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139 号の主な内容
●	 エキスパート招聘座談会
	 リウマチ医によるリウマチ患者
さんのための骨粗鬆症治療

●	 リウマチネットワーク訪問
	 宮崎・市民の森病院	膠原病・
リウマチセンター

	 患者さんから頼られるリウマチ
市中病院，その連携の今と将来

2015 年の『骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン』改訂から，１年 4ヵ月が経過した。超高
齢社会を迎えた我が国において，骨粗鬆症による転倒や骨折は大きな問題となっている。高
齢者の骨折は“寝たきり”につながるケースも多く，国民の健康寿命，家族ら周囲の生活，
医療保険制度などあらゆる社会の基盤にダメージを与えるからだ。今回は一般の人よりもハイ
リスクといわれる関節リウマチ患者さんの骨粗鬆症について，同ガイドラインの作成委員である
宗圓聰先生から学ぶ。

話し手：宗圓 聰 氏
 ／近畿大学医学部奈良病院 整形外科・リウマチ科
聞き手：後藤 眞 氏（前編集委員長）／練馬光が丘病院 リウマチ内科

仲村 一郎 編集長／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

骨粗鬆症とよばれ
ます。第 2 は「炎
症性疾患に伴う骨
粗鬆症」です。こ
れは関節などの炎
症部位から骨吸収
促進作用を有する
サイトカインが漏
出することによっ
て起こると考えら
れています。サイ
トカインのなかで
もとりわけ TNF

（腫瘍壊死因子）
は骨吸収を亢進さ
せ骨形成を抑制し
ます。第 3 は「ステロイド性骨粗鬆症」で
す。ステロイドは主として骨形成を低下さ
せます。ステロイド量が多い場合には，投
与開始早期に一過性に骨吸収を亢進させる
こともわかっています。

したがってリウマチ医が日常的に診療す
る患者さんの多くでは “閉経後女性”と“炎
症”の 2 つが，さらに “ステロイド”が投

与されていれば 3 つのメカニズムすべてが
絡み合うことになり非常にやっかいなので
す。このことは治療方針を決定する際にも
重要な要素になるので，リウマチ医の先生
方には，「閉経後か，閉経前か」「ステロイ
ドを使っているか，使っていないか」ある

リウマチ患者さんの
3つの骨粗鬆症メカニズム
後藤：骨粗鬆症は，われわれリウマチ医に
とって避けて通れない疾患です。しかし，
高齢のリウマチ患者さんでは服用する治療
薬の数も多く，それに加えてさらに骨粗鬆
症治療薬を処方することは大変気詰まりな
問題です。骨吸収抑制薬に関連する顎骨壊
死（ARONJ）も話題になっています。本
日は，われわれリウマチ医がぜひ知ってお
きたいリウマチ患者さんに特化した骨粗鬆
症の予防と治療について，両疾患の専門家
である宗圓先生をお招きしてお話を伺いた
いと思います。
宗圓：まず，骨粗鬆症のメカニズムについ
てお話ししたいと思います。ヒトの骨は絶

えず新陳代謝を繰り返しています。破骨細
胞が古い骨を壊し（骨吸収），骨芽細胞が
新たな骨を作る（骨形成）ことによる骨の
新陳代謝は「骨代謝回転」と呼ばれ，骨の
構造は骨代謝回転を繰り返す組織再構築

（リモデリング）により維持されています。
このリモデリングが正常に行われないため
に骨が脆弱化するのが「骨粗鬆症」ですが，
それにはいくつかの原因（メカニズム）が
あります。

そのなかで３つの原因が関節リウマチに
併発する骨粗鬆症に関与するとされていま
す。第 1 は「閉経後骨粗鬆症」です。これ
はエストロゲンの消退によって破骨細胞の
抑制が解除され，骨吸収が亢進するために
生じる骨粗鬆症です。骨吸収の亢進にとも
ない骨形成も亢進するので高代謝回転型の
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パンク寸前の外来から
医療連携を意識

後藤：以前取材した長崎県佐世保市のリウ
マチネットワークに感銘を受け，色々と調
べたところ，ここ「市民の森病院」にたど
り着きました。病院内外のあらゆる他科が
リウマチ医療に協力している点が似ていま
す。まず，貴院と膠原病・リウマチセンター
について教えてください。
日高：当院の特徴は呼吸器科，神経内科，
消化器科，内分泌科などの内科専門医が多
く在籍する“内科系病院”であることです。
膠原病・リウマチセンターは院内で最も大

きく，医師 4 名（日
高氏，宮崎大から
の応援 2 名，埼玉
医大からの応援 1
名），看護師 2 名，
薬剤師 2 名の体制
で 1,350 人の患者
さ ん を 診 て い ま
す。そのうち関節
リウマチの患者さ
んは1,200人です。
生物学的製剤（バ
イオ）実施率は約
23%，4 人に 1 人くらいにバイオによる治
療を行っています。また，法人内に“外科系”
の姉妹病院「宮崎善仁会病院」があり，協
力しあうことで手術にも対応しています。
私自身も姉妹病院で診察を行い，患者さん
を診察しています。
後藤：リウマチネットワークを作ろうと

思った動機を教えてください。
日高：外来患者の増加です。私が当院に着
任したのは 2003 年のことですが，最初の
月は 50 人しか来ず，初年度の月平均でも
100 人だった患者さんが，翌年の月平均で

左から仲村編集長，宗圓氏，後藤氏。日本リウマチ財団事務所にて。
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多くのリウマチ患者さんが評判を聞いて訪れる「市民の森病院」。宮崎県宮崎市にあって，
膠原病・リウマチセンターを看板にする108床の市中病院だ。リウマチ医療では予防を含む合
併症対策が欠かせないが，同センターの診療は，院内外のあらゆる他科との連携によって成り立っ
ている。彼らはどのようにして他科の協力を得ていったのか。また，今も来院者が増え続ける同
センター独自の患者さん紹介・逆紹介のシステムについて，センター長の日高利彦氏に訊いた。

話し手：日高利彦 氏
 ／善仁会 市民の森病院 副院長 兼 膠原病・リウマチセンター所長
聞き手：後藤 眞 氏（前編集委員長）／練馬光が丘病院 リウマチ内科

日高氏（左）と後藤氏（右）。市民の森病院，日高氏の診察室にて。
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いは「女性か，男性か」によって異なるメ
カニズムが交落してくるということをご理
解いただければと思います。
後藤：私はエイジングを研究しているの
で，男性の骨粗鬆症にも興味があります。

『骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015
年版』（以下，ガイドライン）では，男性
の骨粗鬆症について，あまり触れられてい
ませんでしたね。
宗圓：「男性は高齢になってもリモデリン
グに異常が起こらない」と昔からいわれて
きましたが，骨折は起こりますよね。この
矛盾については現在，基礎的，臨床的な検
討が行われている最中ですが，まだガイド
ラインに記載できるほどのエビデンスはあ
りません。

リウマチ患者さんの骨折は
一般の1.3 倍
仲村：リウマチ患者さんは骨折のリスクが
高いと言われていますが，一般の人にくら
べてどのくらい高くなりますか？
宗圓：リウマチ患者さんの骨折リスクを，
ステロイドの使用例か非使用例かを把握し
たうえで行った研究は，世界に 2 件しかあ
りません。1 件目は，英国の大規模長期コ
ホート研究 1）です。リウマチ患者群では対

照群に比べて臨床骨粗鬆症性骨折で 1.5 倍，
臨床椎体骨折で 2.4 倍，大腿骨近位部骨折
で 2.0 倍のリスクがあると報告しています。
同研究でステロイド薬使用者を除いて解析
した際にも，臨床骨粗鬆症性骨折で 1.3 倍，
大腿骨近位部骨折で 1.7 倍のリスクを認め
ています。これは，２件目であるステロ
イド使用の有無で調整したメタ解析 2, 3）で
も同様の結果になっており，信頼できるで
しょう。他にもステロイド使用例と非使用
例を区別せずに検討してリスクが何倍にも
なったという報告であれば，数多くありま
す。
仲村：ステロイドもそうですが，年齢も生
活習慣も異なるリウマチ患者さん個々のリ
スクを，どのように予測すれば良いので
しょうか？
宗圓：ガ イ ド ラ イ ン で は WHO が 提 唱
している骨折リスク評価ツール FRAX®

（https://www.shef.ac.uk/FRAX/）を推奨
しています。Web サイトのフォームに患
者情報を打ち込むことで，今後 10 年間の
骨折発生確率を算出することができます。
打ち込む項目（＝危険因子）は，年齢，性
別，大腿骨頚部骨密度（骨密度が測定でき
ない場合は BMI），既存骨折，両親の大腿
骨近位部骨折歴，喫煙，飲酒，ステロイド
薬使用，関節リウマチ，続発性骨粗鬆症で
す。「続発性骨粗鬆症」はある原疾患に基
づいて骨粗鬆症が引き起こされる病態を指

しますが，原疾患
になりうる疾患の
うち「関節リウマ
チ」だけがそれだ
け大きな危険因子
であるという理由
から，個別の項目
として挙げられて
います。また，「続
発性骨粗鬆症」の
項目には甲状腺機
能亢進症，性機能
低下症あるいは早
期閉経などが含ま
れています。リウ
マチ患者さんにはこれらの症状がある方も
多いですから，リスクは上乗せされること
になります。
後藤：FRAX® で不思議なのは，筋力の項
目がないことです。筋力の状態は，実際に転
倒を起こすかどうかを左右すると思いますが。
宗圓：おっしゃる通り，今後の課題です。4
～ 5 年前から国際的な骨代謝・骨粗鬆症の
学会では筋力やサルコペニア，フレイルなど
の検討が見られるようになりました。さらに
興味深いことに日本転倒予防学会では，筋
力を増やすだけでは骨折予防には不十分で
あり，バランス能力を鍛えることの重要性を
指摘する発表もありました。若い人はともか
く，高齢者に関しては一理ありますね。
後藤：包括的に考えなくてはいけない時代
に向かっているのでしょうか？
宗圓：本年の 10 月には，日本骨粗鬆症学会，
日本サルコペニア・フレイル研究会，日本
整形外科学会，日本転倒予防学会，日本リ
ハビリテーション医学会，日本老年医学会
といった転倒に関係する取り組みを行って
いる学会が合同で「多職種による包括的な
転倒，骨折・骨粗鬆症，サルコペニア予防
に関するシンポジウム」をスタートさせま
した。現在，学会ごとに個別の提言をして
いますが，全体で一つの転倒予防の制度を
構築しようというのが目標です。

リウマチ患者さんのための
骨粗鬆症治療
仲村：リウマチ患者さんにおける骨粗鬆症
の診断や治療は，それぞれの原因によって
変わるというお話でしたね。
宗圓：はい。閉経後骨粗鬆症など「原発性
骨粗鬆症」の診断基準は，骨折がある場合 
①椎体骨折または大腿骨近位部骨折がある
こと ②その他の脆弱性骨折があり，骨密
度が YAM ＊の 80% 未満であることです。
骨折がない場合は，骨密度が YAM の 70%
以下または－ 2.5SD 以下となります。薬物
治療開始基準は図 1をごらんください。

一方，ステロイド性骨粗鬆症は，同じ骨
密度でも骨折リスクが高いことが知られて
います。そのことから，日本骨代謝学会の

『ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイ
ドライン 2014 年改訂版』では，骨折があ
れば治療開始，骨折がない場合では骨密度
が YAM の 70% 未満で治療開始となりま
すが，年齢，ステロイド投与量，骨密度に
応じたスコアで治療を開始すると記載され
ています。例えば，65 歳以上，ステロイド
1 日平均 7.5mg 以上の投与例は治療対象で
あり，骨密度を含めこれらの条件以下でも
治療対象となります。また，これに関して
はガイドライン（骨粗鬆症の治療と予防ガ
イドライン）にも，ほぼおなじアルゴリズ
ムが掲載されています（図 2）。
＊ 若年成人平均値（腰椎では 20 ～ 44 歳，大腿骨

近位部では 20 ～ 29 歳）

仲村：それではガイドラインの推奨する治
療について教えてください。
宗圓：リウマチ患者さんのみを対象にした

臨床試験は，世界でも旧国立相模原病院
の前向きコホート研究 4）しかありません。
リウマチ患者さん 400 名を活性型ビタミ
ン D3 投与群とビスホスホネート（BP）投
与群に無作為に割り付け，36 ヵ月間新規
骨折の発生を追跡した結果，BP 投与群の
有意な骨折抑制効果が確認されました。そ
のため，2015 年のガイドラインでも，リ
ウマチ患者さんの基本的な選択薬剤とし
て BP を推奨しました。ただ，リウマチ患
者さんの骨粗鬆症の多くが閉経後骨粗鬆症
のメカニズムを持ち，しかも炎症が絡んで
さらに骨吸収が亢進することを考えると，
BP 以外の治療薬も選択肢に入ってくるで
しょう。関節リウマチでのエビデンスはあ
りませんが，活性型ビタミン D3 ，選択的
エストロゲン受容体調節薬，デノスマブで
も骨折抑制効果は確認されています。
仲村：テリパラチド（PTH）はどのよう
な位置づけになりますか？
宗圓：PTH は骨形成促進薬に分類されて
いますが，実は骨吸収も亢進させます。も
ともとリウマチ患者さんでは皮質骨の多孔
性が認められるため，骨吸収も骨形成も亢
進させるとなるとさらに多孔化が進み，皮
質骨の劣化を招く懸念があります。ただし，
ステロイド性骨粗鬆症に関しては骨形成低
下がメインのメカニズムですから PTH が
推奨されるでしょう。
仲村：日常診療からの質問になりますが，
骨折を起こした患者さんに，治癒促進を期
待して，PTH を 2 年とはいわないけれど
も一定期間投与するという考え方は成り立
ちますか？
宗圓：成り立つと思います。PTH を投与
すると，6 ヵ月までは皮質骨の厚みが増え
ます。6 ヵ月を超えると厚みは増えずに穴
だけが増えていくようになりますが，1 年
くらいまでなら皮質骨に対するデメリット
はないと考えてよいだろうと思います。そ
の後，BP にスイッチしていただければ問
題はないでしょう。
仲村：分割的に投与するということです
ね。PTH の使用は添付文書によって 24 ヵ
月までに制限されていますから，2 年間
フルに PTH を投与してしまうと，その後
PTH 製剤は使えませんよね。特に若い患
者さんではこの先も長く骨粗鬆症の治療が
続きますから，その点をどうしたら良いの
か疑問を感じていました。
宗圓：比較的若い閉経直後の女性患者さん
であれば，選択的エストロゲン受容体調節
薬や，活性型ビタミン D3 のなかでも椎体
骨折抑制効果があるエルデカルシトール
を使ってもよいと思います。70 歳未満で
あれば大腿骨近位部骨折のリスクはまだ低
く，椎体骨折の抑制をメインのターゲット
とした治療戦略で良いわけです。BP やデ
ノスマブによる有害事象を回避できること
もメリットです。
後藤：治療目標はどう設定すべきですか？
宗圓：そもそも骨密度は，健康な閉経後女

エキスパート招聘座談会 続き
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宗圓氏（左）にガイドラインやポジションペーパーの課題を指摘する後藤氏（中央），日頃の
疑問を訊くことができるこの日を楽しみにしていた仲村編集長（右）。

図 1　原発性骨粗鬆症の薬物治療開始基準

#1: 軽微な外力によって発生した非外傷性骨折。軽微な外力とは，立った姿勢からの転倒か，それ以下の外力をさす。
#2: 形態椎体骨折のうち，3 分の2 は無症候性であることに留意するとともに，鑑別診断の観点からも脊椎エックス線像を確認することが

望ましい。
#3: その他の脆弱性骨折：軽微な外力によって発生した非外傷性骨折で，骨折部位は肋骨，骨盤（恥骨，坐骨，仙骨を含む），上腕骨近位

部，橈骨遠位端，下腿骨。
#4: 骨密度は原則として腰椎または大腿骨近位部骨密度とする。また，複数部位で測定した場合にはより低い％値またはSD 値を採用する

こととする。腰椎においてはL1 ～ L4 またはL2 ～ L4 を基準値とする。ただし，高齢者において，脊椎変形などのために腰椎骨密度
の測定が困難な場合には大腿骨近位部骨密度とする。大腿骨近位部骨密度には頚部またはtotal hip（total proximal femur）を用いる。
これらの測定が困難な場合は橈骨，第二中手骨の骨密度とするが，この場合は% のみ使用する。

#5: 75 歳未満で適用する。また，50 歳代を中心とする世代においては, より低いカットオフ値を用いた場合でも, 現行の診断基準に基づ
いて薬物治療が推奨される集団を部分的にしかカバーしないなどの限界も明らかになっている。

#6: この薬物治療開始基準は原発性骨粗鬆症に関するものであるため，FRAX® の項目のうち糖質コルチコイド，関節リウマチ，続発性骨
粗鬆症にあてはまる者には適用されない。すなわち, これらの項目がすべて「なし」である症例に限って適用される。

脆弱性骨折（大腿骨近位部骨折および椎体骨折以外）＃3

BMD#4 が YAM の 70％より
大きく80％未満

FRAX® の 10 年間の骨折確率
（主要骨折）15％以上＃5,6

大腿骨近位部
骨折の家族歴

薬物治療開始

BMD#4 が YAM の 70％以下
または－2.5SD 以下

BMD#4 が YAM の
80％未満

ない ある

ない ある

脆弱性骨折＃1（大腿骨近位部骨折または椎体＃2骨折）

日本骨粗鬆症学会，日本骨代謝学会，骨粗鬆症財団：骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版（ライフサイエンス出版） p.63

図 2　ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療のアルゴリズム

　　　　危険因子  スコア

既存骨折 なし 0

 あり 7

年齢（歳） ＜50 0

 50≦ ＜65 2

 ≧65 4

ステロイド投与量 ＜5 0
（PSL 換算 mg/ 日）

 5≦ ＜7.5 1

 ≧7.5 4

腰椎骨密度 ≧80 0
（％YAM）

 70≦ ＜80 2

 <70 4

経口ステロイドを3ヵ月以上使用中あるいは使用予定

一般的指導

個々の骨折危険因子をスコアで評価
（既存骨折，年齢，ステロイド投与量，骨密度）

スコア≧3 スコア＜3

第 1選択薬
アレンドロネート
リセドロネート
代替え治療薬

遺伝子組換えテリパラチド
イバンドロネート
アルファカルシドール
カルシトリオール

経過観察

スコアを用いた定期的な
骨折リスクの評価

日本骨粗鬆症学会，日本骨代謝学会，骨粗鬆症財団：
骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版（ライフサイエンス出版） p.138

Suzuki Y, et al: J Bone Miner Metab 32(4); 337-350, 2014より引用

薬物療法
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266 症例の紹介を受けました。図 2はスタ
ンダードなリウマチ病診連携図（図 2-1）
と当院の場合（図 2-2）を並べたものにな
ります。当院はリウマチの専門的な医療を
行う病院ではありますが，宮崎県には県立
宮崎病院や宮崎大学の医学部附属病院な
ど，もっと大きな総合病院も存在するため，
当センターの場合の連携図は複雑になり，
集まる症例の幅も広いです。

具体的にいうと，かかりつけ医からは診
断に苦慮する例や，合併症もあって RA 活
動性が残るような難治例の紹介がありま
す。目立つのは，膠原病を合併している症
例ですね。また，バイオ導入のための紹介
もあります。バイオでいえば，宮崎県は患
者さんが高齢化している土地で経済的な理
由もあり，かかりつけ医から「治験でバイ
オを処方して欲しい」と頼まれることは当
院の特徴的なケースだと思います。総合病
院からは，ステロイドのテーパリングのよ
うな後治療が必要な患者さんを，ベッドを
空けなければいけないタイミングなどで紹
介されます。さらに，リウマチを専門とし
ていないかかりつけ医からの紹介もありま
す。紹介を受けた 193 施設のうち 48 施設
はリウマチ医療を行っていない施設です。
後藤：非専門医はどのようにしてリウマチ
を疑い，日高先生に送ろうと思い当たるの
ですか？
日高：多くはないですが，機会さえあれば，
医師会の講演に出向いています。自分たち
でも月 1 ～ 2 回のリウマチに関する勉強会
を開催していますが，非専門医の先生には
なかなか来てもらえないものです。医師会
主催の講演会でリウマチについて話し，そ

500 人に増えていました。月 1,000 人近く
を診るようになった 2010 年頃，さすがに
パンクすると思い，クリニックへの逆紹介
を計画的に行うようになりました（図 1）。
他科との連携も同様で，患者数の増加に
従って体制を整えていきました。
後藤：特に着任翌年の増え方は急激です
ね。地元の宮崎に帰って来て，当初はお一
人で始められた外来のはずですが，なにか
特別な事情はあるのでしょうか？
日高：クチコミのようです。2015 年現在，
宮崎県では，リウマチ専門医は 53 人で，
そのうち 39 人が宮崎市内に集中していま
す。当院も市内にありますが，データによ
れば，当センターのリウマチ患者さんは県
内全域から来院していました。
後藤：クチコミが医療圏も広げたわけです
ね。
日高：宮崎県内は道路の整備が進んでお
り，最長でも 2 ～ 3 時間で来院が可能で
す。ただし通院となれば，患者さんやご家
族にとって負担となります。リウマチネッ
トワークの力で，もっと近くで同様の医療
を提供できるようになれば，それに越した
ことはないと私は考えています。

膠原病合併から治験目的まで
多様な紹介症例

後藤：現在では患者さんのクチコミだけで
はなく，他の医療機関からの紹介症例も多
くなりましたか？
日高：昨年（2015 年）は，193 施設から

の後の懇談会で“顔の見える関係”になっ
ておくと有効ですね。
後藤：具体的な紹介のシステムは？
日高：複雑なことは求めず，普通の診療情
報提供書をもらっています。連携施設（95
施設）との間でも特別な協定は結んでいな
いので，それ以外の施設からも要請があれ
ば受け入れます。紹介についてのハードル
は低くなっています。

逆紹介後も
フォローアップを約束

日高：一方，当院から逆紹介する際には，
情報提供を重視しています。昨年は 184 施
設に 279 症例を紹介しましたが，検査デー
タを含めた現症のほか，医療機関のレベル
に合わせた今後の治療方針，具体的な処方

と注意点を記載した診療情報提供書を作成
します。また，逆紹介後も個々のケースに
合わせた適切な頻度で 3 ～ 12 ヵ月に１度，
当院を定期受診してもらっています。その
際に行う臨床評価，X 線評価，骨密度評価
なども，その都度お渡ししています。
後藤：逆紹介後も貴センターで定期評価を
行うことが，フォローアップになっている
わけですね。
日高：もちろん，受診時以外でも著変あれ
ば当センターを受診してもらうことにして
います。
後藤：逆紹介のタイミングはどのように決
めていますか？　淡々とした語り口の中に
も，日高先生からはリウマチ医療に対する
パッションを感じます。そんな先生から「元

リウマチネットワーク訪問 続き 図 1　市民の森病院RA科外来患者（月平均）の推移
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性でも年間数 % 前後ずつ減っていくもの
です。ですから，骨密度が下がりさえしな
ければ治療の効果はあると考えてくださ
い。そして，骨折のない患者さんの場合で，
骨密度が YAM の 70% 以上になることを
目指していただくと良いと思います。カッ
トオフ値が 70% なので，「70% を切ってい
るので骨粗鬆症です。骨折を起こすリスク
があるので治療しましょう」と説明し，実
際に 70% を超すことができれば患者さん
も満足できるのではないでしょうか。

骨折防止には
アドヒアランスが重要
後藤：宗圓先生ご自身は，リウマチ患者さ
んの骨折を防ぐためにどのような治療をさ
れていますか？
宗圓：治療の基本はやはり BP です。ただ，
エビデンスがある薬剤を投与すれば終わり
ではなくて，治療の継続を重視しています。
少なくとも臨床試験で実薬とプラセボのあ
いだに有意差がつくに至った期間は，投与
を続けるべきでしょうね。例えば，大腿骨
近位部骨折抑制という観点でいうと，BP
の場合，1 年半から 2 年継続しなくてはい
けないということになります。もちろん，
それだけ長期間の治療となると，患者さん
のアドヒアランスも重要です。そこで私が
勤務する近畿大学医学部奈良病院では，治
療に適した薬を候補として挙げて，その中
から患者さんに選択してもらうということ
を行っています。投与方法は経口か，皮下
注射か，点滴静注か。間隔は毎日か，毎週か，
毎月か。半年に１度の注射よりも経口の連
日製剤の方が良いという患者さんは，案外
いらっしゃるものです。
後藤：患者さんの好みはわからないもので
すね。PTH の毎日の自己注射も最初は嫌
がられると思ったのですが，自分で治療し
ているという意識が高まるのか，高齢の患

者さんが治療に前向きになってくれたりし
ます。
宗圓：うちの病院でも導入するときは不安
がありましたが，痛みが早く取れますし，
一度始めたら皆さん続けてくれますよ。
仲村：BP を基本とするなかで，選択肢に
PTH を入れる患者さんとはどういう方で
すか？薬価も他の骨粗鬆症治療薬にくらべ
て高いですし。
宗圓：先ほど仲村先生がおっしゃったよう
に，骨折を起こした直後の患者さんには第
一選択薬として説明をします。それから
BP の副作用が心配なケースですね。例え
ば，糖尿病を合併していて非常にリウマチ
のコントロールが悪い患者さんでは，顎骨
壊死のリスクが跳ね上がります。さらに，
レントゲンで見たときに大腿骨の弯曲が非
常に強い患者さん。この弯曲は非定型大腿
骨骨折の大きなリスクになるので，BP だ
けを勧めるのではなく PTH を選択肢に加
えています。しかしながら，PTH よりもっ
と注目すべきなのはビタミン D なのです
よ。ビタミン D が不足している患者さん
に BP やデノスマブを投与しても効果がで
ない点は是非とも覚えておいていただきた
いです。

ARONJには
医科歯科連携による感染予防を
仲村：本年 8 月，6 学会が合同で ARONJ
のポジションペーパー『骨吸収抑制薬関連
顎骨壊死の病態と管理』を発刊しました。
これについて概要をお話しいただけます
か。
宗圓：6 学会とは日本骨代謝学会，日本骨
粗鬆症学会，日本歯科放射線学会，日本歯
周病学会，日本口腔外科学会，日本臨床口
腔病理学会のことであり，医科と歯科にま
たがっています。これまでも医科と歯科が
それぞれに見解を発表してきましたが，医
科だけで作ったポジションペーパーでは歯
科が使ってくれませんでしたし，逆もしか

りでした。そこで合同で作成し，医科歯科
連携を強調することになりました。そもそ
も BP の副作用のなかでは頻度の高くない
顎骨壊死がこれほど騒がれるのは，医科に
とって，自分のところだけでは対処できな
い問題だからなのです。

また，今回から BRONJ（ビスホスホネー
トに関連する顎骨壊死）ではなく ARONJ
という名称を使うことになりました。こ
れは前回のポジションペーパー（2012 年）
からこれまでに，やはり骨吸収抑制薬であ
るデノスマブによる治療を受けている患者
にも BRONJ と同様の頻度で顎骨壊死が発
生したからです。

ARONJ はまれな副作用であるだけに，
エビデンスが多くあるわけではありませ
ん。今回のポジションペーパー作成におい
て最も会議が紛糾したのは，侵襲的歯科治
療時に休薬するか否かでした。しかしこれ
については，１つの結論にまとめることは
できませんでした。
後藤：医科か歯科かだけではなく，学会ご
とに考え方も異なりますからね。
宗圓：そこでこれまでのエビデンスを記載
したうえで，侵襲的歯科治療前の BP 休薬
を積極的に支持する根拠は今のところな
い，としました。BP のなかで骨における
半減期がわかっているのはアレンドロネー
トの 2 年です。半減期が 2 年なのだから歯
科治療の前に６ヵ月間休薬したところで顎
骨壊死の発生に影響することはありません
よね。逆に BP は６ヵ月間休薬しても骨に
悪影響をおよぼすことがわかっています。
そこで休薬の協議を推奨している団体にも
配慮して，そういった考え方も紹介しまし
た。そして最後に，顎骨壊死の発生には感
染の関与が大きいので，感染予防啓発の重
要性を記載しました。口腔内には無数の細
菌が常在していますが，感染を徹底的に予
防すれば抜歯などを行っても ARONJ 発生
を抑えられるというデータが蓄積し始めて
います。
後藤：医師は治療薬の休薬だけでなく，予

防的に抗菌薬を投与することも検討しなく
てはいけませんね。
宗圓：歯科においては，抗菌薬の投与に制
限がありますから。奈良病院では当科で抗
菌薬の処方をした上で，口腔外科の治療を
受けてもらっています。
仲村：ARONJ のリウマチ患者さんにおけ
るリスクは一般の人より高いのですか？
宗圓：注意が必要だと思います。これまで
に当科で起こった ARONJ は数例程度です
が，全例がステロイドを長期処方してい
たリウマチ患者さんでした。当科の BP 使
用例は，リウマチに比べて原発性骨粗鬆
症が何十倍も多いのですが，原発性には
ARONJ は 1 例もでていません。アメリカ
でもステロイド，あるいは生物学的製剤を
使用しているリウマチ患者さんは要注意だ
といわれています。
後藤：これからのリウマチ医にとって，患
者の歯科治療状況を把握することは必須で
しょうね。
仲村：本日のお話では，リウマチに伴う骨
粗鬆症の 3 つのメカニズムに始まり，ホッ
トトピックスである ARONJ までを網羅し
ていただきました。治療薬の選択肢が増え
続ける時代にあって，今後はメカニズムを
踏まえたうえでの骨粗鬆症治療が実践され
ていくのでしょうね。医科歯科連携という
と難しく聞こえますが，例えば，定期的に
リウマチ患者さんの歯のクリーニングを近
くの歯科医師に依頼すれば，それだけで大
きな連携のきっかけになるのではないかと
思います。本日はありがとうございました。

参考文献
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リウマチネットワーク訪問 続き

の医療機関に戻ってください」とお願いし
ても，患者さんは帰らないのでは？
日高：リウマチは治療によって良くなる疾
患であり，良くなった患者さんはすごく喜
んでくれるので，やりがいは感じています。
しかし，良くなる疾患であるだけに，当セ
ンターに来るまでその症状に苦しんできた
患者さんほど，元の医療機関に帰ってくれ
ないのが悩ましいですね。元の先生からの
紹介ではなく，クチコミを頼って来院され
た場合はさらに難しくなります。苦慮した
結果，別の専門医の先生を紹介し，その患
者さんの担当を頼んだりすることもありま
す。どんな患者さんも最初から他の医療機
関に任せるという態度を見せると不安にな
るものなので，逆紹介先と一緒にやってい
くという姿勢は大切ですね。安定した状態
が続けば，近くで診てもらえることによる
安心を実感してもらえます。
後藤：逆紹介先で高価なバイオを処方して
もらうと，レセプト上の問題になることは
ありませんか？　本年のリウマチ学会で
は，個別指導が入ることによるストレスが
取り沙汰されましたが。
日高：非専門医ではもともと他疾患の患者
さんの数が多いので，数人の逆紹介であれ
ば均されてしまうのではないでしょうか。
また，自己注射までできるようにして戻し
てあげれば，院外処方になるので問題あり
ません。問題は，クリニックで診療されて
いるリウマチ専門医の先生ですね。個別指
導がストレスになって，専門医を更新され
なかった先生を知っています。実際のとこ
ろ，バイオによる治療にはほとんど実利が
ありません。個別指導を行うのであれば，
それを良いきっかけに，実態をご理解いた
だきたいと思います。

他科との連携は
リウマチ医がハンドリング

後藤：私が貴センターに興味を持った点で
もありますが，院内外の他科から手厚い協
力が得られていますね。
日高：膠原病という特殊な疾患を扱うとこ
ろでは通常の方法だと思うのですが，当セ

ンターの医師がイニシアティブを取ること
で連携しています。たとえば私のリウマチ
患者さんが神経内科と呼吸器科と泌尿器科
にかかっていた場合，メインの主治医を私
ということにして全体をコンサルトしま
す。増悪時に呼吸器内科に診てもらったと
しても，落ち着いたら私がチェックをし，
処方を引き継ぎます。要するにリウマチ医
が連携をハンドリングするような形になっ
ていますが，膠原病内科の領域ではわりと
よくある流れです。
後藤：最近は合併症の治療だけでなく，そ
の予防も視野に入れるようになりました。
日高：当院と姉妹病院には，多くの専門的
な科があります（図 3）。合併症の予防で
力を入れているのは，歯科口腔外科との連
携ですね。当センターでは，バイオ導入前
に，必ず歯科口腔外科で治療をしてもらっ
ています。3，4 本抜歯することもありま
すが，それを行わないと疾患活動性が抑え
きれなかったり，感染の原因になったりし
ます。実際，エタネルセプトが発売された
当初に，コントロール不十分だった患者さ
んの歯を治したらストンと寛解に入った症
例を経験し，それ以前にも増してバイオの
治療では歯科の治療が必須だと考え実践し
ています。
後藤：本誌では今回，リウマチ患者さんの
骨粗鬆症や顎骨壊死について取り上げてい
ますが，骨粗鬆症対策はどうされています
か？
日高：基本的には自分で定期的に骨密度な
どを測定しつつ管理や治療を行っています。
ビスホスホネート製剤やデノスマブを使用
する時は，歯周病管理状況や歯科治療の状
態を確認しますが，状況で歯科口腔外科と
の連携をとってチェックしていただいてお
ります。問題がある場合は，当院の一般内
科に専門家がおり，垣根も低いので，十分
なコンサルトができています。やはり宮崎
のリウマチ患者さんには高齢者が多いので，
骨粗鬆症はかなり意識して診療しています。

日高氏の
リウマチ啓発活動について

後藤：日高先生は，患者さんや医療関係
者に対するリウマチの啓発活動に非常に

熱 心 に 取 り 組 ん
でおられますね。
日高：啓 発 活 動
は 病 診 連 携 の 推
進 に 欠 か せ ま せ
ん。 さ き ほ ど お
話 し し た 我 々 主
催 の 勉 強 会（ 主
な 参 加 者 は 専 門
医），医師会の集
まりでの講演（主
な 参 加 者 は 非 専
門医）は，関節リ
ウ マ チ や そ の 合
併症，治療薬に対
する理解を深める
ことが目的です。
また，病院医師と
かかりつけ医の直
接的な意見交換会
は，個々の患者さ
んやかかりつけ医
のニーズを具体的
に把握し，理解す
ることにつながり
ます。入院を要す
る合併症発生時な
ど，緊急対応に関
する申し合わせも
行っています。

メ デ ィ カ ル ス
タ ッ フ へ の 啓 発
は，彼ら自身に主
体となってもらっています。2006 年から
年 1 ～ 2 回開催している「宮崎リウマチ
チーム医療懇話会」は，リウマチのチー
ム医療に焦点をしぼり，その最新情報を
研究し，関節リウマチの治療成績の向上
に寄与することをテーマとしています。
当センターの看護師も代表世話人のひと
りになっていますが，宮崎県下のメディ
カルスタッフによって構成され，医師ら
はあえて運営には関わりません。
後藤：高い意識が垣間見られます。貴セ
ンターの看護師・薬剤師は，日本リウマ
チ財団のリウマチケア看護師・登録薬剤
師のようですね。彼らのモチベーション
を上げるために何か工夫をされています
か？
日高：登録費用は病院が負担しています。
患者さんへの補助的な説明など，彼らの
助けが必要であるため，私から病院に頼
みました。単位取得についても病院が支援
していますが，財団ホームページの Web
セミナーで単位が取れるようになったこ
とは，画期的でしたね。
後藤：患者さんへの啓発活動は？
日高：月 1 回「リウマチ教室」という名
前の講演会を，院内の図書研究室で行っ
ています。基本的に 2 部構成で，1 部は医
師の私が主に担当し（時に他科の医師に
依頼），2 部では看護師・薬剤師・検査技師・
栄養師・メディカルソーシャルワーカー・
事務など，当院のリウマチ医療に携わる
ほとんどすべての職種のスタッフがもち
まわりで担当しています。また，昨年か
ら月 1 回，情報紙『リウマチセンターニュー
ス』の配布を始めました。病気を一緒に
治療していくため，患者さんの知識向上
を計るのはもちろん，外来入り口のご意
見箱にニュースへのご意見を募るなどし，
コミュニケーションの一環としても機能
させています。専門的な内容を分かりや
すい形で掲載したいと心がけているので，
患者さんだけでなく連携施設の先生やス
タッフの皆さんにも読んでいただきたい
と思っています。

今後の課題は
災害時と“日高氏の緊急時”

後藤：今年 4 月に熊本地震がありました 
が，影響はありましたか？
日高：当法人の総合臨床部も DMAT とし
て活動しました。当センターにも処方依頼
があり，また，熊本から転居・受診してき
たケース，「地元が落ち着くまで」と当セ
ンターで診察を受けたケースもありまし
た。その都度の対応を行いました。災害時
の連携に関する話し合いはまだできていま
せんので，今後の課題です。

災害対策に限らず，当ネットワークはま
だまだ発展途上です。今後はさらなる患者
情報の共有のため，病診連携冊子の運用を
考えています。受診すべき副作用を示唆す
る症状とその受診連絡先の記載，患者さん
の病名，合併症を含めたプロブレムリスト，
既往症，現処方内容，治療歴，薬剤副作用
歴……といったイメージです。バイオの処
方に関しても現在は診断情報提供書の中で
詳しく処方していますが，連携パスの導入
が必要だと考えています。連携医療機関で
の多施設研究も行い，宮崎のリウマチ医療
に還元したいです。
後藤：その理想に追いつくには，これから
の日高先生の手腕にかかっているところも
ありますね。後継者というか，先生に万一
のことがあったときや，先生が退職された
あとに代わりを務める医師はいますか？
日高：大学からの応援医師だけではなく，
市民の森病院に骨を埋めてくれる医師がい
たらいつでも迎えたいのですけど，地方だ
となかなか難しいです。現在のところ当
ネットワークは難しいことをしていません
し，3 人の先生方も良く使いこなしてくれ
ています。きっと，私が退職したとしても
連携は続くと思います。ただ，私に万一の
ことがあった際に，1,000 人くらいいる患
者さんをどうするのか，そこは考えてしま
いますね。
後藤：日高先生を頼って集まる患者さんの
ために，ぜひ理想のネットワークを完成さ
せてください。本日はありがとうございま
した。

図 2-1　スタンダードな病診連携図 
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図 2-2　市民の森病院の病診連携図
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日高氏（左）の案内で病院内を視察する後藤氏（右）。後藤氏はリウマチ医療施設の取材
において，点滴ブースや待ち合いの椅子に座ってみることを欠かさなかった。

図 3　善仁会の多様な科と法人内の連携図

市民の森病院

一 般 内 科
呼 吸 器 内 科
神 経 内 科
膠原病・リウマチ科
消 化 器 内 科
内分泌・代謝内科
リハビリテーション科
放 射 線 科
眼　　　　　科
泌 尿 器 科
皮　　膚　　科
歯 科 口 腔 外 科

救急車

介護福祉施設

地域医療機関

患者様

宮崎善仁会病院

救急総合診療部
外　　　　　科
整 形 外 科
婦　　人　　科
内　　　　　科
循 環 器 科
脳 卒 中 診 療 部
リハビリテーション科
脳 神 経 外 科
放 射 線 科
麻　　酔　　科
呼 吸 器 外 科

医療法人 善仁会



平成28年11月 1日発行　No.139	 日本リウマチ財団ニュース	 平成17年 6月22日　第三種郵便物認可	 　　7

（公財）日本リウマチ財団 日欧リウマチ外科交換派遣医
髙久代表理事表敬訪問

日本リウマチ財団とヨー
ロッパリウマチ外科学会は，
リウマチ外科の進歩・向上
および人的交流を目的に，
平成 11 年より，新進気鋭
のリウマチ外科専門医の交
換派遣を実施している。本
年度は日本側がお迎えする
年であり，欧州から2 名の医
師が来日した。ドイツの Dr. 
med. Ansgar Platte（St. 
Josef-Stift Sendenhorst 
Department of Rheumatoid Arthritis Surgery）と英国の Mr. Shankar Thiagarajah, 
MB ChB, MRCS (Eng), DipSEM (GB&I), MPhil（UK）（Spinal Surgery, Northern 
General Hospital）である。

彼らは，全 15 日間の研修の半ばにあたる9 月8 日，髙久史麿代表理事表敬訪問を
行った。日本列島は台風シーズンであったが，髙久代表理事は研修中の彼らがその直
撃を免れたことを喜び，30 周年を迎える日本リウマチ財団の歴史などをお話しされた。本
年の交換派遣医は，東京大学医学部整形外科，慶應義塾大学医学部整形外科，東
京都立墨東病院リウマチ膠原病科，東京女子医科大学リウマチ痛風センター整形外科
と，首都圏の医療施設を日替わりで訪れ，その後は JA 静岡厚生連静岡厚生病院に 1 日，
新潟県立リウマチセンターと新潟大学に 5 日間滞在して研修を行った。

――日本の医療現場の印象はどうですか？
Thiagarajah 氏：日本の医療現場はよく組織されていて，スピーディ。ベテランの執
刀医も情熱的である。ＵＫと術式が違うところもあり面白い。
Platte 氏：ヨーロッパの標準的な医療現場よりスタッフの人数が多く，対応に優れてい
る。
――今回，リウマチ分野で特に持ち帰りたいことは？
Thiagarajah 氏：関節炎の医学的な管理。薬のやめ方，手術の基準，薬の再開
方法などを持ち帰りたい。
Platte 氏：昨日見学した股関節の手術はエレガントだった。最小の侵襲と直接的なア
プローチ。筋肉も温存されるため，ぜひドイツに導入したい。

髙久代表理事を囲んで，Platte 氏（右）とThiagarajah 氏（左）。

企画運営委員会の活動について

平成 28年 9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

平成 28 年 9月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 28年 9月13日（火）18：00～
《報告事項》
１．新委員会の名簿配布
２．研修会開催……4 か所終了。
３．リウマチ診療制度検討会（9 月11 日）について

関係 4 団体（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）
で次期診療報酬改定に向けた対応と検討を行い，次回は財団が幹事団体となり平成
29 年 2 月に開催する。

４．平成 28 年度リウマチ財団登録医は，非常に少ない。
ホームページも分かりやすくリニューアル，各地の研修会場で PR，募集パンフは配布し
ている。

《審議事項》
１．平成 28 年度法人賛助会員打合会（12 月13 日）について

講演は，髙久代表理事「日本リウマチ財団の 30 年記念事業について」と，西岡委
員長　「これからのリウマチ財団の新しい運営方針について」。

２．財団創立 30 周年記念事業について
（1）東京での講演会，（2）全国保健所等関係機関に啓発ポスター配布，（3）記念
誌作成，（4）リウマチ患者 Q&A（出版）。

３．企画運営委員会については，2 か月に一度奇数月に開催する。

『日本リウマチ財団ニュース』編集スタッフ交代のお知らせ
任期満了による編集スタッフの交代をお知らせいたします。今回の139 号より，仲村一郎氏が編集長となり，新しく国立成育医療研究センターの後藤美賀子氏が編集員に加わります。
（日本リウマチ財団の組織変更により『日本リウマチ財団ニュース』の編集委員→「編集員」，編集委員長→「編集長」と呼称が変更になりました。）

後藤	眞	氏（文責編集部）
15 年前に編集委員長に就任して以

来，後藤氏は数多くの記事を企画されま
した。医療の未来を考える「リウマチネッ
トワーク訪問」，毎回反響のある「シリー
ズ リウマチ人」などを立ち上げたことはも
ちろん，本誌は後藤氏の尽力により各専
門領域の第一人者にご寄稿いただきまし
た。心からの感謝を捧げます。

村島温子氏（本人コメント）
足かけ 5 年，個性豊かな編集委員の

先生方とご一緒できたことは，大変光栄
でした。本誌の良さは，学会とはまた異な
る問題意識を，おなじ立場の医師と共有
できることにあります。私も女性医師の
立場からの問題提起に貢献できていたら
幸いです。皆様，本当にありがとうござい
ました。

インタビュー取材中の後藤氏。 村島氏（左）と後藤編集委員（右）。

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 29 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 28 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 28 年 11 月 30 日

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に助成。
◎候補推薦依頼先は次のとおり。
全国医・歯・薬科大学長，大学医・歯・薬学部長，関係機関の長，財団評議員。
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。
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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　編集員】	 編集長：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 羽生忠正 長岡赤十字病院 リウマチ科 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
  後藤 美賀子 国立成育医療研究センター　妊娠と薬情報センター 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

2006 年に 15 年ぶりに帰国した直後に
参加した長崎での日本リウマチ学会では，
学術的だけでなく，日本のリウマチ学のい
ろいろな側面に触れることができて有意
義でした。右も左もわからずに迷ってい
た時に，お世話になったのが出国前の研
修医時代に厳しく臨床を叩き込んでいた
だいた自治医科大学前教授の狩野庄吾
先生でした。その頃に，後藤眞先生をご
紹介いただき日本のリウマチ診療に関し

てご教授いただいたのですが，それから
間もなくリウマチ財団ニュースの編集委
員をしないかとお声をかけていただきまし
た。後藤先生の臨床的な知見は大変深
く広く，気象，肝炎，歯肉炎，喫煙とリウ
マチなど，その都度時代の魁となる特集
を次 と々企画し記事にされました。今回，
リウマチ財団の全委員会の抜本的な改
革を期にご勇退されるとのご決断をされ
たと伺っていますが，編集委員として大
変残念に思っています。これからも変わ
らぬ洞察力で，常にリウマチ診療に関し
て新しいアプローチを模索されていくのだ
と思います。今後ともご教授頂く機会が

あればと祈っています。
新たに編集長に就任されたのは仲村

一郎先生です。仲村先生とは同時期に
リウマチ財団ニュースの編集委員になり，
1 回目の編集委員会が初対面でした。日
本のリウマチ診療が欧米を突き放してい
る部分としては，やはり仲村先生のような
優秀なリウマチ整形外科医の存在が最も
特徴的だと思います。リウマチ内科医が
どんなに頑張っても関節疾患においてリ
ウマチ整形外科の先生の知識を上回れ
ない分野が存在します。しかし，優秀な
リウマチ整形外科医は，関節リウマチ診
療に必要な内科的薬物治療に関しては，

第一線のリウマチ内科医と全く遜色はな
いことが少なくありません。日本人は英語
ができるので欧米の診療を取り入れること
が可能ですが，欧米人は日本語ができな
いので日本の良さを実感することができな
いことに似ているのかもしれません。これ
からの新体制の財団ニュースにもご期待
下さい。

（岡田正人）

聖路加国際病院

Immuno-Rheumatology Center

センター長

平成 29 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 29 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。

メール配信がお手元に届かない先生
メールアドレスをご登録ください

日本リウマチ財団では，ご指定されたメールアドレスに，毎号財団ニュースのファイル
をダウンロードできるURL や財団情報を送付しております。 

つきましては，お手数をおかけして大変恐縮でございますが，配信先としてご希望のメー
ルアドレスの登録をお願い申し上げます。

以下の財団事務局アドレスにメールをお送りください。
①お名前 
②ご所属

③登録医番号
④配信先としてご希望のメールアドレス

送信先：jrfnews@rheuma-net.or.jp

登録方法

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。

平成 24 年度

申請受付期間 平成 29 年3月1日〜 5 月31日

平成 29 年度リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続

リウマチ性疾患の保険診療に関するリウマチ財団登録医情報交換の場

日頃リウマチの保険診療で問題になっていると感じること，疑問，質問，事例につ

いてご紹介ください。

登録医同士情報交換をして，リウマチ診療における保険の査定の問題点を集め，地

域特性などを明確にし，内保連への働きかけの資料にもしたいと思います。

投稿されたものは財団医療情報委員会で検討の上リウマチ財団ホームページに up

していきます。出てきた事例に対するコメントも大歓迎です。

当面はメールを受け付ける方法で対応を開始します。

宛てに登録医番号，お名前を添えてお送りください。

inform@rheuma-net.or.jp

※ 関連学会単位，申し込み方法など詳細は財団ホームページをご覧ください。

平成 28 年度 リウマチ教育研修会 開催予定

医師を対象としたプログラムですが，看護師，薬剤師等も受講することができます。
単位数はリウマチ財団登録医 6 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 単位となります。

地区名 開催日 開催場所 世話人

近　畿 平成 29 年
2/19（日） 神戸国際会議場

神戸大学大学院医学研究科
リハビリテーション機能回復学
特命教授　酒井 良忠 先生


