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　関節リウマチ医療は近年、生物学的製
剤などを中心とした薬物療法の進歩に

　日本リウマチ友の会は1960年の発足
以来、リウマチ患者の福祉の向上を目指

して活動を続けてきた。新入会患者の減
少、既存会員の高齢化などの問題を抱え
ながらも、勉強会の開催、電話相談など
のほか、リウマチ患者の実態調査を5年
に1度実施し、調査結果を「リウマチ白
書」としてまとめている。長谷川氏は同
白書に示された各種のデータを引用しな
がら、リウマチ医療が「寛解」を目指せる
ようになった今日もなお、多くの患者が
病勢増悪、ADL低下、薬の副作用などの
不安を抱えて暮らしている実態を明らか
にした。

よって大きく向上した
が、一方で、生物学的製
剤の高い薬価が医療保
険財政を圧迫し、患者に
も重い負担を強いる点
が問題となっている。麦
谷氏は、リウマチの医療
費がどのような項目か
ら構成されているかを、
各項目の診療報酬点数
を示しながら具体的に
解説し、医療の質を担保
しながら医療費支出の
抑制を図ることがいか
に困難な課題であるか
を強調した。ケモカインの動きに着目して新しい関節リ

ウマチ治療法を探求する研究の概要と、最
近の成果を披露した。

◆塩川美奈子・膠原病研究奨励賞
　膠原病の病因・診断・治療に関する独創
的な研究に対して贈られる。今年度は、富
山県立大学工学部医薬品工学科バイオ医
薬品工学講座教授、富山大学大学院医学
薬学研究部免疫バイオ・創薬探索研究講
座客員教授の長井良憲氏に贈られた。授
賞対象の研究題目は「自然免疫受容体
Toll- like receptor 7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」。長井氏は授賞式後の記念

講演で、授賞対象となっ
た新たなSLE治療戦略を
構築する研究の概要と、
最近の成果を紹介した。

◆日本リウマチ財団リウ
マチ福祉賞
　永年にわたる社会的救
済活動を通じてリウマチ
性疾患に悩む患者の福祉
向上に貢献した人に贈ら
れる。今年度は、富士整
形外科病院地域医療連
携室リウマチセンター、日
本大学薬学部客員研究員

の辻村美保氏に授与された。

第一会場

　関節リウマチの治療は、この10年で大き
く進歩した。治療目標の設定、目標達成に向
けた治療（T2T）、標準的な治療の推奨・指
針、新しい薬の導入、整形外科的手術法の
確立などにより、パラダイムシフトと呼ばれ
る大変革が起こった。竹内氏は、関節リウマ
チ治療の現状を概説したうえで、製薬・ITな
ど各種技術の進歩を示す最新の事例を紹
介し、これからの10年は、これまで以上に飛
躍的に進歩する10年になるだろうと期待を
述べた。

座長
西岡 久寿樹 氏
難病治療研究振興財団
演者
竹内 勤 氏
慶應義塾大学医学部
リウマチ・膠原病内科 教授

関節リウマチ治療の
将来展望

講演

　日本リウマチ財団では、各種医療専門職の
連携と協働によるリウマチ治療・ケアシステム
の実現に向け、リウマチ専門職制度のさらなる
進化を図るべく制度設計中である。松本氏は、
現在のリウマチ財団登録医、リウマチケア看護
師、リウマチ財団登録薬剤師に加え、2019年
に登録理学療法士・作業療法士制度が発足
予定であることを紹介し、これらの職種による
地域完結型多職種多領域専門職チーム
（TOMEC）による適切な診断・治療・ケアの提
供について展望を述べた。

座長
幸田 正孝 氏
医療経済研究･社会保険福祉協会 顧問
演者
松本 美富士 氏
桑名市総合医療センター
リウマチ・膠原病内科 顧問

重要性が増大している
リウマチ財団専門職制度

講演

座長
中村 耕三 氏
東京大学 名誉教授
演者
冨田 哲也 氏
大阪大学大学院医学系研究科
運動器バイオマテリアル学 准教授

わが国で今後注目される
リウマチ性疾患：
脊椎関節炎とその類縁疾患

講演

　近年の関節リウマチの治療成績の改善に
は、検査・診断の技術的進歩やT2Tの考え
方の普及に加えて、生物学的製剤やJAK阻
害剤などの新しい治療薬の登場が大きく関与
している。岡田氏は、薬物治療の進歩にフォー
カスし、 10年以上にわたって蓄積されてきた
抗TNF抗体製剤のエビデンスと、今日蓄積が
進んでいるJAK阻害剤のエビデンスを解説
し、早期寛解導入とその維持を達成するため
の治療戦略について現状を述べた。

座長
川人 豊 氏
京都府立医科大学免疫内科学 病院教授
演者
岡田 正人 氏
聖路加国際病院
リウマチ膠原病センター センター長

関節リウマチ治療戦略
update

ランチョンセミナーⅠ
共催：ファイザー株式会社

　代表的な炎症性サイトカインであるIL-6
は、自己抗体の産生、滑膜炎症病態の誘導と
遷延化、骨・軟骨破壊を介して、関節リウマチ
の病態形成において中心的な役割を担って
いる。田中氏は、IL-6のシグナルを阻害するト
シリズマブについて、研究結果並びに国内外
で蓄積されたエビデンスを紹介するととも
に、免疫制御機構におけるIL-6シグナル阻害
の重要性と、トシリズマブのRA以外の自己
免疫疾患への応用について述べた。

座長
佐野 統 氏
京都岡本記念病院 院長
演者
田中 良哉 氏
産業医科大学医学部
第1内科学講座 教授

リウマチ領域における
IL-6阻害の重要性

ランチョンセミナーⅡ
共催：中外製薬株式会社

　関節リウマチのような慢性疾患におい
て、妊娠は重要な問題である。かつては、薬
物中止によって胎児への薬物の影響を除い
た上で妊娠するという選択が取られたが、
今日では治療の進歩により、疾患のコント
ロールと妊娠・授乳の両立が可能になって
きている。村川氏は、妊娠・授乳に関する薬
物の安全性評価について解説し、なかでも
TNF阻害薬は疾患治療と妊娠・授乳の両
立に大きな役割を担っていると述べた。

座長
住田 孝之 氏
筑波大学医学医療系内科 教授
演者
村川 洋子 氏
島根大学医学部附属病院
膠原病内科 診療教授

リウマチ性疾患と
妊娠・授乳

スポンサードセミナーⅠ
共催：あゆみ製薬株式会社

　関節リウマチにおいて、従来型DMARDs

座長
南木 敏宏 氏
東邦大学医学部
内科学講座膠原病学分野 教授
演者
押領司 健介 氏
松山赤十字病院
リウマチ膠原病センター

関節リウマチの自己抗体を
考慮した治療戦略

スポンサードセミナーⅡ
共催：エーザイ株式会社

　メトトレキサートの関節リウマチへの臨
床応用が始まったのは50年以上前であり、
今日でも関節リウマチ治療の中心的役割を
果たすアンカードラッグとして位置づけら
れている。鈴木氏は、メトトレキサートの現
状の適正使用について概説した上で、感染
症および新生物（リンパ増殖性疾患：LPD）
の死亡例の増加との関連について検討し、
免疫老化と薬剤による長期免疫抑制の両
者が関与しているとして、長期寛解維持後
の免疫抑制緩和が必要とされるだろうとの
見解を述べた。

座長
渥美 達也 氏
北海道大学大学院医学院・
医学研究院免疫・代謝内科学教室 教授
演者
鈴木 康夫 氏
東海大学医学部
内科学系リウマチ内科学 特任教授

アンカードラッグとしての
メトトレキサート（MTX）
ー使い方と今後の課題ー

スポンサードセミナーⅢ
共催：田辺三菱製薬株式会社

　初めに当財団代表理事の髙久史麿氏が
挨拶を述べた後、リウマチ性疾患に関する
調査研究・教育・医療・福祉の功労者に、日
本リウマチ財団から贈られる賞の授賞式が
行われ、続いて、ノバルティス・リウマチ医学
賞など3賞の各受賞者による記念講演が行
われた。

◆三浦記念リウマチ学術
研究賞
　リウマチ性疾患の治療
に関する独創的な研究を
行った若手研究者に贈ら
れる。今年度は、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
門特任助教の根岸英雄氏
に授与された。授賞対象の
研究題目は「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

日本リウマチ財団
学術助成受賞者記念講演

授賞式

　近年、注目されているリウマチ性疾患の一
つ、脊椎関節炎について、冨田氏が日本にお
ける疫学的状況などを解説した。脊椎関節
炎とは疾患群の名称であり、強直性脊椎炎、
乾癬性関節炎、反応性関節炎、炎症性腸疾
患関連関節炎、ぶどう膜炎関連関節炎など
がこれに含まれ、最も代表的なものが強直
性脊椎炎（AS）である。若年男性に好発し、
夜間から朝方に増悪する腰部・臀部・背部痛
を特徴とし、仙腸関節炎、脊椎炎、末梢関節
炎、靭帯や腱の付着部炎などが痛みの原因
となっている。古くからHLA-B27との関連

が指摘されているが、わが国ではHLA- B27
の陽性率自体がきわめて低く、ASの有病率
も低い。
　一方、脊椎関節炎と鑑別すべき疾患とし
てSAPHO症候群が最近注目されている。
胸骨周辺の前胸部を中心に硬化性・肥大性

骨関節病変を生じる症候群で、10～20代と
50代に好発し、女性に多いといわれる。原因
は不明であるが、病巣感染、金属アレルギー
などの関与が検討され、また、扁桃切除によ
り著しい改善を見る例が多いことが知られ
ている。

座長
狩野 庄吾 氏
自治医科大学 名誉教授
演者
麦谷 眞里 氏
東京医科大学医学総合研究所 教授

リウマチ医療と
診療報酬

講演

座長
高林 克日己 氏
三和病院 顧問
演者
長谷川 三枝子 氏
日本リウマチ友の会 会長

患者会の実態と
医療者への要望

講演

　日本リウマチ財団医療保険部会では、関
節リウマチ治療における保険診療上のさま
ざまな制約や問題点の解決に取り組んでい
る。井上氏は、同部会の最近の活動状況を
紹介し、保険診療の諸問題について、平成
24年4月より日本リウマチ学会、日本整形外
科学会、日本臨床整形外科学会と定期的に
会合を持ち、それぞれが外保連（外科系学
会社会保険委員会連合）、内保連（内科系学
会社会保険連合）、厚労省保険局に働きか
けることにより、多くの問題点が改善されて
きていると述べた。

座長
松野 博明 氏
松野リウマチ整形外科 院長
演者
井上 博 氏
井上病院 理事長

リウマチ医療と
保険診療

講演

第二会場

◆発表1.（医師）山﨑秀氏
山﨑氏が関わっている「信州リウマチネット
ワーク」（長野県内の92施設が参加）の事例
を紹介しながら、リウマチ医療における地
域連携の重要性と課題、また、リウマチ専門
医の望ましい在り方を述べた。医療が急速
に進歩している今日、リウマチ専門医は常
に高度な医療の提供に務めるとともに、院
内の各専門職、地域の施設、医師らとの緊密
な連携を図り、地域全体のリウマチ医療を
サポートする姿勢を持たなければならな
い。また、各職種はそれぞれ高度な専門知
識を持って、各々の立場からリウマチ患者に
関わり、このようなメンバーから構成される
医療チームの中で、医師はリーダー、コー
ディネーター、時に相談役としての役割が求
められている。

◆発表2.（看護師）佐藤陽子氏
今日のリウマチ医療は、患者自身の疾患理
解と自己管理を重んじた治療スタイルへと

RAチーム医療 ～チーム医療の確立と包括ケアへの取り組み
シンポジウム

座長

川合 眞一 東邦大学 名誉教授
松原 司 松原メイフラワー病院 院長
村澤 章 新潟県立リウマチセンター 名誉院長
発表 

1． （医師） 「リウマチ治療の最前線における登録医の在り方」
 山﨑　秀 丸の内病院リウマチ膠原病センター 診療部長
2． （看護師） 「RAチーム医療における看護師の役割
  ～リウマチケア看護師の現状～」
 佐藤 陽子 新潟県立リウマチセンター 副看護師長
3． （薬剤師） 「リウマチ性疾患のチーム医療における薬剤師の関わり」
 宮﨑 長一郎 日本薬剤師会 常務理事
4． （理学療法士） 「RAチーム医療へのリハビリスタッフの関わり
  ～理学療法士の立場から～」
 藤田 慎一朗 倉敷スイートホスピタルリハビリテーションセンター 主任
5． （作業療法士） 「RAにおける医療と作業療法シチュエーション」
 林　正春 JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 技師長

変貌を遂げつつあり、このような治療の前
提として患者教育の重要性が増している。
佐藤氏が属する新潟県立リウマチセンター
では、リウマチ患者のセルフマネジメント能
力向上を目指す患者教育を看護師が実施し
ている。指導時間の確保などさまざまな課

題を克服してきた結果、初期患者教育の大
幅な効率化が実現した。患者教育は財団登
録リウマチケア看護師が中心となり、外来と
病棟の看護師が連携して行っている。その
他、同院ではリウマチケア看護師が中心と
なって、地域の訪問看護ステーションやかか
りつけ医と連携しながら、リウマチ患者の
退院支援を行っている。

◆発表3.（薬剤師）宮﨑長一郎氏
リウマチ医療は、抗リウマチ薬や生物学的
製剤を用いた薬物療法により飛躍的な進歩
を遂げた。一方、これらの薬剤の多くは高い
治療効果を持つ反面、いわゆる「ハイリスク
薬」でもあり、中には、用法・用量を誤れば重
篤な副作用から死に至る危険性のある薬剤
が含まれているのも事実である。宮﨑氏は、
リウマチ患者にメトトレキサート（MTX）連
日投与の処方箋が誤って交付され、処方箋
の誤記に対する薬剤師の気づきが遅れた結
果、患者がMTXを連日服用し、過量投与の
副作用のため入院治療となった事例などを
挙げ、このような事故を回避するためには、
日頃からリウマチ薬剤師を含む各専門職間
の緊密な連携と情報共有が必須であること
を強調した。

◆発表4.（理学療法士）藤田慎一朗氏
関節リウマチ診療ガイドライン2014年版で
は、リウマチ治療における運動療法の実施
を強く推奨している。これに反して、昨今、

社会保障給付費抑制の流れの中で、リハビ
リテーションの医療保険適応範囲を制限す
る動きが強まり、特に、罹病期間の長いリウ
マチ患者のリハビリをめぐる状況は厳しさ
を増している。一方、高齢者では一般に、加
齢に伴って全身の筋肉量が減少し、筋力、身
体能力が低下する「サルコペニア」に注意が
必要である。藤田氏の所属施設のデータに
よると、リウマチ患者は非リウマチ患者に比
べ筋肉量の減少傾向が著しいことから、高
齢のリウマチ患者に対してはリハビリの観
点からも特段の注意と配慮が必要であると
考えられる。

◆発表5.（作業療法士）林正春氏
作業療法とは、「障害のある者に対し、主と
してその応用的動作能力又は社会的適応能
力の回復を図るため、手芸、工作その他の
作業を行なわせること」と、法律で定義され
ている。医療機関における作業療法は、医
師の指示のもと、急性期・回復期リハビリの
一環として、上に定義された目的に向かっ
て、作業療法士が直接介入して行われる。
一方、地域包括ケアシステムにおける作業
療法は、クライエントの生活行為の自立のた
めに必要なアドバイスを行うことが中心とな
る。林氏は、自身の所属する施設における作
業療法の実施例を紹介した後、個別性の高
いリウマチ患者に対するリハビリの実施環
境をどのように整備するかが今後の課題で
あると述べた。

で寛解を達成できない場合、抗CCP抗体
やリウマチ因子といったリスク因子を有す
る例では、生物学的製剤もしくはJAK阻害
薬などの投与が必要となる。押領司氏は、
関節リウマチの自己抗体である抗CCP抗
体とリウマチ因子との相互作用や、抗CCP
抗体の糖鎖についての研究の現況を紹介
し、この研究成果が今後、個々の関節リウ
マチ患者の免疫学的背景を考慮した治療
法の開発につながっていくことへの期待を
述べた。

（公財）日本リウマチ財団の「リウマチ月間」を象徴する最大のイベント「リウマチ講演会」が6月3日、東京・平河町の砂防会館
別館で開催された。今回からリウマチ講演会は大幅に規模を拡大し、大小2つのホールを使用して、午前10時から午後4時半に
かけて計11の講演・セミナーと、１つのシンポジウムが開かれたほか、リウマチ研究・教育・福祉の功労者に当財団から贈られる賞
の授賞式と、受賞者による記念講演も行われた。また、本講演会は今回から、リウマチ医療専門職の教育研修としての機能も担う
こととなったため、会場には、リウマチ患者と家族、リウマチ財団登録医のほか、リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師
が多数来場し、終日立ち見が溢れる盛況となった。

2018年6月3日　砂防会館別館

リウマチ月間

リウマチ講演会 装いを新たに開催
第二会場で行われたシンポジウムの様子。写真の登壇者は佐藤陽子氏。

図2 患者教育の変化 図3 非RA患者とRA患者

●RA治療の専門化と多様化
●幅広い年齢層が治療を継続

合併症の予防・管理を含めた、
セルフマネジメント能力向上のための

指導が必要となる

患者指導の対象者が増加し、
患者教育の必要性が高まる

RA患者の方が
非RA患者より
筋量の低下が著しい
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非RA患者
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当院RA患者

Raychaudhuri SP, Deodhar A. J Autoimmun 2014

図提供：佐藤 陽子 氏 図提供：藤田 慎一朗 氏

図1 脊椎関節炎 Spondyloarthritis（SpA）の分類

当財団代表理事の髙久史麿氏。

ホットトピックスである脊椎関節炎について話す冨田哲也氏。

開発」。根岸氏は授賞式後の記念講演で、授
賞対象となった内因性炎症性RNAに関す
る研究の概要と、最近の成果を紹介した。

◆ノバルティス・リウマチ医学賞
　リウマチ学の発展・進歩に大きく寄与し
た独創的研究を顕彰し贈られる。今年度
は、東邦大学医学部内科学講座膠原病学分
野教授の南木敏宏氏に授与された。授賞対
象の研究題目は「炎症細胞遊走阻害による
関節リウマチ新規治療開発」。南木氏は授
賞式後の記念講演で、授賞対象となった、

患者の立場から話す長谷川三枝子氏。
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150号の主な内容
● リウマチ月間リウマチ講演会レポート
● 女性リウマチ医のひとりごと 第7回 阿部麻美氏
● 皮膚科・歯科とリウマチ性疾患 第3回　● 禁忌解除速報
● リウマチ人 佐々木毅氏 後編　● EULAR2018 学会速報
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　関節リウマチ医療は近年、生物学的製
剤などを中心とした薬物療法の進歩に

　日本リウマチ友の会は1960年の発足
以来、リウマチ患者の福祉の向上を目指

して活動を続けてきた。新入会患者の減
少、既存会員の高齢化などの問題を抱え
ながらも、勉強会の開催、電話相談など
のほか、リウマチ患者の実態調査を5年
に1度実施し、調査結果を「リウマチ白
書」としてまとめている。長谷川氏は同
白書に示された各種のデータを引用しな
がら、リウマチ医療が「寛解」を目指せる
ようになった今日もなお、多くの患者が
病勢増悪、ADL低下、薬の副作用などの
不安を抱えて暮らしている実態を明らか
にした。

よって大きく向上した
が、一方で、生物学的製
剤の高い薬価が医療保
険財政を圧迫し、患者に
も重い負担を強いる点
が問題となっている。麦
谷氏は、リウマチの医療
費がどのような項目か
ら構成されているかを、
各項目の診療報酬点数
を示しながら具体的に
解説し、医療の質を担保
しながら医療費支出の
抑制を図ることがいか
に困難な課題であるか
を強調した。ケモカインの動きに着目して新しい関節リ

ウマチ治療法を探求する研究の概要と、最
近の成果を披露した。

◆塩川美奈子・膠原病研究奨励賞
　膠原病の病因・診断・治療に関する独創
的な研究に対して贈られる。今年度は、富
山県立大学工学部医薬品工学科バイオ医
薬品工学講座教授、富山大学大学院医学
薬学研究部免疫バイオ・創薬探索研究講
座客員教授の長井良憲氏に贈られた。授
賞対象の研究題目は「自然免疫受容体
Toll- like receptor 7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」。長井氏は授賞式後の記念

講演で、授賞対象となっ
た新たなSLE治療戦略を
構築する研究の概要と、
最近の成果を紹介した。

◆日本リウマチ財団リウ
マチ福祉賞
　永年にわたる社会的救
済活動を通じてリウマチ
性疾患に悩む患者の福祉
向上に貢献した人に贈ら
れる。今年度は、富士整
形外科病院地域医療連
携室リウマチセンター、日
本大学薬学部客員研究員

の辻村美保氏に授与された。

第一会場

　関節リウマチの治療は、この10年で大き
く進歩した。治療目標の設定、目標達成に向
けた治療（T2T）、標準的な治療の推奨・指
針、新しい薬の導入、整形外科的手術法の
確立などにより、パラダイムシフトと呼ばれ
る大変革が起こった。竹内氏は、関節リウマ
チ治療の現状を概説したうえで、製薬・ITな
ど各種技術の進歩を示す最新の事例を紹
介し、これからの10年は、これまで以上に飛
躍的に進歩する10年になるだろうと期待を
述べた。

座長
西岡 久寿樹 氏
難病治療研究振興財団
演者
竹内 勤 氏
慶應義塾大学医学部
リウマチ・膠原病内科 教授

関節リウマチ治療の
将来展望

講演

　日本リウマチ財団では、各種医療専門職の
連携と協働によるリウマチ治療・ケアシステム
の実現に向け、リウマチ専門職制度のさらなる
進化を図るべく制度設計中である。松本氏は、
現在のリウマチ財団登録医、リウマチケア看護
師、リウマチ財団登録薬剤師に加え、2019年
に登録理学療法士・作業療法士制度が発足
予定であることを紹介し、これらの職種による
地域完結型多職種多領域専門職チーム
（TOMEC）による適切な診断・治療・ケアの提
供について展望を述べた。

座長
幸田 正孝 氏
医療経済研究･社会保険福祉協会 顧問
演者
松本 美富士 氏
桑名市総合医療センター
リウマチ・膠原病内科 顧問

重要性が増大している
リウマチ財団専門職制度

講演

座長
中村 耕三 氏
東京大学 名誉教授
演者
冨田 哲也 氏
大阪大学大学院医学系研究科
運動器バイオマテリアル学 准教授

わが国で今後注目される
リウマチ性疾患：
脊椎関節炎とその類縁疾患

講演

　近年の関節リウマチの治療成績の改善に
は、検査・診断の技術的進歩やT2Tの考え
方の普及に加えて、生物学的製剤やJAK阻
害剤などの新しい治療薬の登場が大きく関与
している。岡田氏は、薬物治療の進歩にフォー
カスし、 10年以上にわたって蓄積されてきた
抗TNF抗体製剤のエビデンスと、今日蓄積が
進んでいるJAK阻害剤のエビデンスを解説
し、早期寛解導入とその維持を達成するため
の治療戦略について現状を述べた。

座長
川人 豊 氏
京都府立医科大学免疫内科学 病院教授
演者
岡田 正人 氏
聖路加国際病院
リウマチ膠原病センター センター長

関節リウマチ治療戦略
update

ランチョンセミナーⅠ
共催：ファイザー株式会社

　代表的な炎症性サイトカインであるIL-6
は、自己抗体の産生、滑膜炎症病態の誘導と
遷延化、骨・軟骨破壊を介して、関節リウマチ
の病態形成において中心的な役割を担って
いる。田中氏は、IL-6のシグナルを阻害するト
シリズマブについて、研究結果並びに国内外
で蓄積されたエビデンスを紹介するととも
に、免疫制御機構におけるIL-6シグナル阻害
の重要性と、トシリズマブのRA以外の自己
免疫疾患への応用について述べた。

座長
佐野 統 氏
京都岡本記念病院 院長
演者
田中 良哉 氏
産業医科大学医学部
第1内科学講座 教授

リウマチ領域における
IL-6阻害の重要性

ランチョンセミナーⅡ
共催：中外製薬株式会社

　関節リウマチのような慢性疾患におい
て、妊娠は重要な問題である。かつては、薬
物中止によって胎児への薬物の影響を除い
た上で妊娠するという選択が取られたが、
今日では治療の進歩により、疾患のコント
ロールと妊娠・授乳の両立が可能になって
きている。村川氏は、妊娠・授乳に関する薬
物の安全性評価について解説し、なかでも
TNF阻害薬は疾患治療と妊娠・授乳の両
立に大きな役割を担っていると述べた。

座長
住田 孝之 氏
筑波大学医学医療系内科 教授
演者
村川 洋子 氏
島根大学医学部附属病院
膠原病内科 診療教授

リウマチ性疾患と
妊娠・授乳

スポンサードセミナーⅠ
共催：あゆみ製薬株式会社

　関節リウマチにおいて、従来型DMARDs

座長
南木 敏宏 氏
東邦大学医学部
内科学講座膠原病学分野 教授
演者
押領司 健介 氏
松山赤十字病院
リウマチ膠原病センター

関節リウマチの自己抗体を
考慮した治療戦略

スポンサードセミナーⅡ
共催：エーザイ株式会社

　メトトレキサートの関節リウマチへの臨
床応用が始まったのは50年以上前であり、
今日でも関節リウマチ治療の中心的役割を
果たすアンカードラッグとして位置づけら
れている。鈴木氏は、メトトレキサートの現
状の適正使用について概説した上で、感染
症および新生物（リンパ増殖性疾患：LPD）
の死亡例の増加との関連について検討し、
免疫老化と薬剤による長期免疫抑制の両
者が関与しているとして、長期寛解維持後
の免疫抑制緩和が必要とされるだろうとの
見解を述べた。

座長
渥美 達也 氏
北海道大学大学院医学院・
医学研究院免疫・代謝内科学教室 教授
演者
鈴木 康夫 氏
東海大学医学部
内科学系リウマチ内科学 特任教授

アンカードラッグとしての
メトトレキサート（MTX）
ー使い方と今後の課題ー

スポンサードセミナーⅢ
共催：田辺三菱製薬株式会社

　初めに当財団代表理事の髙久史麿氏が
挨拶を述べた後、リウマチ性疾患に関する
調査研究・教育・医療・福祉の功労者に、日
本リウマチ財団から贈られる賞の授賞式が
行われ、続いて、ノバルティス・リウマチ医学
賞など3賞の各受賞者による記念講演が行
われた。

◆三浦記念リウマチ学術
研究賞
　リウマチ性疾患の治療
に関する独創的な研究を
行った若手研究者に贈ら
れる。今年度は、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
門特任助教の根岸英雄氏
に授与された。授賞対象の
研究題目は「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

日本リウマチ財団
学術助成受賞者記念講演

授賞式

　近年、注目されているリウマチ性疾患の一
つ、脊椎関節炎について、冨田氏が日本にお
ける疫学的状況などを解説した。脊椎関節
炎とは疾患群の名称であり、強直性脊椎炎、
乾癬性関節炎、反応性関節炎、炎症性腸疾
患関連関節炎、ぶどう膜炎関連関節炎など
がこれに含まれ、最も代表的なものが強直
性脊椎炎（AS）である。若年男性に好発し、
夜間から朝方に増悪する腰部・臀部・背部痛
を特徴とし、仙腸関節炎、脊椎炎、末梢関節
炎、靭帯や腱の付着部炎などが痛みの原因
となっている。古くからHLA-B27との関連

が指摘されているが、わが国ではHLA- B27
の陽性率自体がきわめて低く、ASの有病率
も低い。
　一方、脊椎関節炎と鑑別すべき疾患とし
てSAPHO症候群が最近注目されている。
胸骨周辺の前胸部を中心に硬化性・肥大性

骨関節病変を生じる症候群で、10～20代と
50代に好発し、女性に多いといわれる。原因
は不明であるが、病巣感染、金属アレルギー
などの関与が検討され、また、扁桃切除によ
り著しい改善を見る例が多いことが知られ
ている。

座長
狩野 庄吾 氏
自治医科大学 名誉教授
演者
麦谷 眞里 氏
東京医科大学医学総合研究所 教授

リウマチ医療と
診療報酬

講演

座長
高林 克日己 氏
三和病院 顧問
演者
長谷川 三枝子 氏
日本リウマチ友の会 会長

患者会の実態と
医療者への要望

講演

　日本リウマチ財団医療保険部会では、関
節リウマチ治療における保険診療上のさま
ざまな制約や問題点の解決に取り組んでい
る。井上氏は、同部会の最近の活動状況を
紹介し、保険診療の諸問題について、平成
24年4月より日本リウマチ学会、日本整形外
科学会、日本臨床整形外科学会と定期的に
会合を持ち、それぞれが外保連（外科系学
会社会保険委員会連合）、内保連（内科系学
会社会保険連合）、厚労省保険局に働きか
けることにより、多くの問題点が改善されて
きていると述べた。

座長
松野 博明 氏
松野リウマチ整形外科 院長
演者
井上 博 氏
井上病院 理事長

リウマチ医療と
保険診療

講演

第二会場

◆発表1.（医師）山﨑秀氏
山﨑氏が関わっている「信州リウマチネット
ワーク」（長野県内の92施設が参加）の事例
を紹介しながら、リウマチ医療における地
域連携の重要性と課題、また、リウマチ専門
医の望ましい在り方を述べた。医療が急速
に進歩している今日、リウマチ専門医は常
に高度な医療の提供に務めるとともに、院
内の各専門職、地域の施設、医師らとの緊密
な連携を図り、地域全体のリウマチ医療を
サポートする姿勢を持たなければならな
い。また、各職種はそれぞれ高度な専門知
識を持って、各々の立場からリウマチ患者に
関わり、このようなメンバーから構成される
医療チームの中で、医師はリーダー、コー
ディネーター、時に相談役としての役割が求
められている。

◆発表2.（看護師）佐藤陽子氏
今日のリウマチ医療は、患者自身の疾患理
解と自己管理を重んじた治療スタイルへと

RAチーム医療 ～チーム医療の確立と包括ケアへの取り組み
シンポジウム

座長

川合 眞一 東邦大学 名誉教授
松原 司 松原メイフラワー病院 院長
村澤 章 新潟県立リウマチセンター 名誉院長
発表 

1． （医師） 「リウマチ治療の最前線における登録医の在り方」
 山﨑　秀 丸の内病院リウマチ膠原病センター 診療部長
2． （看護師） 「RAチーム医療における看護師の役割
  ～リウマチケア看護師の現状～」
 佐藤 陽子 新潟県立リウマチセンター 副看護師長
3． （薬剤師） 「リウマチ性疾患のチーム医療における薬剤師の関わり」
 宮﨑 長一郎 日本薬剤師会 常務理事
4． （理学療法士） 「RAチーム医療へのリハビリスタッフの関わり
  ～理学療法士の立場から～」
 藤田 慎一朗 倉敷スイートホスピタルリハビリテーションセンター 主任
5． （作業療法士） 「RAにおける医療と作業療法シチュエーション」
 林　正春 JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 技師長

変貌を遂げつつあり、このような治療の前
提として患者教育の重要性が増している。
佐藤氏が属する新潟県立リウマチセンター
では、リウマチ患者のセルフマネジメント能
力向上を目指す患者教育を看護師が実施し
ている。指導時間の確保などさまざまな課

題を克服してきた結果、初期患者教育の大
幅な効率化が実現した。患者教育は財団登
録リウマチケア看護師が中心となり、外来と
病棟の看護師が連携して行っている。その
他、同院ではリウマチケア看護師が中心と
なって、地域の訪問看護ステーションやかか
りつけ医と連携しながら、リウマチ患者の
退院支援を行っている。

◆発表3.（薬剤師）宮﨑長一郎氏
リウマチ医療は、抗リウマチ薬や生物学的
製剤を用いた薬物療法により飛躍的な進歩
を遂げた。一方、これらの薬剤の多くは高い
治療効果を持つ反面、いわゆる「ハイリスク
薬」でもあり、中には、用法・用量を誤れば重
篤な副作用から死に至る危険性のある薬剤
が含まれているのも事実である。宮﨑氏は、
リウマチ患者にメトトレキサート（MTX）連
日投与の処方箋が誤って交付され、処方箋
の誤記に対する薬剤師の気づきが遅れた結
果、患者がMTXを連日服用し、過量投与の
副作用のため入院治療となった事例などを
挙げ、このような事故を回避するためには、
日頃からリウマチ薬剤師を含む各専門職間
の緊密な連携と情報共有が必須であること
を強調した。

◆発表4.（理学療法士）藤田慎一朗氏
関節リウマチ診療ガイドライン2014年版で
は、リウマチ治療における運動療法の実施
を強く推奨している。これに反して、昨今、

社会保障給付費抑制の流れの中で、リハビ
リテーションの医療保険適応範囲を制限す
る動きが強まり、特に、罹病期間の長いリウ
マチ患者のリハビリをめぐる状況は厳しさ
を増している。一方、高齢者では一般に、加
齢に伴って全身の筋肉量が減少し、筋力、身
体能力が低下する「サルコペニア」に注意が
必要である。藤田氏の所属施設のデータに
よると、リウマチ患者は非リウマチ患者に比
べ筋肉量の減少傾向が著しいことから、高
齢のリウマチ患者に対してはリハビリの観
点からも特段の注意と配慮が必要であると
考えられる。

◆発表5.（作業療法士）林正春氏
作業療法とは、「障害のある者に対し、主と
してその応用的動作能力又は社会的適応能
力の回復を図るため、手芸、工作その他の
作業を行なわせること」と、法律で定義され
ている。医療機関における作業療法は、医
師の指示のもと、急性期・回復期リハビリの
一環として、上に定義された目的に向かっ
て、作業療法士が直接介入して行われる。
一方、地域包括ケアシステムにおける作業
療法は、クライエントの生活行為の自立のた
めに必要なアドバイスを行うことが中心とな
る。林氏は、自身の所属する施設における作
業療法の実施例を紹介した後、個別性の高
いリウマチ患者に対するリハビリの実施環
境をどのように整備するかが今後の課題で
あると述べた。

で寛解を達成できない場合、抗CCP抗体
やリウマチ因子といったリスク因子を有す
る例では、生物学的製剤もしくはJAK阻害
薬などの投与が必要となる。押領司氏は、
関節リウマチの自己抗体である抗CCP抗
体とリウマチ因子との相互作用や、抗CCP
抗体の糖鎖についての研究の現況を紹介
し、この研究成果が今後、個々の関節リウ
マチ患者の免疫学的背景を考慮した治療
法の開発につながっていくことへの期待を
述べた。

（公財）日本リウマチ財団の「リウマチ月間」を象徴する最大のイベント「リウマチ講演会」が6月3日、東京・平河町の砂防会館
別館で開催された。今回からリウマチ講演会は大幅に規模を拡大し、大小2つのホールを使用して、午前10時から午後4時半に
かけて計11の講演・セミナーと、１つのシンポジウムが開かれたほか、リウマチ研究・教育・福祉の功労者に当財団から贈られる賞
の授賞式と、受賞者による記念講演も行われた。また、本講演会は今回から、リウマチ医療専門職の教育研修としての機能も担う
こととなったため、会場には、リウマチ患者と家族、リウマチ財団登録医のほか、リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師
が多数来場し、終日立ち見が溢れる盛況となった。

2018年6月3日　砂防会館別館

リウマチ月間

リウマチ講演会 装いを新たに開催
第二会場で行われたシンポジウムの様子。写真の登壇者は佐藤陽子氏。

図2 患者教育の変化 図3 非RA患者とRA患者
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図1 脊椎関節炎 Spondyloarthritis（SpA）の分類

当財団代表理事の髙久史麿氏。

ホットトピックスである脊椎関節炎について話す冨田哲也氏。

開発」。根岸氏は授賞式後の記念講演で、授
賞対象となった内因性炎症性RNAに関す
る研究の概要と、最近の成果を紹介した。

◆ノバルティス・リウマチ医学賞
　リウマチ学の発展・進歩に大きく寄与し
た独創的研究を顕彰し贈られる。今年度
は、東邦大学医学部内科学講座膠原病学分
野教授の南木敏宏氏に授与された。授賞対
象の研究題目は「炎症細胞遊走阻害による
関節リウマチ新規治療開発」。南木氏は授
賞式後の記念講演で、授賞対象となった、

患者の立場から話す長谷川三枝子氏。

2 　 日本リウマチ財団ニュース 平成 30 年 9 月 1 日発行　No. 150

リレー連載

新潟県立リウマチセンター リウマチ科
診療部長　阿部 麻美 氏

（編集部より）当連載は、執筆担当者が次の担当者を指名する、数珠つなぎのリレー

コラムです。初めのころは、「もしかしたらリレーが続かずそっと終了になるのでは

……」という不安もありましたが、まだまだ続いています！　今号は金子祐子氏（慶應

義塾大学医学部リウマチ・膠原病内科）からバトンを受けた阿部麻美氏の登場です。
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　関節リウマチ医療は近年、生物学的製
剤などを中心とした薬物療法の進歩に

　日本リウマチ友の会は1960年の発足
以来、リウマチ患者の福祉の向上を目指

して活動を続けてきた。新入会患者の減
少、既存会員の高齢化などの問題を抱え
ながらも、勉強会の開催、電話相談など
のほか、リウマチ患者の実態調査を5年
に1度実施し、調査結果を「リウマチ白
書」としてまとめている。長谷川氏は同
白書に示された各種のデータを引用しな
がら、リウマチ医療が「寛解」を目指せる
ようになった今日もなお、多くの患者が
病勢増悪、ADL低下、薬の副作用などの
不安を抱えて暮らしている実態を明らか
にした。

よって大きく向上した
が、一方で、生物学的製
剤の高い薬価が医療保
険財政を圧迫し、患者に
も重い負担を強いる点
が問題となっている。麦
谷氏は、リウマチの医療
費がどのような項目か
ら構成されているかを、
各項目の診療報酬点数
を示しながら具体的に
解説し、医療の質を担保
しながら医療費支出の
抑制を図ることがいか
に困難な課題であるか
を強調した。ケモカインの動きに着目して新しい関節リ

ウマチ治療法を探求する研究の概要と、最
近の成果を披露した。

◆塩川美奈子・膠原病研究奨励賞
　膠原病の病因・診断・治療に関する独創
的な研究に対して贈られる。今年度は、富
山県立大学工学部医薬品工学科バイオ医
薬品工学講座教授、富山大学大学院医学
薬学研究部免疫バイオ・創薬探索研究講
座客員教授の長井良憲氏に贈られた。授
賞対象の研究題目は「自然免疫受容体
Toll- like receptor 7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」。長井氏は授賞式後の記念

講演で、授賞対象となっ
た新たなSLE治療戦略を
構築する研究の概要と、
最近の成果を紹介した。

◆日本リウマチ財団リウ
マチ福祉賞
　永年にわたる社会的救
済活動を通じてリウマチ
性疾患に悩む患者の福祉
向上に貢献した人に贈ら
れる。今年度は、富士整
形外科病院地域医療連
携室リウマチセンター、日
本大学薬学部客員研究員

の辻村美保氏に授与された。

第一会場

　関節リウマチの治療は、この10年で大き
く進歩した。治療目標の設定、目標達成に向
けた治療（T2T）、標準的な治療の推奨・指
針、新しい薬の導入、整形外科的手術法の
確立などにより、パラダイムシフトと呼ばれ
る大変革が起こった。竹内氏は、関節リウマ
チ治療の現状を概説したうえで、製薬・ITな
ど各種技術の進歩を示す最新の事例を紹
介し、これからの10年は、これまで以上に飛
躍的に進歩する10年になるだろうと期待を
述べた。

座長
西岡 久寿樹 氏
難病治療研究振興財団
演者
竹内 勤 氏
慶應義塾大学医学部
リウマチ・膠原病内科 教授

関節リウマチ治療の
将来展望

講演

　日本リウマチ財団では、各種医療専門職の
連携と協働によるリウマチ治療・ケアシステム
の実現に向け、リウマチ専門職制度のさらなる
進化を図るべく制度設計中である。松本氏は、
現在のリウマチ財団登録医、リウマチケア看護
師、リウマチ財団登録薬剤師に加え、2019年
に登録理学療法士・作業療法士制度が発足
予定であることを紹介し、これらの職種による
地域完結型多職種多領域専門職チーム
（TOMEC）による適切な診断・治療・ケアの提
供について展望を述べた。

座長
幸田 正孝 氏
医療経済研究･社会保険福祉協会 顧問
演者
松本 美富士 氏
桑名市総合医療センター
リウマチ・膠原病内科 顧問

重要性が増大している
リウマチ財団専門職制度

講演

座長
中村 耕三 氏
東京大学 名誉教授
演者
冨田 哲也 氏
大阪大学大学院医学系研究科
運動器バイオマテリアル学 准教授

わが国で今後注目される
リウマチ性疾患：
脊椎関節炎とその類縁疾患

講演

　近年の関節リウマチの治療成績の改善に
は、検査・診断の技術的進歩やT2Tの考え
方の普及に加えて、生物学的製剤やJAK阻
害剤などの新しい治療薬の登場が大きく関与
している。岡田氏は、薬物治療の進歩にフォー
カスし、 10年以上にわたって蓄積されてきた
抗TNF抗体製剤のエビデンスと、今日蓄積が
進んでいるJAK阻害剤のエビデンスを解説
し、早期寛解導入とその維持を達成するため
の治療戦略について現状を述べた。

座長
川人 豊 氏
京都府立医科大学免疫内科学 病院教授
演者
岡田 正人 氏
聖路加国際病院
リウマチ膠原病センター センター長

関節リウマチ治療戦略
update

ランチョンセミナーⅠ
共催：ファイザー株式会社

　代表的な炎症性サイトカインであるIL-6
は、自己抗体の産生、滑膜炎症病態の誘導と
遷延化、骨・軟骨破壊を介して、関節リウマチ
の病態形成において中心的な役割を担って
いる。田中氏は、IL-6のシグナルを阻害するト
シリズマブについて、研究結果並びに国内外
で蓄積されたエビデンスを紹介するととも
に、免疫制御機構におけるIL-6シグナル阻害
の重要性と、トシリズマブのRA以外の自己
免疫疾患への応用について述べた。

座長
佐野 統 氏
京都岡本記念病院 院長
演者
田中 良哉 氏
産業医科大学医学部
第1内科学講座 教授

リウマチ領域における
IL-6阻害の重要性

ランチョンセミナーⅡ
共催：中外製薬株式会社

　関節リウマチのような慢性疾患におい
て、妊娠は重要な問題である。かつては、薬
物中止によって胎児への薬物の影響を除い
た上で妊娠するという選択が取られたが、
今日では治療の進歩により、疾患のコント
ロールと妊娠・授乳の両立が可能になって
きている。村川氏は、妊娠・授乳に関する薬
物の安全性評価について解説し、なかでも
TNF阻害薬は疾患治療と妊娠・授乳の両
立に大きな役割を担っていると述べた。

座長
住田 孝之 氏
筑波大学医学医療系内科 教授
演者
村川 洋子 氏
島根大学医学部附属病院
膠原病内科 診療教授

リウマチ性疾患と
妊娠・授乳

スポンサードセミナーⅠ
共催：あゆみ製薬株式会社

　関節リウマチにおいて、従来型DMARDs

座長
南木 敏宏 氏
東邦大学医学部
内科学講座膠原病学分野 教授
演者
押領司 健介 氏
松山赤十字病院
リウマチ膠原病センター

関節リウマチの自己抗体を
考慮した治療戦略

スポンサードセミナーⅡ
共催：エーザイ株式会社

　メトトレキサートの関節リウマチへの臨
床応用が始まったのは50年以上前であり、
今日でも関節リウマチ治療の中心的役割を
果たすアンカードラッグとして位置づけら
れている。鈴木氏は、メトトレキサートの現
状の適正使用について概説した上で、感染
症および新生物（リンパ増殖性疾患：LPD）
の死亡例の増加との関連について検討し、
免疫老化と薬剤による長期免疫抑制の両
者が関与しているとして、長期寛解維持後
の免疫抑制緩和が必要とされるだろうとの
見解を述べた。

座長
渥美 達也 氏
北海道大学大学院医学院・
医学研究院免疫・代謝内科学教室 教授
演者
鈴木 康夫 氏
東海大学医学部
内科学系リウマチ内科学 特任教授

アンカードラッグとしての
メトトレキサート（MTX）
ー使い方と今後の課題ー

スポンサードセミナーⅢ
共催：田辺三菱製薬株式会社

　初めに当財団代表理事の髙久史麿氏が
挨拶を述べた後、リウマチ性疾患に関する
調査研究・教育・医療・福祉の功労者に、日
本リウマチ財団から贈られる賞の授賞式が
行われ、続いて、ノバルティス・リウマチ医学
賞など3賞の各受賞者による記念講演が行
われた。

◆三浦記念リウマチ学術
研究賞
　リウマチ性疾患の治療
に関する独創的な研究を
行った若手研究者に贈ら
れる。今年度は、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
門特任助教の根岸英雄氏
に授与された。授賞対象の
研究題目は「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

日本リウマチ財団
学術助成受賞者記念講演

授賞式

　近年、注目されているリウマチ性疾患の一
つ、脊椎関節炎について、冨田氏が日本にお
ける疫学的状況などを解説した。脊椎関節
炎とは疾患群の名称であり、強直性脊椎炎、
乾癬性関節炎、反応性関節炎、炎症性腸疾
患関連関節炎、ぶどう膜炎関連関節炎など
がこれに含まれ、最も代表的なものが強直
性脊椎炎（AS）である。若年男性に好発し、
夜間から朝方に増悪する腰部・臀部・背部痛
を特徴とし、仙腸関節炎、脊椎炎、末梢関節
炎、靭帯や腱の付着部炎などが痛みの原因
となっている。古くからHLA-B27との関連

が指摘されているが、わが国ではHLA- B27
の陽性率自体がきわめて低く、ASの有病率
も低い。
　一方、脊椎関節炎と鑑別すべき疾患とし
てSAPHO症候群が最近注目されている。
胸骨周辺の前胸部を中心に硬化性・肥大性

骨関節病変を生じる症候群で、10～20代と
50代に好発し、女性に多いといわれる。原因
は不明であるが、病巣感染、金属アレルギー
などの関与が検討され、また、扁桃切除によ
り著しい改善を見る例が多いことが知られ
ている。

座長
狩野 庄吾 氏
自治医科大学 名誉教授
演者
麦谷 眞里 氏
東京医科大学医学総合研究所 教授

リウマチ医療と
診療報酬

講演

座長
高林 克日己 氏
三和病院 顧問
演者
長谷川 三枝子 氏
日本リウマチ友の会 会長

患者会の実態と
医療者への要望

講演

　日本リウマチ財団医療保険部会では、関
節リウマチ治療における保険診療上のさま
ざまな制約や問題点の解決に取り組んでい
る。井上氏は、同部会の最近の活動状況を
紹介し、保険診療の諸問題について、平成
24年4月より日本リウマチ学会、日本整形外
科学会、日本臨床整形外科学会と定期的に
会合を持ち、それぞれが外保連（外科系学
会社会保険委員会連合）、内保連（内科系学
会社会保険連合）、厚労省保険局に働きか
けることにより、多くの問題点が改善されて
きていると述べた。

座長
松野 博明 氏
松野リウマチ整形外科 院長
演者
井上 博 氏
井上病院 理事長

リウマチ医療と
保険診療

講演

第二会場

◆発表1.（医師）山﨑秀氏
山﨑氏が関わっている「信州リウマチネット
ワーク」（長野県内の92施設が参加）の事例
を紹介しながら、リウマチ医療における地
域連携の重要性と課題、また、リウマチ専門
医の望ましい在り方を述べた。医療が急速
に進歩している今日、リウマチ専門医は常
に高度な医療の提供に務めるとともに、院
内の各専門職、地域の施設、医師らとの緊密
な連携を図り、地域全体のリウマチ医療を
サポートする姿勢を持たなければならな
い。また、各職種はそれぞれ高度な専門知
識を持って、各々の立場からリウマチ患者に
関わり、このようなメンバーから構成される
医療チームの中で、医師はリーダー、コー
ディネーター、時に相談役としての役割が求
められている。

◆発表2.（看護師）佐藤陽子氏
今日のリウマチ医療は、患者自身の疾患理
解と自己管理を重んじた治療スタイルへと

RAチーム医療 ～チーム医療の確立と包括ケアへの取り組み
シンポジウム

座長

川合 眞一 東邦大学 名誉教授
松原 司 松原メイフラワー病院 院長
村澤 章 新潟県立リウマチセンター 名誉院長
発表 

1． （医師） 「リウマチ治療の最前線における登録医の在り方」
 山﨑　秀 丸の内病院リウマチ膠原病センター 診療部長
2． （看護師） 「RAチーム医療における看護師の役割
  ～リウマチケア看護師の現状～」
 佐藤 陽子 新潟県立リウマチセンター 副看護師長
3． （薬剤師） 「リウマチ性疾患のチーム医療における薬剤師の関わり」
 宮﨑 長一郎 日本薬剤師会 常務理事
4． （理学療法士） 「RAチーム医療へのリハビリスタッフの関わり
  ～理学療法士の立場から～」
 藤田 慎一朗 倉敷スイートホスピタルリハビリテーションセンター 主任
5． （作業療法士） 「RAにおける医療と作業療法シチュエーション」
 林　正春 JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 技師長

変貌を遂げつつあり、このような治療の前
提として患者教育の重要性が増している。
佐藤氏が属する新潟県立リウマチセンター
では、リウマチ患者のセルフマネジメント能
力向上を目指す患者教育を看護師が実施し
ている。指導時間の確保などさまざまな課

題を克服してきた結果、初期患者教育の大
幅な効率化が実現した。患者教育は財団登
録リウマチケア看護師が中心となり、外来と
病棟の看護師が連携して行っている。その
他、同院ではリウマチケア看護師が中心と
なって、地域の訪問看護ステーションやかか
りつけ医と連携しながら、リウマチ患者の
退院支援を行っている。

◆発表3.（薬剤師）宮﨑長一郎氏
リウマチ医療は、抗リウマチ薬や生物学的
製剤を用いた薬物療法により飛躍的な進歩
を遂げた。一方、これらの薬剤の多くは高い
治療効果を持つ反面、いわゆる「ハイリスク
薬」でもあり、中には、用法・用量を誤れば重
篤な副作用から死に至る危険性のある薬剤
が含まれているのも事実である。宮﨑氏は、
リウマチ患者にメトトレキサート（MTX）連
日投与の処方箋が誤って交付され、処方箋
の誤記に対する薬剤師の気づきが遅れた結
果、患者がMTXを連日服用し、過量投与の
副作用のため入院治療となった事例などを
挙げ、このような事故を回避するためには、
日頃からリウマチ薬剤師を含む各専門職間
の緊密な連携と情報共有が必須であること
を強調した。

◆発表4.（理学療法士）藤田慎一朗氏
関節リウマチ診療ガイドライン2014年版で
は、リウマチ治療における運動療法の実施
を強く推奨している。これに反して、昨今、

社会保障給付費抑制の流れの中で、リハビ
リテーションの医療保険適応範囲を制限す
る動きが強まり、特に、罹病期間の長いリウ
マチ患者のリハビリをめぐる状況は厳しさ
を増している。一方、高齢者では一般に、加
齢に伴って全身の筋肉量が減少し、筋力、身
体能力が低下する「サルコペニア」に注意が
必要である。藤田氏の所属施設のデータに
よると、リウマチ患者は非リウマチ患者に比
べ筋肉量の減少傾向が著しいことから、高
齢のリウマチ患者に対してはリハビリの観
点からも特段の注意と配慮が必要であると
考えられる。

◆発表5.（作業療法士）林正春氏
作業療法とは、「障害のある者に対し、主と
してその応用的動作能力又は社会的適応能
力の回復を図るため、手芸、工作その他の
作業を行なわせること」と、法律で定義され
ている。医療機関における作業療法は、医
師の指示のもと、急性期・回復期リハビリの
一環として、上に定義された目的に向かっ
て、作業療法士が直接介入して行われる。
一方、地域包括ケアシステムにおける作業
療法は、クライエントの生活行為の自立のた
めに必要なアドバイスを行うことが中心とな
る。林氏は、自身の所属する施設における作
業療法の実施例を紹介した後、個別性の高
いリウマチ患者に対するリハビリの実施環
境をどのように整備するかが今後の課題で
あると述べた。

で寛解を達成できない場合、抗CCP抗体
やリウマチ因子といったリスク因子を有す
る例では、生物学的製剤もしくはJAK阻害
薬などの投与が必要となる。押領司氏は、
関節リウマチの自己抗体である抗CCP抗
体とリウマチ因子との相互作用や、抗CCP
抗体の糖鎖についての研究の現況を紹介
し、この研究成果が今後、個々の関節リウ
マチ患者の免疫学的背景を考慮した治療
法の開発につながっていくことへの期待を
述べた。

（公財）日本リウマチ財団の「リウマチ月間」を象徴する最大のイベント「リウマチ講演会」が6月3日、東京・平河町の砂防会館
別館で開催された。今回からリウマチ講演会は大幅に規模を拡大し、大小2つのホールを使用して、午前10時から午後4時半に
かけて計11の講演・セミナーと、１つのシンポジウムが開かれたほか、リウマチ研究・教育・福祉の功労者に当財団から贈られる賞
の授賞式と、受賞者による記念講演も行われた。また、本講演会は今回から、リウマチ医療専門職の教育研修としての機能も担う
こととなったため、会場には、リウマチ患者と家族、リウマチ財団登録医のほか、リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師
が多数来場し、終日立ち見が溢れる盛況となった。

2018年6月3日　砂防会館別館

リウマチ月間

リウマチ講演会 装いを新たに開催
第二会場で行われたシンポジウムの様子。写真の登壇者は佐藤陽子氏。

図2 患者教育の変化 図3 非RA患者とRA患者

●RA治療の専門化と多様化
●幅広い年齢層が治療を継続

合併症の予防・管理を含めた、
セルフマネジメント能力向上のための

指導が必要となる
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図1 脊椎関節炎 Spondyloarthritis（SpA）の分類

当財団代表理事の髙久史麿氏。

ホットトピックスである脊椎関節炎について話す冨田哲也氏。

開発」。根岸氏は授賞式後の記念講演で、授
賞対象となった内因性炎症性RNAに関す
る研究の概要と、最近の成果を紹介した。

◆ノバルティス・リウマチ医学賞
　リウマチ学の発展・進歩に大きく寄与し
た独創的研究を顕彰し贈られる。今年度
は、東邦大学医学部内科学講座膠原病学分
野教授の南木敏宏氏に授与された。授賞対
象の研究題目は「炎症細胞遊走阻害による
関節リウマチ新規治療開発」。南木氏は授
賞式後の記念講演で、授賞対象となった、

患者の立場から話す長谷川三枝子氏。
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EULAR2018 でミッフィと撮影。左から新
潟県立リウマチセンターの村澤章氏、石川
肇氏、阿部氏。最右は新潟県立中央病院の
荒井勝光氏。

●リウマチ医になったわけ
　群馬県の端っこで生まれた私は、家業の
だんご屋さんを継ぐのが嫌で、手に職をつ
けたいというのが子供の頃からの野望でし
た。なんとか旭川医科大学に滑り込み、学
生時代に明け暮れたバスケットつながりで、
整形外科の医局に入局しました。当時、女
医が少なく、体力、筋力では整形外科を目
指す男性医師に勝てるはずもありません。
さあ何か自分にできることはないかと思って
いた矢先、大学院入学で北海道大学、吉
木敬教授のもと、関節炎発症のメカニズム
や病理学を勉強し、面白い分野だと気がつ
きました。あとは自然と道がひらけ、留学
を経験、リウマチ診療が勉強したくて、新
潟県立瀬波病院に半年の約束で移動しまし

た。結局今の新潟県立リウマチセンターに
残り、内科的治療も外科的治療もできる今
にいたることができました。

●女性医師でよかったこと
　外傷と違い、リウマチの患者さんは女性
が大半です。男性医師では面と向かって聞
けないこと、話せないことが、スムーズに
会話できます。大阪のおばちゃんではない
ですが、男性の患者さんにもずばずばと聞
きにくいことも聞けます。
外来診療の最中に患者さんから悩みごとを
打ち明けられ、診療が進まずパニックにな
ることもしばしばですが、患者さんにとっ
て私は、あまり垣根のない医者なんだと感
じています。

　また、他の男性医師とも診療や研究を通
じ、仲良くしていただいてます。全国にいらっ
しゃるリウマチ医の先生方とお近づきにな
れて、お話をお伺いし、とても勉強になり
ますし、常に刺激をいただいています。そ
この先生、あなたですよ！　ありがとうござ
います！

●ひとりごと
　自分も年々歳をとりますが、最近は RA
患者さんの高齢化、また高齢発症の患者
さんが増えています。平均寿命も伸びてい
るので、当たり前のことかもしれませんが、
リウマチ医としては、技量を試される状況
と感じております。好発年齢が若い女性と
考えていた頃とは、うって変わって、合併
症を確認し、副作用の発生を極力抑え、 患
者さん個々の状態に応じて、ADL さらに 
QOL を下げないように、できれば高めるこ
とができるのか、治療方法の選択は大切
だと思います。メスを持つリウマチ医だか
らこその選択方法もあるので、単関節が腫
れ上がり、痛みが強い場合は手術を優先
し、まず ADL を下げない努力をしていま
す。自分の家族だったらと、少しでも早い
治療を心がけています。直近 1 年後ではな
く、5 年後、10 年後も笑って自分の足で歩
いたり、身の回りのことができるようにと考
えています。
　話は変わりますが、リウマチ関節外科医
の高齢化も問題です。どこの病院、大学で
も、若い先生方がなかなかリウマチに興味
を持ってくれない、後継者がいないという
状況です。経験によって培われる、難しい
症例に対する手術テクニックや、多関節障
害や合併症を持つ患者さんへの治療方法
決定は、なかなか簡単に習得することは出

来ません。この問題を解消するのは難しい
ことですが、若い先生方に仕事の面白さ、
やりがいをアピールしていくことが必要だと
思いますし、皆で取り組んで行く課題だと
思っています。

●バトンタッチ
　私が次にバトンタッチするのは、私の
大学の後輩で、新潟大学、リウマチセン
ターと仕事をしてこられましたが、ご結
婚を機に東京に行かれ、村島先生の妊娠
と薬情報センターでお手伝いをしながら、
月一で当院の外来、当直もしていただいて
いる髙井千夏先生です。いつもキラキラ
輝いておられます。よろしくお願いいたし
ます。
◎次号の担当医師は、髙井千夏氏（国立
成育医療研究センター）です。

リレー連載

新潟県立リウマチセンター リウマチ科
診療部長　阿部 麻美 氏

（編集部より）当連載は、執筆担当者が次の担当者を指名する、数珠つなぎのリレー

コラムです。初めのころは、「もしかしたらリレーが続かずそっと終了になるのでは

……」という不安もありましたが、まだまだ続いています！　今号は金子祐子氏（慶應

義塾大学医学部リウマチ・膠原病内科）からバトンを受けた阿部麻美氏の登場です。

第7回



図1

画像クイズ

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3回
　両者とも40歳台の女性で､共に微熱が10日以上続き、全身倦怠感がある。ほかに1月ほど前
から手がはれぼったい感じで、湿疹もできたと訴えて内科を受診した。共に補体の低下があった。
（図1）

　図２に示す。
　症例1：図２の症例１aに示すように､紅斑の上に鱗屑がない､痂皮がない､紅斑
は点（小斑）状で配列が分枝状である。これは表皮に異常がなく真皮上層の毛細
血管周囲の炎症性細胞の浸潤を示す1）。すなわち、血行性に起炎性の因子が真皮
上層に達したことを示唆する内因性の疾患である。
　症例２：図２の症例２ｂに示す様に、１）軽い紅斑を伴った直径１ｍｍ以下の
小水疱～漿液性丘疹があり、２）その丘疹に着いた鱗屑やそれを取り巻く環状
の鱗屑が見られる。鱗屑、痂皮、微傷水疱の形成は表皮の分化、形態異常の結果
生じるので、主病変が表皮内にあり、原因が表皮外側から接触した可能性が高
いことを示す。すなわち､皮膚に限局した外因性の疾患である。

A1.

A2.

Q1. 両者の手の紅斑の違い（視診所見）をどう説明するか。
Q2. この患者の手の皮疹から皮膚で何が起きている（病態）か、
 その結果から判断すると鑑別疾患名は何が挙がるか。

1）北島康雄: Visual Dermatology 9. NO12, 2010
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１） 直径１～２ｍｍの
 丘疹様紅斑の集簇。
 水疱、鱗屑、痂皮はない

２） 丘疹様紅斑は
 分枝状に配列。
 乳頭下血管叢の配列

１） 直径１ｍｍ以下の
 小水疱～漿液性丘疹

２） 鱗屑（特に環状）
 がある

　近年、治療法の進化により膠原病患者

や臓器移植患者の長期予後が改善してき

た。しかしながらキードラッグである免

疫抑制剤が添付文書において妊婦に禁忌

であるため、妊娠可能年齢の患者をどう

マネージメントするかが大きな課題と

なっていた。

　今回、厚生労働省安全対策課の委託の

元、国立成育医療研究センター「妊娠と薬

情報センター」において、免疫抑制剤3剤

の国内外における安全性情報の評価が

行われた。これらの薬剤が添付文書にお

免疫抑制剤3剤（タクロリムス水和物、シクロスポリン、アザチオプリン）の
妊婦等に対する禁忌解除へ
後藤 美賀子 編集員／国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター

いて妊婦に禁忌となっている根拠は動

物実験における催奇形性であった。薬剤

の安全性については、ヒトでの疫学研究

がある場合には、動物実験よりも優先さ

せるのが原則である。妊娠と薬情報セン

ターがヒトでの研究を網羅的に収集し評

価したところ、3剤のいずれにおいても、

曝露した妊婦における胎児の先天奇形の

発生率が有意に上昇したとの報告はな

かった。また、欧米等6カ国の添付文書に

おいても妊婦への投与は基本的に禁忌と

はなっておらず、有益性が胎児への危険

性を上回る場合にのみ投与できるとされ

ている。これらの結果を受けて、厚生労働

省の専門家会議は、妊婦または妊娠の可

能性のある女性に対しては、治療上の有

益性が危険性を上回ると判断される場合

にのみ投与する旨を注意喚起した上で、

免疫抑制剤3剤の妊娠などに対する禁忌

を解除することが適当との結論を出した。

　すでに国内外のガイドラインにおいて

は妊娠中であっても使用可能な医薬品と

されており、禁忌の解除によって臨床現

場での混乱が解決するであろう。

　リウマチ性疾患の患者においては免疫

抑制剤の継続を必須とするケースも多い。

しかしながら、患者が妊娠を希望ないし

妊娠が判明した際に、主治医が添付文書

の記載を遵守することとの葛藤の中で免

疫抑制剤の投与を中止し、その結果、病勢

が悪化するケースもみられていた。今回

の禁忌解除により、妊娠を希望する患者

においても、医師が通常と変わらない治

療を安心して行うことができ、患者がそ

の恩恵に預かることができると確信して

いる。

血管周囲のリンパ球浸潤、
多核白血球破砕性血管炎
も見られる例もある。
基本Ⅲ型アレルギーか？
ＩｇＧ免疫複合体による炎症

基底細胞への
リンパ球浸潤と接触
基底細胞の液状変性
Ⅱ型アレルギー 基本表皮内リンパ球浸潤のⅣ型アレルギーで

細胞間浮腫、血管周囲のリンパ球は表皮からの
サイトカインによる反応：アレルギー性接触皮膚炎

鱗屑

痂皮漿液性丘疹 細胞間浮腫

血管周囲の
リンパ球浸潤

表皮内への
リンパ球浸潤と

浮腫

膠原病、薬疹、
ウイルス感染症等による
反応性の皮疹

液状変性
リンパ球による接触

基底細胞

リンパ球

サイトカイン
表皮ケラチノサイト

細胞間浮腫

ヒアルロン酸

これらの病理組織は症例１，２からの
生検試料ではないが同一形態皮疹の試料

図3

　図３に示す。
　症例１：図３の左側が症例１に相当する病理組織像である。血管周
囲にリンパ球浸潤がパッチ状に見られる。また、症例によっては多核
白血球の炎症性細胞浸潤（多核白血球破砕性血管炎：Ⅲ型アレル
ギー）が認められる。表皮真皮境界ではリンパ球が表皮基底細胞に
接着し細胞障害を与え､液状変性を起こしている（Ⅱ型アレルギー）。
この様な皮疹（病理組織も併せて）が日にち単位で生じれば、主に薬
疹が疑われ、週単位で生じれば主に膠原病が疑われる。この例では
検査結果も合わせてＳＬＥであったのでＳＬＥに伴う皮疹と言うことで
ある。
　症例２：図３の右側が症例２に相当する病理組織像である。この所見はアレルギー性接触皮膚炎の特徴的所見である1）。すなわち、慢性的に手に接触するアレル
ゲンによる手湿疹である。洗剤、あるいは職業､趣味などで接触する物質が抗原であろう。感作された物質に触れると48時間かけてＴリンパ球が表皮内に浸潤し
炎症性サイトカインを介して表皮ケラチノサイトのヒアルロン酸合成酵素を活性化し、ヒアルロン酸を細胞間に分泌させる。ヒアルロン酸は保水し､細胞間浮腫
（表皮海綿状態という）を作り､臨床的に微小水疱、漿液性丘疹を作る（表皮内Ⅳ型アレルギー反応）。よって、この様なアレルギー性接触皮膚炎に特徴的な症状が
出る。しかし、通常繰り返し接触するので新旧の皮疹が入り交じることになる。この患者が検査でＳＬＥであれば、手の皮疹はＳＬＥの病態とは無関係で手湿疹の合併
と言うことになる。
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接着し細胞障害を与え､液状変性を起こしている（Ⅱ型アレルギー）。
この様な皮疹（病理組織も併せて）が日にち単位で生じれば、主に薬
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森本：前回は、佐々木先生の研修医時代と、
石田名香雄教授の細菌学教室でのご研究の
ことまでお伺いしました。その後、入局された
第二内科では、どのようなお仕事をされていま
したか。
佐々木：第二内科では高血圧、腎臓、内分泌、
血液、免疫を全部やっていました。私は小野
寺先生の下で血液、免疫学の診療、研究を
行いました。石田先生が、「第二内科にアメ
リカで抗核抗体を研究していた大変優秀な先
生がいらっしゃる」と話された先生です。 抗
DNA 抗体を研究しようと思った理由は、 SLE
では腎臓障害が主要な病態ですが、これは
DNA 抗体によって引き起こされると考えられて
いたからです。DNA 抗体はなぜできるか。こ
れを追及し、コントロールしたいと考えたので
す。第二内科でDNA 産生細胞の研究を行っ
た後、1983 年からはボストンの Dr. Borel の
下で自己免疫に関する研究を行いました。

森本：当時、私もDr. Borel の研究室に時々
顔を出していて「うちに今度、日本人が来る
んだ」という話を聞いていました。Borel は
当時発表した抗 DNA 抗体に対する免疫学
的寛容に関する論文で注目を浴びていました
ね。ハーバード大学には何年いらしたのでしょ
うか。
佐々木：1 年半ほどです。実は、留学する前
に野球で鎖骨骨折してしまい、遅れて行った
のです。ちなみに第二内科は、皆野球が大
好きで、教室の中だけで 4 チームができ、勝
ち抜き戦の研究室対抗戦を春と夏にやるほど
でした。
森本：タフツ大学にいた核酸免疫学のトップリー
ダーであるDr. D. B. Stollar は Dr. Borelと
交友があり、仲が良かったです。
佐々木：はい。そこで、大失敗をしてしまった
ことがあります。当時、私達は、 EBウイルス
により芽球化した活動性ループス腎炎由来の
B 細胞群から単クローン抗 DNA 産生細胞を
得る事に成功していました。が、骨折するな
どいろいろあり、論文化していませんでした。
Dr. Stollar にお会いした際、彼が教室をあげ
てヒト抗 DNA 抗体産生ハイブリドーマ樹立を
目指していることを知らずに、つい調子に乗っ
て「僕らは、これ（抗体）を数か月前に採った」
と言ってしまったのです。まだ論文化をしてい
ないことを知った彼は、教室員に大号令をか

けて、それから 1－２か月後に、抗体を採取
したという論文を JCI に速報版で出したので
す。その後精力的に生化学的解析を展開し
て発展させて、世界の免疫学界に旋風を巻き
起こしていきました。私が論文を出したときには、
もう二番煎じになってしまっていたのです。余
計なことは言っちゃいけない、ということですね
……。
森本：その業績が、1984 年の Establishment 
of human monoclonal anti-DNA antibody 
producing cell linesですね。先生がハーバー
ドに行かれていた頃、自己免疫の研究は黎
明期でしたね。研究生活のなかでの楽しみと
いうと、どういったことがありましたでしょうか。
佐々木：未知のものを探していくうえで、何
が出てくるかわからないことです。抗体とか、
予想したことが実現していて、それがヒトの
病気と結びついていくのを発見したときには、
とても嬉しくなりますね。それが最終的に治
療までつながれば、こんなにいいことはありま
せん。私の場合は動物モデルではうまく行っ
たのですが、ヒトの治療まで発展できなかっ
たのが残念でした。時代が早すぎたかとも思
いますが。
森本：未知の部分が多く、研究の世界が今
とは違った雰囲気だったことは確かです。そ
の後、先生はハーバードから第二内科へ戻ら
れた。
佐々木：私たちが日本で採取したループス腎
炎由来のヒトモノクローナル抗 DNA 抗体は、
結果的には多くの情報を与えてくれました。こ
の知見は、病原性抗 DNA 抗体産生細胞に
対するミサイル療法の研究に役立ちました。
　また、この頃、当グループの大学院生が
不明熱を生じました。これを検索する過程で
ヒトパルボウイルス B19 を知り、さらに大人で
は多関節炎を生じることがわかりました。これ
が、B19とRA 発症の関連を知る契機となり
ました。

佐々木：東北のリウマチ医療というと、私が学
生の頃は、東北大鳴子分院で杉山尚、岡崎
太郎先生がリウマチの診療を始められ、まもな
く福島県医大に東大から吉田先生、粕川先
生らが来られ、さらに東北大学病理に京極方
久先生が来られて、東北のリウマチ研究、医
療の核になりました。当時は膠原病診療を推
進するために、粕川先生や各県の先生方と
東北臨床免疫懇話会、リウマチ研究会などを
立ち上げました。ここでは学会方式ではなく、
困った症例を持ち寄って徹底的に検討するよ
うな形にしたところ、役に立つとして若い方々
も率先して出てくるようにな
りました。これを契機に東
北のリウマチ性疾患の診療
も随分としっかりとしてきた
と感じています。
森本：震災についてはいか
がでしたか。
佐々木：被災地の患者さ
んを診る先生方とアンケート
を行い、二千を超えるRA
患者さんの声を聞きました。
印象に残ったのは、「薬を
2 週間分ぐらい余計にもらっ

ておくとよかった」という患者さんからの声が
多かった事です。移動が不自由なこともあり、
薬がなくなる不安は非常に大きいものであった
わけです。避難所におけるリウマチ患者さん
への配慮の難しさは、課題として残っていま
す。

森本：後継の研究者や臨床家たちに伝えた
い思い、また、今後のリウマチ医療の展望と
いうと、どういったことになるでしょうか。
佐々木：私が研究の時に心がけてきたことは

「自由闊達」で、若い人も年輩の人も対等に
ということです。皆には「二番煎じはしないで
くれ」「大事だと胸を張れることをして欲しい」
ということでした。ただ、診療では患者さんが
主体ですので、患者さんを全体的視野から診
るようにして常に心がけようとしました。自己免
疫疾患は患者さんによって病態が多彩で、こ
れを診る医師は必然的にそうならざるを得ない
と思います。やり甲斐がある領域なのです。
　今日の関節リウマチに関しては、生物学的
製剤が出てきたおかげで、世界全体のリウマ
チの研究の動きが却って停止してしまったので
はないかとも感じています。生物学的製剤によ
る治療は、病気を根本的に治すものではあり
ません。やはり重要なのは、根治治療に結び
付く可能性のある原因や色々な病態について
の研究です。是非そういう分野に取り組む人
が多くなって、研究の喜びというものも若い人
たちに知ってもらえることを、期待しています。
森本：本日は長時間にわたりありがとうござい
ました。

佐々木毅氏は、抗 DNA 抗体や抗 DNA 抗体産生細胞などの研究により、免疫学と

自己免疫疾患の研究に新しい道を切り開いた免疫学の権威。佐々木氏の米国留学

時に職場を同じくしたことがある本誌編集員・森本幾夫氏から、佐々木氏の研修医

時代の思い出や、研究生活上のさまざまなエピソードをお伺いしました。

抗 DNA 抗体とウイルスによる
RA発症を研究した第二内科時代

ハーバードへの留学と帰国
自己免疫研究の黎明期を過ごす

地元である東北のリウマチ医療
の発展に寄与したい

後継の研究者や臨床家に向けて
リウマチ研究の歩みを止めないように

DNA 免疫生化学の第一人者 D.B.Stollar 博士と。 野球が盛んだった東北大学第二内科医局のメンバー。

すべては「免疫」への
興味から始まった
後編

東北大学 名誉教授
東北医科薬科大学若林病院 名誉院長

佐々木 毅 氏
聞き手：森本 幾夫 編集員

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 題字・仲村一郎 編集長
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図 ヒトモノクローナル抗DNA抗体及び抗Ｉｄ抗体の採取

SLE腎での抗DNA抗体の検出（J.C.I, J.I）
抗DNA抗体産生細胞のミサイル療法（J.C.I, J.C.I., Meth.Enzymol, J.I.）
DNA抗体に対する ヒト抗Ｉｄ抗体（J.C.I）

ヒトモノクローナル
抗ds/ssDNA抗体

抗DNA産生クロン（O-81,NE-1）SLE(ループス腎炎)
リンパ球

DNA Abの抗イディオタイプId産生
ハイブリドーマ（Ｄ１Ｅ２，１Ｆ５）
採取

精製 抗ＤＮＡ抗体の特徴（J.C.I,  J.I）
 腎病原性（Am.J.Med. J.I. Kid Int）
 Ｖ遺伝子（Nuc.Res. Eur.J.I, J.I）免疫

EBV
芽球化  

クロン化
（J.Immu.metｈ）

森本幾夫氏（左）と佐々木毅氏（右）。若林病院にて。
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　2007年に初めて提唱された手の変形性
関節症に対する治療推奨から10年以上たっ
た今回の2018年EULARアムステルダムで、
その改訂版が発表された。10個の推奨点を
表にまとめてあるので参考にしていただき
たい。ここでは主な変更点について述べる
にとどめておく。今回初めて5つの包括的な
原則（overarching principles）が記載され
るようになった。以下のAからEがその5つの
ポイントである。
A. 手の変形性関節症の治療の第一目標は
痛みやこわばりなどの症状をコントロー
ルすること、活動、社会参画、生活の質を最
大限にするために手の機能を最適化する
ことである。
B. すべての患者はこの病気の特徴や経過
に関する情報並びに自己管理と治療選択肢
に関する教育を提供されるべきである。
C. 手の変形性関節症の治療は局在性、重
症度、合併症を考慮に入れて個別化される
べきである。
D. 手の変形性関節症の治療は患者と医
療専門家の共有意思決定に基づくべきで
ある。
E. 手の変形性関節症の最善の治療には通
常、多専門職種によるアプローチが必要で
ある。非薬物的治療に加えて、薬物治療、外
科治療の選択肢も考慮されるべきである。

　治療推奨の一番大きな変更点はステロイ
ドの関節内注射に関してである。2007年の
推奨ではステロイドの関節注射は痛みを伴
う増悪の際には、特にCMC関節に有効であ
り推奨されていたが、今回の改訂では、手の
変形性関節症に関して、一般的に関節内ス
テロイド注射は勧められないということに
なった。これは複数の試験でCMC関節に対
する関節注射の利益が示されなかったため
である。指節間関節に関しては、関節内ステ
ロイド注射の効果が示した試験が一つあ
り、指節間関節に対しては考慮してもよいこ
ととなっている。また、アセトアミノフェンの
記載に関しては少し変更があった。2007年
の推奨では、アセトアミノフェンは安全性
が高い鎮痛薬として、経口薬の中では第一

選択薬とされ、もし効果がある場合は長期
使用も考慮してもよかった。今回の改訂で
はアセトアミノフェンも限られた期間、限ら
れた患者のみに使用することが推奨される
ようになり、記載が非ステロイド抗炎症剤
（NSAIDs）に準ずるような形となった。
 

　世界的に大きな話題となっているトピック
の一つに免疫チェックポイント阻害剤に伴
う免疫関連の有害事象（irAE）があり、今
回のEULARで大きく取り上げられていた。
T細胞の活性化には抗原提示細胞からの
MHCを通した抗原のT細胞受容体へ提示
のみならず、共刺激経路からの信号が必要
となる。よく知られているのは抗原提示細
胞のCD80/86とT細胞のCD28の結合であ
る。T細胞に発現しているC T L A 4が
CD80/86に結合するとT細胞は抑制的にな
り、これが免疫のブレーキの役割を果たし
ていると考えられている。腫瘍細胞はこの
免疫抑制経路を介して腫瘍免疫応答の抑
制を行っている可能性があり、ここを標的と
した製剤が免疫チェックポイント阻害剤で
ある。現在、製剤として使われているものと
しては抗CTLA4抗体、抗PD -1抗体、抗
PD-L1抗体の３つのタイプがある。CTLA4
は２次リンパ組織などの中枢でのチェック
ポイント機能の役割が大きく、PD-1/PD-L1
は末梢の組織中でのチェックポイント機能
の役割が大きい。この為か、実際にみられる
症状も異なってくる。腸炎や下垂体炎は抗
CTLA4抗体による治療に多く、pneumonitis
や甲状腺炎は抗PD-1抗体による治療に多
い。irAEの頻度は軽度のものを含めると抗
CTLA4抗体では<75%、抗PD-1/抗PD-L1
抗体では<30%程度にみられ、全身の様々
な臓器に起こりうる（図）。リウマチ関連の
症状は抗PD-1抗体の治療に関連して多く、
1回の投与のみでも起こることもあれば、薬
剤を中止した後に発症してくることもある。
腸炎などでは単回の治療でよくなることも
多いが、関節炎は薬剤を中止したとしても
継続的に炎症が続くことがある。機序として
は現時点では4つの仮説が考えられている。

①腫瘍細胞と正常組織に存在する抗原へ
のT細胞の活動性の増加　②もともと存在
していた自己抗体の増加　③T細胞の活動
性が上がりIL-17の上昇に伴う炎症　④下
垂体などの正常組織に発現されている
CTLA-4に対して抗CTLA-4抗体が結合し
補体による炎症の誘導である。今回の
EULARで、フランスからirAEを起こした
患者群の生存率がよく、irAEは癌の治療反
応性の予測因子になりうるかもしれないと
の報告もあった。さらに、興味深いのは関節
リウマチ患者の滑膜や巨細胞性動脈炎の
患者の動脈に樹状細胞のPD-L1の発現が
落ちており、リウマチ分野の病因にこの免
疫チェックポイントが関わっていることが示
唆されることである。
　EULARはirAEに関するイニシアチブを
立ち上げ、近い将来EULARの推奨が出る
ことになる。

　血管炎の世界にも生物学的製剤や分子
標的薬の波がやってきている。小型血管炎
の代表格であるANCA関連血管炎では
C5a受容体阻害薬のアバコパンの可能性が
注目されている。現在、第２相臨床試験ま
で終了しており、第３相試験も目標の症例
数まであと僅かとなっているとのことで
あった。マウスモデルでは補体の副経路
（Alternat ive pathway）からの活性が
ANCA関連血管炎の腎炎発症にかかわっ
ていることが示されている。アバコパンはス
テロイドにとって代わる薬剤として期待さ
れ、今後ステロイドなしで治療を行える日も
近いかもしれない。大型血管炎である巨細
胞性動脈炎では、2017年にアメリカ、欧州、
並びに日本でトシリズマブの使用が認めら
れた。今回のEULARでは実臨床でのトシ
リズマブの使用データが発表されていた。
スイスからの報告では、トシリズマブの有

効性が示されたスイス発の第２相臨床試験
の前後でトシリズマブの使用方法が大きく
変わったことが示された。以前はメトトレキ
サートなどの他の免疫抑制剤の後に使用さ
れることが多かったが、最近の傾向では７
割以上は診断後３か月以内に使用開始さ
れ、８割以上がトシリズマブ以前にはステロ
イドの使用のみで、早期からトシリズマブが
使用される傾向が見て取れる。今後、トシリ
ズマブの減量、中止といったところのデータ
にも注目が集まってくることとなり、また
GiACTA trialの長期試験の結果も注目の
的である。

　EULARでは学会終了から10日ほどで、
ほとんどのプログラムを録画したものを公
開しているため、参加できなかったセッ
ションも気軽に見ることができる。また、
EULAR自体に参加できなかった医師の
ために、このプログラムだけを€385で購入
することも可能で、実際の参加費よりも大幅
に割安になっている。 http: //congress . 
eular.org/eular_2018_recorded_sessio
ns.cfm（2018年8月現在）
　以上、誌面の都合上限られた情報のみの
紹介となってしまったが、よりよいリウマチ
膠原病疾患の治療を実現するために有益な
学会であった。

1. 変形性関節炎の推奨発表 3. 血管炎

最後に

2. 免疫チェックポイント阻害剤に
 伴う免疫関連の有害事象

欧州リウマチ学会（EULAR）
2018学会速報
実臨床に直結する推奨の発表も

田巻弘道 氏
聖路加国際病院
Immuno-Rheumatology Center

2018年6月13日から16日までの4日間にわたり、オランダの首都アムステルダムにて
EULAR 2018が開催された。1万5千人以上が参加する最も参加者の多いリウマチ関連
学会であり、今回も基礎研究から実臨床に直結する疾患ごとの推奨など多くの発表
がなされた。今回参加しなかった先生方に少しでも雰囲気が伝わるようにその内容の
一部をご紹介したい。

ポスターセッションでは様々な議論が交わされていた。

図 免疫チェックポイント阻害剤で起こりうる有害事象

表 手の変形性関節症の治療推奨

EULARの公式ディナーはクルーズ船で行われた。

人間工学の原則、活動のペース配分、補助器具の使用に関する教育や訓練は皆に提供される
べきである。

機能や筋力改善そして痛みを減らすための運動はすべての患者に対して考慮されるべきである。

母指基部の変形性関節症の症状緩和に対して装具が考慮されるべきであり、長期使用を推奨する。

安全上の理由から全身の治療よりは局所の治療の方が好まれる。
NSAIDsの局所療法が第一選択薬である。

経口の鎮痛薬特にNSAIDsは症状の改善に限られた期間のみ考慮されるべきである。

硫酸コンドロイチンは疼痛緩和と機能改善のため使用してもよいかもしれない。

手の変形関節症では一般的にステロイドの関節内注射は使われるべきではない。
しかし、痛みのあるIP関節に関しては考慮してもよいかもしれない。

手の変形性関節症の患者は従来のDMARDsや生物学的製剤で治療されるべきではない。

手術は構造的異常のある患者に他の治療が十分に効果がないときに考慮すべきである。
母指基部の変形性関節症にはtrapeziectomyが考慮されるべきであり、
指間関節の変形性関節症には関節固定や関節形成術を考慮する。

手の変形性関節症の患者の長期フォローアップは個々の必要性に応じて変化させるべきである。

図提供：田巻 弘道 氏

Kloppenburg M, et al. SP0161 2018 eular recommendations for the management of hand osteoarthritisより改変
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痛みやこわばりなどの症状をコントロー
ルすること、活動、社会参画、生活の質を最
大限にするために手の機能を最適化する
ことである。
B. すべての患者はこの病気の特徴や経過
に関する情報並びに自己管理と治療選択肢
に関する教育を提供されるべきである。
C. 手の変形性関節症の治療は局在性、重
症度、合併症を考慮に入れて個別化される
べきである。
D. 手の変形性関節症の治療は患者と医
療専門家の共有意思決定に基づくべきで
ある。
E. 手の変形性関節症の最善の治療には通
常、多専門職種によるアプローチが必要で
ある。非薬物的治療に加えて、薬物治療、外
科治療の選択肢も考慮されるべきである。

　治療推奨の一番大きな変更点はステロイ
ドの関節内注射に関してである。2007年の
推奨ではステロイドの関節注射は痛みを伴
う増悪の際には、特にCMC関節に有効であ
り推奨されていたが、今回の改訂では、手の
変形性関節症に関して、一般的に関節内ス
テロイド注射は勧められないということに
なった。これは複数の試験でCMC関節に対
する関節注射の利益が示されなかったため
である。指節間関節に関しては、関節内ステ
ロイド注射の効果が示した試験が一つあ
り、指節間関節に対しては考慮してもよいこ
ととなっている。また、アセトアミノフェンの
記載に関しては少し変更があった。2007年
の推奨では、アセトアミノフェンは安全性
が高い鎮痛薬として、経口薬の中では第一

選択薬とされ、もし効果がある場合は長期
使用も考慮してもよかった。今回の改訂で
はアセトアミノフェンも限られた期間、限ら
れた患者のみに使用することが推奨される
ようになり、記載が非ステロイド抗炎症剤
（NSAIDs）に準ずるような形となった。
 

　世界的に大きな話題となっているトピック
の一つに免疫チェックポイント阻害剤に伴
う免疫関連の有害事象（irAE）があり、今
回のEULARで大きく取り上げられていた。
T細胞の活性化には抗原提示細胞からの
MHCを通した抗原のT細胞受容体へ提示
のみならず、共刺激経路からの信号が必要
となる。よく知られているのは抗原提示細
胞のCD80/86とT細胞のCD28の結合であ
る。T細胞に発現しているC T L A 4が
CD80/86に結合するとT細胞は抑制的にな
り、これが免疫のブレーキの役割を果たし
ていると考えられている。腫瘍細胞はこの
免疫抑制経路を介して腫瘍免疫応答の抑
制を行っている可能性があり、ここを標的と
した製剤が免疫チェックポイント阻害剤で
ある。現在、製剤として使われているものと
しては抗CTLA4抗体、抗PD -1抗体、抗
PD-L1抗体の３つのタイプがある。CTLA4
は２次リンパ組織などの中枢でのチェック
ポイント機能の役割が大きく、PD-1/PD-L1
は末梢の組織中でのチェックポイント機能
の役割が大きい。この為か、実際にみられる
症状も異なってくる。腸炎や下垂体炎は抗
CTLA4抗体による治療に多く、pneumonitis
や甲状腺炎は抗PD-1抗体による治療に多
い。irAEの頻度は軽度のものを含めると抗
CTLA4抗体では<75%、抗PD-1/抗PD-L1
抗体では<30%程度にみられ、全身の様々
な臓器に起こりうる（図）。リウマチ関連の
症状は抗PD-1抗体の治療に関連して多く、
1回の投与のみでも起こることもあれば、薬
剤を中止した後に発症してくることもある。
腸炎などでは単回の治療でよくなることも
多いが、関節炎は薬剤を中止したとしても
継続的に炎症が続くことがある。機序として
は現時点では4つの仮説が考えられている。

①腫瘍細胞と正常組織に存在する抗原へ
のT細胞の活動性の増加　②もともと存在
していた自己抗体の増加　③T細胞の活動
性が上がりIL-17の上昇に伴う炎症　④下
垂体などの正常組織に発現されている
CTLA-4に対して抗CTLA-4抗体が結合し
補体による炎症の誘導である。今回の
EULARで、フランスからirAEを起こした
患者群の生存率がよく、irAEは癌の治療反
応性の予測因子になりうるかもしれないと
の報告もあった。さらに、興味深いのは関節
リウマチ患者の滑膜や巨細胞性動脈炎の
患者の動脈に樹状細胞のPD-L1の発現が
落ちており、リウマチ分野の病因にこの免
疫チェックポイントが関わっていることが示
唆されることである。
　EULARはirAEに関するイニシアチブを
立ち上げ、近い将来EULARの推奨が出る
ことになる。

　血管炎の世界にも生物学的製剤や分子
標的薬の波がやってきている。小型血管炎
の代表格であるANCA関連血管炎では
C5a受容体阻害薬のアバコパンの可能性が
注目されている。現在、第２相臨床試験ま
で終了しており、第３相試験も目標の症例
数まであと僅かとなっているとのことで
あった。マウスモデルでは補体の副経路
（Alternat ive pathway）からの活性が
ANCA関連血管炎の腎炎発症にかかわっ
ていることが示されている。アバコパンはス
テロイドにとって代わる薬剤として期待さ
れ、今後ステロイドなしで治療を行える日も
近いかもしれない。大型血管炎である巨細
胞性動脈炎では、2017年にアメリカ、欧州、
並びに日本でトシリズマブの使用が認めら
れた。今回のEULARでは実臨床でのトシ
リズマブの使用データが発表されていた。
スイスからの報告では、トシリズマブの有

効性が示されたスイス発の第２相臨床試験
の前後でトシリズマブの使用方法が大きく
変わったことが示された。以前はメトトレキ
サートなどの他の免疫抑制剤の後に使用さ
れることが多かったが、最近の傾向では７
割以上は診断後３か月以内に使用開始さ
れ、８割以上がトシリズマブ以前にはステロ
イドの使用のみで、早期からトシリズマブが
使用される傾向が見て取れる。今後、トシリ
ズマブの減量、中止といったところのデータ
にも注目が集まってくることとなり、また
GiACTA trialの長期試験の結果も注目の
的である。

　EULARでは学会終了から10日ほどで、
ほとんどのプログラムを録画したものを公
開しているため、参加できなかったセッ
ションも気軽に見ることができる。また、
EULAR自体に参加できなかった医師の
ために、このプログラムだけを€385で購入
することも可能で、実際の参加費よりも大幅
に割安になっている。 http: //congress . 
eular.org/eular_2018_recorded_sessio
ns.cfm（2018年8月現在）
　以上、誌面の都合上限られた情報のみの
紹介となってしまったが、よりよいリウマチ
膠原病疾患の治療を実現するために有益な
学会であった。

1. 変形性関節炎の推奨発表 3. 血管炎

最後に

2. 免疫チェックポイント阻害剤に
 伴う免疫関連の有害事象

欧州リウマチ学会（EULAR）
2018学会速報
実臨床に直結する推奨の発表も

田巻弘道 氏
聖路加国際病院
Immuno-Rheumatology Center

2018年6月13日から16日までの4日間にわたり、オランダの首都アムステルダムにて
EULAR 2018が開催された。1万5千人以上が参加する最も参加者の多いリウマチ関連
学会であり、今回も基礎研究から実臨床に直結する疾患ごとの推奨など多くの発表
がなされた。今回参加しなかった先生方に少しでも雰囲気が伝わるようにその内容の
一部をご紹介したい。

ポスターセッションでは様々な議論が交わされていた。

図 免疫チェックポイント阻害剤で起こりうる有害事象

表 手の変形性関節症の治療推奨

EULARの公式ディナーはクルーズ船で行われた。

人間工学の原則、活動のペース配分、補助器具の使用に関する教育や訓練は皆に提供される
べきである。

機能や筋力改善そして痛みを減らすための運動はすべての患者に対して考慮されるべきである。

母指基部の変形性関節症の症状緩和に対して装具が考慮されるべきであり、長期使用を推奨する。

安全上の理由から全身の治療よりは局所の治療の方が好まれる。
NSAIDsの局所療法が第一選択薬である。

経口の鎮痛薬特にNSAIDsは症状の改善に限られた期間のみ考慮されるべきである。

硫酸コンドロイチンは疼痛緩和と機能改善のため使用してもよいかもしれない。

手の変形関節症では一般的にステロイドの関節内注射は使われるべきではない。
しかし、痛みのあるIP関節に関しては考慮してもよいかもしれない。

手の変形性関節症の患者は従来のDMARDsや生物学的製剤で治療されるべきではない。

手術は構造的異常のある患者に他の治療が十分に効果がないときに考慮すべきである。
母指基部の変形性関節症にはtrapeziectomyが考慮されるべきであり、
指間関節の変形性関節症には関節固定や関節形成術を考慮する。

手の変形性関節症の患者の長期フォローアップは個々の必要性に応じて変化させるべきである。

図提供：田巻 弘道 氏

Kloppenburg M, et al. SP0161 2018 eular recommendations for the management of hand osteoarthritisより改変
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　リウマチ月間講演会において、医療従

事者を対象とした講演会が新たな試みと

して始まりました。会に参加された患者

さんたちにも、我々診療にかかわらせて

いただいている側も日々勉強している

ことを理解いただく良い機会になった

のではと考えています。

　欧州リウマチ学会（EULAR）速報を、

クリーブランドクリニックでの血管炎

フェローの２年間を含む７年に渡って米

国でリウマチ膠原病の臨床に関わってい

た田巻先生に担当してもらいました。米

国リウマチ学会（ACR）には毎年参加して

いても、EULARには初めて参加したとい

うことで、新しい目線での学会報告に

なったのではないかと思います。関節リ

ウマチや脊椎関節炎の新薬治験が一段落

し、今は全身性エリテマトーデスと全身

性強皮症のスタディが盛んですが、次は

高齢者にも多い血管炎の治療が大幅に進

歩する気配が学会でも感じられました。

　北島先生の皮膚病変の連載は、皮膚科医

でない私達にもロジックに考えれば診断

にたどり着くことができることを教えて

くれています。先生の長年の豊富な経験に

基づく描写と教育に対する熱意に感謝す

るばかりです。

　リウマチ人は、特に若い先生方には

ゆっくりと時間をかけて読んでいただき

たい連載です。巨人の肩の上に立つこと

でより遠くまで見渡すことができるとい

う表現は、まるで一人で数学や力学の世

界を変えてしまったように思えたアイ

ザック・ニュートンがロバート・フックへ

の手紙に引用した表現と言われていま

す。進歩の著しい現在のリウマチ膠原病

の診療においても当てはまるのではない

でしょうか。

編集後記

平成30年7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

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。

http://www.rheuma-net.or.jp/
リウマチ財団

望月 輝夫 様

医学賞等候補者を募集

日本リウマチ財団ホームページ

ご寄付いただいた方 平成30年7月

平成30年度 リウマチの治療とケア教育研修会

検索

平成30年度 新規リウマチ財団登録医一覧

平成30年7月 企画運営委員会 議事録

※ 今年度5件予定。その中から、「三浦記念リウマチ学術研究賞」と 「塩川美奈子・膠原病研究奨励賞」を
 特に1件ずつ選考する。

詳細は財団ホームページをご覧ください。

ノバルティス・リウマチ医学賞　締め切り 平成31年1月31日

リウマチ性疾患調査・研究助成　締め切り 平成30年11月30日

議　題
【報告事項】
 1. 委員会等の開催について
  第5回評議員選定委員会（7月10日）
 2. 研修会の報告について
  今年度から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、
  第1回を6月10日に山形市で開催した。参加者は67名。
 3. 平成30年度リウマチ月間リウマチ講演会の報告について
  6月3日に砂防会館別館で開催し、432名の参加があった。
 4. 看護師、薬剤師等の人材養成に関する要望書の提出について
  厚生科学審議会疾病対策部会リウマチ等対策委員会報告書（案）には専門的なメディカルスタッフの育成が
  盛り込まれたことから、当財団としては医師、看護師、薬剤師の登録制度を実施している。また、平成31年度
  からは理学療法士・作業療法士へも拡大することとしているので、当財団の各職種の登録制度を核として
  活用してほしいとの要望書を6月27日付で加藤厚生労働大臣あてに提出した。
 5. 法人賛助会員の退会について
  昨年度末に2社が退会し、現在は33社となった。

【審議事項】
 1. 平成30年度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）の募集について
 2. 平成31年度ノバルティス・リウマチ医学賞の募集について
 3. 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要綱の一部改定について
  前回の企画運営委員会の審議に基づき、「リウマチ財団登録医等への登録申請を前提条件に助成すること」
  が盛り込まれた助成要綱案が示された。審議の結果、案のとおり了承された。
 4. 平成31年度リウマチ月間行事開催日程及び実行委員会の設置について
 5. 平成30年度法人賛助会員セミナーについて
  11月13日（火）16：00～18：00に開催する。
 6. 診療報酬改定に向けて
  外部から適切な候補者を選び、8～9月の間に医療保険部会を開催することとした。
 9. 登録理学療法士・作業療法士（仮称）規則（案）等について
  来年2月から募集開始し、6月に審査を行う予定。
 10. ケアマネージャー制度の創設に向けて
  審議の結果、リウマチ専門職委員会で検討することとされ、現在進めている登録理学療法士・作業療法士
  （仮称）制度が固まった後にするとした。
 11. 第23回理事会・第8回臨時評議員会の開催日程について

日時：平成30年7月10日（火）18：00～19：40

プログラム、申込方法、取得単位等詳細につきましては、財団ホームページをご覧ください。

岡田正人
聖路加国際病院
Immuno-Rheumatology Center センター長

青森県

京都府

愛知県

静岡県

長野県

神奈川県

茨城県

大阪府

兵庫県

和歌山県

広島県

香川県

高知県

福岡県

長崎県

三須 直子

茂木 誠司

南 瑠那
川上 勝之
北川 裕子
平野 愛子

副島 裕太郎

堀　元英

井上 達雄

下島 恭弘

張　成虎
吉岡 拓也
前園 知宏
花岡 成典

堀田 昌宏

梶野 晶子

石德 理訓

光中 弘毅

岡上 裕介

南川 智彦

清水 俊匡

福井　潤
野里 聡子
樋口 晴久
北西 正光
木村 侑子
土肥 義浩

東京都

開催地区

九州・沖縄

中国・四国

近畿

東海・北陸

関東・甲信越

10/7（日）

9/23（日）

H31
2/3（日）

12/2（日）

11/17（土）

熊本県医師会館

ひめぎんホール

ホテルメルパルク大阪

金沢ニューグランドホテル

TKPガーデンシティ横浜

桜十字病院 院長補佐
リウマチ膠原病内科　中村　正

道後温泉病院リウマチセンター
院長　奥田 恭章

大阪大学大学院医学系研究科
准教授　冨田 哲也

金沢大学附属病院
科長（病院臨床教授）　川野 充弘

東海大学医学部 教授　佐藤 慎二

開催日 開催場所 世話人
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