
日本リウマチ財団ニュース

暮れも押し迫った昨年12月14日，

千代田区の経団連会館において，日本

リウマチ財団の賛助会員各社を多数お

招きして，最近のリウマチ医療の現状

や監督官庁である国の取り組みなどに

ついて，財団，日本リウマチ学会，厚

生労働省より，それぞれのお立場を代

表する形で講演が行われた。

はじめに，本財団の専務理事であ

る田中治彦氏より，会員各社に対する

日ごろのご賛助への御挨拶と御礼があ

り，ついで，財団理事長の 久史麿

氏から賛助会員各社に対する御挨拶と

最近のリウマチ医療の動向などについ

て幅広いご説明がなされた。

最初の演題では，聖マリアンナ医

科大学教授難病治療研究センター長で

ある日本リウマチ財団常務理事の西岡

久寿樹氏より，2010年へ向けての多

くの研究者，企業が取り組んでいるリ

ウマチ寛解医療の現状と，TNF-αを

ターゲットとした生物学的製剤の登場

に沸いている新しいリウマチ医療とそ

の課題に対して，今後研究者，臨床家

が取るべき方策などが講演された。

演題の2番目には，厚生労働省健康

局疾病対策課課長 関山昌人氏による，

現在，国がリウマチ対策をどのように

考えているのか，行政の取り組みとし

て，疾患研究開発の一環の中で，免疫

アレルギー疾患予防・治療事業，難治

性疾患克服研究事業，各種推進事業が

どのように実施されているのか，その

概要が述べられた。関山氏はまた，リ

ウマチ疾患の正しい情報提供の普及策

として「リウマチ・アレルギー相談員

養成研修会」やインターネットの事業

展開，疾患の医療体制整備事業として，

標榜医数の順調な伸びやガイドライン

作成の成果をそれぞれ具体的に解説さ

れた。関山氏は講演の最後に，今後の

リウマチ対策としては関係団体の相互

連携による横断的，学際的研究の進捗

によって，リウマチ治療法が確立する

ことこそが望ましいことを強調して講

演を終えられた。

最後に演台に立ったのは，日本リ

ウマチ学会から越智隆弘氏であった。

越智氏は，市販後全例調査委員会委員

長のお立場で，生物学的製剤として導

入されたアラバ錠（一般名レフルノミ

ド：アベンティス ファーマ株式会社

販売）に課せられた市販後の全例調査

の進捗具合を例に，生物学的製剤など

の新規リウマチ薬に対する市販後全例

調査の意義についてご講演された。ア

ラバ錠の市販後全例調査は，後に続く

多くの新規生物学的製剤の動向を大き

く左右するものと考えられているた

め，打合会に出席された賛助会員各社

の御担当者も熱心に耳を傾けておられ

た。

長時間の会にもかかわらず，最後

まで中途退席者もない充実した会であ

った。
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リウマチ財団法人賛助会員打合会

リウマチ医療のリスクマネージメント

第1回東京リウマチトータル
マネージメント研究会
第1回東京リウマチトータル
マネージメント研究会
去る平成16年11月13日，東京都墨田区

国際ファッションセンタービルにおいて，

リウマチ医療に携わる医師や看護師など

多くの医療スタッフが，リウマチをめぐ

る諸問題について，幅広い研究発表を行

った。このトータルマネージメント研究

会は，すでに全国各地で，多くの活動や

その報告会が開催されていたが，今回，

最も数多い患者さんを抱える大都市圏で

初めて開催された意義は大きい。

ちょうど，昨秋発生した新潟中越地震

の直後であったために，災害時の医療対

応などに世間の耳目が集まっていた。そ

れだけに，震災が起きればより深刻な被

害が予想される大都市圏の医療リスクマ

ネージメントの面からも関心が高かっ

た。

その被災地新潟からは，新潟県立瀬波

病院の村澤 章先生が参加され，地震直後

の対応などの実情にも触れた発表がなさ

れ，フロアからも多くの質問が寄せられた。

なお，この研究会の発足にあたっては，

日本リウマチ財団とともに，エーザイ株

式会社，三光純薬株式会社が共催に名を

連ねていた。

■プログラム概要

●開会の辞

東京リウマチトータルマネー

ジメント研究会代表世話人

東京女子医科大学附属第二

病院院長

井上和彦氏

●一般演題

座長　

東京北部病院院長

齋藤輝信氏

東京女子医科大学附属第二

病院看護部長

鎌倉里美氏

演題

１　関節リウマチのリハビリホームプロ

グラム　医療法人社団青和会 井上整

形外科　西部義久氏

２　訪問診療患者と在宅RA患者の特質

と問題点　医療法人社団福寿会　福

岡クリニック　福岡靖介氏
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去る1月29日，東京・港区北青山の

TEPIAホールにおいて，日本リウマチ財

団，RAトータルマネジメント研究会，

エーザイ株式会社共催による第６回RA

トータルマネジメントフォーラムが開催

され，全国各地から医師，コメディカル

200人余りが参加して，長時間にわたり

熱心に発表に聴き入り，また活発な討議

も行われ盛会であった。

最初に「トータルマネジメント」の提

唱者である松山赤十字病院 山本純己氏が

挨拶に立ち，RAトータルマネジメント

研究会は，全国十数個所の地区で研究発

表を行っているが，今回は各地区から推

薦を受けた優れた研究を取り上げてテー

マとしたと説明があった。また，今回は

特に，昨年10月の新潟県中越地震を受け

て，直接災害に遭遇された長岡赤十字病

院 羽生忠正氏に特別講演をお願いし，災

害時に，RA患者さんにどう対応すべき

かを本会の大きなテーマとして考えたい

と述べた。

プログラムは５つのPartに分かれ，ま

ずPart 1ではRA患者さんの在宅介護に

関する具体的な取組みについて5演題の

発表があった。

在宅介護では介護認定を有効に使う

東京女子医科大学附属第二病院の源

悦代氏らは，TKA手術後のトイレ介助

について報告。経験を積んだ看護師は，

朝の手のこわばりや病態などと排泄介助

をつなげて観察していると分析，患者さ

んのADLの段階，苦痛，意欲などを把

握して，患者さんの希望を聞きながら自

立を援助することが大切と述べた。

国立病院機構九州医療センター 松尾さ

ゆり氏らは，下肢屈曲拘縮が著明で疼痛

が激しく，端座位のまま就寝するという

状況で治療をあきらめていたRA患者さ

んが，治療に前向きとなり手術を受ける

に至った過程を報告。患者さんの思いを

受け止め，症状に合わせた援助の大切さ

を述べた。

大阪厚生年金病院医療福祉相談室の向

市真知氏は，RA患者さんの在宅生活を

支える身障法，介護保険法について具体

的に解説。介護保険サービスを有効に使

うべきであると説明した。医療関係者側

の積極的な対応，患者さんや家族への働

きかけが望まれる。

鳥取大学医学部附属病院 高杉美智子氏

らは，RA患者さんを支える家族が精神

的，身体的な負担を受けており，SF36を

用いてQOLを評価，クラス２，３では家

族に対する介護量の軽減が必要であると

報告した。

熊本整形外科病院 境純子氏らは，同施

設の在宅介護の現状について，関節の保

護・評価，ADL指導，合併症の早期発

見・対応，皮膚の保護，転倒防止の工夫

などに加え，キーパーソン確保の必要性

を訴えた。

リハビリ導入時期は心理的ケアを考慮

Part 2は主にリハビリテーションに関

する研究報告で，まず筑波大学附属病院

リハビリテーション部の三星有紀子氏ら

は，同施設のリハビリテーション教育入

院について報告，うつ状態などの場合，

かえって逆効果になることがあるので，

心理的ケアを考慮し，知識の習得にも配

慮しつつ適切なタイミングで開始する必

要があると述べた。

函館中央病院リハビリテーション科の

吉田俊教氏らは，TKA術後のリハビリ

について，膝だけでなく他関節にも留意

することや，退院後のADL指導が重要

であるとまとめた。

福井総合病院リウマチ膠原病科の小竹

玲子氏らはRA患者家族に対する意識調

査の結果から，家族と医療者との関わり

が薄いことがうかがわれ，診療時に家族

の同席を求めること，家族に対する書面

での返し，RA教室への家族の参加など

を試みたいと報告した。

その他，石川県済生会金沢病院薬剤部

角紀一郎氏ら，東京北部病院 小山八千代

氏らからは，薬剤の適正使用あるいは医

療経済上の問題点についての発表があっ

た。

災害時支援も患者さんのニーズを

理解して行うことが重要

Part 4は災害時のRA患者さんへのサ

ポート体制や，介護を受ける患者さんの

側のニーズやQOL評価などに関する4演Part 1 座長：松田剛正氏，佐川　昭氏

山本純己氏

第6回RAトータルマネジメント
フォーラム
第6回RAトータルマネジメント
フォーラム が開催される

３　術後関節リウマチの下肢機能の総合

評価の試み　東京北部病院リハビリ

テーション科　青木　正氏

４　関節リウマチ患者の術後の排泄行動

への援助　東京女子医科大学附属第

二病院　東‐３‐Ｂ　源　悦代氏

●特別講演１

座長

東京女子医科大学附属第二病院院長

井上和彦氏

演題

「関節リウマチの治療　―

過去・現在・未来―」

埼玉医科大学総合医療セン

ター名誉所長 安倍　達氏

●特別講演２

座長

安部内科医院院長

安部千之氏

演題

「関節リウマチのトータル

マネージメント」

新潟県立瀬波病院院長

村澤　章氏

■開会の辞
本会の代表世話人である井上和彦氏

は，全国に既に13の研究会が存在してい

たにもかかわらず，最大都市圏である東

京地区でなぜトータルマネージメント研

究会ができなかった理由にまず触れた。

人口問題，交通の面でなかなか1つにま

とまれなかったとのことである。結局東

京は14番目の発足となったが，すぐに茨

城県にも同様の会ができて，リウマチを

トータルでマネージメントする体制の礎

が関東各地に広がりつつあることを歓迎

するコメントを述べた。

また，井上氏は，東京の場合，最も本

会の実力が試されるのは，近い将来必ず

や襲来するであろう大震災時の敏速で総

合的なケアであろうと述べ，その目的を

十分に果たすためには医師だけではな

く，本日参加されている看護師や，OT，

PTの方のようなすべての医療，リハビ

リ，介護の関係者が協力することが重要

であり，参加者の緊密な協力を求めて開

会の辞を締めくくられた。

■特別講演１
「関節リウマチの治療　―過去・
現在・未来―」
若手の医師，看護師，コメディカルの

方たちの一般演題が闊達な質疑を経て終

了した後，本会の方向性と会員相互のレ

ベルアップを促すために，特別講演が２

題催された。

はじめの１題は，リウマチ医療がいか

に製剤開発の歴史であるか，そして今ま

た新しいステージに突入し始めているか

を，簡単におさらいするような形の講演

であった。演者は埼玉医科大学総合医療

センター名誉所長の安倍達氏である。

安倍氏はまず，関節リウマチ医療の現

状をその臨床像を提示し，確定診断の基

準，早期RA診断の重要性，早期診断に

おける痛風による鑑別の問題性，変形性

関節症（膝痛）などにあることを述べた

後に，RAの治療体系が日本ではかつて

あまり整備されておらず，恣意的に投与

プランが構成されていた過去を示した。

また，治療薬の開発史をさかのぼり，新

しい時代の扉が開き始めていることを明

言。現在COX阻害薬が様々な意味で問

題になっていることも簡単に説明され

た。このほか，自験例から早期診断早期

治療によって，骨破壊の進行を抑制する

ことが治療に直結していることを強調さ

れ，それが世界のトレンドであることも

示し，TNF-αを抑制して破骨のメカニズ

ムに関与する，最新の生物学的製剤の効

能と研究成果を紹介された。この他，い

まやリウマチ医療が，骨や関節の破壊予

防あるいは回復治療のレベルまで到達し

つつあることに触れて，その明るい展望

を提示された。そのような展望が，ご自身

が行った欧米の著名ドクターへのアンケ

ートでも裏付けられるデータを示した。

また，エピソードとして，ルノアール

や国連のアナン元事務総長のリウマチ関

連の話題を取り上げ，リウマチ患者さん

には，いかに治療が進歩しても，「今後

も優しく接していただきたい。弱者に優

しく接してほしい」ことを強調して講演

を締めくくられた。

■特別講演2
「関節リウマチのトータルマネー
ジメント」
中越地震のため，上越新幹線がいまだ

通常運転がかなわない中，遠路参加され

たリウマチ外科を専門とする，新潟県立

瀬波病院院長村澤章氏は，治療がここ2

年間に大きく変わり，その変容がこれか

ら保険制度まで含めてどのように拡大し

ていくかという点，医療制度全般につい

て言及された。また，今回集まった若手

のコメディカルの方たちに語りかけるよ

うに，全員が力を合わせてこそトータル

マネージメントであることも強調され

た。リウマチ治療が早期発見，早期治療

に注目が集まっているにしても，多くは

現に進行してしまっている患者さんで，

そのような方の症状が本当に不可逆的か

どうか，コントロールできない場合も検

討すべきこと，さらにガイドラインの普

及も進んでいることなどにも言及した。

このほか，リウマチ患者さんの環境を

支える社会保険，介護体制，医療ケアの

総合的な連携の重要さ。スタッフとシス

テムの連携。家族，季節ごとの問題。リ

ハビリ，作業，生活，運動など，細かい

ケアや困ったことを助けてあげる精神的

ケア。介護用品，補助用具，工夫した道

具，自助具の例も紹介され，公的サービ

スの利用時の問題点や医療と介護の連携

など，いかにリウマチが多角的に検討すべ

き要因が多いことを示し，トータルマネ

ージメントの重要性を聴衆に刻み込んだ。

Part 2 座長：村澤　章氏，椎野泰明氏
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題が報告された。

一番町リウマチクリニック（松山市）

の白石郷子氏らは，平成13年の芸予地震

を契機に防災・災害支援問題に取り組む

中で，居宅サービスとの情報交換，災害

カルテの作成が必要と考えてきた。患者

さんの90％以上が個人情報登録に同意す

ると答えており，これを支援体制確立の

要望と受け止め今後努力したいというこ

とであった。

佐賀大学医学部看護学科 岩本幸子氏ら

は，災害時のRA患者支援に対する意識

調査を行い，患者側は薬の確保，精神的

な支援，避難の誘導を希望しており，医

療者・患者双方とも緊急連絡体制作りに

対する関心が増大していると報告した。

患者さんと医療者側の理解について

は，九州大学病院別府先進医療センター

の西山保弘氏らが，外来患者さんを対象

にアンケート調査を行い，患者さんのニ

ーズや苦痛に対するヘルパーの理解が不

足，また医療側も居宅のことはわからな

い個々の患者さんへのより一層の気配

り，および医療と介護の連携が重要であ

るとした。

長岡赤十字病院リハビリテーション科

の諏訪和彦氏らは，SF36を用いて検討し

た結果，膝のTKA術後のQOLは1～5

年で身体機能が低下すると報告した。

Part 5 特別講演

「新潟県中越地震報告と

リウマチ患者さんへの対応」

最後は特別講演で，実際に今回の災害

を身をもって経験された長岡赤十字病院

リウマチ科部長の羽生忠正氏が，多数の

写真や資料を提示しながら被災状況，院

内外での対応，RA患者さんの避難状況，

災害発生時の心得などをくわしく報告，

参加者に深い感銘を与えた。

長岡赤十字病院は基幹災害医療センタ

ーに指定され，毎年，新幹線の脱線事故

あるいは原子力発電所火災などを想定し

た院内訓練を行っている。中越地震の時

も，1週間前に訓練を行ったばかりでス

ムーズな対応ができたということであっ

た。

長岡赤十字病院の対応

長岡赤十字病院では，地震発生2時間

以内に職員300人が出勤，直ちに災害対

策本部を設置して，院内放送などで人心

の掌握につとめた。これは，特別な連絡

を行うのではなく，震度5以上の場合に

は必ず出勤するという事前の災害対策の

院内取り決めが功を奏したものであっ

た。実際，被災患者は初動1時間に100

人が来院した。病院入口をトリアージゾ

ーンとし，患者さんの状態に応じて緑，

黄，赤，黒（死亡）のタグを用意して，

緑（軽傷）はリハビリテーションの施設

に簡易ベッドを組み立てて対処，黄およ

び赤の患者さんは救急外来で処置を行っ

た。しかしながら，あまりに大きな地震

で交通網が寸断されたため，初動時の患

者さんが意外に少なかったのが特徴的で

あった。

病院全体がケーブルテレビであったた

め地震で断線したテレビは映らず，室内

アンテナでかろうじてFM放送を受信で

きた。案外役に立たなかったのが携帯電

話で，すぐにつながらなくなった。こん

な状況の中，情報の収集に有効だったの

はインターネットである。

災害時には，PTSDへの対応など被災

者のこころのケアも重要な問題となる。

地震2日後の10月25日には早くも国立精

神神経センターから専門家が派遣される

という対策がとられた。その翌日には，

日赤チームが小千谷総合体育館に「ここ

ろのケアセンター」を開設，長岡赤十字

病院も避難所の巡回を行った。全国から

いろいろなチームが派遣されたが，被災

者は同じようなことを何回も聞かれるの

で疲れてしまうことがあり，早期に窓口

を一本化してコーディネーター（保健師

など）を決める必要がある。

RA患者さんの被災状況

RA患者さんの被災状況であるが，幸

い地震で亡くなった方は皆無で，何人か

は自宅で骨折やねんざなどの負傷をされ

たりしたものの，家族や隣近所の支援を

得て脱出あるいは避難できた方が多かっ

たようである。

ステロイド服用中の患者さんの中に

は，自宅が倒壊して薬が取り出せなくな

った例，避難後薬を飲むのを忘れていて

関節痛が出て気づいた例などもあった

が，きちんと備蓄している患者さんが多

く，3日以上服用できなかった事例はな

い。来院できない患者さんにはFAXで

院外処方箋を発行，近所の薬局で受け取

るなどの方法がとられた。

避難場所ではベッドがなくて困ったと

いうRA患者さんが多かった。やむをえ

ず車中泊をした方もある。そうした患者

さんにエコノミークラス症候群，DVTが

散見され，また下肢人工関節置換患者の

一部で歩行困難になった例もあった。介

護施設などでは定員以上の患者さんを収

容，介護専門職のボランティアが大活躍

したということであった。

以上の講演を受けて座長の山本純己氏

は，今回の災害を教訓として，RA患者

さんがどういうところにいて，どういう

状況にあるかを平時より把握しておくこ

と，患者さんの安否や，困っていること

がないかなど医療側から積極的に問い合

わせる姿勢が望ましいと述べ，災害時，

それぞれの立場や状況にそくした形で患

者さんを支援できるよう今後の取組みに

期待したいと述べて会を終えた。

羽生忠正氏

病院入口に設けられたトリアージゾーン

Part 4 座長：忽那龍雄氏，井上和彦氏

Part 5 座長：山本純己氏

黄・赤のゾーンは診察室３，処置ベッド５，ナ
イトベッド９で対応

緑（軽傷）のエリアには簡易ベッド40で対処

ティーブレイクには，ロビーに展示

された理学療法士や作業療法士による

装具・自助具の工夫展を閲覧，それぞ

れの説明を聞いたり意見交換が行われ

た。使いやすく工夫された自助具など

６点が出展され人気を集めていたが，

投票の結果，塩ビ管にベンリーカンを

つなぎ，先に洗濯ばさみを差し込んだ

「ふきふきリーチャー」（鹿児島赤十字

病院リハビリテーション科部 松元義彦

氏考案），上肢・手指の障害があっても

楽に押せる「フェザータッチナースコ

ール」（札幌山の上病院リハビリテーシ

ョン部 小林豪氏考案），革製に比べ薄

くて柔軟性があり，水洗い可能な「シ

リコン製リストブレース」（松山赤十字

病院リハビリテーション科 児島由起子

氏考案）の3点が選ばれ，表彰された。豊かな発想－装具・自助具展
（Part 3）
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司会 実際には治療で尿失禁はどの程

度治るものですか。

後藤 かなり治ると思います。

吉川 そうですね。

後藤 腹圧性の尿失禁であれば，手術

まで考えれば，おそらく90％以上治

りますし，骨盤底筋訓練というのもほ

んとにRA患者さんが問題あるかどう

かはともかくとして，やれば軽度から

中等度であれば７割ぐらいは効果があ

ると考えます。

司会 そうするとやはり治療効果は大

いにある分野なわけですね。

後藤 切迫性尿失禁であればお薬を飲

むことによって，軽度から中等度のも

のであれば，６，７割はコントロール

できるので，切迫性尿失禁であれば薬

を飲まない手はないと思います。

吉川 女性の場合，男性みたいな排出

障害はほとんどないので，まあ絶対な

いとは言わないですが。一方，本当に

切迫性尿失禁という膀胱側の活動が過

剰であるという場合は，薬物療法がよ

く適応し，突発性尿失禁だったら，程

度によって理学療法から手術までと，

組み合わせもありますのでわりとシン

プルですよね。

司会 具体的にどういう薬を使われる

のでしょうか。

吉川 今使っているのはバップフォ

ー：BUP-4（塩酸プロピベリン），要

するに抗コリン薬です。そのほかポラ

キス：Pollakisu（塩酸オキシブチニ

ン）ですね。あとは今，どんどん治験

が進んでいるので，新薬が承認されれ

ば選択肢も剤形も飲み方も増えてくる

と思います。

司会 薬物療法の注意というのはあり

ますか，専門じゃない我われが使うと

きに。

後藤 そうですね，バップフォーやポ

ラキスは，膀胱の収縮を抑えるお薬で

すので。女性は通常，排尿困難はあま

りないのですが，２～10％ぐらいは

女性でも閉塞があるといわれています

ので，一応，排尿障害がこないかどう

かの確認。それから便秘を起こします

ので，便秘の問題。シェーグレンの話

（前号）が出ましたけど，これらの薬

は当然口渇があります。それから高齢

者の場合には，痴呆とか認知障害が長

期的に投与してだいじょうぶかどうか

という，疑問点があるということです

ね。

司会 RA患者さんはシェーグレンが

あり，便秘があり，いろいろと薬が使

いにくいところがあると思いますけ

ど，別の種類の薬剤が開発されつつあ

るのですか。

吉川 副作用がより少なくという方向

に開発されています。少量で十分効く

方があれば，その方にとってはベスト

と思うので。まずは受診していただい

て，合いそうな薬を探してみるという

ことはいいのじゃないかなと思いま

す。

後藤 抗コリン薬に関しましては，現

在６，７種類ぐらいが治験，あるいは

開発中というお薬があり，あとはβ３

刺激剤が膀胱の収縮を抑えるというこ

とで期待されます。もちろん口渇だと

かそういうのがありません。またＫチ

ャネルオープナーという薬が控えてい

ます。これも来年から治験が始まりま

す。それも膀胱収縮障害を起こさなく

て膀胱の過敏性だけをとる，あるいは

口渇だとか便秘だとか，そういう副作

用を起こさない。排尿障害の需要が非

常に多いので，いろんな薬が開発され

ています。

司会 たとえば薬以外で，骨盤底の筋

肉の訓練というのはどうなのでしょう

か。

後藤 切迫性尿失禁対策ということで

すか。

吉川 その訓練は切迫性尿失禁にも使

いますが，主には出産でということが

多いのです。ただし，経産婦でなくて

も運動してなければ骨盤は使ってない

ものですから，骨盤底の横紋筋自体が

脆弱化してきて，腹圧に耐えられなく

てという方の場合はそこを締めればと

いうことで，手足と同じように理学療

法で，尿道のまわり，膣のまわり，肛

門のまわりを収縮します。

司会 そのときには関節を動かす必要

はないわけですね。

吉川 ありません。ただ実際には上手

に訓練することができません。これら

の筋肉自体が非常にわかりにくい場所

にあるものですから，動いているかど

うかを目で確かめることができないの

で，視覚的なバイオフィードバック，

鏡に映して運動する，そういうことが

できなくて，上手にできない。股関節

に力を入れたり，全身に力を入れて，

痛いところがよけい痛くなるというこ

とがあります。運動をしようと思った

時点ですでに関節の痛みがある方は，

たぶんやらないほうがいいし，かえっ

て悪化する可能性があります。

それから，筋肉を自分で随意的に動

かすよりは電気的，あるいは磁気的な

刺激療法のほうが，痛みのある期間や

うまく動かせない方はいいのかなと思

います。

司会 自分で動かさずにということで

すね。

吉川 その場合はターゲットになると

ころに機械をもっていきますので，患

者さんはほかのところはリラックスす

るように緊張を解いてあげればいい。

司会 何回かやれば，かなり効果があ

るものですか。

吉川 随意的に動かすほうの「骨盤底

トレーニング」というのは，きちんと

できれば，先ほど言われたように軽度，

中等度だったならば……たぶん半分ぐ

らいの方はまったく尿漏れがなくなっ

たり，７割，８割は改善すると思いま

す。で，中等度まで入るとたぶん６，

７割とちょっと落ちます。

司会 もし，股関節なんかがそんなに

悪くない患者さんならできますか。

吉川 そうですね。ただ問題は，誰が

どうやって教えるかというのが，ほか

のリハビリのようにはきちんとそこら

へんが……。

司会 それは普通の理学療法士でよい

のですか。

吉川 訓練すればできると思います。

理屈はご存じでしょうから。

司会 病院でそういう専門の科がない

となかなか難しいでしょうね。

後藤 日本にはそういう理学療法士

は，１人か２人しかいないと思います

けど。

司会 そうですか。そういう方たちを

指導するということを今実施している

わけですか。

後藤 うちではしていますけれども。

吉川 やはりチャージの問題とか，お

金をどうやっていただけるかとか。

後藤 保険点数がないので。ただ，た

とえばシェーグレンがあって，お薬は

飲みにくい。で，もし運動ができる状

況だったら，あと刺激療法でも切迫性

尿失禁とかだといいものですから，そ

うしたら運動を選んであげるとかが，

選択肢としては非常にいいと思いま

す。

司会 薬がだめ，運動もだめで，刺激

療法以外には，何かありますか。

後藤 だめというよりは，必ず最初に

行うべき治療として，いわゆる行動療

法，リハビリオーラル・トリートメン

トというものを行います。今，切迫性

尿失禁と腹圧性尿失禁がごっちゃには

なっていますが，いわゆる生活指導を

含めて，薬だとかそういうこと以外の

治療法というか，注意があるのです。

そのうちの１つは「膀胱訓練」です。

これは切迫性尿失禁対策です。膀胱が

勝手に収縮してしまうのを我慢する練

習をします。最初の１週間は，たとえ

ばまず１時間。次の１週間は１時間半

ということで，急におしっこがしたく

なってもあわててトイレに行かずにグ

ーッとこらえて少し我慢をすると。そ

ういうことをつづけていくことによっ

て膀胱の過活動性が改善される場合が

あります。

司会 膀胱にカテーテルを留置したあ

とに，元に戻す訓練ですね。

後藤 そうですね，そのようなもので

す。生活指導の部分では，非常に基本

的な部分ですけれども，たとえば先生

がさっきおっしゃった飲水の問題です

ね。やはり水分を取ると当然頻尿にな

ったりおしっこが漏れやすくなるの

で，やはり水分の摂取をコントロール

するということと，あとはカフェイン

のものとかアルコールなどを飲むこ

と。それからADLの障害のあるとき

に，おしっこがしたくなっても3時間

はガマンとかいうと漏れちゃうという

人の場合には，少し早めにトイレにい

くような習慣をつける。

あるいはトイレ環境といいますか，

これはもう皆さん実施しているでしょ

うけど，トイレの近くに生活のベース

をもっていく。あるいは外出したとき

にはトイレの場所を前もって調べてお

く。あるいは夜はなかなかスッと起き

てトイレに行けないので，夜間はポー

タブルトイレを使う，採尿器を使うと

か。着衣もあんまり脱ぎにくいような

ものを着ずに，すぐ脱げるような，あ

るいは介護用品でもすぐに前開きにな

るような下着もいろいろ売っています

ので，そういうものを使う。

日常生活の指導というのも，本来は

我われがしなくてはいけない１つの治

療ということですね。

司会 RAの分野も，在宅医療がだい

ぶ増えてきたのですが，やはりご家族

の排尿・排便のケアというのがいちば

ん大変です。排尿の尿器というのもか

なり改善されていいものができている

のですか。

吉川 それは相当たくさんあります

ね。ただ，実際に使う方からすると非

常に使い勝手が悪いものがかなりあ

る。ある程度ならゆっくり動くことが

できる，関節はしっかり動く，そうい

リウマチ患者の生活習慣病を考える座談会

桐蔭横浜大学先端医用工学センター教授

名古屋大学大学院泌尿器科学講師

名古屋大学大学院泌尿器科学助手

司会：

出席者：

吉川 羊子 氏
後藤 百万 氏

後藤 眞 氏リウマチ患者の
尿失禁を考える
リウマチ患者の
尿失禁を考える

骨盤底トレーニングの是非
と指導問題

〔Part 2 患者さんをどう見つける〕

後藤百万
先生

後藤　眞
先生

吉川羊子
先生

切迫性尿失禁には抗コリン薬の
バップフォーなどがよく適応する

「膀胱訓練」による指導と「生活
指導」が基本的に必要な措置
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う方ではいいのですが，RAの方では，

普通の高齢者とは違い「合わない」と

いうことがあるかもしれません。その

一方，ものすごくたくさんありすぎて，

どうやって選んだらということはある

かもしれないですね。

司会 尿失禁を症状としては，患者さ

んが普通は訴えにくいということです

が，どのような対処がいいでしょう。

吉川 患者さんが来ていただくのに，

我われは待っているしかないので，た

とえばあるどこかの総合病院にいたと

すると，やはりそこの内科の先生です

とか，婦人科の先生に紹介されたとき

に，懇々と「こういう人はほかにもい

るはずだから，ぜひ送ってね」という

と，そこの病院ではけっこう認識は高

まりますよね。ですから，たぶんそう

いうことが必要だと思います。

司会 患者さんに問い掛けるというこ

とが大切でしょうね。

吉川 一般的な，たとえば名古屋市の

市民講座などで尿失禁の話をする機会

があれば，その会場にはどんな方が来

るかわからないのですが，「RAの患

者さんにはそういうことが実際には多

いと思うのでぜひ病院で自分の症状を

お話ししてください」と講演しますよ

ね。すると関心のある方だとたぶん

「じゃあ主治医の先生に言ってみよう」

とか「泌尿器科に直接行ってみよう」

ということもできるかなと思います。

司会 我われのニュースは，リウマチ

友の会の患者さんも読者にいますか

ら，たぶん少なからず反応があると思

いますよ。患者さんのなかで尿失禁の

認識がみんな出てくると思います。

吉川 今回，この話をいただいたとき

に，RAの方というのは，普通の高齢

者の方とか，普通の女性のADLが完

全な方とぜんぜん違うので，たとえば

尿器１つでも，RAの方だったらもし

かしたら１人ひとり採寸して，オーダ

ーしたほうがいいのかもしれません。

RAの患者さんに対して，我われも

「排尿障害の管理」という見方で，あ

まり基礎的な理学所見やどのくらい股

関節が開くかとか，会陰部がどんなふ

うだとか，経験というか，蓄積がない

ものですから。でももし，RAの患者

さんたちがある程度泌尿器科に来るよ

うになれば，今後はおそらくRAの方

だったらどこにとくに気をつけて診療

するのが良いのか，薬は，手術は，生

活の面は，と判断できるようになると

思います。

司会 股関節や膝関節を手術された方

を最近診察したご経験があるというこ

とですが。

吉川 現在，大学ではRAを合併した

方というのは外来にはゼロだったので

すね。ところが偶然，膝関節の手術を

する術前に「尿鮮血がプラスだ」とい

うことで主治医から術前のスクリーニ

ングを依頼されました。要するに検診

で重大な癌や結石の有無を確認してほ

しいということでした。つまり排尿障

害を意識して来院したわけではありま

せん。で，手術後にももう一度検診す

る機会があったので，「たとえば尿漏

れやトイレに間に合わないケースがあ

ったら私が専門なので診ますよ」とふ

とそんな話をしたら，「実は」という

ことになったのです。その方は切迫性

尿失禁の症状を有していました。しか

も手指の変形がかなりあって，下着を

下ろすのにどうしてももたもたしてし

まうので，その間に行きたくなると待

ったがきかないということでした。

その方には，それではまず排尿の状

態を見るのに「排尿記録」といって，

尿量が多過ぎないか，どのタイミング

でおしっこに行っているか，そういう

のを，入院中なのでつけていただきま

した。そのこともあって，泌尿器科の

私でも，患者さんに一応尋ねるべきだ

な，とちょっと反省したんですけど

（笑）。

リウマチの患者さんは女性が多く

て，ADLの問題があって，もしかし

たら自己免疫疾患で膀胱の問題も頻度

が上がるかもしれないので，積極的に

その話は聞いたほうがいいのかもしれ

ません。

司会 ええ，かなり大きな分野だと思

っているのですけどね。また直接関係

ないんですけど，RA患者さんは血尿

がものすごく多いのですよ。

吉川 肉眼的血尿ですか。

司会 肉眼的血尿というほどでもない

ですね。ほとんど必発に近いですね。

腎臓の糸球体濾過の問題で，赤血球が

非常に漏れやすいらしいですね。だか

ら，ちょっとした血尿はものすごく多

いですね。それとやっぱりやせている

ということで，遊走腎が多いですから

ね。なかにはIgA腎症もたまにはあり

ます。

吉川 そうですね。まさかRA患者さ

んの排尿障害という考え方というの

は，あまり私はなかったので。でも，

いわれてみれば確かにそうですね。

後藤 実際に原因ごとに実数を書くと

もうちょっと現実的になると思うので

すけど，たとえば現在，高齢者の方の

尿失禁というのがだいたい500万人い

るといわれていて，2050年ぐらいに

なると１千万人になるという。つまり

将来は，10人に１人は尿漏れがある

ということで，非常にありふれた病気

だということですよね。

まして高齢者ではADLが悪いと非

常に問題ですし，当然RAをおもちの

方は，非常に大きな因子になるんです

ね。

司会 そうですね。RAは一応頻度と

しては1％です。だから 100万人ぐら

いですね。で，リウマチ性疾患，ほと

んどは変形性関節症ですがこれはだい

たい10％ですから1000万人以上いる。

変形性関節症は必ずしも股関節とか，

膝とか，下半身の関節だけじゃないで

すから，そういうところに問題のある

人は1/3ぐらいだと思いますけど，そ

れでも数百万人いて，ほとんどが女性

ですからね。つまりそういう人たちに

とっては，かなり切実な問題じゃない

かと思います。

後藤 高齢者の方で，つまりADLの

低下のときですね，尿漏れを放ってお

いて，もうおむつつけっぱなしにすれ

ばいいとか，カテーテルを入れっぱな

しにするといいというのは，ADLを

どんどん悪くするということがいわれ

ています。しかし逆に，現場の方が尿

失禁とか排泄の問題を一所懸命管理す

ると，今度はADLがよくなってくる

ということが頻繁にあります。

司会 そうですね。やっぱりリハビリ

は程度の加減が非常に難しく，RAで

は一所懸命やりすぎると逆に関節が壊

れるという問題があるのです。ただし，

RAのリハビリ専門のOT，PTという

のはあまり日本にいません。脳卒中や

外傷による障害のリハビリを専門とす

る方が多いですから，一所懸命にやれ

ばこの障害は治るからOT，PTの方

たちは一所懸命やるわけですが，RA

は波があるし，あんまり一所懸命やる

と壊れてしまうわけです。だからそこ

がRA関係のリハビリの難しさなので

す。

後藤 RA財団や学会ではそういう理

学療法士の養成というのはいかがで

す。

司会 一応心掛けているのですけど，

なかなかどうしても増えません。

吉川 たぶんRAにかぎらないと思う

のですが，リハビリ病棟の看護師さん

は，「排尿障害があるものだ」と思って

アセスメントをしてほしいという話も

ある。PTの方もおむつをつけていたら

リハビリにならないので，逆に，「この

人は排尿障害があるのかな」と認識し

て，それを治しながらリハビリしてい

ただくといいなと思いますけども。

司会 看護師の方が「尿漏れなんてあ

ってあたりまえだ」という考えに立っ

て，それは治療するものという意識が

あれば，医師にも言うでしょう。看護

師さんの認識をもっと高めて，尿失禁

は治すべきものであって，治るもので

あるという啓蒙活動に力を入れたほう

が効果は早いのかなという気がするの

ですね。

吉川 そうですね。

後藤 看護師さんやコメディカルの方

というのは比較的そういうことを知れ

ば，一所懸命にやっていただけると思

うのです。

吉川 とくに生活指導とか，環境整備

ということになると，医師は，とても

こまめにはできないものですから。要

するに下着からパットから，全部みて

あげるのは看護師さんのほうなので。

司会 医師と患者さんの意識を高める

のも必要ですけど，コメディカルの方

の認識を高めるほうが効果的なような

気もします。

吉川 そうですね。腕のみせどころで

はあるので，やりがいはきっとあると

思うのですけど。

司会 結局，チーム医療として対処し

ていくべきということですね。本日は

長い間どうもありがとうございまし

た。
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H17.3～7）］
お問い合わせは連絡先または財団へ，時間は認定講演開始時間。

財団主催の教育研修会および単位認定講演については，リウマチ情報センターのサイト（http://www.rheuma-net.or.jp/）で見ることができます。
問合わせ先：日本リウマチ財団　TEL.03-3946-3551

開催日　開始時間　単位数（開催場所）
研修会名称
連絡・問い合わせ先

3／14（月） 18:30 1単位　（京都）
第13回京都運動器疾患フォーラム
藤岡　幹浩　075-251-5549
京都府立医科大学整形外科

3／16（水） 19:30 1単位　（千葉）
松戸市医師会学術講演会（3月）
藤田　清俊　03-3561-7345
ワイス㈱

3／17（木） 19:30 1単位（神奈川）
第7回神奈川県シェーグレン症候群研
究会
橋本　昌樹 045-472-0415
日本化薬㈱横浜営業所

3／17（木） 20:00 1単位　（大阪）
第6回南大阪リウマチ研究会
武田　十四也　0723-32-6162
武田整形外科クリニック

3／17（木） 20:00 1単位　（大分）
第75回大分県リウマチ懇話会
安田　正之　0977-67-1111
国立病院機構別府医療センター

3／18（金） 19:00 1単位　（山梨）
第1回山梨ＲＡ生物学的製剤研究会
中島　育昌　055-273-6768
山梨大学整形外科

3／18（金） 19:00 1単位　（福岡）
第5回筑後骨粗鬆症研究会
永田　見生　0942-31-7568
久留米大学整形外科

3／18（金） 19:30 1単位　（高知）
第11回高知関節疾患懇話会
河野　公彦　088-826-0800
科研製薬㈱

3／18（金） 19:30 1単位　（愛知）
第25回瑞穂卒後研修セミナー
関谷　勇人　052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

3／18（金）10:00 12:30各1単位（大阪）
3／19（土）10:00 14:00各1単位
第18回日本軟骨代謝学会
増井　亜紗子　072-366-0221
近畿大学整形外科

3／19（土） 15:15 1単位　（大阪）
外科整形外科開業医のつどい（学術研
究会）
上原　哲朗　06-6568-7721
大阪府保険医協会

3／19（土） 16:00 2単位　（東京）
リウマチ医のための肺障害研究会
船津　剛志　049-245-6321
エーザイ㈱川越コミュニケーションオ
フィス

3／19（土） 17:00 1単位　（岐阜）
第23回岐阜人工関節フォーラム
糸満　盛健　042-778-8707
北里大学整形外科

3／19（土） 17:30 1単位　（静岡）
第5回静岡リウマチ治療研究会
中島　操　03-3597-9394
日本痛風・核酸代謝学会事務局

3／19（土） 17:30 1単位（神奈川）
第86回神奈川県臨床整形外科医会学
術講演会
近藤　秀丸　0465-35-7055
近藤整形外科クリニック

3／24（木） 19:30 1単位 （福岡）
第3回疼痛性疾患治療研究会
中村　由美　093-691-7258
産業医科大学整形外科

3／24（木） 19:00 1単位 （千葉）
第4回東総リウマチ研究会
平栗　雅樹　0476-22-2311
成田赤十字病院内科

3／24（木） 20:00 1単位 （愛知）
第4回西三河南部整形外科医会
松浦　道一　052-211-2458
ワイス㈱東海北陸支店名古屋第二営業
所

3／25（金） 19:30 1単位 （福岡）
第2回福岡南部リウマチ研究会
時任　毅　092-541-4936
九州中央病院

3／25（金） 19:30 1単位 （静岡）
関節リウマチ学術講演会
河合　麻幾　053-455-1231
田辺製薬㈱東海支店浜松営業所

3／25（金） 19:30 1単位 （新潟）
第36回新潟リウマチ研究会
荒井　勝光　025-227-2272
新潟大学整形外科

3／26（土） 16:00 1単位 （愛知）
第6回リウマチ懇話会
船津　満　052-211-2458
ワイス㈱

3／26（土） 17:50 1単位 （大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会（第157回）
長谷川　利雄　06-6701-5815
長谷川整形外科医院

3／26（土） 18:00 1単位 （岡山）
第36回岡山リウマチ研究会
弘田　陽一　086-246-3232
科研製薬㈱岡山営業所

3／26（土） 19:00 1単位 （福岡）
リウマチフォーラム21
城島　宏　092-801-1011
福岡大学整形外科

3／26（土） 18:00 2単位（鹿児島）
第10回鹿児島リウマチ医の会
大谷　泰幸　092-411-0119
参天製薬㈱鹿児島医療チーム

3／27（日） 10:30 1単位　（福井）
第2回福井RAフォーラム
林　正岳　0776-21-1300
福井総合病院

3／28（月） 19:00 1単位　（静岡）
学術講演会
藍原　誠次　054-252-2145
三共㈱静岡出張所

3／31（木） 19:00 1単位　（山口）
第5回山口臨床リウマチ研究会
村上　敬司　082-246-7536
ワイス㈱

4／2（土） 14:40 2単位 （大阪）
第4回大阪リウマチカンファレンス
舛岡　光　06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

4／2（土） 16:00 1単位 （北海道）
第4回北海道関節疾患研究会
河本　泰宏　011-512-2173
大正富山医薬品㈱札幌支店

4／2（土） 16:00 2単位 （神奈川）
神奈川県臨床整形外科医会リウマチ研
修会
紺野　勉　045-862-2551
紺野整形外科医院

4／2（土） 19:00 1単位 （長野）
第38回信州リウマチ膠原病懇談会
金物　壽久　026-226-4131
長野赤十字病院

4／9（土） 16:00 1単位 （東京）
第2回城東ＲＡカンファレンス
小林　弘嗣　03-3230-6729
田辺製薬㈱医薬営業本部製品育成部

4／9（土） 18:00 1単位 （岐阜）
岐阜整形外科セミナーイブニングセミ
ナー
大橋　俊郎　058-268-0567
山内ホスピタル整形外科

4／9（土） 16:30 1単位 （新潟）
新潟ステロイド性骨粗鬆症講演会
桑原　美智子　025-227-2272
新潟大学機能再建学講座

4／9（土） 16:30 1単位 （岐阜）
第4回岐阜整形外科セミナー
大橋　俊郎　058-268-0567
山内ホスピタル整形外科

4／9（土） 18:00 1単位 （神奈川）
大和整形外科医会
岡本　仁志　046-262-2080
岡本整形外科

4／9（土） 17:00 1単位 （愛知）
第50回東海関節外科研究会
佐藤　悦郎　052-935-3681
住友製薬㈱名古屋支店

4／14（土） 12:10 1単位　（大阪）
4／15（金） 12:10 1単位
第104回中部日本整形外科災害外科学会
飯田　寛和　06-6993-9481
関西医科大学整形外科

4／15（金） 19:30 1単位（北海道）
第5回北海道手の外科・末梢神経セミ
ナー
佐藤　浩　011-271-3110
第一製薬㈱札幌支店学術課グループ

4／21（木） 12:30 1単位　（山口）
第48回日本手の外科学会学術集会
尾 節史　082-246-7536

ワイス㈱

4／23（土） 18:00 1単位　（岐阜）
第3回抗サイトカイン療法研究会
中村　洋平　 058-255-0301
田辺製薬㈱岐阜営業所

4／30（日） 15:05 1単位（北海道）
16:30 1単位

第6回北海道リウマチ医の会
井手尾　健太　 06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部リウマチマーケティングチームス

5／07（土） 18:00 1単位　（東京）
19:00 1単位

第8回桜リウマチ研究会
関田　真也　03-3355-9481
ワイス㈱

5／13（金） 17:00 1単位（神奈川）
第7回リウマチ手の外科研究会
中田　智子　06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部リウマチ営業グ
ループ

5／19（木） 19:30 1単位 （東京）
第8回大田区リウマチ・膠原病研究会
関口　昌之　03-3762-4151
東邦大学医学部整形外科

5／20（金） 19:00 1単位　（長崎）
第5回県央リウマチセミナー
神 裕史 095-845-8484
武田薬品工業㈱

5／25（水） 20:00 1単位　（宮崎）
第2回宮崎膠原病リウマチ治療研究会
秦　昭生　0985-32-9205
田辺製薬㈱九州支店宮崎営業所

5／28（土） 16:15 1単位　（愛知）
17:30 1単位

第31回東海地区整形外科教育研修会
西田　信芳　052-733-8112
大正富山医薬品㈱医薬情報部

5／28（土） 15:30 1単位（北海道）
16:30 1単位

第5回北海道関節外科セミナー
高橋　孝行　011-261-5445
旭化成ファーマ㈱医薬札幌支店

6／02（木） 18:30 1単位　（愛知）
19:30 1単位　

東海炎症研究会
石黒　直樹　052-741-2111
名古屋大学整形外科

6／04（土） 16:00 1単位　（長野）
17:40 1単位

北信リウマチ治療研究会
鈴木　貞博　026-292-2261
厚生連篠ノ井総合病院膠原病科

6／04（土） 18:00 1単位　（東京）
19:00 1単位

第3回桜骨・関節研究会
渡辺　昌彦　03-3972-8111
日本大学整形外科

6／07（火） 19:00 1単位　（福岡）
第227回福岡臨床整形外科医会研修会
内田　芳雄　092-681-2511
内田整形外科医院

6／10（金） 19:00 1単位（北海道）
20:00 1単位

道南関節リウマチ･膠原病懇話会（講演会）
松林　敏行　0138-31-6701
旭化成ファーマ㈱

6／10（金） 19:30 1単位 （愛知）
第26回瑞穂卒後研修セミナー
関谷　勇人　052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

6／14（火） 20:00 1単位　（東京）
第61回東京都城北整形外科医会
水野　卓　03-5322-6001
武田薬品工業㈱

6／16（木） 19:30 1単位　（埼玉）
第9回埼玉県北部リウマチ研究会
今井　史彦　0494-27-0055
今井内科クリニック

6／18（土） 16:30 1単位 （東京）
17:30 1単位

城北リウマチ膠原病医会
菅原　正弘　03-3996-3016
菅原医院

6／18（土） 16:25 1単位 （東京）
17:35 1単位

第35回多摩リウマチ研究会
中林　公正　0422-47-5511
杏林大学第一内科

7／01（金） 19:45 1単位 （埼玉）
第45回埼玉リウマチ研究会
三村　俊英　049-276-1462
埼玉医科大学リウマチ膠原病科

7／03（日） 11:15 1単位 （石川）
第34回北陸リウマチ・関節研究会
山本　珠実　076-244-7548
科研製薬㈱金沢営業所

6／02（木） 19:30 1単位　（兵庫）
三田・北神戸地区症例検討会
大野　修　079-565-8000
三田市民病院

6／04（土） 16:30 1単位　（大阪）
第11回北河内リウマチ膠原病勉強会
宮島　茂夫　06-6992-1001
関西医科大学整形外科

7／16（土） 16:00 1単位 （福岡）
第34回福岡県整形外科医会学術集会･
研修会
福本　恵子　092-642-5488
九州大学整形外科

7／16（土） 17:30 1単位 （大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会（第161
回）
長谷川　利雄　06-6701-5815
長谷川整形外科医院

6／04（土） 15:30 1単位　（愛知）
第6回藤田リウマチカンファレンス
松元　大祐　052-211-2458
ワイス㈱

4／5（火） 19:15 1単位 （福岡）
北九州骨・関節セミナー
田口　和秀　093-531-3831
三共㈱北九州第二出張所

3／26（土） 17:15 1単位 （兵庫）
兵庫医大整形外科開業医会学術講演会
（第5回）
山下　仁司　0794-26-8800
やました整形外科

4／25（月） 18:30 1単位　（京都）
第14回京都運動器疾患フォーラム
藤岡　幹浩　075-251ｰ5549
京都府立医科大学整形外科

5／26（木） 19:00 1単位　（千葉）
第4回南総リウマチ研究会
日高　雄二　0470-99-2211
鳥取大学整形外科

4／6（水） 19:30 1単位　 （静岡）
第16回浜松整形外科セミナー
飯塚　明彦　053-452-1161
中外製薬㈱

4／28（土） 19:00 1単位　（山口）
下関市医師会学術講演会
山口　芳英　0832-67-6699
山口整形外科医院

5／27（金） 20:00 1単位　（福岡）
第64回福岡リウマチ懇話会
近藤　正一　092-762-2380
近藤リウマチ･整形外科クリニック

この研修会は医師のみを対象に開かれています。

4月17日（日）～20日（水）
下記講演受講で1日最大17日 7単位，18日 7単位，19日
5単位，20日 5単位まで取得可能。

●アニュアルコースレクチャー　1～7 各1単位

●国際シンポジウム1～5 各2単位

●ランチョンセミナー 1～18 各1単位

●イブニングセミナー（18日，19日） 各2単位

第49回日本リウマチ学会総会・学術集会
第14回国際リウマチシンポジウム

■日　時 平成17年5月30日（月） 午後2時～午後4時30分

■場　所 三越劇場　東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋・三越本店6階

電話　03-3274-8675

地下鉄銀座線・半蔵門線　三越前駅下車

『リウマチ月間・リウマチ講演会』のお知らせ
5月30日（月），日本橋・三越劇場で開催　入場無料

日本リウマチ財団では下記の通り「リウマチ月間・リウマチ講演会」を開催します。本年は，最新のリウマチ治療の講演とケア・介護を含

めたより良いリウマチ治療のあり方を患者さんの参加を得て討論します。日頃お困りの医療，福祉，介護等のことについて質問があれば，あ

らかじめ財団までご提出下さい。一人でも多くの方のご来場をお待ちしております。

学術集会 2005Mayセミナー 単位取得証明書料

12日 2単位 1単位

13日 2単位 1単位

14日 2単位 1単位

15日 1単位 1単位

1単位 1,000円

5月12日（木）～15日（日）

認定された講演（講演時間等）につきましては，運営事務局（03-5216-5569）
または当財団（03-3946-3551）へお問い合わせください。詳細は，学会学術
総会ホームページ（http://www.joa2005.com/）をご覧下さい。

第78回日本整形外科学会学術総会および
2005Mayセミナー
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平成17年度日本リウマチ財団主催教育研修会開催予定のお知らせ

日本リウマチ財団主催によるリウマチ教育研修会は，下記のように開催する予定です。
研修単位は次の資格条件の単位に充当できます。
日本リウマチ財団登録医資格取得単位（直近5年間で20単位）

〃　　　　　資格維持単位（直近3年間で12単位）

日本リウマチ学会専門医資格取得単位（直近5年間で30単位）
〃　　　　　資格維持単位（直近5年間で50単位）

研修会参加ご希望の方は事前申込が必要です。

地区名�
（単位数）�

中央�
（14単位）�

山形�
（6単位）�

開催日�

7月30日�
（土）�
31日�
（日）�

5月29日�
（日）�

開催場所�

京都市�
京都市勧業館�
みやこめっせ�

山形市�
山形テルサ・アプローズ�

世話人・申込先�

世話人：中村 孝志　京都大学整形外科 教授�
　　　　三森 経世　京都大学免疫・膠原病�
申込先：日本リウマチ財団�
　　　　〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-39-7�
　　　　ヤマモト大塚ビル5F TEL.03-3946-3551

荻野 利彦　山形大学整形外科教授�
〒990-9585 山形市飯田西2-2-2

新潟�
（6単位）�

9月11日�
（日）�

新潟市�
�

村澤　 章 院長�
県立瀬波病院�
�

岐阜�
�

9月18日�
（日）�

岐阜市�
�

清水 克時 教授�
岐阜大学整形外科�
�

徳島� 9月25日�
（日）�

徳島市�
�

安井 夏生 教授�
徳島大学整形外科�
�

宮崎� 11月25日�
（日）�

宮崎市�
�

帖佐 悦男 教授�
宮崎大学整形外科�
�

兵庫� 10月16日�
（日）�

西宮市�
�

佐野 　統 教授　兵庫医科大学　リウマチ膠原病科�
立石 博臣 教授　兵庫医科大学整形外科�
�

平成17年度日本リウマチ財団ケア研修会開催予定表リウマチのケア研修会

［申込方法］「中央または○○地区リウマチ教育研修会申込」とし，氏名，勤務先，科名，
連絡先住所，電話番号，財団登録医は登録番号を書き，返信用封筒（宛先を書き80円切
手貼付）を同封のうえ申込先へ申込み下さい。

［受講料］
中央研修会：登録医 21,000円 地区研修会：登録医　 7,000円

一般医 30,000円 一般医　10,000円

［テキスト］「リウマチ基本テキスト」（新版使用）を使用します。

受講者には単位取得証明書（教育研修単位記載）をお渡しします。

地区名�

北海道・�
東北�

関東・�
甲信越�

開催日�

10月29日�
（土）�
     

6月4日�
（土）�

開催場所�

�

松本市�
長野県松本�
文化会館�

福島市�
コラッセ福島�

世話人・申込先�

佐藤 由紀夫 教授�
福島県立医科大学�
リウマチ・膠原病・免疫内科�

鈴木 明夫�
丸の内病院リウマチセンター 院長�
〒390-8601　松山市開智 2-3-50

東海・�
北陸�

津市�
三重県医師会�

8月20日�
（土）�

細井　哲 部長�
山田赤十字病院整形外科�
�

中・�
四国�

9月10日�
（土）�

谷　俊一 教授�
高知大学整形外科�
�

九州・�
沖縄� 未定� 潮平 芳樹 副院長�

豊見城中央病院�
�

近畿� 10月1日�
（土）�

高知市�
ふくし交流プラザ�

那覇市�

奈良市�
奈良県文化会館�

高倉 義典 教授�
奈良県立医科大学整形外科�
�

※医師のみを対象としています。

関節リウマチの
EBMに基づく治療ガイドライン
近時はEBMに基づく治療が求められています。このガイドラインは

厚生労働省の研究班がまとめたもので，平成16年4月発行しました。

リウマチ診療医必携の書としてぜひお求め下さい。

なお，患者さん等一般向ガイドラインも今年度内には書店にて発行

される予定です。

(財)日本リウマチ財団からのお知らせ

編　集 越智　隆弘

山本　一彦

龍　　順之助

内　容 A4判 166頁

診療のマニュアル 41頁

治療のガイドライン 103頁

文献検索資料 他 12頁

定　価 5,250円（含消費税･送料別）

日本リウマチ財団リウマチ
登録医

4,700円（含消費税･送料別）

申　込 FAXで日本リウマチ財団へ
どうぞ

FAX 03-3946-7500

財団法人　日本リウマチ財団 事務局
〒170-0005  東京都豊島区南大塚2-39-7 ヤマモト大塚ビル5F

TEL 03-3946-3551 FAX 03-3946-7500

好評
発売中

GUIDELINE 膠原病・リウマチ
第1版

最近の多くの新規治療薬を含め，膠原
病・リウマチの最新の治療ガイドライン
とステロイド合併症の治療ガイドライン
を網羅した臨床の書が診断と治療社から、
この1月に発刊されています。厚生労働
省研究班の「関節リウマチのEBMに基づ
く治療ガイドライン」と合わせて読むと、
リウマチ医療の最新の情報がより広範に
把握できるはずです。

株式会社診断と治療社　刊
編者
北海道大学大学院医学研究科

病態内科学講座・第二内科教授

小池隆夫

筑波大学大学院人間総合科学研究科

先端応用医学専攻臨床免疫学教授

住田孝之

体裁 B5判　並製　248頁

定価 6,930円（本体6,600円+税5％）

内容（序より抜粋）
欧米では1998年から関節リウマチの治

療にTNFαを標的とした生物学的製剤が

導入された．それらは，関節の腫脹，疼痛

を取り除くばかりでなく，骨破壊をも予防

し，患者のQOLの著しい改善をもたらし

た．一方，日本においては欧米に遅れるこ

と5年，2003年7月にようやく初めての生物

学的製剤の使用が認められたばかりである

が，今後，続々と他の生物学的製剤の認可

が予定されている．

（中略）

執筆はそれぞれのエキスパートにお願い

し，治療ガイドラインの読み方や注意点，さ

らに実際の処方例などについても詳細に記

述していただいた．執筆の時点で公的な治

療ガイドラインが明らかとなっていない場合

は，エキスパートの私案を紹介していただ

いた（目次の末尾参照）．本書では上に述

べたような膠原病・リウマチ分野の最新の

流れも意識して記述されており，タイムリー

かつエッセンシャルな書と自負している．

（略）

新 刊 紹 介



8 日本リウマチ財団ニュース 平成17年3月1日発行　No.69

リ ウ マ チ 診 療 の 基 本 手 技

前回に引き続き関節

所見の取り方の上半身

編を述べる。今回は，

頭部や頸部を離れ，日

常生活に大きく影響を

与える手指部の関節所

見の要諦を説明する。

小さな部分なので，写真

をやや大きめに扱った。

●手・手指関節

1．手関節

手関節を両手で包み込んで触りながら，反対側と

比較する（図１）。

MP関節伸展位，PIP屈曲位で手関節を背屈する

と，手首近傍の手背中央部あたりにextensorの

tenosynovium（伸筋腱の腱鞘）が出てくる（図２・

図３）。これが炎症を起こして，手関節の腫脹のよう

に見えることが，しばしばある。

手首の外側のtendon（M.extensor carpi ulnaris）

にも腱鞘があり，尺骨を取り巻く関節滑膜腫脹と簡

単に見誤ることがある（図４・図３の※部分）。

2．手指関節

検者の親指，人差し指（ときに中指を動員してで

も）の掌側で挟み込んで，触りながら診ていく癖を

つける。

硬性の腫脹（骨増殖に由来する）か，軟性の腫脹

（滑膜の増殖，滑液の貯留）かの鑑別は，きわめて容

易なものとなる。

①CM関節（第１指）

CM関節によく関節炎が出てくるので，必ず指で

挟み込むように触ってチェックする（図５）。

②MP関節

MP関節は，検者の親指と人差し指の掌側を使っ

て挟み込むようにして診る（図６）。

MP関節部位で指をわずかに伸展するだけで，腫

脹が明らかになる例もある（図７）。

③PIP関節

PIP関節の腫脹は，個人差が大きい。大多数の人

では腫脹がある場合には関節表面上の「しわ」が消

えるので，視診で簡単にわかる。

親指と人差し指でPIP関節を挟み込み，もう一方

の手の親指と人差し指も動員して，四方から包み込

むようにして腫脹の有無を診る（図８）。

④掌側

母指球の萎縮，手掌にある屈筋腱の腱鞘炎の有無

を診る。

手で腱鞘を押さえながら他動運動をさせることに

よって疼痛部位，腫脹をチェックすることができる

（図９）。腱鞘炎が遷延化すると軋轢音（click）が出

たり，運動の途中で止まって動かなくなり，さらに

力を加えるとパチッと動くようになる，いわゆる

snappingが出てくる。

これは，しばしば手に見られる朝のこわばりの原

因になっている。すなわち，他に関節炎がないにも

かかわらず，朝のこわばりが認められるようになる。

関節所見の取り方－リウマチ性疾患へのアプローチ－　そのⅢ

道後温泉病院
リウマチセンター

理事長　高杉　潔

図1

図4

図5

図6

図7

図8

図9

第６問
【症例】74歳，男性

数年来の腰痛を主訴に受診。腰椎の可動性

が強く制限されている。

第５問解答：乾癬性関節炎
【解説】

乾癬性関節炎は，指，趾関節

に対称，多発性に関節炎を起こ

し，またムチランス変形を生じ

ることで関節リウマチとの鑑別

が最も重要な疾患である。

一般的に，乾癬性関節炎では

関節病変が遠位優位であり，関

節リウマチでは近位優位であ

る。したがってDIP関節にビラ

ン性骨変化がみられるのに，MP関節や手関節

が軽度ないし無変化の場合には，乾癬性関節炎

が強く疑われる。臨床的には全身の乾癬の検索

（特に頭部，肘・膝関節伸側）が重要で，病変

指趾の乾癬性の爪変化も見逃さないことであ

る。

ただし関節病変が皮膚病変に先行すること

（文献的には15年の時間差も報告されている）

があり，鑑別診断に難渋する。リウマトイド因

子の有無を診断の決め手とする者もいるが，筆

者は関節病変の分布を重視している。

腰椎側面像腰椎正面像

図2

図3

レ ン ト ゲ ン ク イ ズ

QQQQuuuu''''eeeesssstttt----cccceeee    qqqquuuueeee    cccc''''eeeesssstttt
？？？？？？？？？？？？

協和会病院リウマチセンターセンター長　村田 紀和
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ベーチェット病は長期にわたって多

彩な全身症状を繰り返し出現する炎症

性疾患である。個々の例において，出

現する症状や出現形式は異なり，非常

に多様なスペクトラムを有する疾患単

位である。出現頻度の多い症状として，

ほぼ全例に認める口腔内アフタ性潰瘍

をはじめ，眼症状，皮膚症状，陰部潰

瘍，関節症状などがある。受診時，す

でに典型的症状が出揃い診断に至る例

はともかく，長期にわたって１～２の

症状や非典型症状が繰り返される例で

は，診断に苦慮することがある。それ

らの症状の性状や経過（繰り返し出現

するかなど）を的確に捉え，本症の症

状として扱うべきか否かを判断し，診

断を進めていくことが重要である。昨

年，映画やテレビドラマで本症が取り

あげられ，ベーチェット病の病名がよ

り広く認知されたこともあり，本症を

過剰に心配し，自ら来院する初診例も

増えつつある。ここでは，本症の臨床

像，自然歴を中心に述べるが，診療の

コツとして役立てて頂ければ幸いであ

る。

自験132例を対象とした生命表法に

よる各症状の累積出現率を図1に示し

た。口腔内アフタ性潰瘍は他症状より

先行していた。口腔内アフタ性潰瘍は

診断に至る時点より15年以上前より

出現している例が約20%存在した。本

症状の最終出現率はほぼ100%であっ

た。続いて皮膚症状（最終出現率

90%），外陰部潰瘍（85%），眼症状

（70%），関節症状（65%）が出現して

いくことが示された。診断時点の直前

に外陰部潰瘍，眼症状の曲線が急峻に

なっていることより，両症状あるいは

一方が本症診断の決め手になっている

ことが理解出来る。3特殊病型（血管，

腸管，神経症状）は，他の症状より遅

れ，診断時点の前後より徐々に出現し

始め，最終累積出現率はそれぞれ20，

20，10%であった。本症の自然歴を明

らかにしていくことも，診断や診療に

役立つことと思われる。

厚労省研究班診断基準，国際分類基

準の概要を図2，図3に示すが，本症

に特異的な検査法がないため，主とし

て臨床や徴候の組合せで診断が行われ

る。口腔内アフタ性潰瘍は国際診断基

準において，診断の必須条件として挙

げられ，年間に少なくとも3回以上出

現することとされている。自験例にお

いては月の四分の一以上の日数におい

て，頬粘膜，歯肉，上口蓋などに同時

に複数出現している例が大半を占めて

いる。外陰部潰瘍においては，瘢痕を

残すこともあり，過去の出現を確認す

ることもできる。皮膚の針反応は，病

態の一つである被刺激性亢進をみる検

査法であり，特異性は高いが，陽性率

は高くない。典型例では採血1～2日

後に穿刺部に発赤や膿をもった局所の

炎症が誘発されることがある。

HLA B-51陽性率は日本人において

約15％とされているが，本症では

50％前後の陽性率で，以前の印象ほ

ど高率ではなく，診断に大きく寄与す

るものではない。各症状とHLA B-51

陽性率の関連をみると，眼症状を有す

る群では46％，血管症状では67％，

中枢神経症状では75％と陽性率が高

く，一方，消化器症状を有する群の陽

性率は22％と低率であった。このよ

うにHLA B-51は本症のいくつかの徴

候を規定している可能性も考えられ，

HLA検査は個々の症例が持つスペク

トラムを捉える上で役立つ可能性があ

る。

厚労省研究班診断基準に基づき，自

験157例がどのような症状の組合せに

より診断に至っているのだろうか。自

験157例の4主症状の組合せ分類を表

に示した。4主症状を持ち合わせた完

全型は55例（35%）で，不全型は102

例（65%）であった。また不全型では

症状の組合せにより７種類の分類がで

きた。症例数は少ないが，不全型１型

は女性例が多く，不全型２型は男性例

が多いなどの傾向がみられた。長期間

の観察においても各病型間での移行例

は少なく，本症はいくつかの亜型の集

合体であることも想像出来る。

本症には特異性の高い検査所見はな

い。主症状のうち眼病変である前房蓄

膿性虹彩毛様炎や陰部潰瘍は特異性が

高く，診断的価値の高い徴候である。

最近では前房蓄膿性虹彩毛様炎を含

め，眼病変を持たない例が増えている

ように思える（特に不全型女性例）。

また，同じく主症状には口腔内アフタ

性潰瘍や皮膚症状（毛嚢炎様皮疹，結

節性紅斑）など疾患特異性が低い症状

も含まれている。これらの症状におい

ては，長期にわたって繰り返し出現し

ていることがポイントとなる。すなわ

ち，診断が困難な例においては疑いと

して，長期の観察が必要となる。本症

の診断においては，over diagnosisに

陥ることがないように注意することも

必要である。
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ベーチェット病を
疑うコツ 聖マリアンナ医科大学総合診療内科

松田 隆秀

AA ベーチェット病の自然歴

CC ベーチェット病における
HLA B-51の位置付け

DD どのような症状の組合せで
診断に至ったか

EE 診断のポイント

BB 診断基準の概要
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皮膚症状（90％）�

口腔内アフタ性潰瘍（100％）�

外陰部潰瘍（85％）�

眼症状（70％）�

関節症状（65％）�
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（（　％）は最終累積出現率）�
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出
現
率�

主 症 状�

副 症 状�

　（副症状2つで主症状1つの重みとして考えられている）�

完全型ベーチェット病完全型ベーチェット病�完全型ベーチェット病�

不全型ベーチェット病不全型ベーチェット病�不全型ベーチェット病�

�
①  口腔内アフタ性潰瘍 4主症状 �
　                              �
②  皮膚症状 3主症状�
     �
③  眼症状 眼症状 +　1主症状�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   �
④  外陰部潰瘍 2主症状 +　（2副症状）�
�
 眼症状 +　（2副症状）�
　�
�
① 関節炎�
�
② 副睾丸炎�
�
③ 腸管病変　�
　　　　　　　　�
④ 中枢神経病変�
�

1.  再発性陰部潰瘍�

2.  眼症状�

3.  皮膚症状�

再発性口腔内潰瘍�

+�
�

1～ 4のうち2項目以上�

4.  皮膚の針反応陽性�
20～ 22ゲージの無菌針を用いて皮膚を5mmの深さまで穿刺し、�
48時間後に2mm以上の発赤（膿疱）を陽性とする。�

完全型�  ◎ ◎ ◎ ◎ 32 23 55（35.0％） �

不全型 1 型 ◎ ◎ 　 ◎ 21 36 57（36.3％） �

　 2型 ◎ ◎ ◎ 　 20 4 24 （15.3％） �

　 3型 ◎ 　 ◎ 　 9 2 11 （7.0％） �

　 4型 ◎  ◎ ◎ 0 7 7 （4.4％） �

　 5型  ◎ ◎ ◎ 0 1 1 �

　 6型 　 ◎ ◎ 　 0 1 1 �

　 7型 ◎ ◎ 　 　 1 0 1 �

4主症状�

 アフタ 皮膚 眼 陰部� 男性 女性 計�

アフタ：口腔内アフタ性潰瘍�
皮　膚：毛嚢炎様皮疹，結節性紅斑�
陰　部：外陰部潰瘍�

計157例�

図１　ベーチェット病の自然歴

図2 ベーチェット病診断基準（厚労省）概要
図3 国際分類基準（概要）

表　自験157例の4主症状組合せ
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炎症・疼痛期の管理
今まで，５回の連載で，①リハビ

リと「リウマチの敵」攻略，②痛みを

予防する筋力強化法，③廃用と有酸素

運動，④生活習慣と体幹機能維持，⑤

関節保護とサポーター作成，について

述べてきた。今回は，炎症・疼痛期の

管理について述べたい。

炎症・疼痛期に行ってほしいこと
ここにおいて，炎症・疼痛期とは，

赤沈１時間値 50 ～ 100mm 以上，

CRP30～60mg／dL以上，体温37度

５分以上の発熱，朝のこわばりが強く

フトンからでられない，などの全身状

態にあるとする。この場合，患者様は

口をそろえて「何もしていないのに痛

い」と，言われる。しかし何もしてい

ないことはなく，ご自身の体重を支え，

疼痛を回避する姿勢・肢位を取り，全

身を過緊張肢位や変形を招きやすい肢

位にしている。かといって，関節に過

度の負担をかけることや疲労を増悪さ

せてはならないが，心肺機能・骨粗鬆

症・拘縮など廃用症候群の進行を避け

るために，以下のことを勧めたい。

呼吸練習
呼吸は，痛いときには胸式呼吸

（胸腹非同調型呼吸）と呼ばれるパタ

ーンを取りやすい。息を吸うときに胸

が膨らみ，腹がへこむタイプで，効率

が悪く全身過緊張の誘因にもなるので

避けたい（図１）。

また，一般に腹式呼吸と呼ばれる

呼吸パターンは，息を吸うときに腹が

膨らみ吐くときにへこむが，胸郭を固

定して行うのでリラックスできず，効

率が良くない。

行ってほしい呼吸方法は，胸腹同

調型の呼吸で，息を吸うときに胸と腹

を一緒に膨らませるパターンである。

姿勢は，背臥位あるいはリラックスし

た椅子坐位にて，両手を腹部にのせる

（図２）。鼻から３秒吸い，口をすぼめ

て７秒吐くのを，力を抜いて行えるよ

うに10回以上行う。マスターできた

ら，７秒息を吐いた後に，肺に残った

すべての空気を吐き出すつもりで，口

をすぼめたまま吐き出す。苦しくなっ

たら，力を抜いて鼻から緩やかに吸い

込む。２～３回リラックスした呼吸を

したのち，息を吐き出す努力を10回

以上行う。

下肢・脊柱荷重練習
靴や足底板，膝にはサポーター，

腰にはコルセットなど，処方されてい

る装具を全て装着した上で，立位荷重

を行う。また，炎症・疼痛期の患者様

は，ベッドに腰掛けたりソファーにも

たれたりすることが多いが，この姿勢

は脊柱に悪影響を及ぼす。大腿骨と坐

骨で椅子坐位をとり，骨盤をしっかり

起こした状態で脊柱を伸展させる。と

にかく日差しを浴びて，下肢は長軸方

向，脊柱は縦に荷重しなければ，栄養

や薬物だけでは骨粗鬆症の予防にはな

らない。

寒冷・温熱・電気刺激
炎症・疼痛関節部位への寒冷刺激

（アイシング）は，有効な方法と考え

られるので励行していただきたい。

疼痛時のみならず，運動・作業後

に行うことも習慣付けていただきた

い。

また，疼痛関節の周囲筋へ，50～

55度の温熱刺激（ホットパック）を

行うと，筋緊張緩和など疼痛緩和が期

待できる。熱感のある関節局部は避け，

タオルなどで包んで，周囲の筋肉へ行

う。使用するものとして，病院などで

入手可能なBIOMARK社製のフレク

サム・シリーズ（冷温兼用パック），

は家庭用冷凍庫で冷却可能・電子レン

ジで加熱可能なため勧める。サイズ・

値段は，上肢用13×30cmで2000円

程度，脊柱下肢用19×30cmで3000

円程度，毎日使用しても約１年間使用

可能である。その寒冷・温熱状態は

20分程度で終了するので，入眠時で

も安心して使用可能である。

また，疼痛関節周囲筋への低周波

刺激も有効である。オムロン社製のエ

レパルスなど5～6000円程度の機種

で，ある程度の筋緊張緩和効果は期待

できる。

全身関節可動域の維持
炎症・疼痛期には，疼痛を回避す

る姿勢をとりやすく，その結果，拘

縮・変形のきっかけとなりやすいの

で，以下の全身運動を勧める。

1手指・足趾のグー・パー

2手掌を上にしてお金頂戴（図３）

3上腕で耳をふさぐ（図４）

4手で反対側の肩甲骨をさわる

5背臥位で膝を抱え込む（図５）

6長坐位で手を足首に（図６）

7椅子坐位で膝を伸展保持（図７）

8立位での爪先立ち（図８）

9楽しい会話，笑顔つくり

以上を，一日１回は行う。

非炎症・疼痛部位の関節強化
炎症・疼痛が局所性であれば，非

炎症・非疼痛部位の積極的な関節強化

を勧める。関節強化方法には，いくつ

か種類があり，また，関節の支持性が

低下している場合も多いので，個別・

専門的な指導が必要である。

札幌山の上病院　リハビリテーション部 清水 兼悦

連 載 ⑥

自分でできるリハビリ

兎追いしかの山，小鮒釣りしかの川，

と早春の信州を歌った辰野豊の故郷，豊

野村に隣接する小布施の寛了窯に通いは

じめて，はや，20年になります。勤務の

間を縫って，年に数日づつ数回通う程度

で，あきれるほど上達しませんが，私に

とっては，心癒される至福の時間です。

安曇野とはすこし離れていますが，善光

寺平の春は，五月のゴールデンウイーク

の頃といってよく，草木皆一斉に芽吹く

季節です。ちょうど，カリフォルニアの

砂漠が，３月になって，狂ったように原

色の花々を乱舞させるのと似ています。

アメリカでは，物事の始まりが，新年で

あったり，９月であったり，宗教によっ

てまちまちな始まりがあり，日本のよう

に春が始めという国は，多くはないよう

です。

しかし，ドボルザークの春の祭典を聴

けば，あつい冬のベールから解き放たれ

る喜びは，文化を越えた生き物の共通の

喜びであろうことを認識させられます。

小高い丘の斜面に生育する雑木に混じっ

た柳の新芽の薄緑，咲き終えたばかりの

山桜の花を覆う黄緑の葉や黒緑の杉の木

立，緑色といいながら微妙な色彩の違い

を主張しあう木々のオーケストラが，ド

ライブをするわれわれの頭の中に幸福の

モルヒネを送り込んでくれます。

畦の菜の花の乱舞を横目に，腰痛に堪

えながらの，土捏ね，菊練りに続く，轆

轤作業は，下手の横好きの身にとって，

マゾヒスチックな喜びにも似ています。

高台を削り終え，銘を入れた粘土細工を

半年ほどの自然乾燥後，釉薬，絵付けと

進行させるうちに，できの悪い作品は，

ひび割れてお釈迦になります。素焼き，

本焼きを終え，思いどおりの色が出たり

すれば，もう，大変です。名人の域に達

したかと自惚れ，驚喜します。しかし，

こうした僥倖は，人間国宝であっても，

めったにないことだそうです。やはり，

陶芸は奥が深い。男の道楽として，一生

かかっても飽きることがなさそうです。

こうした微妙な色合いと姿形を，なんと

か思いどおりの焼き物として定着させら

れぬかと悪戦苦闘するのもまた，苦しい

ですが，幸せな時間です。

（後藤　眞）

早春賦
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事務局だより

財団では，平成17年度登録医を募集
しています。いつでもどこでもリウマチ
専門医に診てほしいという患者さんの声
に応えるため，リウマチ診療医はぜひ登
録医の手続きをお願い致します。財団で
は患者さんに登録医を紹介しています。
■主な資格
1. 5年以上リウマチ診療に従事してい
る医師（平成12年3月31日までの医師
免許取得者）
2. リウマチ診療患者名簿40例あり（含
RA3例以上）

3. リウマチ教育研修単位20単位あり
（財団の証明書によるもの）
なお，申請期間は平成17年3月31日

までです。

次に該当するリウマチ登録医の方で資
格更新の手続きがお済みでない方は，3
月31日までに更新手続きをお願い致し
ます。
◎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
の各登録医の方。
◎上記の年度に登録医になられた方で，
研修単位の取得数等更新要件を満たして
いる方。

リウマチ登録医募集

リウマチ登録医の資格更新

日本リウマチ財団 寄金ご協力のお願い

●目標額 10億円

●使途 当財団のリウマチ病基礎調査・
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。

●申込先 ご寄附いただける方は，下記
にご一報下さい。
（財）日本リウマチ財団
〒170－0005
東京都豊島区南大塚2－39－7
ヤマモト大塚ビル5階
TEL 03－3946－3551

●お知らせ 各種お祝い等，また香典

返しに代えての寄附もお受けしていま
す。その際，匿名扱いは厳守しますの
で，財団に氏名，住所等お知らせ下さ
るようお願いします。

●寄附金に対する免税措置 個人の場
合，所得税法第78条第2項第3号の規
定により，その年（1月1日から12月
31日）に支出した寄附金の額か，また
は所得の合計額の25%相当のいずれか
低いほうの額から1万円を控除した金
額が寄附金控除の対象となり，所得の
合計額から控除され所得税が減額され
ますので，事務局にお申し出下さい。


