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他領域に先駆けて生物学的製剤の導入が進んだリウマチ領域では、必要に迫られ、多くのリウマチネットワークが誕生しました。本誌では、2013年頃から各地のネットワーク

を取材してきましたが、そこは、より良いリウマチ医療を提供するためのアイデアの宝庫でした。従来の生物学製剤に加え、バイオシミラーも多く上市され、製薬メーカー

のプロモーションによるバックアップがこれまでほど期待できなくなっていくなか、取材した事例から今も汎用性のあるアイデアをまとめてみました。 ※内容は取材時

リウマチネットワーク総まとめ
生物学的製剤の上市ラッシュを終えた今のために
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ケース１
【長崎県】白十字会 佐世保中央病院
インタビュー対応：植木 幸孝 氏

（当時院長、現 臨床研修・研究統括部長）

　病院を訪ねてまず目についたのは、病院
玄関に掲げられた連携先の表示であった
（図1）。在住している地域の連携先が一目
でわかることは、患者さんにとって重要と考
えられる。佐世保市は急ごしらえの都市で
大規模病院が複数あるが、医師や看護師の
福岡など大都市への流出が多く、慢性的な
医療関係者の不足状況にある。そのような
なかでの佐世保中央病院のポリシーは、「当
院でしかできないものをめざす」である。同
病院はリウマチ医療の一翼となる整形外科
を一時閉鎖し、他の病院やクリニックとの協
同で診療を進めるなかで“地域医療連携”
という特色を得た。
　具体的には、同院には、他施設の主治医
が自由に来院して入院患者の診療に当たる
というオープンシステムのベッドが確保され
ている。また、独自のシステム「メディカル・
ネット 99」を整備。このシステムのなかに医
療機関の台帳があり、連携クリニックのリウ
マチ診療の可否、MTX 投与の可否、生物

学的製剤（以下、バイオ）投与の可否が検
索できる。反対に、患者さんの同意があれ
ば連携クリニックの医師にも ID を発行して、
インターネット経由で電子カルテが閲覧でき
るようにもなっている。

ケース 2
【秋田県】秋田市中通総合病院
インタビュー対応：宮本 誠也 氏（現 本間
記念東北整形外科・東北歯科 副院長）

　リウマチネットワークには主に 2 つのタイ
プがある。ひとつはケース 1：佐世保中央病
院のような患者さんの受け渡しやカルテの共
有化を主眼としたもの、もうひとつは患者さ
んをマスで見たときになにが見えるかという
臨床研究を主眼としたものであるが、秋田
県のネットワークAORA（Akita Orthopedic 
Group on Rheumatoid Arthritis） はこの
両方を兼ね備えている。
　AORA は高齢化が進み、交通網も不十
分な秋田に大きなリウマチセンターを作って
も患者さんが通ってくることができないとい
う事情のなか、センター化の代わりとして
打ち出された（図 2）。高齢化や交通の不便
はときに有利にも働き、秋田県ではリウマ

チ患者さんの県外への流出がほとんどなく、
ネットワークを組むことにより、みんなでお
なじ患者さんを継続して診ていくことがで
きている。極端にいえば、患者さんが県内
で転居しても、医師と合わずに隣の病院に
行ったとしても、その先は AORA の施設
であり、共有データを元にした診療が行わ
れる。また、中通病院を含めたすべてが秋
田大学整形外科の同門施設で構成されて
いるため治療方針が一貫しており、臨床研
究に適したデータが取れているといえる。
 

ケース 3
【栃木県】自治医科大学附属病院
インタビュー対応：簑田 清次 氏（アレル
ギー・リウマチ科 教授）

　「もし私が市中の病院に勤めていたら、リ
ウマチネットワークを作ろうとは思わなかっ
た」と簑田氏は言った。自施設が“大学”
である以上、簑田氏はなんらかの研究をし
て、部下に学位を取らせなければならなかっ
た。そのために考案したのが、これまでより
多くの患者を集めた臨床研究であり、しかし
医局員の時間は限られているため、大学周

辺のクリニックの医師に診療を手伝ってもら
うシステムである。そのため、「栃木リウマ
チネットワーク」は、大学の医師とクリニック
の医師の“2 人主治医制”となる。
　2 人主治医制では、最初の 4 ヵ月は自治医
大で毎回診察し、その後は「近くのクリニッ
クで毎月、大学は 4 ヵ月に１回だけというサ
イクルに切り替える。このシステムは患者さ
ん、大学、開業医のそれぞれにメリットがあ
る。患者さんにとっては、遠くの大学まで通っ
て 2 時間待たされて皮下注射するよりも、近
くのクリニックで打ってもらうほうが合理的で
ある。大学にとっては、4 ヵ月ごとの検査で
血液や DNAを採取し研究に役立てるととも
に患者さんに対して責任を持ち続けることが
できる。クリニックは患者さんが増える。関
係者すべてにメリットがあるこのシステムは、
地域医療の核となりつつ、臨床研究もしてい
かなくてはならないという施設に向いている。

ケース 4
【宮崎県】善仁会 市民の森病院
インタビュー対応：日高 利彦 氏（副院長）

　市民の森病院の膠原病・リウマチセンター
は院内で最も大きく、1,350 人の患者さんを
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● 女性リウマチ医のひとりごと 第5回 小林浩子氏
● リウマチ人 松井宣夫氏
● 皮膚科・歯科とリウマチ性疾患 皮膚科 第1回
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診ている（取材時）。同センターの所長も兼
ねる副院長の日高氏がリウマチネットワーク
を作ろうと思った動機は、地元の宮崎に戻り
リウマチの外来を開設した直後から患者
さんが押し寄せ、逆紹介しないと“パンク”
すると思ったことにある（図 3）。
　同院の考える連携のポイントは、紹介の
ハードルは低くし、反対に逆紹介では情報
提供を重視することである。紹介時には複
雑なことは求めず、連携施設以外からも要
請があれば受け入れる。しかし逆紹介時に
は、検査データを含めた現症のほか、医療
機関のレべ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
提供書を作成している。また、逆紹介後も
個々のケースに合わせた頻度で市民の森病
院の定期的な診察を行い、その際の臨床検
査、X 線評価、骨密度評価なども提供する。

2015 年に 184 施設 279 例を紹介した日高氏
は、「逆紹介先と一緒にやっていくという姿
勢は大切」と語る。

ケース 5
【長野県】抱生会 丸の内病院
インタビュー対応：山﨑 秀 氏（診療部長）

　世の中ではほぼネットワーク＝医療連携と
いうことであるが、「信州リウマチネットワー
ク」は、患者さんが最善の治療が受けられ
るのであればその方法にはこだわらない。
長野県は広大で、中核病院が県内全域を
管理することは不可能であるからだ。同ネッ
トワークでは、患者さんにとって身近な地域

の専門医が最新の治療を学ぶためのサポー
トを行っている。そうすれば地域の専門医
が治療の実体験を広めてくれるからだ。同
時に一般市民への疾患啓発にも力を入れて
いる。
　具体的な活動は「医師向け」、「患者さん
向け」、「スタッフ向け」の 3 本柱である。
医師向けにはセミナーを行っているが、バイ
オに偏らず、最新のガイドラインの共有や、
乾癬、慢性疼痛、リンパ腫など幅広いテー
マを設定している。患者向けには市民公開
講座で演劇による疾患啓発などを行った。
医師やスタッフ向けのセミナーも、患者向け
の市民公開講座も、大切なのは“公平性”。

「丸の内病院に患者さんを集めようとしてい
る」などと勘違いされないよう、いろんな病
院の医師が関わるようにし、メーカーの協
賛が必要な場合も 1 社だけではなく持ち回

り制にするなど、工夫が必要である。肝炎
のネットワークなどは、国の補助金を受ける
ためにも大学を中心にまとまろうという動き
が見える。しかし、リウマチネットワークに
補助金はない。特定の施設や会社に利益と
負担が集中しない采配こそネットワーク事務
局長の腕の見せ所である。

　ケース１からケース５までそのネットワーク
はさまざまであるが、それぞれの地域の
特色に応じたネットワークを構築している。
しかしその主眼はあくまでもリウマチ患者
へのベストケアをめざしている、というこ
とを痛感させられた。

（文責：編集部、森本幾夫）

市民公開講座にて行われた演劇の様子。医師役が山﨑氏。

「平成 30 年 3 月 24 日上野恩賜公園にて。近年、3 月中に桜が満開になる地域は日本全体の
約 3 分の 1 のようです。」

広大な長野県全域に
最善のリウマチ医療を届ける

最後に

図3 市民の森病院：RA科外来患者（月平均）の推移
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●リウマチ医になったわけ
　福島県立医科大学を卒業した後の進路と
して、まず内科医になろうと漠然と決めまし
た。当時の当学の内科学講座は明確な臓器
別に分かれておらず、第一・第二・第三内科
という大講座制でした。当時第二内科の教
授は粕川禮司先生であり、最も尊敬できる
師であったため、第二内科に入局しました。
第二内科は消化器、膠原病、アレルギー、
呼吸器、神経と広い領域をカバーしていた
ため、上下部内視鏡や気管支鏡検査、肝腎
生検など、非常に幅広く研修することができ
ました。幸運にもカリフォルニア大学サンディ
エゴ校に留学する機会をいただき、そこで
学んだことを元に、帰国後から本格的にリウ
マチ膠原病領域に携わるようになりました。

●女性医師でよかったこと
　家庭をずっと守ってきて関節リウマチを発
症した女性の患者さんに一通り治療方法な
ど説明した後「本当は数日温泉に浸かって
上げ膳据え膳が一番手っ取り早く効くんで
すけど、それができないから皆さん大変な
んですよね」とつぶやくと、ほとんどの患者
さんは「我が意を得たり」と得心したような
表情になって、一気にコミュニケーションが
取りやすくなります。実際当地には良い温泉
がたくさんあるので、家族や友人と大手を
振って出かけるようになる方もいれば、そう
もできず薬の効果もなかなか実感できない
時に「本当は温泉に行ければもっと良くなる
んでしょうけど」と自分自身を納得させる方
もおられます。同じセリフを男性医師が言う

ことも可能でしょうが、その医師のキャラク
ターや言い方によっては反感を買うリスクが
非常に高いと思われます。

●ひとりごと
　教育もグローバル化しなくてはならないと
か。大いに結構ですが、どうせなら秋入学
にならないものでしょうか。「なんでこんなイ
ンフルエンザやらノロウイルスやら大雪だ暴
風だと最悪な時期に一生がかかってる試験
をしなくちゃならないんだ？」と毎年腹立た
しく思っていました。受験生も大変ですが
受験生を受け入れる側も大変です。日本に
おいて「桜のもとで入学式」は何よりも大切
な風景だと思っていましたが、ソメイヨシノ
の南限が北上し、お彼岸に咲いてしまう地
域が増えるようではもうあきらめてもいいの
ではないかと思うようになりました。秋入学
への変更に伴う問題点も色々想定されます

が、真のグローバル化は小手先のカリキュ
ラム変更だけでは成し得ないでしょう。私
は「一番嫌いな仕事は何ですか？」と問わ
れれば「会議」と答えるような人間ですが、
秋入学を実現するための会議なら主体的に
関わってもいいと思っています。すでに色々
アイデアがあるのですが、どこかからお呼
びがかからないものでしょうか？

●バトンタッチ
　次回は、お会いすると「その圧倒的なパ
ワーの源はどこから？」と誰もが疑問に思う
はず、金子祐子先生にお願いしました。金
子先生、お仕事増やして申し訳ありません！

（文責：小林浩子）

◎小林氏からバトンを受け、次回登場する
医師は、金子祐子氏（慶応義塾大学医学部
リウマチ内科）です。

リレー連載

福島県立医科大学医学部リウマチ膠原病内科学講座
准教授 小林 浩子 氏

（編集部より）当連載は、執筆担当者が次の執筆者を指名する、数珠つなぎ形式の

リレーコラムです。開始から1年経った今号では、前号の東京大学医学系研究科免

疫療法管理学/アレルギー・リウマチ内科の神田浩子氏により、「“浩子”つながり

でお願いします」と小林浩子氏が指名されました。

第5回
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羽生：今回の「シリーズ リウマチ人」は、日
本リウマチ財団の理事としてもご活躍されてい
る松井宣夫先生です。本日は、まだまだ現役
で診療中の松井先生を、名古屋市総合リハビ
リテーションセンターに訪ねました。先生、取
材に応じていただき、ありがとうございます。
松井：よろしくお願いします。
羽生：最初に、先生が医師になるまでの道の
りを教えてください。
松井：私は東京生まれの江戸っ子です。「家
庭は社会経験の源」とは私の信条ですが、9
人兄弟の 8 番目として揉まれて鍛えられ、今日
の人格形成に至りました（写真 1）。疎開の
苦労を経験したことも大きかったですね。今で
も喧嘩は苦手で、強みは調整力です。
　私の父は内科と小児科の看板を掲げる開
業医でした。診療所と住まいはひと続きでした
から、私は子どものころから否応なしに医療
の現場に接していたわけです。地域の人々に
慕われる父の背中を見て医師を目指すようにな
り、千葉大学医学部に入学しました。在学中
は登山にスキーと山を楽しみ、卒後のインター
ンは山岳部の先輩の勧めで、東京逓信病院
に行くことになりました。1963 年のことです。
羽生：このとき、関節鏡の開発・臨床応用を
していた渡辺正毅先生に出会うことになります
ね（写真 2）。渡辺先生は 1959 年に 21 号
関節鏡を開発、1962 年に世界で最初の鏡視
下半月板部分切除術に成功しています。
松井：まさに花咲いたその時でした。渡辺先

生の学問に真摯でありながら温和なお人柄に
も惹かれ、私は迷いなく整形外科を専攻する
と決めました。そしてこのまま東京逓信病院に
残って修行したいと申し入れたのですが、渡
辺先生から母校の整形外科に入局すべきだと
説得され、入局と同時に千葉大学大学院へ
進学することになりました。

松井：千葉大学の整形外科は当時 10 年目。
まだ、第 1 代教授の鈴木次郎先生が主宰し
ていました。鈴木先生は、腰椎椎間板ヘルニ
アや脊椎すべり症に対して、経腹膜的椎間板
切除前方固定術を始められた先生です。大
変 tappel（手術上手）な外科医で、医局員
は鉗子の持ち方からハサミの使い方まで厳格
に指導を受けました。その鈴木先生が急逝さ
れ、井上駿一先生が 38 歳の若さで第 2 代
教授に就任しました。
羽生：2 代続いて脊椎外科医ですね。
松井：おかげで多くの脊椎手術を経験させて
もらいましたし、その中にはリウマチ患者さん
も多分に含まれていました。私は脊椎と並行
して、自分自身の専門として関節を診るように
なりました。
羽生：大学院では、関節を研究されていまし
たからね。
松井：免疫学で著名な岡林 篤教授の第 2 病
理学教室で学びました。研究テーマは「関
節リウマチの実験的関節炎」です。まずウサ
ギの背中に異種蛋白として卵白アルブミンを繰

り返し筋注遷延感作し、次に膝関節にアルブ
ミンを惹起注射するという手法で、リウマチ類
似の関節炎を作成しました。運良く多田富雄
先生（後の東京大学免疫学教授）が興味を
持ってくれて、指導を受けることができました。
余談ですが、免疫学の大家である多田先生
も関わる研究になったことで、研究用の瓶詰
めアルブミンではなく、きちんと卵から純粋のア
ルブミンを抽出することになりました。卵は 1日
に 10 ～ 20 個買ってくるのですが、黄身は必
要ありません。それで大変困って家内に相談
したら、「ババロアを作りましょう」と。おかげ
で私は今もババロアが好きなのです（笑）。
羽生：私たちの時代に、今のアジュバンド誘
発関節炎やコラーゲン誘発関節炎が作成され
るようになりましたが、その前の時代にアルブミ
ンで感作したというのは、先駆けにあたる研究
ですね。
松井：なんにしても、若い医師は多少無理を
してでも、基礎研究と臨床の両方を経験する
べきですね。私の場合はこの研究が契機とな
り、大学院在籍中から大学でリウマチ外来を
担当することになりました。基礎の土台の上に
臨床的経験を積み重ねていく、ライフワークと
してのリウマチとの関わりが始まったのです。

羽生：さて。松井先生の代名詞ともいえる関
節鏡について、お話しいただけますか。
松井：関節鏡に関しては、極めて重要なテー
マとして取り組んできました。まず大学院を修
了後、千葉市立病院に 1 年間出張しましたが、
市立病院の医長のご理解を得て、東京逓信
病院の渡辺先生の元へ週 2 回通い、関節鏡
の指導を受けました。そして市立病院でも千
葉大の学生運動から救い出すように持ち出し
た 21 号関節鏡を使って、関節鏡下の手術を
行いました。
羽生：一般的にはまだ、損傷した半月板は関

節を切開して取り除く時代でしたが。
松井：そうですね。ただ、千葉大のリウマチ
外来にいたときから私の周囲では、関節鏡下
の手術が試行されていました。私は関節鏡
をテーマとするのに、良い時期に良い場所で
医師になったということでしょう。1969 年、私
はリウマチ患者さんにおける鏡視下の滑膜切
除手術を始めました。鏡視下と言えど、腰椎
椎間板切除用の大型パンチを用いた徹底的
な切除です。この手術の 10 年以上の成績と
外科的滑膜切除術の比較論文は、国際整
形外科災害外科学会および International 
Orthopaedics で発表しました 1）。侵襲性の
低い関節鏡手術は患者さんの負担が少なく、
早期リハビリ・早期社会復帰に貢献することが
できました。
羽生：その後、手術器具や映像技術が良くな
るにつれて、1980 年代に入るころには整形外
科だけではなく、消化器外科の腹腔鏡手術
や、胸部外科の胸腔鏡手術など、鏡視下の
手術は医療全域に広まっていきましたね。
松井：“関節鏡の父”渡辺先生の貢献は、
絶大なものであったと思います。私自身も
1985 年に名古屋市立大学整形外科教授に
赴任してからは、McGindy によるテレビモニ
ターの普及（1975 年～）、大小手術器具・
電動シェーバーなどの改良、さらに手技の向
上が相まって、滑膜切除術の成績の伸びが
見られました 2,3）。

羽生：1987 年の 1 月～ 8 月には、リウマチ学
会派遣のフェローとして欧米の施設をまわられ
ていますが、印象に残ったドクター、手術を
教えてください。
松井：まずフィンランドのヘイノラ病院ですね。
リウマチ外科では世界をリードした Vainio 先
生の病院ですが、その後継者の Raunio 先
生に、チャンレー式人工股関節置換手術、リ
ウマチ足趾の手術などを学びました。Vainio
先生は大変日本びいきの方でした。ご自宅で
の食事会では私に自前の浴衣を着せてくださ
り、私も先生のために天ぷらとチャーハンを作
りました（写真 3）。ヘイノラ病院には小児リ
ウマチの患者さんも多く、貴重な手術例を経
験しました。
　スイスのチューリッヒにあるシュルテスクリ
ニックでは、Gschwend 先生の指導を受けま
した（写真 4）。4ヵ月にわたる同クリニック滞
在中には、現在注目を集めているリバース型
人工肩関節の原型と言えるリバース肩置換手
術が、午前と午後で 2 例行われたこともあり
ました（図 1）。後日、結果は不良ということ
でしたが、印象深い一日でした。その他にも、
イギリス、カナダ、アメリカなどをまわり、大変
実りの多い留学となりました。

松井宣夫氏と聞いて、読者の先生方はどんなことを最初に思い浮かべるでしょうか。

関節鏡を用いた研究・手術、名市大式人工膝関節の開発、学会・財団の重鎮……

業績は多彩ですが、実際に松井氏に接したことがあり、その穏やかなお人柄を挙

げられる先生もいらっしゃると思います。本日は 82 歳となられた松井氏の約 60 年

に渡る医師生活を、羽生編集員と一緒に追体験します。

“関節鏡の父”との
運命的な出会い

脊椎中心の医局において
リウマチ医になる

渡辺氏のもとへ……
念願の関節鏡を学ぶ

海外のリウマチ医が魅せた
当時最高の手術

写真１
男 5 人、女 4 人の 9 人兄弟の 8 番目として育つ（下は妹）。

写真 2
恩師・渡辺正毅氏。“関節鏡の父”とも呼ばれる。

6 ページに続きます。

写真 3
Vainio 氏の自宅にて。正面が松井氏。

関節鏡を相棒に――
　おっとり穏やか教授の道程

名古屋市立大学 名誉教授
名古屋市総合リハビリテーションセンター 名誉センター長

松井 宣夫 氏
聞き手：羽生 忠正 編集員／長岡赤十字病院 リウマチ科 センター長

題字・仲村一郎 編集長
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羽生：松井先生といえば「名市大式人工膝
関節」を思い浮かべる読者の先生もいると思
いますが、NCU type TKA について教えて
ください。
松井：それは千葉大整形第 2 代教授の井上
駿一先生まで遡ります。井上駿一先生は国産
の医療器具を推奨される先生でした。そのた
め、岡山大学で児玉・山本式 D 型人工膝関
節が開発された時には、私を連れて現地まで
出向いて児玉先生の手術を見学し、千葉大
でも採用することになりました。私は D 型とそ
の改良型を含め、50 例近くの TKA 置換手
術を施行いたしました。
　その後、京セラによって KC-1 型のセラミッ
ク人工膝関節が開発され、こちらも千葉大で
数十例に使用しました。このときのリウマチ患
者さんで、転機となった症例があるのです。
その方は、両膝に疼痛と歩行困難を来してい
ましたので、KC-1 型の TKAをセメントレスで
両膝に置換しました。結果、疼痛は消失、歩
行は改善し、職業であった薬剤師として復帰
されました。数年後に病死されましたが、ご
本人の遺言で献体のお申し出がありました。
私は自身の人工関節置換術後の病理組織学

的標本を観察する機会をいただいたのです。
セラミックと脛骨、大腿骨との接触面には異物
反応がなく、人工関節のゆるみもありませんで
した。
羽生：もともと膝関節に関しては国産の TKA
を推奨して来られていて、ご献体のおかげで
セラミックTKA の安全性に確信を持ったわけ
ですね。そして名古屋市立大学に教授として
赴任された後、オリジナル TKA の開発に乗
り出した、と。
松井：はい。ただ、初期（NCU-1）には大
腿側、脛骨側、膝蓋骨ともセラミックでしたが、
その後（NCU-2）には脛骨側、膝蓋骨骨接
触面はチタンとし、骨との接触面は bone in 
growth（骨の成長による接着）を期待する
形としました（図 2）。術後の成績は PCA、
Natural Kneeと比較してもほぼ同等の成績
が得られました 4）。

羽生：現在まで続いていることですが、松井
先生は学会や財団の要職を歴任されていま
すね。常にリウマチ医、整形外科医の代表
として後進のために働いてこられた印象があ
ります。

松井：私の時代に専門医制
度などが整備された背景もあ
りますが、その試験や研修な
ど、医師の教育が関係する
ことには多く取り組んできたと
思います。日本リウマチ学会
専門医制度の創設時（2003
年）には、研修委員長として
試験問題の作成や『リウマチ
専門医試験－例題と解説』（日
本リウマチ学会編集）の出版
のお手伝いをしました。また、
日本整形外科学会リウマチ専
門医との調整を担当しました。

　また、1988 年からは日本リウマチ財団の
教育研修委員を 10 年、教育研修委員長
を 6 年務めました。教育研修委員長の期間
は中央講演会、地方講演会ともに毎回出席
し、研修講演と閉会の辞を必ず担当しまし
た。講演回数 43 回と、これはほぼ日本全国
を巡ったことになります。リウマチ財団に限ら
ず数えれば、医師人生の総講演回数は国
内だけでも283 回にのぼります。

羽生：最後に。読者であるリウマチ医、医療
スタッフの皆さんに対するメッセージをいただ
けますか。
松井：“弱きものよ、汝の名は患者なり”――
これはシェークスピアの『ハムレット』に出てく
る“弱きものよ、汝の名は女なり”という台詞
を言い換えたものですが、私にはこちらのほう
がしっくりきます。どんな人であっても患者の立
場になれば戸惑い、不安に駆られるものです。
ですから、私は常に患者さんの目線に立って、
年齢・男女・人種などを問わず、分け隔てな
く診療するようにしています。60 年間、医師
として医療行為を行っていますが、トラブルは
皆無です。患者さんに接しているときが一番
楽しいです。
　具体的にひとつ提案したいのは、電子カル
テを伴う診療には必ず MA（メディカルアシス
タント）を付けるということですね。患者さんと
のコミュニケーションが改善し、トラブル・診療
ミスが激減すると思われます。
羽生：同感ですね。病院の事情はそれぞれ
ですが、今からでも遅くないので、未整備の
病院ではご検討いただきたいと思います。
松井：私の医師人生を振り返ると、この 20
年間のうちに各種免疫調節薬、MTX、生
物学的製剤、JAK 阻害剤などの開発があ
り、多くの患者さんが救われています。しかし、
どの治療にも限界というものがあり、その判断

を的確に行う必要があります。そして、医師
自身の能力にも限界があります。わが国では
2004 年に『関節リウマチの診療マニュアル（改
訂版）診断のマニュアルとEBM に基づく治
療ガイドライン』が、さらに 2014 年に『関節
リウマチ診療ガイドライン』がとりまとめられま
した。われわれ臨床医には、これらを的確に
利用し、日常診療に直ちにフィードバックするこ
とも求められています。
　医学の進歩は急速です。Never to be 
late! 今後も私は、自分のライフワークとして
リウマチの研究・診療に励む所存です。リ
ウマチ医の皆さん、医療スタッフの皆さん、
そして患者の皆さんも一緒に頑張りましょう。
羽生：本日はありがとうございました。

（文責：編集部）

リウマチ学会・リウマチ財団の
重鎮として活躍

“弱きものよ、
　　汝の名は患者なり”

1） Matsui N, et al: Int Orthop 13（1）; 17-20, 1989
2） 松井宣夫（著）: 日本医事新報 10-13（4214）; 33-36, 
 2005
3） 松井宣夫（編集）: 『関節鏡視下滑膜切除術－手技の実際』;
 メディカルビュー社 , 2003
4） Matsui N, et al: Niwa S, et al（Eds.）: Reconstruction 
 of the Knee Joint; 207-213, 1997

写真 4
松井氏（左）と Gschwend 氏（右）。

オリジナル人工膝関節（TKA）
開発秘話

図1 シュルテスクリニック（スイス）のリバース肩置換手術

図2 名市大式人工膝関節

主催　公益財団法人日本リウマチ財団
後援　日本リウマチ学会、日本臨床リウマチ学会、日本リハビリテーション医学会、日本医師会、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会、全国保健師長会、
　　　日本看護協会、日本理学療法士協会、全国病院理学療法協会、日本作業療法士協会、日本介護福祉士会、全国訪問看護事業協会
　　　日本リウマチ友の会、厚生労働省（申請中）、日本整形外科学会（申請中）

日本リウマチ財団 検索 んさ者患等」チマウリ節関「」A&Qチマウリ「」設施療医るす属所の師剤薬・師護看・医録登団財チマウリ本日「はでジーペムーホ
。すまいてし供提を報情のけ向者事従療医等」度制成助究研・査調「」度制職門専チマウリ「び及報情のけ向http://www.rheuma-net.or.jp

お問合せ TEL（03）6452-9030

6月はリウマチ月間

新しい時代を迎えたリウマチ医療フォーラム

プログラム
式典及び学術助成受賞者記念講演、患者会代表者による要望と実態、

リウマチ医療と診療報酬についての話題

参加費無料（事前登録の必要はございません）

リウマチ月間講演会
（リウマチ専門職中央研修会）

早期発見、適切な治療
リウマチは不治の病ではなくなりました

早期発見、適切な治療
リウマチは不治の病ではなくなりました

開催日時 平成30年6月3日（日）14:00～16:35

開催日時 平成30年6月3日（日）     10:00～16:35
プログラム

日本リウマチ財団は31年を迎え新しい一歩を踏み出します

患者様とそのご家族の方、多数お待ちしております。

関節リウマチ治療と将来展望、リウマチ財団におけるリウマチのチーム医療、
脊椎関節炎、リウマチ医療と保険診療、各種スポンサードセミナー、他

参加費 3,000円
詳しくは日本リウマチ財団ホームページをご覧ください。申込

方法

●日本リウマチ財団（終日参加８単位）、関連学会単位取得可能

東京都千代田区平河町2-7-4 (東京メトロ 永田町駅 徒歩１分)
場所 砂防会館別館（シェーンバッハ・サボー）

http://www.rheuma-net.or.jp
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松井氏（左）と羽生氏（右）。
名古屋市総合リハビリテーションセンターにて



平成30年3月 企画運営委員会 議事録
日時：平成30年3月13日（火）18：00～19：05

画像クイズ

報告事項
1. 委員会の開催について
 （1） 医療情報委員会（リウマチ財団ニュース）
  3月1日（木）に開催。

　 （2） 第1回登録理学療法士・作業療法士制度検討部会
  4月13日（金）14：00～16：00に第1回を開催予定。

2. 平成29年度研修会開催結果報告について
 平成29年度の開催結果は以下のとおりであった。 
 ・リウマチ教育研修会 6地区開催 ３９４名
 ・リウマチの治療とケア研修会 6地区開催 ４７４名
 ・第19回 RAトータルマネジメントフォーラム ２７７名

3. 平成30年度リウマチの治療とケア教育研修会の開催日程について
 「リウマチ教育研修会」と「リウマチの治療とケア研修会」を統合し、
 「リウマチの治療とケア教育研修会」として全国6地区6会場に東京と大阪を加えた8会場に
 おいて、開催する

4. 法人賛助会員の入会について
 ㈱社会保険研究所が入会したので35社となった。

５．平成29年度に承認した後援名義、転載許可の報告について
 後援名義許可は109件、引用・転載許可は7件。

6. 平成30年度年間行事予定について
7. その他
 「日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞」の終了について

審議事項
1. 平成30年度事業計画及び収支予算に関する件について
 （1） 事業計画案
　 （2） 収支予算案
2. 平成30年度リウマチ月間リウマチ講演会について
 ・開催日時 ： 平成30年6月3日（日）
    医療従事者向け 10：00～16：35　
    一般患者向け 14：00～16：35
 ・開催場所 ： 砂防会館別館（シェーンバッハ・サボー）　
    400人収容と200人収容の2ホールを使用

 審議事項として下記が示された。
 （1） 財団ニュースのリウマチ月間特集号を発刊したい。
 （2） 普及啓発ポスターについて
  財団ニュース特集号とポスターを同梱し、4月中旬発送を目途。　
 （3） 参加料について

3. 平成29年度リウマチ性疾患調査・研究助成及び三浦記念リウマチ学術研究賞、
 平成30年度塩川美奈子・膠原病研究奨励賞授賞者の選考について
4. 平成30年度ノバルティス・リウマチ医学賞授賞者の選考について
5. 平成30年度リウマチ福祉賞授賞者の選考について
6. 日欧リウマチ外科交換派遣医受入について
7. 日本リウマチ友の会 第58回全国大会への出席依頼について
8. 「関節リウマチトータルマネジメント」の改訂について
9. その他
 「平成31年度以降の教育研修会体制」について
 「RAトータルマネジメントフォーラム」について、今後の在り方を検討。

皮膚科・歯科とリウマチ性疾患連載
社会医療法人厚生会 木沢記念病院 名誉病院長／岐阜大学 名誉教授 北島 康雄 氏

皮膚科

第1回

両者ともに1月ほど前から顔面に写真の様な紅斑が
出現した。痒みと痛みは感じていない。
共に弱いステロイド軟膏を1月連用していた。両者
とも発熱はない。症例1では手に霜やけ様の紅斑が
ある。

1. 両者の紅斑の違いはどう説明するか。
2. 疑われる鑑別疾患は何か。

Q.

症例1,2の紅斑は共に鱗屑（りんせつ：剥がれつつある角層）、
糜爛や痂皮を伴っていないので表皮は正常であり､真皮のみの炎症によって生じる毛細血管拡張による紅斑です。A1.

症例1の蝶形紅斑は下図点線のように網目状～分枝状に分布した少紅斑からなる。これ
は血管叢の配列を反映しているので血行（内因）性の原因で起きている。内因性では
あるが、1月続いているので薬疹､ウイルス感染症のような急性疾患ではなく､血管
病変もあるSLE､皮膚筋炎が疑われる。

A2. 症例2の紅斑は瀰漫性で血管病変によるもの
ではない。毛嚢性丘疹（矢印）が多発し､ステ
ロイド外用1月であるので､ステロイド外用
による酒皶様皮膚炎である。

A1.

鱗屑
（りんせつ：剥がれつつある角層）,
これがあれば表皮主体の疾患

点状の痂皮とそれを取り巻く
環状の鱗屑、これがあれば表皮
の疾患でアレルギー性接触皮
膚炎（理由：北島康雄、Visual  
Dermatology, 9. No12, 2010
参照 ）

平成30年3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

星印：血管炎は点状に起きる

真皮/皮下血管叢

乳頭下血管叢

係蹄（capillary loop）

平成 30 年 5 月 1 日発行　No. 148 日本リウマチ財団ニュース 　 　　　7



　日本リウマチ財団ニュースは、今号から

デザインが新しくなりました。また新連載

として画像クイズ「皮膚科・歯科とリウマチ

性疾患」が始まりました。今号では北島康雄

先生が皮膚科第1回として「顔面紅斑」を取

り上げ、その鑑別のポイントを明解に解説

されていますので、ぜひご覧ください。今後

とも、読者の皆様のお役に立てるように、さ

らに内容の充実に努めて参りますので、こ

れからも宜しくお願い申し上げます。ご意

見等がございましたら、お気軽にご連絡く

ださい。

　医師の地域偏在や循環型プログラムなど

の問題が指摘され、1年間先送りになった新

専門医制度が、今年4月、ついに内科、整形外

科など基本19領域でスタートしました。内

科、整形外科では、専門領域となるリウマチ

専門医の連動研修（並行研修）が可能となっ

たため、来年度までの開始に向けて学会を

中心にして準備が進められています。専攻

医を募集した病院では、プログラム作成と

研修体制の整備に大変な労力を消耗された

ことと思いますが、蓋を開けてみると、内科

専攻医のみ激減していました。その結果、内

科専攻医が極めて少ない地域ができてしま

いました。診療科と地域偏在の是正は一筋

縄にいかないようです。超高齢社会に突入

したわが国の医療体制において、総合診療

もできる内科医のニーズは高いものと推定

され、適切な専門医の配分に向けた制度設

計の改善が必要です。一方で、内科の中で

マイナー感のあるリウマチ専門医を確保

していくためには、幅広い総合診療能力と

高い専門性を併せ持つリウマチ指導医が

不可欠であり、専門以外の領域にも研鑽に

努めたいと思う今日この頃です。

編集後記

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

http://www.rheuma-net.or.jp/
リウマチ財団

平成30年度 リウマチの治療とケア教育研修会 開催予定

関東・
甲信越

開催地区 開催場所 世話人開催日

北海道・
東北

山形大学医学部附属病院
准教授　髙窪 祐弥 先生

6/10
（日） 山形国際ホテル

中国・
四国

道後温泉病院
院長　奥田 恭章 先生

9/23
（日） ひめぎんホール

九州・
沖縄

桜十字病院
院長補佐　中村　正 先生

10/7
（日） 熊本県医師会館

東海・
北陸

金沢大学附属病院 科長（病院臨床教授）
川野 充弘 先生

12/2
（日） 金沢ニューグランドホテル

東海大学医学部
教授　佐藤 慎二 先生

11/17
（土） TKPガーデンシティ横浜

御茶ノ水ソラシティ 東京医科歯科大学大学院
教授　上阪　等 先生

9/2
（日）

近畿

滋賀医科大学
教授　今井 晋二 先生

9/9
（日） 大津市民会館

未定 大阪大学大学院医学系研究科
准教授　冨田 哲也 先生

H31 2/3
（日）

三浦記念リウマチ学術研究賞、リウマチ性疾患調査･研究助成、
塩川美奈子・膠原病研究奨励賞

受賞者

根岸 英雄
東京大学生産技術研究所
炎症・免疫制御学社会連携研究部門　
特任助教

広範なリウマチ性疾患に共通の
原因・増悪因子としての
内因性炎症性RNAの解析と抑制法の開発

所属 研究題目

平成29年度 三浦記念リウマチ学術研究賞

リウマチ教育研修会とリウマチの治療とケア研修会をひとつにまとめ「リウマチの治療と
ケア教育研修会」となりました。
単位数は財団登録医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（参加実績/経過
措置期間）、リウマチ財団登録理学療法士・作業療法士（仮称）6単位（参加実績/経過措置期間）

日本リウマチ財団ホームページ

25名の応募者の中から5名（三浦記念リウマチ学術研究賞1名・塩川美奈子・膠原病
研究奨励賞1名：平成30年6月3日の『リウマチ月間リウマチ講演会』で授賞式及び
記念講演を行います）が選ばれました。
助成金は各100万円。

平成30年度ノバルティス・リウマチ医学賞、
日本リウマチ財団リウマチ福祉賞

ご自身がリウマチ患者さんであった三浦ふさ子さん(故人)からの寄付金を基金に、リウ
マチ性疾患に関する独創的な調査研究を行っている研究者に贈られるものです。

受賞者

長井 良憲
富山大学大学院医学薬学研究部（医学）
免疫バイオ・創薬探索研究講座　
客員教授

自然免疫受容体Toll-like receptor7を
選択的に阻害する低分子化合物を活用した
新たなSLE治療戦略の構築

所属 研究題目

平成30年度塩川美奈子・膠原病研究奨励賞
膠原病と闘い、膠原病に苦しみ、薬石効なく亡くなられた故塩川美奈子様ご本人および
ご遺族の意向により創設されました。  

助成者

金山 剛士
東京医科歯科大学
助教

ヒト共通単球前駆細胞を標的とする
新規関節リウマチ治療法の樹立に向けた
知識・技術基盤の構築

新井 康之
日本学術振興会 海外特別研究員
米国国立衛生研究所 客員研究員

STAT１機能獲得型変異による
自己免疫疾患に対する、
CRISPRシステムを用いた新規治療の開発

吉見 竜介
横浜市立大学医学部
血液・免疫・感染症内科学 講師

膠原病におけるエピゲノム修飾を
治療標的とした新規治療法の探索

所属 研究題目

平成29年度 リウマチ性疾患調査･研究助成

※所属・肩書きは申請当時

※所属・肩書きは申請当時

● ノバルティス・リウマチ医学賞受賞者
 南木 敏宏
 東邦大学医学部内科学講座膠原病学分野 教授

 『炎症細胞遊走阻害による関節リウマチ新規治療開発』
 平成30年6月3日の「リウマチ月間リウマチ講演会」で授賞式及び記念講演を行います。

● 日本リウマチ財団リウマチ福祉賞受賞者
 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す。

 辻村 美保
 富士整形外科病院 薬剤師

検索
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