
尾崎 リウマチ専門医が高血圧に注目

している理由は2つあります。1つは疫

学的事実です。リウマチ性疾患のなか

では関節リウマチ（RA）が最も一般的

な疾患であり（約70万人），その男女比

は，1対3ないしは1対4と女性に多く，

約50万人と推定されています。さらに

最近の10年間で患者さんの平均寿命が

伸びています。つまり，リウマチ性疾

患患者さんの高齢化に伴い生活習慣病

の高血圧が注目されているというわけ

です。2つ目は，RAの病態である腎症

を介して高血圧を発症する，あるいは

RA治療薬が高血圧を誘発する可能性が

あるという点です。

もう少し，RAの疫学を見てみます

と，主な死因は，感染症，呼吸器疾患，

悪性腫瘍，そして 4番目が脳血管疾患

で，約13％と報告されています。また，

RAの発症年齢が平均40～45歳で，平

均死亡年齢が65.5歳と報告されている

ことから，発症から死亡までの期間は

17.5年ということになります。これと

比較して，わが国の一般的な高血圧で

の背景はいかがでしょうか。

木村 わが国の高血圧人口はおよそ

3500万人で，4人に1人といわれていま

す。そして95％が本態性高血圧で，残

りがいわゆる二次性高血圧です。現在

ではさまざまな降圧薬が使用できるた

め，降圧自体は以前ほど困難ではあり

ません。最近の高血圧診療で最も重要

なのは，心血管疾患をいかに防ぐかと

いうことです。昨年（2004年），日本高

血圧学会は高血圧治療ガイドライン

（JSH2004）を発表しましたが，そのな

かで高血圧を診療する場合には，血圧

だけではなく，脳血管疾患や心血管疾

患およびそれらの危険因子を十分評価

して，心血管疾患のリスクで層別化し，

治療方針を立てることになってます

（表，図）。

RAでは脳血管疾患や心血管疾患の発

症頻度が比較的高く，相対リスクは 3.1

倍と報告されています。しかし，

JSH2004では，RAに関する記述はあり

ません。

尾崎 ガイドラインでは，RAの高血圧

に対する治療方針がないということで

すか。

木村 はい。大切な疾患が抜けている

と感じました。先ほど先生がおっしゃ

ったRAの脳血管疾患に対する危険性で

すが，まず高齢であること，そしてリ

ウマチ性疾患そのものが血管障害を促

進する可能性が高いこと，さらに使用

されている薬物が高血圧の悪化や動脈

硬化の促進につながっていると思いま

す。

尾崎 RAに心血管イベントが多い理由

には，その根底に血管そのものに対す

る影響が考えられます。たとえば，RA

の関節外症状にリウマチ性血管炎があ

ります。そしてもう1つ，RAは滑膜の

炎症によりCRPが上昇しますが，その

ような状況下では，長期的にみると動

脈硬化を起こします。そして，三つ目

が，先生のおっしゃった薬剤由来の高

血圧でしょう。

木村先生のお話では，RAの患者さん

を診るときにも4人に1人，もしくはそ

れ以上に高血圧の合併の可能性がある

と考えておかねばならないわけですね。

木村 もっと多い可能性もあります。

尾崎 米国の大規模な調査では，RAと

変形性関節症を一緒にした関節炎患者

さん 3000万人（35歳以上）の 39％，

1180万人が降圧薬の投与を受けている

と報告されています。つまり5人に2人

ですね。もともと米国は関節炎が多い

国であり，おそらく高血圧も日本以上

に多いでしょう。そのなかで，RAのみ

についてみると，患者数 570万人中

34％，つまり3人に1人は降圧薬の処方

を受けています。この報告では，両疾

患とも一般的なものなので，それぞれ

の合併は驚くに値しないとまとめてい

ます。米国のリウマチ専門医は，高血

圧の治療を日常的に行っているという

ことになります。また，日本でも4人に

1人が降圧薬を服用しているということ

なので同じことがいえます。

次にRAの治療体系ですが，2002年の

米国リウマチ学会（ACR）のガイドラ

インでは，以前のピラミッド療法から

一転して，初めに非常に強力な治療を

して，寛解を導入するという方法が勧

められています。そして，NSAIDsもし

くはCOX-2阻害薬と副腎皮質ステロイ

ド薬の位置づけは，"may be considered"

となっています。つまり「使うことを

考慮されてもいい」ということです。

臨床現場では，NSAIDsの鎮痛薬として

の位置づけは変らず，今でも併用され

ています。しかし，高血圧にとってこ

れは不適当で，高血圧を誘発する可能

性が考慮されます。

木村 いちばん気をつける必要がある

のは NSAIDsだと思います。NSAIDs

はシクロオキシナーゼを阻害して，腎

臓でのナトリウム排泄を抑制します。

つまりナトリウム貯留を背景に血圧が

上昇すると考えられています。NSAIDs

を使用していると約5mmHgの血圧上昇

があるというメタアナリシスもありま

す。もう1つNSAIDsで問題になるのは

腎障害です。これは尾崎先生もお話し

になったように，RAの患者さんは血管

障害を起こしている可能性が高い。そ

れから女性で高齢であることも影響し

ます。女性は血管障害を起こしにくい

とされますが，閉経後では男性と同じ

か，むしろより強くなってきます。血

清クレアチニンの異常がみられない程
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度の潜在的な腎障害のある患者さんで

も，NSAIDsを投与することによって糸

球体濾過率が急激に低下し血圧が上昇

します。そして血圧上昇はさらに腎障

害を悪化させるという悪循環を招くこ

とが考えられます。

尾崎 NSAIDsの種類による危険性の違

いはありますか。

木村 COX-2阻害薬は腎への影響が少

ないと期待されましたが，違っていた

ようです。

尾崎 NSAIDsはプロスタグランジン

（PG），特にPGI2産生を抑えるため，腎

血流量が減少するということですね。

木村 そうです。ナトリウムを貯留さ

せ，糸球体濾過量を低下させます。ま

た，NSAIDsには間質性の腎障害を起こ

す可能性もあります。この作用は使用

量とあまり関係なく発症するので注意

が必要です。さらに，高齢者で腎動脈

狭窄がある場合にNSAIDsを使うと腎障

害を非常に強く顕性化させることも知

られています。

次に注意が必要なのはステロイド薬

です。この薬そのものは腎障害を起こ

しませんが，ミネラルコルチコイド様

作用によりナトリウム貯留で血圧が上

昇します。

尾崎 つまり降圧薬の一部の作用を阻

害するということですか。

木村 そうです。血圧をコントロール

しにくくなることが知られています。

尾崎 グルココルチコイドには高コレ

ステロール血症，動脈硬化という影響

もありますね。

木村 はい。長期間使用していると，

インスリン抵抗性を増悪，高脂血症か

ら動脈硬化を引き起こして，高血圧を

さらに助長します。

尾崎 次にシクロスポリンですが，現

在日本では抗リウマチ薬として承認さ

れていません。しかし，海外ではRAに

使用されますし，今後日本でも使われる

ことになるかもしれません。この薬も

高血圧に注意が必要と聞いていますが。

木村 我々もシクロスポリンをネフロ

ーゼ症候群や腎移植後に使用しますが，

最大の問題点は細動脈硬化です。細動

脈の硝子化を起こします。さらに，尿

細管間質障害を発症する可能性がある

ため，ある程度の用量を使っている患

者さんでは，1～2年経過したところで

腎生検での評価が必要になります。

尾崎 我々がRA患者さんにシクロスポ

リンを使用するときには，30％ルール

といって，クレアチニンが上限の30％

を超えたら投与を中止します。この点

について，ネフローゼなどに投与する

ときには，どのような注意をしている

のでしょうか。

木村 腎機能で判定するガイドライン

はありません。通常は，トラフ値が高

いと動脈の障害などの副作用を発症し

やすく，一定のピーク値が得られない

と効果の維持ができないため，トラフ

とピーク時の血中濃度を測定します。

投与が2年間に及ぶ場合には，細動脈硬

化の評価のため，腎生検が必要になり

ます。

尾崎 腎病変に対して使う薬でまた別

の腎病変が起こる。ジレンマですね。

木村 細動脈硬化が起これば血圧が上

がってきますので，そういう意味では

かなり難しい薬物だと思います。

尾崎 一般の高血圧患者さんに対する

降圧薬の選択基準や評価方法などを教

えてください。

木村 JSH2004の一般的な方法では，ま

ず対象となる高血圧が本態性か二次性

かを判断します。次に，心血管障害の

危険因子とすでにある臓器障害の程度

を評価します。そして，これらの組み

合わせと血圧値によって，心血管疾患

のリスクの層別化を行います。この結

果，低リスクでは3ヵ月間，中等リスク

では1ヵ月間，まず生活習慣を改善して

様子をみます。また，高リスクではす

ぐに降圧療法を始めます。この方法は

心血管障害の発症や進展を予防するこ

とを目的に，このような方法が提唱さ

れたのです。生活習慣の改善には塩分

の摂取制限などがあります。JSH2004で

は1日の塩分摂取の目安を6gにしてい

ます。

尾崎 以前は7gでしたね。

木村 はい。そのほか，肥満に対する

対策や運動不足の解消などが必要です。

そしてアルコール摂取も日本酒にして1

合くらいまでにします。アルコールは

血圧を下げますが，習慣的な飲酒では

血圧を上げることがわかっています。

JSH2004の高血圧の定義は，収縮期血圧

1 4 0 m m H g 以上または拡張期血圧

90mmHg以上としています。最近の血

圧の考え方では，低いほうが心血管障

害のリスクを低下するとされています。

たとえば米国では，120/80mmHg未満を

狭義の正常血圧としています。この数

値は日本では至適血圧と呼んでいます。

一般的によく使われる薬物は，Ca 拮

抗薬（CCB），ACE阻害薬（ACEI），ア

ンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）

で，そのほかにβ遮断薬，α遮断薬，

利尿薬です。これらはすべて血圧を下

げることがわかっているので，どの薬

物から使用してもかまわないことにな

っていますが，できるだけ少量から使

うことが推奨されています。投与方法

は，ある降圧薬を少量から開始した場

合，効果が十分でなければ，原則的に

通常量の2倍以内の範囲で増量します。

そして，ある程度の効果はみられるが

十分ではない場合には，別のタイプの

降圧薬を追加します。そして必要に応

じて3種類，あるいは4種類と追加して

いきます。

次に選択方法ですが，一般的には

ARB，ACEI，利尿薬，あるいはCCB単

独または組み合わせによる使用が推奨

されています。合併症がある場合の選

択には，エビデンスが存在する降圧薬

を選択することが推奨されています。

たとえば腎障害の患者さんなら，ARB

やACEIが第一次薬になり，次にCCBま

たは利尿薬を追加するという方法です。

また，心筋梗塞との合併ではβ遮断薬

またはCCBを，心不全との合併では利

尿薬またはACEIを第一次薬にする，と

いうようにエビデンスのある降圧薬が

推奨されています。エビデンスがない

疾患の場合には，何から開始してもよ

いことになっています。

尾崎 何を使用してもいいといわれる

とかえって迷いますね。

木村 私としては，初めにCCB，ACEI

またはARBを使用するのがいいと思い

ます。最近ではACEIやARBが第一次

薬として使用されることが多くなって

います。ACEIやARBは血圧のほか交感

神経活性を低下させます。ただしACEI

には，空咳の副作用があります。当初

は10～15％程度といわれましたが，実

際にはもっと多いようです。CCBは直

接血管を拡張するため強力な降圧作用

があり確実に血圧を下げます。しかし

CCB単独では交感神経活性が上昇し，

血管障害を起こす可能性があるので，単

独ではなく交感神経活性を低下させる

ACEIやARBとの併用をお勧めします。

尾崎 最初からCCBとARBを一緒に投

与するということですか。

木村 初めからの併用は難しいので，

CCBで血圧を下げ，そこにARBなどを

追加するほうがいいと思います。そし

て，CCBとACEIまたはARBの併用で

も血圧が十分に下がらなかった場合に

は，利尿薬を半錠ほど追加します。少

量でいいと思います。

尾崎 ARBなどと併用する利尿薬は，

カリウム保持性ではないほうがいいで

しょうか。

木村 腎障害がなければ問題ないと思

います。しかし，腎障害のある場合に

は，サイアザイド系やループ利尿薬が

いいですね。ただし，サイアザイド系

利尿薬はクレアチニンが 1.5～ 2mg/dL

以上では効果が低下するので，その場

合はループ利尿薬を使用します。ルー

プ利尿薬は，短時間作用型のフロセミ

ド（商品名：ラシックス）より長時間

作用型のアゾセミド（商品名：ダイア

ート）などのほうが有効です。

尾崎 膨大な数の降圧薬をすべて覚え

ることは現実的ではありません。降圧

薬の1系統につき1～2種類，自分で使

用できるものをつくればいいと思いま

すが，いかがでしょうか。

木村 使いやすい降圧薬数は，CCBや

ACEIでは3～4種類です。ARBは現在

5種類販売されていますが1～2種類を

使えればよく，これらを組み合わせる

のが一番いいと思います。

尾崎 副作用も習熟した2種類くらいず

つの薬を自分のものにしておくという

ことですね。

木村 それぞれ1種類でもいいと思いま

す。ただ，作用機序の異なる降圧薬を

うまく組み合わせることが大切です。

現在は，CCBとACEIあるいはARBの

組み合わせが一番多く，次に利尿薬と

の併用が推奨されています。しかし日

本では，利尿薬は敬遠され，あまり使

われていません。一方，米国では利尿

薬を最初に選択するという，利尿薬中

心のガイドラインです。日本では，利

尿薬が3薬目に入ってなければ，次に追

加する場合は必ず使用するという考え

方です。

尾崎 塩分をたくさん摂取する日本人

には，むしろ利尿薬のほうが理にかな

っているような気もしますが。

木村 そのとおりです。NSAIDsやステ

ロイド薬が関与する高血圧にも利尿薬

のナトリウム利尿作用が有効です。し

かし利尿薬の単独使用は，高尿酸血症

や糖尿病の発症，脂質代謝異常などの

副作用のことを考えると難しいので，

なるべく少量で，0.5錠，あるいは1/4錠

から使用します。それでも併用した場

合には大きな効果が期待できます。

尾崎 高血圧を伴ったRAの治療で，注

意するポイントを教えてください。

木村 高齢であること，そしてリウマ

チ性疾患自体が血管障害を起こすこと

から，潜在的な腎障害のある患者さん

は，治療薬によって腎障害を助長する

ことがあるので注意が必要です。降圧

薬では，ACEIやARBは腎動脈狭窄のあ

る患者さんに使用すると，急激に腎障

害を悪化させることがあります。

尾崎 腎動脈狭窄のある患者さんとい

うのは，一般に動脈硬化が強そうな患

者さん以外にどんなところを注意すれ

ばよろしいでしょうか。

木村 最近，虚血性腎症という概念が

注目されています。つまり腎硬化症で

すね。動脈硬化を背景にした腎臓の疾

患ですが，それに腎動脈狭窄を合併し

ている方は非常に血圧が上昇し，腎障

害が進行しやすい。つまり，薬物投与

時に腎障害が発現しやすいといわれて

います。特に先ほどのNSAIDsなどがあ

てはまります。つまり，RA患者さんで

高齢に加えて動脈硬化性疾患が疑われ

る場合は，降圧薬選択やRA薬物に注意

が必要だと考えます。

尾崎 NSAIDsや副腎皮質ステロイド，

高血圧に影響するようなDMARDsを使

用している患者さんの場合には，特に

注意するということですね。最近，自

宅での血圧測定が話題のようですが，

自宅ではどのような血圧測定がよいの

でしょうか。

木村 自宅での血圧値は，診察室での

血圧値よりも心血管障害の発症に関係

するということがわかっています。特

に夜間の血圧の影響が大きいといわれ

ています。測定では，まず血圧計は，

指や手首ではなく，上腕で測定するも

のを使用します。もちろん自動血圧計

で結構です。そして測定は，起床後１

時間以内，朝食前くらいに 1回行いま

す。もしできれば，1回に2度測定して

その平均をその時点の血圧とします。

尾崎 これは座位ですね。椅子に座っ

て。

木村 座位で結構です。それから就寝

前に1回測定します。2回測定する理由

は，朝は血圧が一番高い，つまり降圧

薬の効果がいちばん弱くなるトラフ値

木村健二郎先生 尾崎承一先生

降圧薬選択の基準
（高血圧診療ガイドライン2004から）

注意すべき患者群とQOLの
向上をめざして



と考え，それに夜間の血圧を反映する

ことと，モーニングサージといって朝

の急激な血圧上昇による心血管障害の

大きな危険性を発見するという意味が

あります。就寝前の血圧は，降圧薬の

効果を確認します。この2時点の血圧を

みることが，血圧コントロールを判断

する目安になります。

尾崎 いまのお話では，基本的に降圧

薬はすべて朝1回服用するということで

すね。

木村 通常では朝1回です。しかし朝の

血圧が高ければ，就寝前に降圧薬を使

用します。

尾崎 ずらすわけですか。

木村 はい。あるいは朝と就寝前の両

方に使用します。基本的に24時間コン

トロールすることが必要とされていま

す。1日1回の降圧薬を2回に分けて使

用する場合も増えています。1日2回の

降圧薬を3回に分ける場合もあります。

尾崎 それは同じ降圧薬を朝と就寝前

に分けるということですか。

木村 それでもいいし，別の降圧薬を

使用しても結構です。たとえば，朝

CCBを使って，就寝前にARBを使用す

るなどです。血圧コントロールの状態

が把握できない場合には24時間血圧を

測定しています。外来で24時間血圧測

定用の器具を装着して測定し，解析し

ます。それで夜間の血圧推移やモーニ

ングサージの有無を検討して，降圧薬

の投与方法を考えます。しかし，全員

には適応できません。

尾崎 自宅で測定した血圧値を外来時

に持参し，降圧薬選択に使用するとい

うことですか。

木村 それが一般的だと思います。診

察室の血圧は，朝に服用した降圧薬が

ちょうど効きだした頃と考えられます。

外来で良好な血圧を示していても，自

宅で血圧を測定すると非常に高いこと

があります。これは最近注目されてい

る「仮面高血圧」です。このようなタ

イプは，診察室で血圧が低くても心血

管障害を起こしやすいと考えられます。

ステロイド薬を服用していると夜間血

圧が下がらないことがあります。エビデ

ンスはありませんが，NSAIDsにもおそら

くこのようなことがあると思われます。

尾崎 RAの患者さんに高血圧治療も必

要になると，かなりQOLの障害を受け

ると思いますが，少しでもQOLを改善

するためには，生活習慣の改善が必要

になりますね。

木村 まず塩分です。RA患者さんには

運動は難しいでしょうから。

尾崎 施設に恵まれていれば，水中歩

行などは可能です。

木村 水中歩行は血圧のためにも好ま

しい運動です。

尾崎 塩分制限，適正体重，適度な運

動，アルコール制限など，まず基本な

ことに留意しながら，自宅で正しい方

法で血圧測定をして，正しく降圧薬を

服用するということも必要だというこ

とですね。

木村 さらに患者さんのコンプライア

ンスも考えなければいけません。患者

さんは自分の判断で中断や服用量を半

分にしてしまうことも結構あります。

効果がみられず，降圧薬を増量しても

患者さん自身がぜんぜん服用しないと

いうこともあります。

尾崎 患者さんとのコミュニケーショ

ンも大切ですね。

木村 医師側の自己満足ではなく，患

者さんと話をしながら，患者さんの生

活にあわせて降圧薬を決めていくとい

うのが大切なことだと思います。

尾崎 RAの患者さんの高血圧に対し

て，どのように考え，どのように降圧

薬を選び，さらにどのように評価して，

さらにコンプライアンスのよい治療を

続けていくために患者さんとコミュニ

ケーションをよく取るべきだというお

話をうかがいました。

どうもありがとうございました。
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血圧分類�
�

血圧以外のリスク要因�

 軽症高血圧�
140-159/90-99�
mmHg

低リスク�

中等リスク�

高リスク�

危険因子なし�

 中等症高血圧�
160-179/100-109�

mmHg

中等リスク�

中等リスク�

高リスク�

 重症高血圧�
≧180/≧110�
mmHg�
�

高リスク�

高リスク�

高リスク�糖尿病、臓器障害、心血管病、３個以上の�
危険因子、のいずれかがある �

心血管病の危険因子：高血圧、喫煙、糖尿病、脂質代謝異常、肥満（特に内臓肥満）、尿中微量アルブミン、�
高齢（男性60歳以上、女性65歳以上）、若年発症の心血管病の家族歴�
�

糖尿病以外の１～２個の危険因子あり�

JSH2004より�

財団では，このほど全国医科大学長等関係者に次の財団研究賞等候補者

の推薦を依頼します。

締め切りは平成17年12月末日

１．リウマチ性疾患調査・研究助成

２．ノバルティス・リウマチ医学賞

３．アボットジャパン・リウマチ臨床医学賞

４．ツムラ・リウマチ臨床医学賞

推薦依頼先は次のとおり。

全国医（歯・薬）科大学長，大学医（歯・薬）学部長，関係機関長，

財団評議員・専門委員

研究学術賞候補者を募集

表　高血圧患者のリスクの層別化

血圧�
130～139/80～89mmHg 低リスク群� 中等リスク群�

血圧測定、病歴、身体所見、検査所見�

二次性高血圧を除外�

危険因子、臓器障害、心血管病、合併症を評価�

生活習慣の修正を指導�

高リスク群�

糖尿病・慢性腎疾患があれば�
適応となる降圧薬治療�

３ヵ月後に140/90mmHg�
以上なら降圧薬治療�

１ヵ月後に140/90mmHg�
以上なら降圧薬治療�

直ちに降圧薬治療�

JSH2004より�

図　初診時の高血圧管理計画

《教育研修会》�

《ケアの研修会》�

地区名�

北海道・東北�

関東･甲信越�
�

東海･北陸�

近畿�

中・四国�

九州�

　世話人�

藤　哲�

住田　孝之�
�

林　正岳�

松末　吉隆�

上尾　豊二�

束野　通志�

�

弘前大学部整形外科 教授�

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�

福井総合病院 理事長�

滋賀医科大学整形外科 教授�

玉造厚生年金病院 院長�

熊本整形外科病院 副院長�

地区名�

中央�

�

北海道�

群馬�

�

富山�

大阪�

岡山�
�

大分�

　世話人�

川合　眞一�

木村　友厚�

小池　隆夫�

高岸　憲二�

野島　美久�

木村　友厚�

吉崎　和幸�

槇野　博史�
�

安田　正之�

�

東邦大学医療センター大森病院膠原病科教授�

富山医科薬科大学医学部整形外科教授�

北海道大学大学院医学研究科病態内科学教授�

群馬大学大学院医学系研究科機能運動外科学教授�

群馬大学大学院医学系研究科生体統御内科学教授�

富山医科薬科大学医学部整形外科教授�

大阪大学健康体育部健康医学第一部門教授�

岡山大学大学院医歯学総合研究科腎・免疫�
･内分泌代謝内科学教授�

国立病院機構別府医療センターリウマチ�
膠原病センター長�
�

平成18年度リウマチのケア研修会・リウマチ教育研修会開催地および世話人予定

お知らせ
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リウマチ性疾患の圧倒的多数の患者

さんは女性です。関節リウマチだけで

ほぼ男女比は１対５，膠原病を含める

と１対８あるいは１対10くらいです。

また同時に女性であるがゆえに，妊娠

可能な年齢から更年期以降，老人まで

とかなり幅広い背景を含むことになり

ます。

一方，昔は「治らない病気」という

ことで，患者さん自身もあまり治す意

識がなく，医療も痛みをコントロール

しよう，QOLを維持しようという治療

が主体でした。

ところが最近は，本当に治せる，壊

れた関節も治せる可能性を議論の俎上

に上げることができる薬剤が出てきて

います。このため治療方針も変わり，

患者さん自身の意識も積極的となり，

平均寿命も延びて，患者層が高齢化し

ています。しかも，高齢発症として90

歳以上の突然の発症例もあり，病気自

身も多少ニュアンスが変わりつつある

ようです。

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

天野 女性外来にはリウマチ患者さん

も来ますが，はっきりリウマチとお話

を聞いてわかる症例や検査して異常が

ある症例は，すぐリウマチ専門医にお

送りしています。ただし線維筋痛症の

患者さんは，メンタル的要素が強いの

で，セロトニンをいかにして増やすか

という教育をしながら女性外来でも治

療をします。

後藤 基本的にはどういう治療ですか。

天野 SSRI，SNRI，ノイロトロピン，

それから漢方で，補中益気湯（ホチュ

ウエッキトウ），桂枝加朮附湯（ケイ

シカジュツブトウ）などを使います。

腰から下の痛みに効くといわれている

五積散（ゴシャクサン）もよく出ま

す。セロトニン値が低いですから，こ

れらの薬でどんどんよくなります。た

だし基本的にいちばん効果があるの

は，お勤めをしている人はお勤めをや

めてもらう。これがいちばん効果があ

ります。

後藤 それはリウマチもそうです。退

職すると治ります。

天野 ええ。まずお勤めをやめてもら

う。８割方よくなります。ただなかに

は仕事をやめられない人もいますよ

ね，自分が働かなければという人もい

て，そういう方たちの場合には長期に

SNRIやSSRIを使うようになっていく

ので，そこに五積散とか漢方を加える

と，残りの２割も快適に毎日を過ごせ

るような感じになります。

これに人生相談の会話を引き受けな

がらというところでしょうか。女性外

来の大半は人生相談的ですから。

後藤 まあそうですね。リウマチ外来

もそうです。実際に1人の患者さんにど

のくらいのお時間を当てるのですか。

天野 基本的に30分としていますが，

最初は必要ならば１時間くらいお話を

聞いて，こちらでお教えできること，

アドバイスできること，方針としては

こうですよとお話をします。最初にき

っちりとわかってもらい，少しずつ良

くなっていけば，ほとんど保険診療範

囲内で済みます。ただ，あちこちドク

ターショッピングをされている方は医

師に対する不信感がとても強いので，

なるべくいちばん最後のほうに入って

いただきます。

後藤 それは一般的なリウマチ診療と

同じです。私は，今回かなり目が開か

れました。実は，線維筋痛症という病

気そのものも疑っていました。という

のは，この病気が注目されたのが日本

ではほんとにここ10年以内のことで

すよね。で，私はどうも文化の違いと

いうのがいちばん大きい原因じゃない

かと思っていたわけです。ヨーロッパ

も多くはなく，アメリカが圧倒的に多

い。だから新しい文化圏で多くて，古

い文化圏ではあまり起きない病気じゃ

ないか，という認識をもっていた。そ

れが払拭されました。

天野 患者さんたちの背景をみている

と，かなりストレスを抱えています。

仕事もし，家庭ももちという人がやっ

ぱり多いです。

後藤 うつになりやすい性格ですか。

天野 違うようです。性格は皆さん前

向きです。理知的な方が多い。ですが

セロトニンを測って「セロトニンが５

とか３しかないのだから，そりゃあ痛

いわよ」というと，みんなボロボロ涙

を流して喜びます。

後藤 やっぱり線維筋痛症診療のいち

ばんの問題は症状以外に何も説明する

ものがないという，数値がないという

のがいちばん困るわけです。今の医療

は，なんらかの数値ありきですから，

その意味では患者さん自身も「ああ，

やっぱり体の病気なんだ」という，安

心感があるのでしょうね。

天野 ただ，たくさん患者さんを診て

いると，必ずしもセロトニンの低くな

い人もポチッポチッといる。いったい

それは何だということに･･･。セロト

ニンが低くないけど，Fibromyalgiaに

よく似てるという患者さんは，ステロ

イドがよく効く。だから，SSRIや

SNRIは逆にセロトニン・シンドロー

ムを起こします。で，これもあたりま

えですね。セロトニンを測定してみれ

ば低くない人に使っている。つまり不

安症状が起こるのです。

後藤 なるほど結局イアトロジェニッ

クですね。

天野 ええ，セロトニン･シンドロームは

イアトロジェニックの面が大きいです。

後藤 リウマチの患者さんは高齢者が

多いのですが高齢者の健康増進，

ADL向上の問題では，健康維持活動

の継続のための動機づけというのがい

ちばん問題だと思うのです。天野先生

の地域，千葉県は，健康増進に県を上

げて熱心ですが，実際どういうふうに

されているのですか。健康コーディネ

ーター制度（千葉県で始めた，寝たき

り予防のための筋トレ事業では千葉県

独自に指導者養成を行っている）とか

あるようですが。

天野 １つは，健康維持のため運動に

来た方たちにさらに宣伝をする。それ

がいちばん効果がありますね。それか

ら千葉県のすばらしいところは保健師

さんがとにかく熱心ということです。

市町村の保健師さんは地域のお年寄り

のことはとってもよく知っています。

だから，保健師さんたちに声をかけら

れると，「保健師さんの顔を立てる」

ために来るというのが実は多いようで

す。ただし最初はそうなのですが，実

際に来てみると効果が上がるので，も

うみんながだんだんはまっていくとい

う感じですよね。

後藤 やっぱり脳内モルヒネなどが上

がるのでしょうか。

天野 そうかもしれません。

後藤 かつてアメリカに行ったとき

に，ヘルシー・ピープル・プロジェク

トということで老人がみんな筋トレば

っかりやっていた。これは早く日本で

も実施しなければと思って見ていた

ら，「健康日本21」をやりはじめた。

これはなかなかいいなと思いました。

天野 確かに運動はいい影響を与えて

いるようです。何がよいかというと運

動のため来所する方が同じ話題で会話

ができるからのようです。

後藤 そうでしょう。それはリウマチ

患者にもいえると思います。私がリウ

マチ患者さんに健康のため勧めるの

は，プールに行くことです。実は経験

的にリウマチ患者の9割以上はカナヅ

チですね。水恐怖症です。そういう患

者さんにリハビリを兼ねてプール通い

を勧める。もちろん水中ウォーキング

や泳ぐのもいいのですけど，患者さん

たちはほとんど泳げないにもかかわら

ず，ほとんどの人がはまりこんでしま

いますね。理由は「友だちができた」

ということみたいです。

天野 そういうことが大切ですよね。

後藤 友だちができてこんなに楽し

い。先生，リウマチでもよいことがあ

ったというのです。

天野 ともかく会話が楽しいというこ

とで来所するケースが多い。患者さん

たち同士はほぼ同年代でしょう。指導

をしてくれる保健師さんたちは自分た

ちの子どもみたいなもの，または孫み

たいなものですよ。若い人ばかり。だか

らこれがまた楽しいらしいのですよ。

後藤 プールの指導員も若い人が多

い。やっぱり人間は，コミュニケーショ

ンがいちばんの快楽だと思いますね。

天野 絶対そうですね。

後藤 そこを今の医学は欠落している

と思います。

天野 やっぱり医療ってアートです。

医療がサイエンスであるというのは，

確かにそうであるけれど，最終的には

人間相手なのでアートです。だから，

自分がこうやって医療をやりながら，

「ああ，やっぱり音楽家っていいなあ」

とか「芸術家っていいな」と思いま

す。自分の声１つであっという間に何

百人かの人たちをうっとりさせること

ができるなんて，なんてすばらしいと

思いますよね。

後藤 そうですね。

天野 今はちょっと見直しがされてき

ましが，ここ十数年，サイエンスが跋

扈して，アートが消されていましたの

で（笑）。

後藤 ゲノムプロジェクトがあって，

DNA配列はわかって，遺伝子がわか

ってきたけど，じゃあ人間て何か，病

気とは何か，なぜこの人にこういう症

状が出るかというのが，何一つわかっ

てないというのがわかって，今，みん

な困っているわけです。

私自身は，ウエルナー症候群をずっ

とみています。この病気は１つの遺伝

子でいろんな老化現象が起きる病気で

すが，なにゆえ白内障が起き，皮膚が

硬くなり，白髪化，糖尿病が生じ，心

筋梗塞が起き，癌が起きたりするのか

は何もわかってない。実はそういうこ

とがわかっている病気は１つもないで

Fibromyalgiaと
セロトニン・シンドローム

後編

地域の健康増進と
アート的な医療

「リウマチ医療における女性患者への対応
女性外来医師の眼からみた」

「リウマチ医療における女性患者への対応
女性外来医師の眼からみた」

特�別�対�談�特�別�対�談�
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すね，遺伝子が全部わかっても，結局

はそういう症状と遺伝子の対応はまだ

何もわからない。だから，臨床家のア

ーティストとしての観察が必要です。

しばらくは医者も本当のアーティスト

にならないとだめだと思います。サイ

エンスとアートが将来手を結ぶことが

できれば，今よりいい診療もできると

思いますね。

天野 そうだと思いますね。どっちが

欠けてもだめですね

後藤 天野先生は現在女性外来の間口

を広げて，何でも診療しているようで

すが，女性外来として本来扱うメジャ

ーな病気，あるいは扱うべき病気とい

うのは，どういうものですか。

天野 いわゆる女性泌尿器科とか，女

性肛門科とかは別ですが，だいたいも

う固まってきたと考えています。前述

のような心理的要因で選ばれる疾患以

外では，更年期が1/4，メンタルが

1/4，それから月経不順などという婦

人科が1/4弱ですね。それから器質的

な疾患が1/4くらいあります。この器

質的疾患のなかに入っているのが，線

維筋痛症，狭心症，不整脈などです。

これに東金病院の特徴は，肥満が多い

ことでしょうか。内分泌代謝の女医さ

んたちがとくに肥満に力を入れて，教

育入院も実施しています。患者さんは

「肥満くらいで入院なんてオーバーだ」

といいますが，「先生が熱心に勧める」

からという理由で「１ヵ月くらい入院

してみようか。３週間でもいいや」と

いう感じで入院して，ほぼ３週間で５

kgくらい落とさせています。

後藤 そんなにやせます？

天野 ５kgくらいは体重を落とせま

す。その結果，患者さんはまず体がす

ごく楽になったといいます。また同時

に，考え方が変わったとも。今までは

自分が置かれている環境にすべてエク

スキューズしていたが，入院して治療

を受ければこれだけやせるということ

がわかった，エクスキューズしたらい

けない，と考え方が変わるようです。

後藤 前向きになるのですね。

天野 非常に前向きになる。また，入

院時に当然診断書に「肥満」と書く

と，付き添いのご主人が「肥満て，病

気ですか？」と聞くのですよね（笑）。

それも共通の反応です。

後藤 肥満というのはどの程度の肥満

ですか。

天野 だいたい肥満指数は30％を超

えています。この場合の女性外来の役

目というのは，リバウンドを起こさな

いような勇気づけ，監視というのが主

です。

後藤 やっぱりリバウンドを起こさな

いというのは支持療法というか，そう

いうことですかね。

天野 そうですね。

後藤 リウマチ科は患者さんの傾向か

ら女性外来みたいなものですが，我々が

リウマチ性疾患を診るにあたって，何

かサジェスチョンをいただけますか。

天野 先生のようにずっと患者さんを

しっかりフォローしている方たちの場

合にはとくにないと思いますが，強い

ていうとリウマチの患者さんも年齢層

がすごく広いですから，やっぱりライ

フサイクルに応じた対応のしかたがあ

ると思います。若い女性では結婚，妊

娠，出産があり，更年期の人たちはリ

ウマチ症状に更年期なりの症状がプラ

スされているはずですが，何でもかん

でもリウマチのせいとみてしまいがち

じゃないでしょうか。

後藤 確かにリウマチの外来に初診で

来る患者さんの多くが実は更年期だけ

ですね。

天野 そうですか。

後藤 更年期になると，朝には手がこ

わばりますし，そういうことをリウマ

チの専門家が意外に知らないことがあ

るのです。私が「ほとんどが更年期の

症状ですよ」というと，変な顔をする

人がいます。女性の医師でもそういう

反応をする人がいます。要するにリウ

マチの初期症状と更年期の症状と区別

がつかないことがあるようです。もち

ろん患者さんも更年期の症状というこ

とに納得しないことが多いので，その

へんをうまくごまかしながら対処して

いると，「先生，すぐによくなりまし

た」という感じで，名医扱いです（笑）。

実に多いと思います。

天野 そうですね。

後藤 更年期では，リウマチ因子が陽

性になることがしばしばあります。こ

のような患者さんは「リウマチじゃあ

りません」といわれただけで大喜びし，

よくなってしまいますから。最近は男性

更年期という言葉も出てきて，性差医

療への関心も高まっているようですが，

更年期に関する教育はまだ不足なんで

しょうね。そこをもう少し詳しく，学生

に講義しておくだけでかなりの医療費

が削減できるかもしれません。

天野 結局，医学部教育のなかにプラ

イマリ・ケアというのがない。それが

きちっと入るべきだと思います。難し

いことばかりでは……。卒業後は，8割

がプライマリ・ケアなわけですから。

後藤 最近は総合診療科などでプライ

マリ・ケアの重要性がいわれています

が，現実の医療と医学教育とのギャッ

プは依然として大きいかなと思いま

す。女性外来は，隙間産業的に思われ

ていますが，すごく広がりをもった，

基礎と臨床，日常診療と学問が，うま

く融合している領域ともいえるのでし

ょうね。

天野 確かにその可能性があります。

後藤 もちろん単なる更年期外来にな

ってしまってはいけないのでしょう。

天野先生にしっかり手綱を締めていた

だかないと。

天野 そうですね（笑）。

後藤 リウマチの先生方は，更年期の

ことも含めていろいろ視野を広めて患

者さんに対応していかないと。治療の

ことは重要ですが，鑑別ではコミュニ

ケーションが重要であることを女性外

来の先生方から学べることなのかもし

れません。

天野 女性外来の先生たち，ことに若

い先生たちには，40代，50代の患者

さんを診るときは，それはあなたの10

年後，20年後だと，よく聞いておくよ

うにと指導しています。どれ１つでも

軽んじていい症状はない。患者さんの

いうことはすべて真実だと思って診療

をしてくださいと。だから，実はまじ

めな先生は半年くらいするとうつ症状

が出ます。なぜかといったら，わから

ないことだらけなので。医者になっ

て，とりあえず１つの専門はもってい

るわけですね，内分泌なり，循環器な

り。そこでは非常に楽ですが……。

後藤 自分の根底がくつがえされます

からね。

天野 ええ。その状態で，今度は私た

ちが若い方たちのアドバイザーになる

わけです。

後藤 そういう人はいいお医者さんに

なりますね。

天野 はい。非常にやる気のあるいい

お医者さんになっていきます。だから

女性外来は，女医さんたちの再教育の

非常によい場所だと思っています。今

考えているのは，一度結婚や育児で職

場を離れていた女医さんたちの再教育

の場になればいいと思っているので

す。彼女たちの経験，または年齢がマ

イナスではなく必ずプラスになる。だ

から戻ってきてもらい，そこをステッ

プにして，自分の専門分野に戻ってい

ければいいと思っています。

後藤 リウマチの分野もけっこう女医

さんが多いですが，中年，老人の女性

患者をみたとき，「自分とは違う」「自

分の未来ではない。自分はああはなら

ない」というように拒絶する人が意外

にいます。私が更年期の話をしても説

得力が乏しいらしくて。だから，天野

先生が女性外来を立ち上げたというの

は，かえって強い意志を感じます。男

の医者がすべてだめではないでしょう

が，やっぱりちょっと浮いたところか

らみているところがありますから。同

様に，若い女医さんには切実なものが

なくて，非常にドライなところがある

と思います。

天野 そうですね。とくに最近は男女

ともサラリーマン医者ですから。お医

者さんになりたくて医者になったとい

うよりは，収入のよい職業に就こうと

いうことで，医学部に入り医者になる。

後藤 まったく同感です。今，天野先

生は，女性外来をつくり，女性医師の

ことをみている中で，医者としてプラ

イマリ・ケア，本来の医師の姿を女性

外来のなかでうまくつくっていこうと

していることになるわけです。その医

師の姿勢とは，真摯に患者さんに対応

するかどうかということですね，それ

をリウマチの先生方も有していれば，

男性であろうと女性であろうとかまわ

ないはず。女性外来というのはある意

味ではそういう先端的なところにいる

と思います。

天野 私もそうありたいと思っています。

後藤 今日は，ずい分勉強になりました。

天野　恵子氏

女性外来のカバー範囲

女性のライフサイクルを
考えた治療へ
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H17.11～H18.3）］

※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。

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
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

11／5（土） 17:00 2単位　（茨城）
第11回茨城リウマチ
松本　功　Tel.029-855-1988
筑波大学膠原病リウマチアレルギー科

11／5（土） 12:00 1単位　（山口）
11／6（日） 12:00 1単位
第110回西日本整形・災害外科学会
石田 洋一郎　　Tel.0836-22-2266
山口大学整形外科

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

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

11／10（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

11／10（木） 19:30 1単位　（埼玉）
第1回さいたまサイトカイン研究会
宮重　秀樹　Tel.03-3561-7345
ワイス㈱

11／11（金） 15:00 2単位　（東京）
11／12（土） 8:30 10:50 13:40 各1単位
第33回日本リウマチ･関節外科学会
上野博子，末永恭子 Tel.075-213-7057
㈱イーサイドコンベンション事業局

11／16（水） 19:30 1単位　（富山）
平成17年呉西地区臨床整形外科医会
清水　保　Tel.052-211-2458
ワイス㈱東海･北陸支店

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

11／16（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

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㈱

11／18（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

11／18（金） 19:30 1単位　（福岡）
第8回久留米リウマチ懇話会
乗富　秀騎　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

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

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

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

11／19（土） 17:25 1単位　（大阪）
豊中市医師会整形外科医会リウマチ最
新治療学術講演会
児島　義介　Tel.06-6854-5150
児島千里園整形外科

11／22（火） 19:00 2単位　（沖縄）
ステロイド性骨粗鬆症学術講演会
真銅　春彦　Tel.098-878-0538
万有製薬㈱沖縄営業所

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

11／2（水） 19:00 1単位　（新潟）
第81回膠原病研究会
黒田　毅　Tel.025-227-2195
新潟大学第二内科

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

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） 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） 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

11／24（木） 20:00 1単位　（大分）
第78回大分県リウマチ懇話会
増田　直樹　Tel.090-4546-5798
参天製薬㈱

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） 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） 19:30 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
大日本住友製薬㈱宇部営業所

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

11／26（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） 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

11／26（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

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

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

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

11／26（土） 19:00 2単位　（岡山）
第1回腎と免疫くずりゅうセミナー研究会
西平　伊弘夫　Tel.0776-25-2375
旭化成ファーマ㈱福井営業所

11／26（土） 20:30 1単位　（群馬）
群馬リウマチアカデミー
井上　博　Tel.027-322-3660
井上病院

11／26（土） 18:00 1単位　（新潟）
第4回上越リウマチ研究会
一戸　昭芳　Tel.090-2428-5639
ワイス㈱

11／26（土） 16:00 2単位（神奈川）
神奈川県臨床整形外科医会第90回学
術講演会
根上　茂治　Tel.045-911-7111
センター北根上整形外科医院

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

12／3（土） 15:00 2単位　（兵庫）
第19回兵庫県リウマチ登録医の会
横田　正基　Tel.078-332-0428
旭化成ファーマ㈱

12／3（土） 11:00 1単位　（滋賀）
第31回日本関節鏡学会
吉川　玄逸　Tel.077-548-2252
滋賀医科大学整形外科

12／3（土） 17:00 1単位　（東京）
城南リウマチ会
山本　温代　Tel.03-5486-0470
大塚製薬㈱

12／4（日） 12:30 1単位　（京都）
Latest Orthopedics 研究会（第7回）
飯田　寛和　Tel.06-6992-1001
関西医科大学整形外科

12／4（日） 17:00 1単位　（京都）
京都運動器疾患フォーラム特別講演
藤岡　幹浩　Tel.075-251-5549
京都府立医科大学整形外科

12／8（木） 19:15 1単位　（福井）
福井県臨床整形外科医会学術講演会
清水　宏和　Tel.0776-28-6667
清水整形外科クリニック

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

12／10（土） 18:00 1単位　（兵庫）
第6回播磨リウマチ膠原病研究会
松原 司　Tel.0795-42-8851
松原メイフラワー病院

1／26（木） 19:30 1単位　（三重）
第6回伊勢志摩地区骨粗鬆症研究会
細井　哲　Tel.0596-28-2171
山田赤十字病院整形外科

1／26（木） 18:30 2単位　（東京）
第8回骨とリウマチ研究会
松下　健一　Tel.03-3346-0215
中外製薬㈱東京第一支店学術室

1／27（金） 19:30 1単位　（熊本）
第19回熊本膠原病研究会
本田　五男　Tel.096-366-3666
熊本整形外科病院

1／28（土） 18:30 1単位　（栃木）
第2回栃木県骨粗鬆症集談会
早乙女　紘一　Tel.0282-87-2161
獨協大学整形外科

1／28（土） 17:00 1単位　（滋賀）
第3回びわこリウマチと免疫セミナー
渕田　真　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱

1／28（土） 17:00 1単位　（静岡）
第31回静岡リウマチ懇話会
山内　武司　Tel.054-283-8047
科研製薬㈱静岡営業所

1／28（土） 17:00 1単位　（岐阜）
第18回飛騨整形外科懇話会
福田　淳司　Tel.058-251-3155
旭化成ファーマ㈱岐阜営業所

1／29（日） 14:10 2単位　（福岡）
第7回博多リウマチセミナー
近藤　正一　Tel.092-762-2380
近藤リウマチ・整形外科クリニック

2／1（水） 19:00 2単位　（岡山）
岡山運動器疾患研究会
桝井　俊和　Tel.086-234-1727
帝人ファーマ㈱広島支店岡山営業所

2／10（金） 19:20 1単位　（鳥取）
第4回山陰 Bone フォーラム
萩野　浩　Tel.0859-34-8155
鳥取大学リハビリテーション部

2／16（金） 19:00  1単位（神奈川）
第4回横浜運動器疾患治療懇話会
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

12／10（土） 10:45 1単位　（茨城）
12:00 1単位

第16回日本リウマチ学会関東支部学術集会
松本　功　Tel.029-853-3186
筑波大学

12／10（土） 14:45 2単位　（大阪）
第6回大阪リウマチカンファレンス
村田　紀和　Tel.06-6339-3455
協和会病院リウマチセンター

2／17（金） 20:00 1単位　（福岡）
第67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

2／18（土） 17:00 1単位　（兵庫）
播磨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

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

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

1／7（土） 17:30 1単位　（熊本）
熊本骨折セミナー
吉玉　孝士　Tel.096-359-6311
中外製薬㈱熊本出張所

11／19（土） 16:30 1単位　（京都）
第3回中丹リウマチ研究会
渕田　真　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

11／19（土） 13:30 1単位　（広島）
第38回中国･四国整形外科学会
石田　治　Tel.082-257-5232
広島大学整形外科

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

2／18（土） 20:00 1単位　（香川）
第3回香川リウマチ研究会
徳田　道昭　Tel.087-891-2145
香川大学第一内科

11／25（金） 19:30 1単位（岩手）
第12回岩手県自己免疫疾患研究会
三井　俊輔　Tel.019-654-0761
旭化成ファーマ㈱

1／19（木） 19:00 1単位（北海道）
三木会学術講演会
研谷　智　Tel.0166-68-2511
旭川医科大学整形外科

2／18（土） 17:00 1単位　（宮崎）
宮崎県リウマチ研究会
税所　幸一郎　Tel.0986-23-4111
国立病院機構都城病院

12／1（木） 20:00 1単位　（徳島）
徳島Bone Forum
中世古　祐果　Tel.088-622-3577
万有製薬㈱

11／25（金） 19:40 1単位 （東京）
第8回東京リウマチ膠原病研究会
市橋　真　Tel.03-3829-3171
旭化成ファーマ㈱

1／21（土） 16:00 2単位（和歌山）
和歌山臨床RAフォーラム(第15回)
木浦　賀文　Tel.0724-71-3321
阪南市立病院整形外科

3／4（土） 17:00 1単位　（北海道）
第31回北海道リウマチ研究会
福岡　春海　Tel.011-222-2717
科研製薬㈱札幌支店

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

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㈱

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㈱

11／19（土） 17:00 1単位　（大阪）
第23回関西免疫研究会
蛯名　博幸　Tel.06-625-5584
田辺製薬㈱中央南営業所

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

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

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

11／28（月） 19:30 1単位　（茨城）
つくば骨粗鬆症懇話会
川村　知立　Tel.029-850-1391
万有製薬㈱つくば営業所

12／8（木） 19:30 1単位　（三重）
三泗整形医会
加藤　雅典　Tel.0593-65-5252
加藤整形外科

11／11（金） 12:20 1単位　（東京）
11／12（土） 12:00 1単位
第33回日本リウマチ･関節外科学会
上野博子，末永恭子 Tel.075-213-7057
㈱イーサイドコンベンション事業局

11／19（土） 18:30 1単位　（千葉）
第6回リウマチ薬物治療研究会
松村　竜太郎　Tel.043-261-5171
国立病院機構千葉東病院

11／25（金） 19:40 1単位（神奈川）
第２回蒲田・川崎リウマチ懇話会
村上　勝　Tel.03-3517-2581
参天製薬㈱

11／19（土） 18:00 1単位　（長野）
第39回信州リウマチ膠原病懇談会
金物　壽久　Tel.070-6422-5074
長野赤十字病院リウマチ科

11／25（金） 19:30 1単位　（山梨）
山梨県整形外科合同カンファレンス
杉山　肇　Tel.055-273-6768
山梨大学整形外科

12／2（金） 19:00 1単位　（愛知）
斯整会学術講演会
福岡　吉良　Tel.052-855-8236
名古屋市立大学筋･骨格系医学

1／21（土） 17:00 1単位（山梨）
第1回山梨リウマチ研究会
藤原　智明　Tel.055-232-2511
科研製薬㈱

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

2／25（土） 18:00 1単位　（愛知）
平成17年度名古屋市立大学整形外科
開業医会講演会
橋　浩成　Tel.052-739-2525

守山整形外科クリニック

11／20（日） 12:00 1単位　（広島）
第38回中国･四国整形外科学会ランチ
ョンセミナー
石田　治　Tel.082-257-5231
広島大学整形外科

11／26（土） 17:00 1単位　（東京）
第2回東京リウマチトータルマネジメ
ント研究会
和田　義男　Tel.03-3817-3861
エーザイ㈱医薬部

12／2（金） 19:30 1単位　（福島）
第9回いわきリウマチ性疾患懇話会
松本　達　Tel.022-264-4321
ワイス㈱北日本支店

1／22（日） 10:00 3単位　（岩手）
第9回東北リウマチ医の会
小山田　喜敬　Tel.019-695-2321
鴬宿温泉病院

11／13（日） 10:20 1単位　（福井）
関節外科懇話会
和田　真　Tel.0778-51-2260
公立丹南病院

3／25（土） 16:30 2単位（大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会(第168回）
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815
長谷川整形外科医院

(財)日本リウマチ財団からのお知らせ

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。

B5判 684頁 定価 5000円（税込）

関節リウマチのEBMに基づく
治療ガイドライン

「リウマチ基本テキスト」第2版 発行 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。

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特別価格　
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
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第10問　【症例】53歳、女性

20年前頃から手指、趾の変形が徐々に進行している。その他頸部、腰部にこわばりと疼

痛がみられる。

解答　軟骨石灰化症に伴う関節症

【解説】

両肩関節の軟骨が消失し、上腕骨頭に骨増殖性の

変化がみられる。この症例では膝関節（写真１）に

軟骨石灰化と軽度の関節症変化、足関節（写真２）

にも高度の関節症変化がある。軟骨石灰化症ではこ

の例とは反対に急速破壊骨吸収性の関節症を伴うこ

ともあるが、いずれにせよ肩関節、股関節、膝関節

と大関節に起こることがほ

とんどである。石灰化によ

り脆弱化した軟骨が摩耗し

破壊されることが誘因と考

えられる。

第9問　【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。

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

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

写真１ 写真２

■学習履歴送信方法

※以下の操作を始める前に，お使いのパソコンがインタ
ーネットに接続可能な状態になっているかどうかをご
確認ください。
※以下の操作は，POST-TESTを解答したパソコンで行
ってください。テスト結果はPOST-TESTを解答した
パソコンに保存されています。

1）CD-ROM版のリウマチeラーニングプログラムを立
ち上げてください。
（CD-ROMを再度挿入してください）

2）HOMEの［学習履歴］をクリックしてください。
3）学習履歴画面の，テスト結果を送信したい章の［保
存］（赤色文字）をクリックしてください。
※テストが全問正解していない場合は，POST-TEST
画面が表示されますので，不正解の問題を解いて，
全問正解してください。
※テスト未解答の場合は，「未」と表示されています
ので，その章の学習画面に戻って，POST-TEST
を解答してください。
※インターネット版でテストを解答した場合は，自
動的にテスト結果は送信されます。

4）「ユーザーID」と「パスワード」を入力して，［テス
ト結果を送信］をクリックしてください。

5）サーバー側の学習履歴画面が表示されますので，正
常に「修了」と表示されたかを確認してください。

6）「学習履歴」の画面を閉じて，再度，HOMEの［学習履
歴］をクリックしてください。

7）［保存］（赤色文字）となっている他の章のテスト結

既に登録医の先生方に配布済のCD-ROM版のリウマチeラーニングプログラムの使用方法で
す。このプログラムはインターネットを介して教育研修単位を取得することができ，ご多忙
な登録医の先生方の利便性を特に考慮しております。

日本リウマチ財団 CD-ROM版の
リウマチeラーニングプログラム について

■Contents
第１章 臨床像と診断 ①関節リウマチの有病率 ②関節リウマチ

の特徴 ③関節リウマチは全身性多臓器疾患である ④関節リウマ

チの長期予後 ⑤関節リウマチの発症機序 ⑥関節リウマチの病理

⑦ 関節リウマチ：病理変化の進行 ⑧関節リウマチの病期 ⑨関節

リウマチの主要症状と身体所見 ⑩早期関節リウマチ ⑪早期関節

リウマチでは診断確定できるＸ線・検査所見は見られない ⑫関節

リウマチの進行 ⑬中期関節リウマチ ⑭後期関節リウマチ ⑮リウ

マトイド結節：肘 ⑯上強膜炎 ⑰血管炎 ⑱変形性関節症：ブシャ

ール結節・ヘバーデン結節 ⑲関節リウマチの診断基準（ACR，1987）

第２章 進行抑制のポイント ①早期診断・早期治療はなぜ重要か ②関節破壊は早期から始まる
③関節破壊が起こりやすい患者 ④早期治療は５年後の機能障害を軽減 ⑤治療開始の最適時期は

短い ⑥関節リウマチが疑われた場合の専門医へ早期紹介のアルゴリズム ⑦プライマリケア医

連携医療　リウマチ専門医 ⑧抗CCP抗体とリウマトイド因子（RF）⑨関節リウマチの診断：超

音波検査の有用性 ⑩超音波検査は早期の骨びらん検出に有用 ⑪MRI による診断　

第３章 治療 ①ACR治療アルゴリズム ②従来型 DMARDs（疾患修飾性抗リウマチ薬）③メト

トレキサート（MTX）④DMARDs治療：早期ほど有効 ⑤早期関節リウマチにおけるステロイド

の効果 ⑥使用頻度の高いDMARDsの安全性　

第４章 病態生理 ①リウマチ性滑膜炎におけるサイトカインバランス ②サイトカイン・シグナ

ル伝達経路 ③TNFの作用 ④IL-１，TNF-αの骨再構築における作用 ⑤サイトカインの阻害　

第５章 生物学的製剤 ①生物学的製剤：関節リウマチ治療の最新薬 ②インフリキシマブ ＋

MTX （ATTRACT）： 30週・ 54週のＡＣＲ改善率 ③インフリキシマブ ＋ MTX

（ATTRACT）：54週における総Sharpスコア ④インフリキシマブ＋MTX（ATTRACT）：

102週にわたるHAQの改善 ⑤早期リウマチに対するインフリキシマブ＋MTX（ASPIRE）：関

節破壊の進行阻止 ⑥エタネルセプト単独療法：24週におけるACR改善率 ⑦エタネルセプト ＋

MTX併用療法：24週におけるACR改善率 ⑧ 生物学的製剤の安全性 ⑨安全性 ： TNF阻害薬の

有害事象（FDAデータベースより）⑩関節リウマチに対するTNF阻害薬 ： 2004年統一見解 ⑪

インフリキシマブ使用マニュアル（市販後全例調査版）１（厚生労働省研究班：2005年改訂）⑫

インフリキシマブ使用マニュアル（市販後全例調査版）２（厚生労働省研究班：2005年改訂）⑬

エタネルセプト使用ガイドライン（市販後全例調査版）１（厚生労働省研究班：2005年）⑭エタ

ネルセプト使用ガイドライン（市販後全例調査版）２（厚生労働省研究班：2005年）

第６章 評価法 ①関節リウマチの臨床評価法 ②関節リウマチ治療のアウトカム評価法 ③

ACR20/50/70改善基準 ④疾患活動性スコア（DAS）⑤疾患活動性スコア28（DAS28）⑥改訂

Sharpスコア ⑦健康評価質問表 （HAQ）⑧改訂健康評価質問表（mHAQ）⑨HAQスコアの臨

床的重要性 ⑩臨床的寛解の暫定基準（米国リウマチ学会：ACR）

果につきましても，お手数ですが，2）～5）の手順
を繰り返して，１章ずつ送信してください。

8）全章のテスト結果を送信し終わると，アンケート画
面が表示されますので，できる限りアンケートにお
答えください。

※パソコンのポップアップブロック機能が有効となって
いる場合は，アンケート画面は表示されませんので，
ご了承ください。
※アンケートにお答えいただかなくても，教育研修単位
は申請することができます。

以上，ご確認のほど，なにとぞ宜しくお願い申し上げ
ます。

■教育研修単位の取得方法

教育研修単位の取得方法につきましては，CDに同封
しました送り状に方法が記述されておりますので，そち
らをご覧ください。

手順としましては以下のようになっております。

1）テスト完了。Webにつなぎ全章のテストが完了して
いること。

2）郵便局備え付けの払い込み用紙で払い込み（登録医
番号・ｅラーニングと記入）。

3）財団事務局宛，上記受領証のコピーおよび返信用封
筒（住所氏名記入）を同封して送る。

教育研修単位取得についての詳細は，日本リウマチ財
団事務局までお問い合わせください。

日本リウマチ財団事務局　Tel. 03-3946-3551

お知らせ
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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

今回で連載の最後となるが、過去の

記事は下記のアドレスから、「リウマ

チ情報センター」にアクセスし、左側

の「発行物」をクリックすると、「リ

ウマチ財団ニュース」のバックナンバ

ーが掲載されている。

http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma

/index.html

今回は、顎関節症状のチェックポイ

ントとその対応について述べる。

顎関節症状のチェックポイント

滑膜関節である顎関節に、痛みや違

和感を訴えるリウマチ患者は多い。

顎関節は、頭頸部の神経が多いとこ

ろにあり、頭に近いので痛みが気にな

る部位でもある。基本的に成年女性に

男性の５倍程度多く発現するが、RA

患者の場合は、リウマチによる炎症・

破壊、不安・ストレス、不良姿勢など

が要因に挙げられる。

その症状は、①開口時の疼痛、②開

口・運動障害、③関節雑音が挙げられ

るが、以下に①②のチェックポイント

について述べる。

①開口時の疼痛

顎関節開口時の疼痛は、深部痛が

多く特定困難な疼痛であるが、外耳

道前方（顎関節）、こめかみ（側頭

筋）、頬骨下部（外側翼突筋）、下顎

～舌骨（顎二腹筋、オトガイ舌骨筋、

顎舌骨筋）を触診しながら（図１）、

安静時痛・運動時痛・圧痛について

VAPSを用いて問診するとわかりや

すい。鑑別点は顎の運動に伴って上記

の痛みが変化するかどうかにある。

また、顎関節に異常を呈すると、

顎関節以外にも関連痛が出やすく、

頸部から肩甲骨周囲は言うに及ば

ず、肩関節周囲や脊柱周囲筋を含め

て、姿勢として評価する必要性があ

る。特に下向き姿勢や頭部前方位姿

勢時の下顎・舌骨・頸部～脊柱の筋

緊張・疼痛、及び立位での重心や靴

の片減りは確認する必要がある。

②開口・運動障害

実際に開閉してみるとわかるが、

開口運動の前半と後半で関節運動が

全く異なる。開口運動（上下の前歯

間の距離で測定する）は通常で、40

～60mm程度、左右への外側運動は

10mm程度とされている。特に前半

の20mm程度は良く動くので、この

範囲の疼痛は少ない。故に後半の20

～40mm程度までの制限が運動障害

の鑑別点といえる。

日常的には、鏡を見ながら外耳道

の前で顎関節を触診する。触診しな

がら開口運動の左右差を確認し、

「自分の指２本或いは３本が入れら

れるか？」についての確認や、左右

への外側運動も確認する。

③関節雑音

関節結節や円板の摩擦音などがあ

るが、識別は困難である。

顎関節症状への対応

①顎運動の基本練習

鏡を前にして、左右の外耳道の前

方を人差し指で触診する。目視と指

の感覚で、ゆっくりと20mm以内の

開口運動を行い、左右均等な動作を

確認する（図２）。10回行う

②筋肉を動かす練習

鏡を前にして、７秒間「むいー」

っと口を横に開き（図3a）、７秒間

「むにゅうー」っと口を突き出す（図

3b）。交互に３～10回行う。

次に、下顎を突き出して（志村け

んの「あいーん」みたいに）、「むい

ー」と「むにゅうー」を行う。

③下顎の可動域維持・拡大練習

鏡を前にして、左右の外耳道の前

方を人差し指で確認しながら、左右

のバランスをとり出来るだけ大きく

開口する。次に、大きく開口したま

ま下顎を前方に突き出し（図4a）、い

わゆる「受け口」をつくる。また、

開口したまま左右に大きく振り出す

（図4b）。開口・前方・左右の痛くな

い順に10回行う。

④リズミカルに噛む練習

厚生労働省が認可している保健機

能食品である、キシリトールガムを

２つ口にいれ、痛みが出ない範囲で、

ゆっくりと左右交互に噛む。ストレ

ス発散にもなるので、痛くない限り

一日数回行うとよい。

⑤姿勢調節

たびたび述べてきたが、とにかく

脊柱をまっすぐに保ち、頭部を前方

に突き出したり、長時間下を向いた

りしない（日本リウマチ財団ニュー

ス71号参照）。

⑥痛み止めクリームでマッサージ

ゲル状の痛み止めを、外耳道前方

から下顎・舌骨にかけて、指が痛く

ない範囲で良く擦り込みながらマッ

サージする。

札幌山の上病院　清水 兼悦

連 載 ⑩

自分でできるリハビリ

図1

図2

図3a

図3b

図4a

図4b

外耳道

舌骨

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10月）

中井タミ子様（三重県）
堀田美智子様（神奈川県）
西川リツ子様（神奈川県）
遠藤恵津子様（神奈川県）
石井興子様（神奈川県）
内田友子様（神奈川県）
松尾節子様（神奈川県）
内藤千春様（神奈川県）
芝崎忠子様（東京都）

平成15年10月4日（土曜），畏友志水

正敏先生のお誘いで，神戸労災病院脇

の墓地に佇む，山村雄一先生のお墓に

お参りさせていただきました。ちょう

どポール・ヴァレリーの詠う「海辺の

墓地」そのままに，神戸の海が一望で

きる，大変眺望のよい開放感溢れる墓

地で，海を愛し，海軍に属された山村

先生に相応しい永眠の地と思われまし

た。墓石は，真昼の太陽の下，端正な

佇まいで海に対峙しているようでし

た。夕方からは，大阪ロイヤルホテル

にて開かれた，岸本忠三先生の河内弁

の立て板に水を流すがごとき退官講演

を拝聴し，山村先生縁の料亭，大和屋

で，夕食を頂きました。関西人なら，

大和屋の文化的意義をよく理解されて

いると思いますが，司馬遼太郎をはじ

め関西文化人に愛され育てられた上方

文化の集約が大和屋の能舞台にあると

私は考えていましたので，山村雄一先

生の主治医でいらっしゃった志水先生

にお願いして店仕舞いされる最後の客

として，女将のお紀久さん相手に，お

香をたきしめた奥の間でお料理を頂き

ました。魯山人の器に盛られた山村先

生の好物ばかりを特別に揃えていただ

いて，料亭の料理とはかけ離れた，普

段はとても出されないようなお肉料理

などを，頂きながら，女将の貴重な思

い出話を肴にまことに山村先生を偲ぶ

のに相応しい晩秋の一日を過ごしまし

た。生前，ついにその謦咳に接するこ

となき衆生ですが，我が師堀内淑彦先

生の終生のライバル・山村雄一先生の

驚異的な活力の源泉を垣間見ることが

できました。

（後藤　眞）

山村雄一先生巡礼


