が一括し
て行うようになったらどうなるのだろ
う。そんなことを思いつつワイングラ
スを傾けている。

変えるべきものは変えなくてはいけ
ない，無論異論はない。しかし震災の
あの日から 5 年たっても変わるべきな
のに変わっていないものは数多くあ
る。 （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

平成 28 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。

ご寄付いただいた方 〜平成 27 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。

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 28 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 62 年度，平成 2 年度，平成 5 年度，平成 8 年度，平成 11 年度，
平成 14 年度，平成 17 年度，平成 20 年度，平成 23 年度

申請受付期間 平成 28 年3月1日～ 5 月31日

平成 28 年度リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続 平成 28 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 28 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。

皆様からのメールをお待ちしております。

リウマチ財団ニュースでは，
電子式配信の導入にともない，

メールアドレスのご登録をお願いしています。

日本リウマチ財団ニュースでは，次号の 136 号より，電子式配
信をスタートさせる予定で準備を進めております。登録医の皆様に
は配信先としてご希望のメールアドレスをお知らせいただけますよ
う，よろしくお願い申し上げます。

詳しくは，今号に同梱いたしました黄色いチラシをご覧ください。
前号（134 号）のチラシをご覧になり，すでにご登録いただい

た方は，再度のご登録は必要ございません。




