
日本リウマチ財団とEuropean Rheu-

matoid Arthritis Surgical Society（ERA-

SS）の間でリウマチ外科の発展とリウマ

チ外科を専門とするヨーロッパと日本の

整形外科医の研修，交流と親睦を目的と

して交換制度が1999年に開始されまし

た。1年おきに日本からとヨーロッパから

と新進気鋭のリウマチ外科を専門として

いる整形外科医が派遣され，研修を積み，

親睦を深めています。

日本より2組4名がすでにヨーロッパ

に派遣され，多大な成果を収め，両者内

の交流と親睦を深めてきました。ヨーロッ

パからは2組4名が派遣され，日本全国

で研修を行い，日本とヨーロッパの交流

と親睦を深めています。

今回は選考の結果，北海道大学整形外

科　小野寺伸先生と岡山大学整形外科

阿部信寛先生が選任され，2004年5月

26日～6月25日の期間ヨーロッパへ派

遣されました。以下は，両先生の報告記

であります。

北海道大学大学院医学系研究科

整形外科学分野

小野寺 伸氏

日本リウマチ財団と欧州リウマチ外科

学会（ERASS）のご厚意により，平成16年

5月26日から同年6月25日までの間，リ

ウマチ外科交換フェローとしてヨーロッパ

の4カ国（スウェーデン，ドイツ，オランダ，

イギリス）のリウマチ外科を専門とする4

施設を訪問する機会を与えていただきま

した。私にとってヨーロッパの訪問という

だけでも初めての体験で不安もありまし

たが，どの施設でも歓迎して下さり，また

各施設の治療方針や手術手技などの特徴

に感銘を受け続け，大変有意義でした。

以下に，各施設での印象や心に残ったこ

となどをご報告させていただきます。

1）Lund University（スウェーデン，Lund）

Lund（ルンド）大学は1668年の創立で，

スウェーデンでは最も歴史のある大学で

あり，ルンド大学病院は約1200床を有す

る巨大病院です。われわれが最初に訪問

した施設でしたが，Rydholm教授が自ら

空港までお迎えに来て下さり驚きました。

手術は母指CM関節のhemiresection inter-

position arthroplasty，TKA，足のトリプル

関節固定などを見学しましたが，RAの関

節固定はあまり関節面を curetteしなくて

もスクリュー固定のみで骨癒合が得られ

るという知見は興味深く感じました。リサ

ーチラボでは，Tagil Magnus先生の，移

植骨（壊死骨）に in-vivoで圧をかけると

生じる，圧潰に対するビスホスホネート

含浸による予防効果の一連の研究は非常

に excitingで，その後の展開が期待され

ます。

2）Auguste Victoria Klinik

（ドイツ，Bad Oeynhausen）

整形外科に特化した150床の病院で，

ナビゲーションシステムを用いたTKA（PFC

シグマ）やMayo hip prosthesisを用いた

THA，RAの前足部手術などを見学しまし

た。比較的日本と同じような忙しいペー

スで回診･手術・ディスカッションが進み，

Prof. Frank Hagenaのリウマチ手術に対

する哲学に学ぶところ大でした。

また郊外にあるリハビリテーション専門

の施設“Weserland-Klinik”を見学しまし

た。CRYOTHERAPYやMUD THERAPY

に特色があり，特にCRYOTHERAPYの

関節炎に対する効果にはエビデンス（副

交感優位，筋緊張亢進，コラゲナーゼ活

性低下など）もあるとのことです。－110度

の cryo unitの中に入って一分間走り回

ったのは得がたい経験でした。

3）Leiden University Medical Center

（LUMC）（オランダ，Leiden）

Leiden大学は1575年創立のオランダ最

古の大学で，医療センターであるLUMC

は580床を有しています。Prof. Rozingが

開発された肩の short stem prosthesis

（LINK）の手術に入らせてもらいました

が，この機種は肘の再建も考慮しなけれ

ばならないRA患者には特に有効とのこ

とです。研究も大変盛んで，肩のバイオメ

カニクスラボや，COMPONENTにマーカ

ーを埋め込んだモバイルTKAの動作解

析，臨床治験を開始した人工股関節ゆる

みに対するアデノウイルスベクターを用い

た治療など，興味深くお話を伺いました。

4）Northern General Hospital

（イギリス，Sheffield）

すべての患者さんはGP（家庭医）より

照会されるシステムで，その治療に関し毎

週 rheumatologist，radiologistと合同で

conferenceを行っておられ，私たちも参加

し多々意見を聞かれました。John Getty

先生のTKA（Nexgen使用）を見学しま

したが，「ゆるみのkeyはセメント・ノンセ

メントではなく靭帯バランスである」とのお

言葉が印象的でした。そのほか感染人工

股関節の再置換や day surgery unitでの

鏡視下腱板修復を見学しました。

余談ですがSheffieldはDepuy，Zimmer，

Aceculap等の industryを擁し，世界の整

形外科インプラントの6割が製造される地

とのことです。

5）13th European Rheumatoid Arthri-

tis Surgical Society（ERASS）

Urban Rydholm会長のもとLundにて6

月3～5日に開催されました。S.T.A.R.人

工足関節や表面置換型THA，モバイル

TKA，手指人工関節などの長期成績が話

題でしたが，欧州リウマチ外科の多くの

先生方は，リウマチの手術であればどこ

の関節でもこなすという姿勢であり，私の

ようなとかく狭い専門に偏りがちな者にと

って刺激になりました。

最後に，日本リウマチ財団と訪問先に

てお世話になりましたドクター，ご家族，ス

タッフの方々，東京女子医科大学教授井

上和彦先生，同行の岡山大学の阿部信寛

先生に厚く御礼申しあげます。この制度

がヨーロッパと日本のリウマチ外科の発

展に役立つことを祈念申し上げます。

岡山大学大学院医歯学総合研究科

整形外科学

阿部信寛氏

平成16年5月26日から第13回European

Rheumatoid Arthritis Surgical Society

（ERASS）での学会発表の後，European

Japanese ERASS Traveling Fellowとして

スウェーデン・ルンドのOrthopaedic Univer-

sity Hospital Lund（Prof. U. Rydholm），

ドイツ・バド・オイエンハウゼンのAuguste

Victoria Hospital of Orthopaedic Surgery

（Prof. F. -W. Hagena），オランダ・アムステ

ルダムのLeiden University Medical Center

of Orthopaedic Surgery（Prof. P. Rozing），

そしてイギリス・シェフィールドNorthern

General Hospital（Mr. C.J.M. Getty/Mr.

Mark Wilkin-son）での約1か月間の臨床

研修を経験したので報告させていただき

ます。

5月26日，ドイツ・フランクフルトで北海

道大学の小野寺伸先生と合流し，ERASS

が開催される最初の研修地であるスウェ

ーデンのルンドへ向かうためにデンマー

クのコペンハーゲンを目指しました。コペ

ンハーゲンからスウェーデンのマルメまで

は海上橋で結ばれており，ルンドへ入る

近道には隣国にあるコペンハーゲンを経

由することになります。
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写真1 Auguste Victoria KlinikにてProf. Frank Hagena（左より5人目）以下スタッフの方々と
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Nelissen先生（右）と（Leiden）

写真3 チャツワース城にて John Getty先生

（中央），阿部信寛先生（右）と
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（右から2人目）
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熊谷氏は，肩関節の拘縮と強直の臨床

的な定義をはじめに述べ，拘縮の多様性

（図1）と一次性拘縮である五十肩の治

療，拘縮の観血的な治療法，今後の課題

についてお話しされた。

まず氏は，様々な原因

によって肩が挙がらなく

なった症例をご紹介しな

がら，肩関節の拘縮がき

わめて多様な因子によっ

て修飾されている病態

であることを聴衆に対し

て強調された。また，拘

縮が症状として現れるま

でに長い時間経過を要

する場合もあり，対応が

遅れる場合も多いことも述べ，それぞれ

の病態に応じた治療計画が必要であるこ

とを述べた。ついで，一次性拘縮に関し

ては，関節鏡による滑膜所見を見せたう

えで，治療法である鏡視下関節包解離術

の適応について述べた（表1）。また術後

には，なるべく早めに回旋運動を始める

べきであるとも強調した。

最後に熊谷氏は，肩関節拘縮に対する

今後の課題について，まだ不明な部分が

多いことに触れ，頚との関係も検討して

いくこと（図2）が必要であることや実験

的肩関節拘縮例の必要性に触れて発表

を締めくくられた。
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コペンハーゲンには，Prof. Rydholmが

自ら迎えに来ていただき，スウェーデンの

マルモーのおしゃれなご自宅（アパートの

ペントハウス）で，奥様と一緒にミートボ

ールとポテトとジャムという伝統的なスウ

ェーデン料理をいただくという歓迎を受

けました。非常にアットホームな雰囲気

で，ヨーロッパ人の優しさと伝統を持った

落ち着きを感じながらのFellowshipが始

まりました。

Lund Universityからは人工股関節

（THA）の長期治療成績についての報告

を思い浮かべますが，意外にリウマチの

足関節および足趾の手術が非常に多く思

いました。

足関節の変形には前足部の変形が軽

度であれば固定を，高度であれば人工関

節を選択するようにされていました。

今回は施設ごとに小野寺先生とともに

プレゼンテーションを行ってきました。本

施設での小野寺先生の大腿骨頭骨壊死

に対する骨切り術の治療成績のプレゼン

テーションは，Lund Universityでは

AspenbergやAstrandらのビスホスホネー

トと骨壊死についての基礎研究が多くさ

れていることもあり，とりわけ皆さんの関

心を集めていました。

第2の研修施設のあるドイツのバド・オ

イエンハウゼンへは鉄道を使い，陸路の

移動になりました。Auguste Victoria

Hospital of Orthopaedic Surgery は温泉地

（スパ）にある病院であり，術後のリハビ

リ施設が充実しています。その一方では，

Prof. F.-W. Hagenaを中心に（写真 5），

THA，TKA，TAAから足趾形成術にいた

るまで，多くの手術が行われていました。

シニア・レジデントクラスの術者が看護師

と2人で手術をするという場合もあり，手

洗いすると非常に重宝がられました。さ

すがにドイツはナビゲーション先進国であ

り，TKAはほぼ全例ナビゲーションを用いて

手術されていました。

オランダ・アムステルダムの L e i d e n

Universityでは人工肩関節（TSA）が印象

的でした。Prof. P. Rozingは，「人工関節

は必ずRevisionが必要になることを考え

て手術する」と考えており，非常にステム

の短い人工関節を開発して用いられてい

ました（写真6-A，6-B）。最後にイギリ

ス・シェフィールドの Northern General

Hospitalでは，一人の患者に対し，リウマ

チ医と放射線科医そして整形外科医の合

同で診察するというスタイルに驚きました。

診察室内は10人くらいの医者が待機して

おり（写真7），ベッドサイドカンファレンス

の形式が採られておりました。

仕事の話はさて置き，帰国後多くの人

に質問されたことは，「食事はどうだっ

た？ どこが一番印象的だった？」という

ことでした。その答えは，スウェーデンに

ありました。スウェーデンの食事は新鮮な

魚やキャビアがふんだんに使われており，

また有名なところではニシンがよく食され

ています。スウェーデン滞在中は，毎朝ニ

シンのマリネを食べていたほどでした。ま

た，印象的であったのはスウェーデンの

サウナです。レジデントたちに誘われるが

ままにサウナへ行き全裸で付き合ったこ

とで，十分に交流を深めることができたと

思います。

最後に約1か月もの長期の研修の間，

お世話になった小野寺先生，そして「ヨー

ロッパのリウマチ関節外科を学びたい」と

いう希望をかなえていただいた井上和彦

先生ならびに越智隆弘先生，ならびに日

本リウマチ財団の先生方に深謝いたしま

す。

写真5 小野寺先生とProf. Hagenaを囲んで
写真7 Mr.Getty（左），リウマチ医と放射線科

医を交えた合同カンファレンス。

写真6 Prof. P. RozingのオリジナルTSA。ステ
ムが短く表面置換タイプである。

Dr.Charles A.Rockwood, Jr.講演会
「肩関節の機能と再建について」

リウマチ財団教育研修会 リウマチ学会教育研修会 日本整形外科学会教育研修会

■■■コングレス・レポート■■■

Dr.Charles A.Rockwood, Jr.講演会
「肩関節の機能と再建について」

去る7月9日（土），降りしきる雨の中，リウマチ財団登録医 教育研修認定単位対

象となっている表題の会が，大阪リーガロイヤルホテル（光琳の間）において多くの

聴衆を集めて開催された。

演者は「The Shoulder」「The Fractures」など有名な教科書を執筆した米国 The

University of Texas Medical School at San AntonioのCharles A.Rockwood，Jr 氏で

ある。Rockwood氏は，度重なる日本からのご招待にも，その多忙さから何度も来日

がキャンセルになっていた極めて高名な整形外科医である。かつて、Rockwood氏

の下で留学していたこともある　大阪大学医学部整形外科助教授　菅本一臣氏が座

長をし、肩関節に関して造詣の深い岩手県立中央病院リハビリ科長熊谷純氏から，

「肩関節拘縮の基礎と臨床」という示唆に富む貴重なお話もいただいた。
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■The Surgical Technique of the Global Advantage Prosthesis
■ The Global“FX”Prosthesis-Surgical Technique and

Results of Cases
■ Hemiarthroplasty - vs.-Total Shoulder Arthroplasty
■ Rehabilitation

座長：菅本一臣氏
大阪大学医学部整形外科　助教授

演者：Charles A. Rockwood, Jr 氏
Professor and Chairman Emeritus Department 
of Orthopaedics the University of Texas

■肩関節拘縮の基礎と臨床
座長：橋本淳氏

演者：熊谷純氏
岩手県立中央病院リハビリ　科長

1. 頑固な痛みが継続するもの
2. 挙上可動域が100度に達しな
いもの

3. 3か月以上のリハビリに抵抗
するもの

4. 拘縮の原因が肩にあるもの

表1 鏡視下関節包解離術

■適応

Charles A.Rockwood，Jr氏の講演は人

工肩関節の手術手技，4パート骨折の手

術手技，Hemiarthroplasty（HA：人工骨頭

置換術）と Total Shoulder Arthroplasty

（TSA：全置換術）の比較，手術後のリハ

ビリテーションの4部構成であったが，そ

れぞれの演目ごとに氏は場内からの質問

を求めた。

まず初めに手術手技のセッションでは，

一般的に難度の高い肩関節手術手技で

ある人工骨頭置換術を，術中写真も含め

たスライドを用いて丁寧にそのノウハウを

披瀝された。その中で，リーマーはパワー

を使わずにマニュアルで入れていくべきこ

とや角度の設定（図3），Prosthesisを入れ

る際にBone Graftが必要であった場合

の方法として，セメントを使わずに初めに

切除した上腕骨頭の海綿骨を利用するこ

と（図4）などを強調されていたことが印象

的であった。

この発表に対して，菅本先生からは，

米国人に比べ体格的に小さな日本人の肩

関節手術を念頭に，狭い術野でProsthesis

を入れる際の注意点に対する質問があ

った。Rockwood氏は，これに応えて，ト

ライアルを使用しながら関節包をより広範

に削除すべき，と述べ，縫合の際に軟部

組織のバランスをうまくとりながら，回旋・

挙上が十分できていることを閉じる前に

確認することが重要であると述べた。こ

A

B

橋本淳氏 熊谷純氏

Rockwood, Jr 氏



れは，術中に関節の十分な可動が得られ

ていないと，リハビリではこれを改善する

ことはできないということであった。また，

TSAに関して，RA患者

さんのような骨頭が崩れ

ている場合には，適切な

骨頭の切除面のアライメ

ントをどのように設定す

ればよいのかという菅本

氏よりの質問に対して

は，Rockwood氏は，テン

プレートを使いながら関

節窩より大きく切除する

ことによって対応すべき

ではないかと述べた。

次にRockwood氏は，骨折の場合の肩

関節手術における“FX”Prosthesisとジ

グ（図5）と呼ばれるガイドの有用性と使

用法について述べた。ジグの使用に当た

って表2のようなポイントを重要なこととし

て取り上げた氏は，ジグを使用することで

適切な骨頭の高さを調整することができ，

また後捻角度も正しく補正でき，さらに

ROMを術中に確認できることや結節部を

適切な位置に保てる点など，多数の利点

があることを強調され，その有用性を解

説された。

これに対してフロアからは，手術中の

二頭筋腱の処理や術後のリハビリテーシ

ョン，縫合のマテリアルについての質問な

どがあった。

3番目のセッションはHAとTSAの是非

を述べたものである。Rockwood氏は，こ

の術式の選択において，表3のような適

応を述べたうえで，多くの専門家がより

ハイリスクの手術であるTSAを検討する

ことに疑問を投げかけ，自身としてはほと

んどの患者がHAで対応できると考えて

いるとした。いくつかの文献でHAの予後

が悪いことが指摘されているが，これらは

その手技の精度や技術自体に問題があ

ったということで，HAの術式がTSAに劣

るものではないと，最新の臨床成績と自

らの経験を踏まえながら述べた。また

Rockwood氏からは聴衆の先生方に，HA

とTSAのどちらを良しと考えているかと

逆に質問が投げかけられたが，フロアか

らの質問は主にHAの手技や条件につい

てのことであった。

最後は術後リハビリテーションについて

である。Rockwood氏は，まず現在，関節

手術後の2日後には退院してもらう例を上

げて，なぜそのような短期間の入院が可能

かについて解説した。短期間の入院です

む理由は，リハビリテーションの開始が手術

当日から開始することにあるという（表4）。

氏はこの方法をORTHOTHERAPYと呼ん

でおり，35年前から行っているという。リハ

ビリ自体は患者さんの自主性を尊重してい

るが，自力で実行できないときはＣＰＭ等を

用いて実行してもらい，退院時には図6の

ようなリハビリキットが渡され，自宅でも

他動運動を実行してもらうという。フロア

からは，筋力強化の適切な開始時期など

について質問があった。講演の最後を締

めくくったのは，Rockwood氏自らがモデ

ルを用いた「ハンズオンセッション」であ

る。ジグやリーマーを用いた手技を氏自

らが実演された。

長時間の教育研修会ではあったが，海

外のエキスパートの手技実演も含まれた，

密度の濃いプログラムであった。

Charles A. Rockwood，

Jr氏の講演会におい

て，日本の専門医の先

生方にまず感じてもら

いたかったのは，氏の

肩関節と骨折に関す

る関心の強さ，またそ

の情熱の深さです。氏は米国でも

この領域で 3本の指に入る方で

すが，大きな疾患の治療法を体系

づけて解説することの一種の天才

だといえます。質疑を見聞きされ

た方は，その直裁な判断力に驚

かれると思いますが，まさしく学問

に対するパッションを感じさせる

答弁となっていたかと思います。

おん歳75歳でありながら，手術の

手際良さは，普段たしなまれてい

るゴルフの腕前に通じるものと考

えます（250ヤード飛ばされるそう

です）。
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図4 Bone Grafting
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Cervical radiculopathy 
Subclinical condition?

N：項部痛 
S：肩甲上部痛 
A：肩甲骨上角部痛 
 I  ：肩甲間部痛 
B：肩甲骨部痛 

田中靖久ほか：神経根性頚部痛，　臨床整形外科，2002より 

in shoulder 
contractureS

B

N

I

A

図2 頚部神経根症の頚部痛

Cancellous
bone graft

S.Lippitt,
M.D.

■座長コメント
菅本一臣氏
大阪大学医学部整形外科　助教授

1. Restore proper length of humerus
2. Restore proper retroversion 
3. Restore the  tuberosities securely back to humerus .
4. Institute early rehabilitation

表2

■KEY STEPS IN USING PROSTHETIC REPLACEMENT

● Fx-3 and 4 part
● AVN
● Most cases of OA
● Most cases of RA
● Arthritis and no cuff
● Most revisions of TSA

● Non concentric glenoid
● When ant. or post. glenoid is 
eroded 150 or more

● When HA does not produce a
stable shoulder with soft 
tissue balance

表3

■INDICATIONS FOR HA ■INDICATIONS FOR TSA

Therapy which is designed by the Orthopaedic surgeon to instruct their

patient in their rehabilitation.  This can be done at home or on vacation etc.

表4 整形外科的手術後リハビリテーションのポイント

● FIRST - stretching
● THEN - strengthening
● DONE 2x per day and 7 days per week
● THEN 2x per week indefinitely

菅本一臣氏
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リウマチ患者像が変わりつつある

今，女性患者さんを専門に受け入れ

る女性外来医療の先駆者である天野

恵子 氏に女性外来をめぐる示唆に富

んだお話を伺いました。

出　席：千葉県衛生研究所所長　

千葉県立東金病院副院長

天野恵子氏

聞き手：編集委員長　

桐蔭横浜大学

先端医用工学センター教授

後藤眞氏

後藤 現在リウマチ患者さんの背景も

少しずつ変わりつつあり，治療も変わっ

てきています。そのうえ，患者さん自身

の意識が変わってきて，かなり積極的に

治療してほしいという要望も多くなって

います。一

方，「女性外

来」がポピュ

ラーになって

きていること

があります。

そこで天野

先生に，日

本の女性外来，あるいは世界も含めて

ですけど，その現状と問題点。さらに

は，我々リウマチ診療に携わる者に対

してのご助言をいただければと思いま

す。

天野 私自身が女性外来をいいだした

のは1999年ですが，女性外来が最初に

立ち上がったのは2001年5月の鹿児島

大学です。

私が性差医療に関心をもつようにな

ったきっかけは1980年代のことです。

「微小血管狭心症」を通して関心をもち

ました。このころ cardiac neurosis，

「心臓神経症」といわれる狭心症の病態

に関心をもつこととなったのがそもそも

のきっかけです。というのも私の母校，

東京の日比谷高校の同窓生が，キャリ

アウーマンとしてバリバリ活躍していた

頃なのですが，彼女がこの病気で困っ

ていたからです。高学歴の彼女は，自分

の病気の観察も非常に鋭かったですし，

どうしてもcardiac neurosisとはいえな

いと思ったわけです。

ではいったい何だろうと思っていたと

きに，1985年頃でしたか，米国の循環

器学会（ACC）に行った際に，NIHの

R.O. Cannon 氏が，そういう患者さん

たちを集め，心臓カテーテルを実施して

ペーシングで脈を速くしていくと胸痛が

起き，その胸痛が起きたときにcoronary

sinusの乳酸値が上がるので，やはりど

こかで虚血が起きているのだという話

をしていたのです。私は「これだ」と思

いました。

日本に戻ってきて，東京大学の第二

内科の先生方に，その症状を有する女

性患者さんたちを送るから心臓カテー

テルをしてほしいとお願いしました。し

かし，その分野では日本がアメリカから

10年ぐらい遅れていたせいか，そこまで

手がまわらないというか，関心がなかっ

たようです。当時は，狭窄しているとこ

ろをバルーンパンピング（風船）でふくら

ますことにまだ興味がある段階で，この

ような症例のカテーテルには興味をもっ

てもらえなかったのです。仕方がないの

で，一人で外国論文を読みながら女性

患者さんをケアしていました。

ところがこの話を周囲に頻繁にして

いたものですから，後に聖マリアンナ医

科大学の学長になられた村山正博先生

が，日本心臓病学会の会長を任じられ

た際に，「天野先生は，いつも男と女は

違う，男と女は違うといっているなら，今

度の心臓病学会で『女性の心疾患』とい

うのをやりますか」と提案されました。

私としては，「女性の心疾患」というと間

口が広すぎるので，「日本女性の虚血性

心疾患」というテーマでということで引

き受けました。そこから2年間かけて，

それまでなかった男女別データを最初

からつくることを始め，1999年に「女性

における虚血性心疾患」というシンポジ

ウムを開きました。それがすごく評判が

よく，翌2000年に，医学書院から『女性

における虚血性心疾患』という本が出ま

した。それがきっかけで「性差医療」と

いう話に，循環器の先生たちがはじめ

て関心をもってくれたわけです。

天野 実は私がそれほどまでに女性医

療，性差医療をしたいと思ったきっかけ

は，線維筋痛症なのです。

後藤 なるほど。

天野 これもまた高校時代の友人が，

それまで8年間，ありとあらゆる日本の

名医にかかったのですけど，結局診断

がつかなくて，Ｍayo クリニックに行っ

て“Fibromyalgia”と診断されたそう

です。彼女からは「恵子さん，私の病気

はFibromyalgiaという病気らしい。こ

れから1か月，こちらで治療をして日本

に帰るので，あとはよろしく」という連絡

が入りました。彼女は帰国する際，向こ

うのこの疾患に関する文献をもってきて

くれて，その目で周りを見たら，結構こ

の疾患と思われる女性たちがいたので

す。それ以来，私もかなりの患者を治療

しました。

後藤 それは（畑違いなのに）すごいで

すね。

天野 それで，「まだまだ日本の女性の

疾患で，掘り起こさなくてはいけない病

気があるな」と思った次第です。微小血

管狭心症しかり，Fibromyalgiaしかり。

で，最後は，自分自身が更年期障害に

なったことがきっかけですね。子宮筋腫

で1993年に手術をしたのですが，その

ときに産婦人科の先生が，「今，卵巣癌

が流行っているので，両方の卵巣を取

りましょう」というので，「ハイハイ」とい

って取りましたら，もうさんざんな目にあ

って…。最初は皮膚症状でした。

後藤 フラッシュという意味ですか？

天野 いいえ，皮膚が角化して，足の裏

がゾウの足のように厚くなってきて，一枚

紙でも敷いているような感覚といいます

か。

後藤 隔靴掻痒ですね。

天野 そうですね。ただそれはホルモ

ン補充療法を始めたらすぐ治ったので

すが，のぼせ，ほてりは1995年頃にひど

くなり，1998年からはもうほんとに…。

後藤 そんなに長く続きました？

天野 それは大変でした。この頃の私

は，背後霊が背中についているみたい

に体が重く，動かないのです。仕事には

行かなくてはいけない，だけど体が動か

ない。何か方法がないかしらと思って，

気功，ヨガ，お灸など，ありとあらゆるこ

とを試しましたが，有効だと思ったのは

入浴だけでした。体を温めるとよくなる

ということがわかったのです。では体を

温める方法で他に何かないかと思った

ときに，漢方薬の当帰四逆加呉茱萸生

姜湯を試してみようと思ったら，2時間

ぐらいは効く。そういうことが1998年か

ら2001年まで続きましたが，もっと何と

かならないかと産婦人科の先生にお聞

きしても，「ホルモン補充療法をやって

ますか？」「はい，やっています」「じゃ

あ，あとはもう答えがありません」と。

で，私は，「なんだ，更年期外来がある

けれど，実質できることは限られている

のだ」と思ったのです。結局，あとはも

う女性ががんばらなければ女性医療な

んて良くならないということで，「まあ私

がやろうかな」と思ったわけです。

後藤 なるほどそういう経緯があったの

ですね。

天野 ただしそれがなぜ実現できたか

といったら，鹿児島大学の協力のおか

げです。その頃の鹿児島大学の医局に

は2割ぐらいの女性医師がいらっしゃい

ました。女性医師も増えてきているのだ

から，多くの患者さんの中に埋もれて置

き去りにされている女性の病態を掘り当

てる仕事を彼女たちにしてもらいたいと

考えました。

では，どんなか

たちでやるかとい

ったときに，まず

「主訴，症状は問わ

ない。とにかく何

でもいい，診ましょ

う」と。それから

「話をよく聞きまし

ょう」「最後まで責

任をもちますか

ら」，つまり主治医

制ですね。という

スタイルでやって，

そこで見つかったものを研究に結び付

けられればいいということがスタートで

した。

後藤 鹿児島大学にはどんな協力者の

方がいらしたのですか。

天野 第一内科（現 循環器・呼吸器・

代謝内科）鄭 忠和 教授です。また山口

大学・器官病態内科学の松 益 先生

も同じ時期から女性外来の構想を立ち

上げ始めたのですが，山口大学のほう

はワンストップ・ショッピングモデル（来院

時にいくつかの診療科を同時に受診で

きるシステム）を目指していましたので，

準備に2年間かかりました。ですから，

こちらは2003年3月のオープンとなりま

した。いずれにしても，このお2人が最

初に動きだしてくださいました。

天野 堂本知事と私のつながりという

のは1999年のことです。この年に，たま

たま元首相・小渕恵三氏のもとで健康プ

ロジェクトを立てられたときに私も同席

したことがあって，そのときにいろいろ

お話をしたことが親しくなるきっかけと

なりました。選挙のときにも，私は主治

医としてくっついて歩いていました。

2001年3月に堂本氏が知事になられた

後，あるとき相談を持ちかけられました。

「国会で天野先生の話を受け売りじゃな

いけれど，病気には性差があるといって

いるお医者さんがいるといっても，ぜん

ぜん耳を傾けてもらえなかった。けれど

も，知事としてならできるので，何をどう

いうふうにしたらいいのか，教えてほし

い」という話を受けました。それが千葉

県での知事との仕事の始まりでした。

私自身は，知事はどこかに「女性外

来」を開設したらおしまいなのかなと思

っていましたら，そんな半端なものでは

ありません

でした。彼

女はＴＢＳの

医療畑で優

れたテレビ

ディレクター

でした。た

とえば「ベ

ビ ー ホ テ

ル・キャンペ

「女性外来の先駆者に聞く」「女性外来の先駆者に聞く」

始まりは
循環器疾患の鑑別から

千葉県がなぜ女性外来で
進歩的なのか

前編 特特 別別 対対 談談

後藤　眞氏

性差医療にのめり込む
きっかけは線維筋痛症

表　

その頃，Evidence based Medicineの概念が広まりつつ
ある頃でしたので反応は大きなものがありました。私は，鹿
児島大学の鄭教授の依頼を受けて性差の医療について講演
をしにまいりました。その後，2001年に生涯にわたる性差を
考慮した医療を掲げる女性外来が鹿児島大学に開設されま
した。これは，国立大学で初めての試みでした。
■その外来の理念は
1. 初診は30分間
2. 症状，主訴を問わない
3. 紹介状は不要
4. 女性医師が診療を担当する
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ーン」というベビーホテルで赤ちゃんが

突然死することを扱った番組や，「噛め

ない子どもたち」という，柔らかいもの

ばかり食べて顎の発達が悪い子どもた

ち，精神科の閉鎖病棟に“ひきこもり”な

ど本来いるべきではない子どもたちが

いる問題とか，埋もれた医療問題を掘

り起こす名人でした。

ですから，知事室でお会いしたときに

も千葉県の地図を見て，「女性のため

に，ここと，ここと，ここに女性外来がい

るわね」と，こういうスタンスだったので

す。それで「どこの病院にしようかしら」

というので，亀田総合病院と国保君津

中央病院，国保旭中央病院，順天堂浦

安病院に白羽の矢が当てられたわけで

す。これらの病院の院長先生たちが呼

ばれて「女性外来をやりませんか？ ち

ゃんと予算はつけますから」ということ

が女性外来の始まりです。県の施設とし

ては，県立鶴舞循環器病院と，東金病

院，佐原病院の3か所が中心で，そのほ

かには保健所です。今は，「健康福祉セ

ンター」という名前に変わりましたけど，

保健所で地元医師会の女医さんたちの

協力を仰いで，女性の健康相談窓口と

いうのを始めたのです。

知事がそういう（積極的）姿勢なので，

歯科医師さんや助産士さん，看護師さ

んも非常に熱心です。たとえば看護師

さんは“町の保健室に”と言って，自分

たちから率先して出向き，何か大きなイ

ベントがあると健康相談を実施している

のです。そういう意味では「千葉はいい

わね」と女性の患者さんたちが友人に

いわれる環境が自然とできてきました。

一方，今，女性外来が全国にどんど

んできあがって，最近のデータではほぼ

47都道府県，全部で立ち上がっていて，

ホームページ上では328施設。大学病

院では29大学でした。この中で非常に

特徴的なのは，県立，市立などの公立

病院が多いことですね。調べた限りで

は105施設がそうでした。理由はある政

党がとても熱心だからです。その政党の

議員さんたちが，議会で発言し，女性外

来を設けてほしいという。男性議員は

無碍に反対できないわけです。

後藤 そうですね（笑）。

天野 だから結局通ってしまうわけで

す。すると市立病院，県立病院，町立病

院で女性外来を開いてくれという命令が

くる。そして女医さんに声がかかって，

「君，女性だから女性外来をやってくれ」

というふうにいわれるわけですね。それ

がいちばん大きな流れの一つです。

その他，きちっとポリシーをもって始め

たのが労災病院。行財政改革で独立行

政法人となって，国から与えられた12の

テーマのなかに「働く女性の健康管理」

というのがあるからだそうです。また個

人の方では，産婦人科が女性外来を始

めたとか，乳腺外来が女性外来を始め

たとか，肛門科や泌尿器科の方が「女性

泌尿器科外来」や「女性肛門外来」を始

めたということが多いようですね。

天野 これから女性外来と性差医療を

集約させていくときに，やはりどこを扱

う医療であるかというところを明確にし

なくてはいけないと思います。その場

合，リウマチの位置づけというのがどう

なるかという話になるわけです。そこで

また線維筋痛症の話になります。

後藤 そうですか。

天野 実は女性外来の先生は線維筋痛

症をかなりよく知っています。というのも

理由があって，線維筋痛症の患者さん

たちは普通なら最初はリウマチ外来に

行きますね。

後藤 まあそうですね。

天野 リウマチ専門医の試験に，鑑別

診断として線維筋痛症が入っているらし

いのですが，リウマチ外来の診察を受

けても，失礼ですがご存じない先生も

たくさんいらっしゃって，診断がつかな

いので困っている患者さんが少し前に

は少なからずいたのです。それが口コ

ミで，「女性外来では線維筋痛症を診て

もらえるらしい」というので，線維筋痛症

の患者さんがかなり来院しました。今

は，マスコミでも線維筋痛症をかなり取

り上げるようになったためか，一時のよ

うに女性外来に患者さんが来ることはな

いのですが，私が女性外来を始めたこ

ろは，全国から線維筋痛症の患者さん

が来ていたのです。

私がこのころ線維筋痛症で学んだも

う一つのことがあります。それは文献を

読んでいたときに，痛みに対してSSRI

やSNRIの有効性が記述してあったこと

です。患者では脳，脊髄のセロトニンを

測るとその数値が低いと文献に出てい

ました。そこで，線維筋痛症患者さんの

脳内セロトニンを測ること，脊髄で測る

ことを考えたのですがあまり現実的では

ありませんでした。では画像ではどう

か，これも無理でした。では血液で調べ

られないのかと思ったのです。それで

女性外来患者さんの血液中のセロトニ

ン量を調べました。

するとセロトニンが非常に低い一群

がいる。そして線維筋痛症もその一角

で，もちろんうつの患者さんもたくさんい

ました。この話を今度は精神科の先生

にしたわけですね。するとセロトニンを

全血で測っても仕方がない。セロトニン

はブラッド・ブレイン・バリア（脳血管関

門）を通らないでしょうといわれたので

す。血液で測ったセロトニンは脳のセロ

トニンの量，産生量を反映していないと

いわれました。私は「ああ，そうなんだ。

そんなことを知らずに測ったわけだった

か。でも，こん

なにきれいに

出ているし，と

りあえず，セロ

トニンの専門

家に話を聞き

にいこう」と，

東邦大学医学

部第一生理の

有田秀穂先生

のところに行

きました。お

話を聞いてみ

たら「いやあ，

これはおもし

ろいデータだ」

と興味をもっ

ていただきま

した。「何がお

もしろいかと

いって，僕が

ネズミを使って

実験してきた結果がみんなここに出てい

ることだよ」と。私が，「でもブラッド・

ブレイン・バリアをセロトニンは通らない

といわれたのですけど」と。先生は「あ，

それは古い知識だね」と一刀両断（笑）。

2002年に東北大学の先生たちがブラッ

ド・ブレイン・バリアにはセロトニンのト

ランスポーターがあると解明していたそ

うです。脳でつくられたセロトニンはす

ぐ血液のなかに出てくるのだそうです。

以前，精神科領域で一所懸命に血清で

セロトニンを測ることを試みたときに何

の関連性もなかったのは，セロトニンは

血液中に出るが，数秒で血小板に取り

込まれるためで，全血で測れば血小板

に含まれたそのデータが使えると結局

は判明したそうです。「だから，僕はこう

いうデータがすごくほしかったんだ」と

おっしゃいました。

後藤 先生は全血で測られたのですか。

天野 そうです。

後藤 全血で測ろうとされた理由は。

天野 どこにセロトニンがあるかという

と，9割が腸管，消化管系で，8％が血

小板で，脳が2％といわれていましたか

ら，全血で測ろうと判断したわけです。

8％も入っているわけだから，そこを測

ればいいだ

ろうと思った

のですね。

それで，

線維筋痛症

の患者さん

を測定する

とセロトニン

がほとんど1桁台なのです。アメリカの

線維筋痛症クライテリアには慢性疼痛が

3か月続くことを鑑別診断として書いて

あるけれど，セロトニン量を見る血液検

査で診断できるのではないかなと思っ

たのです。

後藤 それはリウマチ関係者もあまり知

りませんね。

天野 そうですか。

後藤 誰も，“Fibromyalgiaとセロトニ

ン”とか，そんなお話は…。

天野 ええ。でも，「ファーマ・メディカ

ル」には掲載してもらっています。

後藤 専門家でもほとんどそんなことは

いいません。非常に興味深いお話なの

で，この続きは次号にご紹介させていた

だきましょう。 （後編に続く）

リウマチ医療と性差医療

天野　恵子氏

図　日本における女性外来の展開（2004年9月）
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前回は，リウマチ医療における小児リ

ウマチの診断について，横田俊平氏，武

井修治 氏という小児リウマチの専門家

お二人に，弊誌レントゲンクイズでおな

じみの大阪･協和会病院リウマチセンタ

ー･センター長 村田紀和 氏のご司会

で，最新の小児リウマチ医療，特にその

診断についてお話しいただいた。今号で

は，小児リウマチの治療のお話を中心に

より実践的な話題を提供する。

御出席者

司会　協和会病院リウマチセンター･

センター長　村田 紀和 氏

横浜市立大学大学院医学系研究科発生

成育小児医療学教授　横田 俊平 氏

鹿児島大学医学部保健学科教授　

武井 修治 氏

村田 前回のお話では，小児リウマチの

最新の診断で，全身型，少関節型，多関

節型の 3タイプの

ご説明をいただき

ましたが，この 3

タイプで治療はど

う違うのでしょう

か。典型的な治療

法を教えていただ

けますか。

横田 私たちが JIA（juvenile idiopathic

arthritis）と呼ぶ「小児リウマチ性疾患」で

は，JIAの診断がつきかねる場合の最終

診断をMRIの検査において行います。

MRIの検査では造影してみることが大事

だと思うのですが，滑膜炎と関節液の貯

留が認められて，かつ臨床的な症状が揃

えば JIAであるという診断をしています。

しかし，そういう検査を進めるのに1～2

週間はどうしてもかかりますから，その間

患者さんを痛いまま放っておくというわけ

にはいかないので，最初の段階では

NSAIDsを使います。昔はアスピリンを使

っていたわけですが，最近は，ブルフェ

ン®（イブプロフェン），フロベン®（フルル

ビプロフェン），ナイキサン®（ナプロキセ

ン）などを使うことにしています。

横田 少関節型などでは，NSAIDsだけ

で関節炎も血液の炎症所見も治まってし

まうケースがあります。しかし，全体から

言えばそれはほんの数％なので，2週間

程度NSAIDs治療で観察しても炎症が治

まらない場合には，この段階でメソトレキ

セート(MTX)を中心とする併用療法に入

ります。これについては武井先生からもご

意見をうかがいたいと思いますが，私た

ちの場合には，MTXは通常の成人量ま

でをマキシマムとして使っていて，それに

少量のプレドニゾロンを加えます。また，

多関節型でとても激しい炎症がある場合

は10mgぐらい使いますが，1日3～5mg

ぐらいのプレドニゾロンを加えることで即

効性の抗炎症効果が期待できます。

この併用療法で，症例の70～75％ぐ

らいは，1か月をめどに炎症の鎮静化を

図れます。問題は，1～3か月後にも炎症

が治まりきれない，あるいは一度治まった

かに見えた炎症が再燃してくる25～30％

ぐらいのケースです。そこからはおそらく

専門医の仕事になると思うのです。リウマ

チ専門医に引き継いで，そこで生物学的

製剤の処方をしていくということを考えて

います。

村田 今のお話は，少関節型も多関節型

も区別せずに，ということですね。

横田 はい。私たちは区別しないで使っ

ています。

村田 少関節型の場合，NSAIDsだけで

治まる例が多く見られるということですね。

横田 RF陽性例というのは炎症が激しい

場合があり，炎症関節数が多いという特

徴があると思います。この子たちには，し

っかりとした治療を継続して施してやらな

いと再燃，再燃と繰り返すことになってく

ると思います。

村田 そういう子どもさんに，最初からス

テロイドを使用するということはないですか。

横田 単独ではありません。

村田 もちろんNSAIDsを入れて，最初

の2週間を待つ間です。

横田 状況によりますが，MRIを撮り血

液の検査をしているうちに，だいたい1～

2週間はたつもので，それまではNSAIDs

だけでいくということです。

武井 私たちの場合，RF陰性であれば，

基本的な治療は少関節型と多関節型では

同じです。ただ，RF陰性の少関節型の場

合は，少しの間様子を見るために

NSAIDs投与期間を引っ張ります。そして，

NSAIDs投与量を増やしてもあまり症状の

改善がない場合には，関節炎の数がかえ

って増えたとか，関節炎が経過的に鎮静

化のほうに向いていないという判断をした

ところで，MTXを加えるようにしています。

横田 少関節型や多関節型に比べて，全

身型は治療体系がまったく別だという感

があります。現時点では，ステロイドの大

量かつ長期投与しかないと思います。

併用薬としてMTXを使ったり，あるい

はシクロスポリンを使ったりすることがあ

りますが，単独では炎症が治まらないの

で，ベースはステロイド，つまりプレドニゾ

ロンの使い方ということになると思います。

どの教科書を見ても，こういう薬剤の使

い方については，当初どういう使い方を

するのか，たとえば体重換算で2mg/kgと

か，30mg，40mg投与というようなことは

書いてあるのですが，それをどう減らして

いくか，どの時点で減量に踏みきるのかと

いうことはあまり記述されていません。し

たがって，初期に大量に使えば炎症はう

まく治まると思いますが，漸減に入ったあ

と再燃を繰り返すという患者さんが問題

で，その減量の仕方に苦労しているとい

うのが現状だと思います。

最近になって，IL-6レセプターモノクロ

ーナル抗体が開発され，現在治験のレベ

ルですが，非常に著効するということがわ

かってきています。長い間には，ステロイ

ドの副作用が問題になるので，IL-6レセ

プターモノクローナル抗体を使う治療，お

そらくは専門医で使う治療というのがより

普及してくると思います。

武井 教科書的に書いてありますが，全

身型の大多数は self limited，つまり炎症

がいったん治まれば，あとは自然に消退

していく病気である点が特徴です。たと

えば，全身型の患者さんの8割は完治し

ます。ただ，ステロイドの副作用が大きな

問題になってきますので，横田先生同様

に私どももステロイドパルス療法をメイン

に，あとは内服のステロイドの量を減らし

ていく。パルスを一度加えて炎症の炎を

小さくしておくと，そのあとのテーパリング

（減量）は順調にいくし，最終的にはオフ

にできる可能性は高められると思います。

入院期間を短縮できる点からも，全身型

の場合はステロイドパルス療法から治療

に入ることが多いと思います。

村田 症例によって違うでしょうが，どの

くらいで自然治癒に至りますか。

武井 私が診ている子どもたちは，半年

ぐらいでステロイドオフにできています。

長い子どもで9か月ぐらいです。最初は割

と早く減らしますが，安全だと言われてい

る0.2mg/kgを一つの目標にして，そこま

で減量できればあとはゆっくり減らしてい

き，最終的に半年から9か月ぐらいでオ

フにできている症例が多いと思います。

オフにできても約6割が再燃しますが，

一旦オフにできた患者さんというのは，再

燃してもまた同じ治療を繰り返しているう

ちに再燃しなくなるので，非常に難治の

全身型というのは残りの2割だろうと思い

ます。そこで，MRAなどの生物学的製剤

の適応が出てくると思います。

武井 多関節型関節炎タイプでも，最初

のうちはNSAIDsで治療を始めるのです

が，RF陽性がわかり診断が確定した段階

で，私たちはMTXの併用を始めるように

しています。

投与量としては，横田先生は成人量の

マキシマムということでしたが，私たちの

所では，欧米で使われている体表面積1

平方メートルあたり10～15mgという量ま

で使うようにしています。NSAIDsとMTX

の日本の基準で言えば比較的多目の量

になりますが，グローバル・スタンダードで

いけば普通の量です。とにかくこの量で

併用を始めます。

また，ステロイドは私どもの所では少量

でも使っておりません。理由の一つは，

MTXの効果を見たいからです。横田先生

もおっしゃったように7割以上の有効性を

もっている薬剤ですから，ステロイドを使

わないことでMTXの反応性を見ます。だ

いたい4～6週ぐらいすると何らかの変化

が出てきますので，効いているのであれ

ばそのまま治療を続行する。8週間MTX

を使っても効果が全然見られないような

場合には，他のNSAIDsにいくのか，ある

いはRF陽性であれば，生物学的製剤の

適応も考える。あるいは他のDMARDsを

考えることもあります。

関節炎が主体となる病態では，7割ぐ

らいはMTXを併用しています。

村田 専門の先生の治療法を今お聞きし

ましたが，一般の先生が子どもさんに

MTXを使ってもいいのか，使う場合はど

ういう注意をすべきか教えてください。

横田 MTXに関して，そもそも悪性腫瘍

に使う薬剤であるという認識があったわ

けです。死ぬ病気でもないのになぜMTX

を使うのか，ということをあちこちで言わ

れました。また最近も話題になった，

MTXによる間質性肺炎の問題や，骨髄抑

制の問題などがあります。

しかし，欧米の小児領域では第1選択

薬がMTXであり，その副作用を調べても

ほとんどありませ

ん。文献には問題

が起きたのは 60

～ 70歳のお年寄

りだと書いてある

わけで，小児では

耐用性があるのか

どうかよくわかりませんが，報告がほとん

どないのです。注意するにこしたことはな

いが，あまり問題はないと思います。唯一

あるとすれば，内服して数時間すると気

持ち悪くなるというお子さんが15％ぐら

いいます。その場合でも最初はだめであ

っても，やがて慣れが生じて問題なく内服

できるという子どもも出てきます。それを

クリアできれば，一般の先生が使われて

も全然かまわないと思います。

私たち専門医が診るとすれば，そこか

ら先，武井先生がおっしゃった，3か月以

降も炎症が治まらないような患者さんでは

ないかと思います。

専門医でなくても，手足，顎，首の関節

を診察するのは，医療者として当然のこ

とではないでしょうか。MTXの効果があ

るかないかも血液だけを見ていてはだめ

で，当初13関節に炎症があったものが1

か月後に7関節になっていれば効果とし

て見えます。単にCRPがどうだったとか，

血沈がどうだったとかでは済まないこと

だと思うのです。効果の判定のためにも，

ぜひ関節の診察をしていただきたいと思

います。

村田 とてもいいことですね。

多関節型関節炎タイプ
の場合

全身型の場合は
ステロイドの使い方に注意

少関節型の場合は
NSAIDs中心

治療法について

特 別 座 会談

その2
治療編

「臨床医が気をつけるべき
小児リウマチ患者
その特徴と留意点」

「臨床医が気をつけるべき
小児リウマチ患者
その特徴と留意点」

横田　俊平氏

村田　紀和氏
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横田 全身型についてですが，武井先生

たちのデータに触発されて，私たちもデー

タを取ったのですが，数値が逆になるの

です。私たちが診ている全身型というの

は，8割が悪い方向に向かっています。決

してステロイドが切れないという状態にな

っています。私たちの場合紹介患者が多

いので，手に負えなくなってから送られて

くる患者さんがほとんどのため，差が出

てくるのだと思います。

治療のスタンスは武井先生たちとほと

んど変わらないのですが，ご家族には重

大な病気であるという認識をもっていた

だきたいので，最初からその点を説明し

ます。

武井 確かに頻度の違いですね。治療後

に手に負えなくなってしまう患者さんの頻

度が，鹿児島と横浜とでは違うのでしょ

う。鹿児島では，わりとフレッシュな状態

で専門医に送っていただけます。「熱が続

くから診断をお願いします」というあたり

から来る患者さんが多いようです。

村田 成人との差は何かありますか。

武井 MTXでは薬理動態がまず違いま

す。腎からの排泄が非常に早く，1～2時

間ぐらいでピークがきます。それからあとは

消退していき，いわゆるtoxic doseですが

投与量を増やして

も子どもは安全性

が高く，用量依存

的に有効性は出

てきます。

一定量までいく

と吸収の問題で

それ以上は血中濃度が増えませんが，子

どもでは多量投与を安全に使えるという

メリットを最大限に利用するのが，MTX

を使った多関節型の治療のポイントと私

は考えています。

村田 ほとんどの場合，情報はおとなの

情報として出ていますが，おとなに比べて

副作用の質としてはどうですか。

武井 20年間の文献を調べても，間質性

肺炎の副作用については子どもの場合1

つしかありません。

村田 副作用が少ないことはわかります

が，小児に特有の副作用はありますか。

武井 ないようです。

横田 薬物としての肝機能障害が時にあ

りますが，中止しなくてもやがて消えてい

きます。これは成人も同様です。

村田 成人の場合も中止すればほとんど

の場合問題ありませんね。

武井 減量だけでかなり消えるし，元に

戻しても今度は大丈夫ということもよくあ

ります。

村田 子どもの成長にからんだ副作用は

いかがですか。

横田 まったくないですね。

武井 妊娠する高校生や大学生も時には

いるので，MTX服薬中は妊娠してはいけ

ないことを教える必要はありますね。

村田 悪性新生物に関してはどうですか。

横田 おとなとの比較はわかりませんが，

1例だけ経験があります。MTXを使い治

療している途中に，EBウイルスの感染症

に罹患した例です。この症例はその後，

悪性リンパ腫になりました。調べてみる

と，MTX投与中にEB感染を起こして悪

性リンパ腫になったというケースが日本で

6例，ほかに報告がありました。しかもそ

の6例とも子どもです。しいていえば，こ

れが特有な副作用といえるかもしれませ

ん。ただ，MTXを中止して，通常のリン

パ腫の治療をすることですべて完治して

います。だから，形態的にはmalignancy

（悪性）ですが，あとに引きずらない状態

にもっていけそうなものですね。

武井 現在，小児期に発症した慢性疾患

を成人領域まで持ち込むキャリーオーバ

ーという問題に関わっています。文献やア

メリカ小児科学会のレポートを見ると，小

児科医が親の代わりをしている部分があ

ると思います。子どもが大きくなっていく

過程での独立心のような部分を，小児科

医が育てていないという批判が非常に強

く，内科や整形領域の先生方から，患児

を甘やかして育てたという批判が常にあ

ります。

医師の質問に対して，高校生が親の顔

をうかがい，「どう答えたらいいの」と戸惑

うような場面があるのです。親が子どもに

代わって答えるのをやめなければならな

いのです。そこで，患児が中学生後半あ

るいは高校生ぐらいになると，「もう1人で

来なさい」と指導します。

横田 これまでの患者さんは治療が不十

分だったので入院も多かった。すると医

師は親代わりをしてしまう。もちろん，看

護師さんたちも同じように対応してしまう

わけです。

子どもは子ども同士でけんかしながら

育つのが本来の姿だと思いますが，そう

いう機会が奪われています。何が起こる

かというと，人と人との距離を取るという

感覚がなかなか成熟してこない。

これは実例ですが，関節炎がよくなっ

て大手の企業に就職した子どもさんが，

職場でまわりの人たちとうまくやれなくて，

結局1年でやめたという例があります。私

たちも悪いのだと思いますが，子どもの

未成熟という点から見たとき，家族も，支

える医療も問題があるのではないでしょ

うか。

村田 医者と接する時間は短いので，ど

ちらかといえば母親のほうが問題のよう

な気もします。

横田 そうですね。「かわいそう，かわい

そう」ばかりで。

村田 その解決法はなかなか難しいでし

ょう。

横田 解決法の一つは慢性化させないと

いうことですね（笑）。

武井 そのとおりです（笑）。それはリウ

マチに限らず小児科医というのは，発達

に応じて対応を変える配慮をしないとい

けないと思います。だから，キャリーオー

バーした症例にどう対処していくか勉強

が大事だと思います。

横田 先ほど話題になった，「関節を触っ

てほしい」が何よりも大事なことだと思い

ます。関節を触ることで関節炎という所

見が取れたところから，仮に発症時には

少関節型であっても，それが多関節型に

移行していくような病型もわかってくるの

です。RFが陽性のケースというのは，最

初から長期予後を考えた治療に入らなく

ていけないはずですから，長期化させな

い対応が必要だろうと思います。

全身型に関しては，施設によって予後

がずいぶん違うようなので，次第に理由

がはっきりしてくるでしょう。

村田 全身型は，成人を扱う医者が接す

ることは少ないでしょうね。ただし，関節

が痛いとなると，おとな相手のリウマチ専

門医が診る機会があるはずです。その場

合は，関節を触って診察してくださいと強

くお願いしたいですね。

武井 子どもとおとなのリウマチでどこが

違うか，という点が根幹だと思いますが，

病態もお薬の使い方もずいぶん違います。

おとなの場合こういう用量だから，子ども

はその半分だろうとか1/3だろうとか思い

がちですが，MTXはおとな以上の量を使

っても大丈夫というような違いがあります。

我々が，小児リウマチの治療ガイドライ

ンをまだ作りあげていないというのが大き

な問題点なのですが，RA治療の縮小版

基準でJIAを治療していただきたくないと

いう気持ちがあります。もう少し子どもの

治療に関心をもっていただきたいのです。

数少ない専門医ですが，連絡をいただき

相談していただきたいと思います。

私は，いつもメールアドレスをオープン

にし，レビューを書くときも付記するように

していますので，コンタクトを取っていただ

けば，情報を提供できると思います。

村田 私は少し意見が違って，本当はお

となも子どもも病気的には変わらないと思

うのです。ただし，先生がおっしゃるよう

な，薬の量の問題や，子どもであるがゆえ

の特徴や注意点があるのです。したがっ

て，そこを連携しないとだめだと思います。

私の持論なのですが，病気を突き詰め

ていくと，おとなも子どもも同じ病気だと

いうことでやっていかないといけないと思

うのです。16歳で区切るというのは間違

いだと思っています。子どもといっても，4

歳と15歳の子どもでは薬の量も違うでし

ょうから，その辺のコンタクトをもっと取ら

ないとだめだということです。

武井 ディスカッションしながら決めていけ

るような状況が一番理想的だと思います。

横田 小児科にもまた問題があります。去

年の統計ですが，小児リウマチ専門医で

ある鹿児島の先生たちに対して，全国か

らの相談件数が150～200件ぐらいある

のです。同じように横浜には500件もきま

す。地方で，リウマチの患者さんらしいと

いうので，診察にあたった先生が困って

相談してくる場合と，現在受けている治療

が正しいのかという，ご家族からの相談

です。

500件というと1日あたり2件ですが，全

部答えるようにしています。鹿児島も横浜も，

わからなければ出かけて行きます。他の疾

患で，これだけ行動しなければならない専

門医はあまりいないでしょう。行ってみると，

リウマチだと言われていたのがMCTD

（Mixed Connective Tissue Disease：混合性

結合組織病）だったというようなケースが

たくさんあります。

基本的には相談を受けてからの話なの

で，ぜひ率直に専門医に連絡をいただき

たいと思います。

村田 先生の所への相談というのはどう

いう形態でくるのですか。

横田 だいたいファックスかメールです。

武井 うちもそうです。

横田 小児リウマチ医を増やすというこ

とも考えています。現在は全国で30人弱

しかいません。鹿児島に 6人，横浜に 6

人，東京には小さな病院を入れて 9人，

千葉に3人です。

全国的にはいない所ばかりです。各地

域に1人でもいてほしいというので，愛知

に子ども病院ができるのをきっかけに，小

児リウマチ医を配置したり，仙台に子ど

も病院ができたので1人派遣したりしたの

ですが，まだまだです。医師同士が連携

を取り合って，子どものリウマチに対処し

ていけるようにしなければならないと思い

ます。

村田 本日はお忙しいところ，ありがとう

ございました。今日のお話が読者の日常

診療の一助になれば幸いです。

専門医の数の問題

診察医に対しての要望

患者との接し方

治療における成人との差

武井　修治氏
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「リウマチ基本テキスト（第２版）」に修正がございました。ここにお詫びして，訂正申し上げます。

正誤表 ●リウマチ基本テキスト（第2版）

ページ数
587 表の上5行目 ④社会的不利 4-3）社会的不利の評価
591 下から5行目 低負荷の等尺性 等張性
593 下から8行目 、（Swezeyら） , Swezey ら
595 下から10行目 屈曲運動 等張運動

行数 誤 正

Announcement
［登録医研修単位認定講演（H17.9～12）］

※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。

問い合わせ先：日本リウマチ財団　TEL.03-3946-3551

この研修会は医師のみを対象に開かれています。

9／7（水） 19:30 1単位　（宮崎）
Osteoporosis Clinical Network 研究会
渡邊　信二　Tel.0985-85-0986
宮崎大学整形外科

9／8（木） 18:30 2単位　（大阪）
第1回阪和リウマチ研究会
中西　達也　Tel.072-254-2710
田辺製薬㈱南大阪営業所

9／8（木） 19:00 1単位（北海道）
第11回オホーツクリウマチ研究会
藤原　正裕　Tel.011-222-2754
科研製薬㈱札幌支店学術部

9／8（木） 19:15 1単位　（静岡）
第6回抗サイトカイン研究会
磯貝　晃生　Tel.054-202-5037
田辺製薬㈱東海支店静岡営業所

9／9（金） 19:15 1単位　（鳥取）
第1回TACT（Tacrolimus Rheumatoid
Arthritis Committee in Tottori）
赤星　忠春　Tel.0859-31-6272
アステラス製薬㈱

9／9（金） 19:30 1単位　（富山）
第20回富山県リウマチ性疾患研究会
片山　耕司　Tel.076-433-5001
住友製薬㈱富山営業所

9／9（金） 19:15 1単位　（高知）
Infliximab Meeting in 高知
村上　功　Tel.088-884-7800
田辺製薬㈱高知営業所

9／10（土） 13:00 1単位　（大阪）
17:00 1単位

第15回日本脊椎関節炎（AS）研究会
村田　紀和　Tel.06-6339-3455
協和会病院リウマチセンター

9／10（土） 15:40 2単位　（東京）
リウマチと感染症研究会
山本　一彦　Tel.03-3815-5411
東京大学アレルギーリウマチ内科

9／10（土） 16:00 1単位　（大阪）
第13回大阪関節疾患学術講演会
安藤　史郎　Tel.06-6231-8822
科研製薬㈱大阪学術センター

9／10（土） 16:00 1単位　（兵庫）
姫路インフリキシマブ講演会
中内　亮　Tel.0792-24-5051
田辺製薬㈱姫路営業所

9／10（土） 16:30 1単位　（奈良）
奈良県臨床整形外科医会研修会
佐野　貞彦　Tel.0744-43-0223
佐野整形外科医院

9／13（火） 19:30 1単位　（福島）
県南地区学術講演会
河田　成生　Tel.024-932-1232
武田薬品工業㈱郡山営業所

9／15（木） 19:30 1単位　（沖縄）
沖縄整形外科学研修会学術講演会
林　和彦　Tel.098-866-8117
第一製薬㈱

9／15（木） 18:30 2単位　（東京）
第4回リウマチと骨代謝研究会
横田　京一　Tel.03-5159-2542
住友製薬㈱東京支店

9／15（木） 20:00 1単位　（埼玉）
第25回見沼リウマチ懇話会
内田　浩一　Tel.03-3985-1133
大正富山医薬品㈱

9／16（金） 19:00 1単位　（愛知）
第1回斯整会リウマチ研究会
関谷　勇人　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

9／16（金） 20:00 1単位（神奈川）
横浜北部リウマチ疾患懇話会（第1回）
神田　健博　Tel.045-933-7888
神田整形外科

9／16（金） 20:00 1単位　（栃木）
第20回栃木リウマチ研究会
早乙女　紘一　Tel.0282-87-2161
独協医科大学整形外科

9／16（金） 20:00 1単位　（福岡）
第6回筑後骨粗鬆症研究会
播本　義彦　Tel.0942-30-7712
住友製薬㈱

9／16（金） 12:00 1単位　（千葉）
第14回日本シェーグレン症候群研究
会ランチョンセミナー１
冨板　美奈子　Tel.043-226-2144
千葉大学小児病態学

9／16（金） 18:00 1単位　（千葉）
第14回日本シェーグレン症候群研究
会イブニングセミナー
冨板　美奈子　Tel.043-226-2144
千葉大学小児病態学

9／17（土） 12:00 1単位　（千葉）
第14回日本シェーグレン症候群研究
会ランチョンセミナー2
冨板　美奈子　Tel.043-226-2144
千葉大学小児病態学

9／23（金）11:50･12:00 各1単位（東京）
9／24（土）11:50 1単位
第54回東日本整形災害外科学会ランチョンセミナー
勝呂　徹　Tel.03-3762-4151（内6631）
東邦大学整形外科

9／13（火） 18:30 1単位　（東京）
第70回関節疾患フォーラム
赤間　貴裕　Tel.03-5950-1121
科研製薬㈱

9／7（水） 18:30 2単位　（山形）
第13回山形リウマチ研究会
高木　理彰　Tel.023-628-5355
山形大学整形外科

9／24（土） 16:30 1単位　（岐阜）
第24回岐阜人工関節フォーラム
大橋　俊郎　Tel.058-268-0567
山内ホスピタル整形外科

9／24（土） 16:30 1単位　（大阪）
第4回リウマチフォーラム北河内
小暮　奎次　Tel.06-6204-2501
武田薬品工業㈱マーケティング部

9／28（水） 20:00 1単位　（大阪）
第7回南大阪リウマチ研究会
蓑田　正豪　Tel.0722-32-4967
蓑田医院

9／29（木） 19:00 1単位　（山口）
第6回山口臨床リウマチ研究会
村上　敬司　Tel.082-246-7536
ワイス㈱

9／29（木） 19:30 1単位　（群馬）
館林市邑楽郡医師会学術講演会
（日医認定産業医研修会）
横山　哲也　Tel.0276-72-1132
館林市邑楽郡医師会事務局

9／29（木） 20:00 1単位　（東京）
東京都城北整形外科医会
高橋　清輝　Tel.03-3971-3329
高橋診療所

9／29（木） 20:00 1単位　（愛知）
第1回愛知県抗サイトカイン研究会
杉浦　匡　Tel.052-963-8240
田辺製薬㈱

9／30（金） 20:00 1単位　（東京）
第1回東京抗サイトカイン療法研究会
猪股　利行　Tel.03-3230-6814
田辺製薬㈱東京第一支店

9／30（金） 19:30 1単位　（茨城）
第4回鹿行リウマチ研究会
横田　基廣　Tel.03-3561-7345
ワイス㈱関東･甲信越支店水戸営業所

10／1（土） 17:00 1単位　（兵庫）
東播整形外科医会学術講演会
山下　仁司　Tel.0794-26-8800
やました整形外科

10／13（木） 19:00 1単位　（山口）
山口県徳山医師会学術講演会
尾村　大輔　Tel.083-972-5311
田辺製薬㈱山口営業所

10／13（木） 19:30 1単位　（新潟）
第3回新潟尿酸代謝フォーラム
荒井　勝光　Tel.025-227-2272
新潟大学整形外科

10／13（木） 18:00 2単位　（島根）
第2回島根東部リウマチセミナー
岩佐　潤二　Tel.0853-20-2241
島根大学整形外科

10／13（木） 18:30 2単位　（兵庫）
第3回阪神リウマチ治療研究会
岩崎　剛　Tel.0798-45-6592
兵庫医科大学内科学リウマチ･膠原病科

10／14（金） 19:00 1単位　（大分）
第16回二豊整形外科フォーラム
佐々木　誠人　Tel.0979-24-1423
川嶌整形外科病院

10／15（土） 15:05 2単位　（東京）
第7回ステロイド治療研究会
大島　久二　Tel.0562-93-9008
藤田保健衛生大学・臨床検査部

10／15（土） 17:00 2単位　（奈良）
第3回奈良県リウマチ研究会
高倉　義典　Tel.0744-22-3051
奈良県立医科大学整形外科

10／15（土） 17:00 1単位　（静岡）
浜松オルトス勉強会
山野　秀樹　Tel.080-1095-3248
アベンティスファーマ㈱

10／15（土） 18:30 1単位　（東京）
第9回整形外科カレントコンセプト
村上　絹枝　Tel.03-3964-4097
帝京大学整形外科

10／16（日） 10:15 2単位　（山口）
13:15 2単位

第17回中国･四国リウマチ医の会
村上　敬司　Tel.082-246-7536
ワイス㈱

10／21（金） 19:00 2単位　（茨城）
第20回抗リウマチ薬研究会
村田　敏明　Tel.029-224-9141
日本新薬㈱水戸支店

10／29（土） 18:30 2単位　（広島）
第135回広島県臨床整形外科医会研修講演会
原田　英男　Tel.082-870-5555
原田リハビリ整形外科

10／29（土） 19:00 1単位　（岡山）
第13回岡山関節外科研究会
香西　貴雄　Tel.086-246-3232
科研製薬㈱広島支店岡山営業所

11／4（金） 9:00 1単位　（兵庫）
第20回日本臨床リウマチ学会
大久保　眞美　Tel.072-366-0221
近畿大学整形外科

11／4（金） 12:00 1単位　（兵庫）
11／5（土） 11:30 1単位　（兵庫）
第20回日本臨床リウマチ学会ランチョンセミナー
大久保　眞美　Tel.072-366-0221
近畿大学整形外科

11／5（土） 19:30 1単位　（香川）
香川県臨床整形外科医会研修会
田　博　Tel.087-886-8866

高田整形外科医院

11／10（木） 20:00 1単位　（東京）
第6回城北関節炎･RA･OA･AS談話会
水野　卓　Tel.03-5322-6001
武田薬品工業㈱

11／10（木） 19:00 1単位　（千葉）
第5回南総リウマチ研究会
日高　雄二　Tel.0470-99-2211
亀田総合病院膠原病内科

11／10（木） 19:30 1単位　（兵庫）
第10回兵庫県骨･カルシウムを語る会
楊　鴻生　Tel.079-552-1181
兵庫医科大学篠山病院

11／24（木） 18:30 2単位　（兵庫）
第11回阪神リウマチセミナー
厚井　薫　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科

11／24（木） 18:45 2単位　（三重）
第6回骨関節代謝外科研究会
吉広　勇人　Tel.059-229-4740
帝人ファーマ㈱

11／24（木） 19:00 1単位　（山口）
第13回山口県東部地区リウマチ勉強会
竹市　浩司　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱山口オフィス

11／24（木） 19:00 1単位　（大阪）
第4回リウマチ Update
小池　達也　Tel.06-6645-3851
大阪市立大学整形外科

11／24（木） 19:30 1単位　（山口）
第42回山口県リウマチ･膠原病（YRC）
研究会
村田　育彦　Tel.0836-35-2112
住友製薬㈱宇部営業所

11／24（木） 19:30 1単位　（東京）
第9回大田区リウマチ･膠原病研究会
関口　昌之　Tel.03-3762-4151
東邦大学医学部整形外科

11／24（木） 20:00 1単位　（高知）
第33回高知リウマチ研究会
谷　俊一　Tel.088-880-2387
高知大学運動機能学教室

11／25（金） 18:15 2単位　（埼玉）
第9回OMIYA FORUM ON
RHEUMATOID ARTHRITIS
田中　啓介　Tel.03-3241-4920
三菱ウェルファーマ㈱首都圏統括部学術グループ

11／25（金） 19:30 1単位　（富山）
OA･RA保存療法学術講演会
岡本　充弘　Tel.076-431-2660
中外製薬㈱

11／25（金） 19:45 1単位　（千葉）
第3回東葛リウマチ医会
富田　康之　Tel.04-7165-8887
富田医院

11／26（土） 15:30 2単位　（島根）
第10回くにびき整形外科セミナー
岩佐　潤二　Tel.0853-20-2241
島根大学整形外科

11／12（土） 16:25 2単位　（東京）
第36回多摩リウマチ研究会
中林　公正　Tel.0422-47-5512
杏林大学第一内科

11／12（土） 19:30 1単位　（福岡）
第4回福岡整形外科懇話会
城島　宏　Tel.092-801-1011
福岡大学整形外科

11／26（土） 15:30 1単位　（愛知）
第7回藤田リウマチカンファレンス
松本　大祐　Tel.052-211-2458
ワイス㈱東海北陸支店

11／26（土） 18:00 1単位　（岡山）
第1回山陽肩･肘関節懇話会
名越　充　Tel.086-293-0640
名越整形外科医院

10／22（土） 16:00 2単位　（東京）
第26回東京都リウマチ膠原病懇話会
村上　勝　Tel.03-3517-2581
参天製薬㈱

9／10（土） 17:00 2単位　（滋賀）
滋賀関節リウマチフォーラムーRAの
最新治療と生物学的製剤
苗村　健二　Tel.077-567-2340
田辺製薬㈱

11／14（月） 18:30 1単位　（京都）
第17回京都運動器疾患フォーラム
藤岡　幹浩　Tel.075-251-5549
京都府立医科大学整形外科

9／17（土） 18:30 1単位　（岐阜）
オステオポローシスセミナー
清水　克時　Tel.058-230-6330
岐阜大学整形外科

9／17（土） 19:30 1単位　（広島）
第134回広島県整形外科医会研修講演会
原田　英男　Tel.082-810-5555
原田リハビリ整形外科

9／10（土） 17:45 2単位　（岩手）
第3回岩手臨床リウマチ研究会
木皿　尚哉　Tel.090-9039-0686
ワイス㈱

11／26（土） 18:00 1単位　（鳥取）
第4回鳥取県東部リウマチ膠原病研究会
齋藤　浩二　Tel.082-246-7536
ワイス㈱中四国支店病院営業所

10／1（土） 18:40 1単位　（宮城）
第8回リウマチ診療研究会･仙台
本間　達也　Tel.022-264-4321
ワイス㈱北日本支店

11／16（水） 19:30 1単位　（東京）
第20回ひがし東京リウマチ研究会
小林　弘嗣　Tel.03-3230-6729
田辺製薬㈱医薬営業本部製品育成部

11／26（土） 18:00 1単位　（広島）
備後整形外科医会
檀浦　生日　Tel.084-945-3106
日本鋼管福山病院整形外科

10／22（土） 16:00 1単位　（東京）
第3回城東RAカンファレンス
小林　弘嗣　Tel.03-3230-6729
田辺製薬㈱医薬営業本部製品育成部

10／1（土） 16:00 2単位（北海道）
第10回北海道臨床リウマチフォーラム
小山　芳弘　Tel.011-520-6001
三菱ウェルファーマ㈱北海道支店

11／18（金） 18:00 1単位　（新潟）
中越地区リウマチのケア講演会
小林　浩之　Tel.025-243-4855
エーザイ㈱

11／26（土） 14:05 1単位　（大阪）
11／27（日） 10:10 1単位
第17回中之島リウマチセミナー
秘書　中川　恵子　Tel.06-6371-9921
行岡病院

10／22（土） 19:00 1単位（神奈川）
横浜人工関節セミナー
三ツ木　直人　Tel.045-261-5656
横浜市立大学市民総合医療センター
整形外科

9／17（土） 18:00 1単位（鹿児島）
第30回九州リウマチ学会イブニング
セミナー
林　協司　Tel.099-275-5381
鹿児島大学整形外科

9／10（土） 18:00 2単位　（宮崎）
第3回宮崎サイトカイン制御療法研究会
温水　Tel.0985-85-0986
宮崎大学整形外科

10／6（木） 12:00 1単位　（鳥取）
第105回中部日本整形外科災害外科学会
岡野　徹　Tel.0859-34-8115
鳥取大学整形外科

11／19（土） 16:00 1単位　（大阪）
第12回北河内リウマチ膠原病勉強会
宮島　茂夫　Tel.06-6992-1001
関西医科大学病院整形外科

12／1（木） 20:00 1単位　（大分）
第13回大分人工関節研究会
井原　和彦　Tel.0977-67-1111
国立病院機構別府医療センター整形外科

10／28（金） 19:30 1単位　（愛知）
第28回瑞穂卒後研修セミナー
関谷　勇人　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

9／18（日） 16:20 2単位　（兵庫）
第4回日本リウマチ実地医会
井手尾　健太　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部

9／10（土） 19:15 1単位　（茨城）
茨城県臨床整形外科医会講演会
小松　満　Tel.029-275-4141
小松整形外科医院

10／7（金） 19:00 1単位（北海道）
メディカル in Sapporo
櫻田　昌史　Tel.011-512-2173
大正富山医薬品㈱札幌支店

11／19（土） 18:10 2単位　（群馬）
群馬リウマチ関節外科研究会
井上　博　Tel.027-322-3660
井上病院

12／8（木） 19:00 1単位　（福岡）
第57回北九州筑豊リウマチ懇話会
廣田　政幸　Tel.093-921-3737
旭化成ファーマ㈱北九州営業所

10／28（金） 11:30 1単位　（京都）
10／29（土） 12:00 1単位
第33回日本臨床免疫学会総会ランチョン教育講演
藤井　隆夫　Tel.075-751-4380
京都大学臨床免疫学

9／22（木） 20:00 1単位　（大分）
第77回大分県リウマチ懇話会
田　典克　Tel.097-534-5100

ファイザー㈱大分オフィス

9／10（土） 18:30 1単位　（東京）
第二回目黒区整形外科病診連携の会
安藤　哲也　Tel.03-5325-5123
帝人ファーマ㈱東京支店城南営業所

10／7（金） 19:30 1単位　（長崎）
第14回県北リウマチ研究会
植木　孝幸　Tel.0956-33-7151
佐世保中央病院

11／24（木） 19:30 1単位　（埼玉）
第10回埼玉県北部リウマチ研究会
今井　史彦　Tel.0494-27-0055
今井内科クリニック

12／16（金） 19:00 1単位（北海道）
道南関節リウマチ・膠原病懇話会
（講演会）
松林　敏行　Tel.0138-31-6701
旭化成ファーマ㈱

10／29（土） 17:00 1単位　（愛知）
第51回東海関節外科研究会
佐藤　悦郎　Tel.052-935-3681
住友製薬㈱名古屋支店

9／23（金） 9:40 1単位　（東京）
14:00 1単位

第54回東日本整形災害外科学会
勝呂　徹　Tel.03-3762-4151（内6631）
東邦大学整形外科

9／11（日） 10:00 1単位　（東京）
11:00･12:00 各1単位

第16回痛風研修会
安東　泰江　Tel.03-3597-9394
痛風研究会

10／8（土） 17:10 2単位　（京都）
臨床免疫セミナー in Kyoto
内田　志保　Tel.075-751-4380
京都大学臨床免疫学

11／13（日） 12:00 1単位　（新潟）
第183回新潟整形外科研究会
生越　章　Tel.025-227-2272
新潟大学整形外科

10／1（土） 18:00 1単位　（山口）
山口県整形外科医会
馬上　昌士　Tel.083-973-8860
科研製薬㈱広島支店

9／17（土） 13:30 1単位　（千葉）
第14回日本シェーグレン症候群研究会
冨板　美奈子　Tel.043-226-2144
千葉大学小児病態学

10／17（月） 18:30 1単位　（京都）
臨時京都運動器疾患フォーラム
北條　達也　Tel.075-251-5549
京都府立医科大学整形外科

11／9（水） 20:00 1単位　（東京）
第20回城北リウマチ研究会
中澤　信　Tel.03-5950-1121
科研製薬㈱東京支店中央営業所

10／1（土） 18:00 1単位　（東京）
第4回北関東リウマチ抗TNF療法研究会
東海・吉田　Tel.03-3230-6938
田辺製薬㈱東京第二支店医薬部

10／18（火） 19:00 1単位　（福岡）
第12回久留米リウマチ膠原病研究会
福田　孝昭　Tel.0942-22-6111
久留米大学医療センター

11／10（木） 19:00 1単位　（広島）
第10回備後リウマチ懇話会
上野　武久　Tel.0848-46-0080
上野整形外科

9／10（土） 17:00 1単位　（兵庫）
第19回神戸臨床リウマチ懇話会
阿部　修治　Tel.0794-38-0621
甲南病院加古川病院整形外科

9／17（土） 16:00 1単位　（兵庫）
兵庫県手の外科症例検討会特別講演会
山下　仁司　Tel.0794-26-8800
やました整形外科

10／1（土） 18:00 1単位（神奈川）
第51回横浜市整形外科医会
紺野　勉　Tel.045-862-2551
紺野整形外科医院

9／17（土） 18:35 1単位　（東京）
第5回桜整形外科セミナー
西郷　嘉一郎　Tel.03-3972-8111
日本大学整形外科

10／1（土） 19:15 1単位　（沖縄）
第3回沖縄骨ペースト研究会学術講演会
渡久地　政治　Tel.098-861-6452
大正富山医薬品㈱福岡支店沖縄営業所

10／22（土） 17:50 1単位　（大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会（第164回）
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815
長谷川整形外科医院

11／16（水） 19:00 2単位　（山形）
第3回山形抗TNFα-リウマチ研究会
木　理彰　Tel.023-628-5355

山形大学整形外科

9／10（土） 17:30 1単位　（京都）
第8回比叡ＲＡフォーラム
稲生　哲雄　Tel.075-314-8523
三菱ウェルファーマ㈱京都支店

11／26（土） 17:30 1単位　（愛知）
第7回東三河リウマチ研究会
八木　了　Tel.0532-33-6111
豊橋市民病院リハビリテーション科

9／17（土） 11:30 1単位（鹿児島）
第30回九州リウマチ学会
林　協司　Tel.099-275-5381
鹿児島大学整形外科

10／4（火） 18:30 2単位　（長崎）
第14回長崎骨粗鬆症研究会
西村　淳　Tel.095-824-6715
住友製薬㈱

10／22（土） 18:00 1単位（神奈川）
大和整形外科医会学術講演会
岡本　仁志　Tel.046-262-2080
岡本整形外科

11／18（金） 19:00 1単位　（熊本）
第6回リウマチ性疾患と骨粗鬆症治療
研究会
本田　五男　Tel.096-366-3666
熊本整形外科病院

9／10（土） 18:00 1単位（北海道）
第10回道東リウマチ･膠原病談話会
（講演会）
阿部　敬　Tel.0154-41-6121
市立釧路総合病院内科

11／30（水） 19:15 1単位　（長崎）
第12回長崎大腿骨頚部骨折研究会
井上　和幸　Tel.095-848-7601
旭化成ファーマ㈱医薬長崎営業所

9／18（日） 11:30 1単位（鹿児島）
第30回九州リウマチ学会
林　協司　Tel.099-275-5381
鹿児島大学整形外科

10／6（木） 19:30 1単位（神奈川）
平成17年度KCOA関節症研修会
紺野　勉　Tel.045-862-2551
紺野整形外科医院

10／28（金） 19:30 1単位　（沖縄）
沖縄リウマチ･膠原病懇話会
古謝　亜由子 Tel.098-869-9540
旭化成ファーマ㈱沖縄営業所

11／19（土） 18:00 2単位　（東京）
第9回桜リウマチ研究会
龍　順之助　Tel.03-3972-8111
日本大学整形外科

9／10（土） 18:00 1単位　（静岡）
第6回静岡リウマチ治療研究会
吉川　一真　Tel.052-211-2458
ワイス㈱東海北陸支店病院営業所

12／2（金） 20:00 1単位　（福岡）
第66回福岡リウマチ懇話会
近藤　正一　Tel.092-762-2380
近藤リウマチ･整形外科クリニック

9／22（木） 19:00 1単位　（千葉）
第5回東総リウマチ研究会
平栗　雅樹　Tel.0476-22-2311
成田赤十字病院内科

10／7（金） 19:00 1単位　（長崎）
県央膠原病研究会
白江　伸也　Tel.095-818-7360
アステラス製薬㈱

10／29（土） 17:00 2単位（鹿児島）
第11回鹿児島リウマチ医の会
大谷　泰幸　Tel.092-411-0119
参天製薬㈱

11／19（土） 17:00 2単位（神奈川）
第53回神奈川リウマチ医会
森　俊仁　Tel.042-742-8311
国立病院機構相模原病院整形外科

9／10（土） 18:00 1単位　（広島）
第34回広島リウマチ研究会
村上　敬司　Tel.082-246-7536
ワイス㈱中四国支店病院営業所

12／10（土） 17:00 1単位　（広島）
平成17年度広島大学整形外科教室
同門会
田中　信弘　Tel.082-257-5232
広島大学整形外科

9／22（木） 19:00 1単位　（三重）
骨・関節免疫研究会
庭野　秀基　Tel.052-211-2458
ワイス㈱東海北陸支店三岐営業所

10／8（土） 15:00 2単位　（京都）
第18回京滋骨粗鬆症研究会
高月　邦明　Tel.075-212-5288
エーザイ㈱京都コミュニケーションオ
フィス

9／10（土） 17:30 1単位　（大阪）
大阪医科大学整形外科学教室同門会教
育研修会
木下　光雄　Tel.072-683-1221
大阪医科大学整形外科

9／23（金） 17:00 1単位　（東京）
17:00･17:00 各1単位

第54回東日本整形災害外科学会イブニングセミナー
勝呂　徹　Tel.03-3762-4151（内6631）
東邦大学整形外科

10／8（土） 12:00 1単位　（東京）
10／9（日） 12:00 1単位
第15回日本小児リウマチ学会総会・学術集会ランチョンセミナー
伊藤　保彦　Tel.03-3822-2131
日本医科大学小児科

9／12（月） 18:30 1単位　（京都）
第16回京都運動器疾患フォーラム
藤岡　幹浩　Tel.075-251-5549
京都府立医科大学整形外科
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当財団では，リウマチケア研修会を下記のように開催する予定です。医師，看護師，その他保健，
医療，福祉，介護，行政等に従事する方ならどなたでも受講できます。
〔受講料〕無料　参加ご希望の方は，下記の方法で事前にお申し込み下さい。
〔申込方法〕「○○地区リウマチのケア研修会申込」とし，氏名，勤務先，科名，連絡先住所，電話番
号を書き，返信用封筒（宛先を書き80円切手貼付）を同封の上申込先へ申込みください。
〔研修単位〕登録医教育研修単位　2単位（2,000円）

平成17年度　日本リウマチ財団主催　リウマチケア研修会開催予定

地区名 

北海道・ 

東北 

開催日 

10月29日 

（土） 

開催場所 

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 

（〒960-1295　福島市光が丘1） 

中・ 

四国 

9月10日 

（土） 

谷　俊一 教授 

高知大学整形外科 

（〒783-8505　南国市岡豊町小蓮） 

九州・ 

沖縄 

11月26日 

（土） 

潮平 芳樹 副院長 

豊見城中央病院 

（〒901-0295　豊見城市上田25） 

近畿 
10月1日 

（土） 

高知市 

ふくし交流プラザ 

那覇市 

沖縄県女性 

総合センター 

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 

（〒634-8521　橿原市四条町840） 

上記研修会に関しての問合せ先：日本リウマチ財団　Tel.03-3946-3551

平成17年度　日本リウマチ財団主催　リウマチ教育研修会開催予定

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。リウマチ

学の研究，リウマチ診療に携わる方ならどなたでも受講できます。奮ってご参加ください。

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）

研修会に参加ご希望の方は，事前申込が必要です。

〔申し込み方法〕「中央または，○○地区リウマチ教育研修会申込」と書き，氏名，勤務先，科名，
連絡先住所，電話番号，日本リウマチ財団登録医は登録番号をお書きのうえ返信

用封筒（あて先を書き80円切手貼付）を同封し，申込先へ申込ください。

〔 受 講 料 〕中央研修会：財団登録医　21,000円　一般医　30,000円

地区研修会：財団登録医 7,000円　一般医　10,000円

〔 テ キ スト 〕「リウマチ基本テキスト」（平成17年度新版）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 
（単位数） 開催日 開催場所 世話人・申込先 

新潟 
（6単位） 

9月11日 
（日） 

新潟市 
朱鷺メッセ 

新潟コンベンションセンター 
 

村澤　章　新潟県立瀬波病院院長 
              〒958-8555　村上市瀬波温泉2-4-15

岐阜 
（6単位） 

9月18日 
（日） 

岐阜市 
長良川国際会議場 

世話人：清水　克時　岐阜大学整形外科教授 
申込先：伊藤　芳毅　岐阜大学整形外科 
　　　　〒501-1194　岐阜市柳戸1-1 

徳島 
（6単位） 

9月25日 
（日） 

徳島市 
徳島大学永井記念ホール 

安井　夏生　徳島大学整形外科教授 
              〒770-8503　徳島市蔵本町2-50-1

宮崎 
（6単位） 

11月20日 
（日） 

宮崎市 
宮日会館 

 

帖佐　悦男　宮崎大学整形外科教授 
              〒889-1692　宮崎県宮崎郡清武町木原5200

兵庫 
（6単位） 

10月16日 
（日） 

西宮市 
ノボテル甲子園 

世話人：佐野　　統　兵庫医科大学リウマチ・膠原病科教授 
　　　　立石　博臣　神戸海星病院院長 
申込先：佐野　　統　兵庫医科大学リウマチ・膠原病科 
　　　　〒663-8501　西宮市武庫川町1-1

受付中 

受付中 

受付中 

受付中 

受付中 

※教育研修単位は，自己管理となりますので，証明書用紙は必要期間保存願います。
※財団主催および単位認定講演については，リウマチ情報センター・ホームページでみること
ができます。 URL：http://www.rheuma-net.or.jp 

リウマチ治療の基本を規定する「リウマチ基本テ
キスト」が平成14年の初版発行から3年を経て，
このたび第2版が発行されました。わずか3年の間
ですが，リウマチ治療には新たな製剤の投入があり，
めまぐるしく変化しています。これらの変化を踏ま
えて大幅に増補してあります。是非お手元に1冊を。

「リウマチ基本テキスト」
第2版 発行

B5判 684頁 定価 5000円（税込）

財団法人　日本リウマチ財団 事務局
TEL 03-3946-3551 FAX 03-3946-7500

【症例】68歳、女性

7～8年前からの対称性多関節痛と可動域制限がみ

られる。

（解答は次号に掲載します）

第8問

【症例】56歳，女性

20年来の多発性関節炎があるが，大関節，下肢の機

能は比較的保たれている。

第8問解答 関節リウマチ（ムチランス変化）

【解説】

比較的珍しい症例であるが，手以外には足根骨間関

節とMTP関節に軽度の変化を認めるのみである。遠

位尺骨，橈骨端，MP関節，PIP関節にムチランス変化

および関節脱臼がみられる。この例でも右示指のDIP

関節にムチランス変化がみられるが，RAにみられるム

チランス変化は，近位に強い傾向であり，乾癬性関節

炎でみられる遠位優位な変化とは逆になっている。

QQQQuuuu''''eeeesssstttt----cccceeee qqqquuuueeee cccc''''eeeesssstttt ？？？？？？？？？？？？レ ン ト ゲ ン ク イ ズ
協和会病院リウマチセンターセンター長　村田 紀和

第9問　両肩正面像



日本リウマチ財団ニュース10 平成17年9月1日発行　No.72第三種郵便物認可

包括的な呼吸リハビリテーション
関節リウマチは，その病期や治療過程

で様々な合併症を呈することがあるが，

その中でも肺・呼吸機能低下（間質性肺

炎・肺線維症・変形・筋力低下）や脊椎障

害（骨粗しょう症・圧迫骨折）は，最も避け

たいテーマである。肺・呼吸機能低下は

活動性の低下，体力・免疫力の低下（廃

用症候群）を招き，日常生活活動（ADL）

や社会参加など人生の質的側面（QOL）

に様々な支障をきたしやすい。また，急

性増悪を引き起こすといった悪循環に陥

りやすいため，包括的な呼吸リハビリテ

ーションは悪循環を絶つための機会にな

るといえる。

肺・呼吸機能障害
一般に，健常者は安静状態で，1分間

に約5000～7000ccの呼吸をし，鼻や口

から呼吸された空気は喉・気管を経て肺

に至り，空気中の酸素を体内に取り込み，

体内で作られた二酸化炭素を吐き出して

いる。関節リウマチは，その治療過程で

10％以上が肺線維症を合併し，肺の機能

が損なわれるといわれている。またそれ

以上に，呼吸する筋力の低下や姿勢障

害・脊椎変形などにより呼吸機能が低下

し，血液中の酸素量が低下したり，二酸

化炭素量が増大する場合がある。このよ

うな状態を呼吸不全といい，痰や咳，息

切れなどのためにADLやQOLに様々な

支障をきたす。

自分の状態を知る
主治医に，呼吸・肺機能（肺活量や吐

き出す力など）に加えて，薬物療法・喫

煙・栄養を含めての教育・指導を受ける。

そこで主治医からリハビリテーションの必

要性が指導されたなら以下のことを行っ

てみる。

①姿勢を後ろや横から見てもらう。

②椅子坐位で，1分間の呼吸数と心拍数

を図る。（血圧も図れれば）

③入浴・階段・食事・仕事・買い物など日

常生活や社会参加で何が辛いかを，

10cmスケールVAS（図1）で表現して

みる。

試してみる
歩行テスト（関節が痛い人は6分間，痛

くない人は12分間）をしてみる。但し，関

節の痛みが辛い日はやめる。

①歩行前に呼吸数と心拍数（血圧計があ

れば血圧も）を測定し，苦しさをVAS

で表現する。

②住宅の周辺など距離のわかるところを，

万歩計をつけてできるだけ速く歩いて

みる。

③歩行後に距離と歩数，呼吸数と心拍数

を測定してみる。

④どれくらい苦しいかをVASで表現して

みる。

呼吸方法を習得する
①姿勢調整・リラクセーション：全身

筋肉の緊張をほぐして楽な呼吸を行え

るようにする。臥位では，手をおなか

の上にあてて，心の中で「あー，気持ち

良い」と念じる。坐位では，脊柱を伸展

させ腕の重さが実感できるように体幹

部の力を抜き，肩や首をゆっくり大きく

動かす（図2）。

②呼吸練習：口すぼめ呼吸と胸腹連動

型の呼吸を練習する。まず臥位で始

め，椅子坐位，立位，作業時と，次第に

日常生活のいろいろな場面でもできる

ようにする。

口すぼめ呼吸；鼻から3秒息を吸い

（図3a），口をすぼめて風船を膨らませ

るように5秒強くゆっくりと息を吐き出す

（図3b）。できるようになったら，5秒吸

い10秒吐くようにする。

胸腹式呼吸；苦しいときは，肩でハァ

ハァと呼吸したり，息を吸ったときに腹

部がへこんだりしてしまいがちになる。

臥位で膝を曲げ腹部に500gの重り（味

噌や塩でいい）をのせて（図4），鼻か

ら吸う時に重りをはねかえすように3秒

吸い，5秒ゆっくりと強く口すぼめで吐

き出す練習をする。この際も徐々に時

間を長くしていく。

③呼吸筋強化と胸郭ストレッチ：呼吸

に関係する筋力と耐久力の向上は，病

状や脊柱の状態に合わせて医師や専

門セラピストの指導を受けることを勧め

る。

日常生活での自己管理
季節の変わり目や気温が大きく変化す

るときなど，健康な人より風邪などの感染

症に注意が必要なので，手洗い・うがい

を励行する（塩水やお茶でも十分である

が，市販のイソジンを使用すると良い）。

寒くても，ときどき部屋の換気を行い，

薄手のジャケットやカーディガンで微妙な

体温調節を行う。

気温が下がり冬になると運動不足にな

りやすい。室内での体操や立位歩行など

の運動を励行する。

外出するときは，市販の立体型のマス

クを着用する。

痛みの少ない時こそ，日ごろやりたい

ことをしたくなりがちであるが，疲れる前

に，「明日できることは今日しない」の精

神で行う。

疲れた日の入浴は，関節症状や全身症

状にも影響を与えるため，極力短めかシ

ャワーにする。入浴は十分休息をとった

のちか，体調の良い時に食事の前後を避

けて入る。入浴後は1時間程度休息する

ようにする。

また，疲れている時や暑い時には，急

に立ち上がると立ち眩みを起こしやすい

ので，手足を十分に動かしてから立ち上

がる習慣をつける。

札幌山の上病院　清水 兼悦

連 載 ⑨

自分でできるリハビリ

事務局だより

財団では，平成18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13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18年1月1日か

ら3月31日までです。

リウマチ登録医で下記年度に登録医に
なられた方は，来年度，資格更新者に該
当いたしますので，更新の条件により研
修単位取得等をお心掛けください。
◎昭和63年度，平成3年度，平成6年度，
平成9年度，平成12年度，平成15年
度の登録医
なお，申請書類は11月頃にお送りい

たします。

リウマチ登録医募集

リウマチ登録医の資格更新

いきなり何か，と思われる方がいらっしゃ

るかもしれません。本当は，フランス語のオ

ード・トワレに纏わる私の母の思い出です。

17世紀，太陽王ルイ14世のベルサイユ宮

殿では，4000人もが居住していましたが，

そこには246個の便器しかなく，淑女たち

は，長い巨大なスカートに隠れて用足しを

し，宮殿内は，悪臭が立ちこめていたそう

です。その消臭効果をねらって使われたの

が，オード・トワレ（eau de toilette：仏語）

ですから，やはり，「トイレの水」で間違いは

ないのかも知れません。私の母は，時代が

そうだったのでしょうが，家政婦二人を連

れて，貧乏医学生の父と結婚しました。85

歳で亡くなるまで，髪をラベンダー色に染め

て，英会話教室に通い，父の海外学会の出

張にくっついて行っては，一人で動物園や

美術館巡りを楽しんでいました。小柄で色

白の母は，人から20歳程若く見られるのが

自慢で，いつも香水の香りに包まれて，確

かに若 し々い気ままな振る舞いの中でいつ

までもお転婆娘として生きていました。母

の影響で私も中学生の頃から，オーデコロ

ンを付ける習慣ができ，今では，ブルガリ

のブルーを愛用しています。

私が学生時代初めて海外旅行をすると

き，「オード・トワレ沢山買ってきてね」と電

話を貰いました。香水のほうが良いので

は？ と問い返すと，最近，トイレに使う頻

度が高くなってきたので，断然，オード・トワ

レがいいとの答えでした。「え？」と，絶句

しましたが，私は，そのとき初めて，母のト

イレの後，いつも良い香りがしていたわけ

を理解しました。母は，生半可な外国語の

知識から，オード・トワレを，文字道理トイレ

の水と信じて使っていたのです。以後，我

が家では，オード・トワレは，母をからかう

ジョークの定番となりました。しかし，母は，

懲りることなく，晩年まで，オード・トワレを

トイレに使用していました。

後日談があります。母は，その後，いろ

いろ研究を重ねたらしく，新しい香水に興

味が移ったようでした。パリに行ったとき，

シャネルの店に一人で買い物に出かけ，拙

い仏蘭西語で，「田舎の香水ありますか？」

と尋ね，店を大混乱に陥れたそうです。私

を母の息子であることを知っている店員は

だれもいないはずですが，以後，シャネル

だけは，恥ずかしくて，行ったことがありま

せん。稚気愛すべき母がいなくなってはや

10年，その母を愛した父も亡くなって6年

が経ちます。漢詩に曰く，歳月人を待たず。

また，去る者は，日々に疎し。

（後藤　眞）

トイレの水

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。

●ご寄附いただいた方（2005年8月）

穴井　タカ子様（神奈川県）

図2図3a

図3b 図4
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