
西岡 本日はお忙しい中，お集まりく

ださりありがとうございました。日本

リウマチ財団の登録医制度が発足して

20年以上になりますが，本日は，財団

理事長である　久史麿先生，発足時か

ら登録医認定を担ってこられた腰野富

久先生に，日本のリウマチ登録医制度

の果たすべき役割と現状，展望につい

てお話をうかがいます。財団にとって

登録医の啓発と教育研修は非常に大き

な役割の一つです。歴史や経緯を踏ま

えた将来展望を，日本リウマチ学会の

専門医制度との関係も含めて，それぞ

れのお立場からお話ください。

西岡 腰野先生は登録医制度の発足当

時から20年以上にわたり審査委員を務

めていらっしゃいます。現在，財団の

登録医は何名になりましたか。

腰野　平成18年2月の時点で3,851名で

す（表）。

西岡 登録医の審査はどのようにされ

ているのでしょうか。

腰野　発足当時は登録の基準が未整備

でしたから，応募者の手書きの登録医

申請を審査していました。申請の内容

はまったくさまざまで，応募者数もき

わめて多かったため，審査するのにホ

テルに泊まりがけで3日くらいかかり

ました。新規登録者数は，最近は年に

100～150名程度ですが，発足当初は

300～400名いましたから。また最近は

応募者のレベルが高くなり，提出資料

の内容も整ってきています。しかし，

応募者にはまだ地域的に偏りがあると

思います。

西岡 どのような偏りですか。

腰野　医学部のある大学周辺，大都市

周辺の応募者は多いのですが，離島と

か僻地を含む地域からは少ないですね。

県単位でまとめると満遍なく分散して

いるようにみえますが，面積の広い県

で交通の不便な地域には登録医は不在

です。それでも日本リウマチ学会の専

門医に比べれば偏りは少ないでしょう。

専門医のいる施設が県に2つしかない

ところもありますから。

西岡 そうした地域において登録医が，

プライマリケア，診療の第一線で果た

してきた役割は大きいと思います。厚

生労働省でもリウマチ対策専門委員会

で，先般審議を重ねましたが，地域偏

差の解消は大きな課題になっています。

日本リウマチ学会の専門医が不在でも，

財団の登録医は各都道府県に一定人数

がいますから，都道府県単位でみると

ほとんどの地域をカバーしていると思

います。

西岡 次に，専門医制度について，日

本医学会専門医制度の現状を　久先生

にお伺いします。

久 内科には，認定医制度があり，

その上に循環器，消化器，呼吸器，血

液といった専門医制度が設けられてい

ました。外科では一時期専門医に統一

しましたが，それを再び認定医に戻そ

うとしています。

関節リウマチの場合と同様に，癌治

療の場合には，癌治療のできる病院の

ネットワーク，つまり癌治療ができる

医師が全国にいないと困るという事で，

癌治療学会と臨床腫瘍学会がともに専

門医制度を作ろうとして混乱しました。

日本医学会の方で調整することになり，

癌治療学会が癌治療の認定医制度を作

り，その上に癌の薬物療法や放射線治

療，乳癌治療の専門医制度を作ること

になりました。関節リウマチ患者さん

の場合も癌患者さんと同様に，なかな

か遠くの医療施設は受診できません。

近医で診てもらえる，少なくとも在住

県内で診てもらえる専門の医師がいな

いと困ります。ですから，重要な疾患

については幅広い知識をもった認定医，

日本リウマチ財団の場合には登録医を

置くべきではないかと考えています。

わが国では生涯教育制度が十分に整

っていませんが，現状では医師免許の

更新制度を導入することは難しいです

し，専門医の資格についても課題があ

ります。日本医師会が生涯教育を行っ

ていますが，未だ70％位ですから十分

とは言いがたいでしょう。専門性を標

榜するならば，その医師はその分野に

ついて一定の研修を受けていることが

前提になると思います。そういう意味

では財団が登録医を対象に継続的に教

育研修を行ってきたことは，患者さん

にとっても，きちんと教育研修を受け

た医師に診てもらえるわけですから，
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その意義は大きいと思います。

関節リウマチの場合には，内科と整

形外科のようにバックグラウンドの異

なる医師が診療にあたりますので，登

録医として研修を積み，プライマリケ

アをきちんとやってもらうことが必要

でしょう。日本リウマチ学会の専門医

は，もう少し専門化した医師が該当す

ると思います。

西岡 関節リウマチの患者さんは整形

外科の門戸をたたくことが圧倒的に多

く，日本リウマチ学会の構成員も，発

展してきた経緯から，整形外科医が多

いですね。一方でリウマチ学という内

科の学問分野も存在しますが，リウマ

チ治療は基本的に内科と整形外科の広

範囲の領域を含みます。従って，登録

医はどの分野からでも応募することが

できて，広い範囲，筋・骨格組織にお

ける疼痛をカバーするリウマチ登録医

のシステム構築のあり方についておう

かがいします。

腰野　私は米国に5年ほど滞在しまし

たが，米国の整形外科医は手術しかし

ません。リウマチの治療をしないので

す。ところが関節リウマチの患者さん

を扱うとなると，手術をするとしても

保存的治療の後に行うわけですから，

関節リウマチという疾患をよく知って

いなければならない。関節リウマチの

薬物療法だけでなく，リハビリテーシ

ョンも知らなければならない。ある程

度の教育研修を受けなければならない

のは当然でしょう。リウマチは全身疾

患ですから特殊だとは思いますが。

久　米国は変形性関節症が多いから，

どうしても外科的治療が主体になって

しまうのでしょうね。しかし，全国的

にリウマチを専門とする医師が散らば

っていないと困ります。例えば，脳梗

塞では発症後どれだけ早期にTPAの処

置を受けられるかが予後に大きく影響

しますが，関節リウマチでも最近は早

期に発見して生物学的製剤による強力

な治療を行えば骨破壊を防ぐことがで

きることがわかってきました。早期診

断して早期治療，しかも適切な治療を

行うことが極めて重要です。その意味

では登録医が全国に散らばっていて，

財団が生涯教育をきちんと行うことは，

今後はますます重要になると思います。

西岡 以前，登録医の発足した頃にジ

ョークのような話がありました。整形

外科のバックグラウンドを持つ医師は

胸部レントゲンの読影に精通しておら

ず，内科系のバックグラウンドを持つ

医師は骨・関節の読影が苦手であると。

かつては実際にそのとおりだったと思

います。 久先生がおっしゃったよう

に，治療の進歩とともに全身の管理が

重要視される状況下では，整形外科あ

るいは内科系のバックグラウンドを持

つ登録医が，お互いに不足している部

分を勉強して補うようなプログラムが

必要になると思います。腰野先生は長

年，登録医の認定を担ってこられて，

登録医の教育システムは，どのような

かたちが望ましいとお考えですか。

腰野 ある程度総合的に一定レベルの

知識を持ってほしいですね。登録医は

実践性が重要ですから。アカデミック

な要素が強い日本リウマチ学会の専門

医では埋めることのできない部分を財

団の登録医が埋めるというかたちです。

久先生がおっしゃったように，多く

の患者さんは歩けないため，あまり遠

くには移動できませんから，大きな数

少ない基幹病院に患者さんを集めるよ

りも，各地域で中小の施設である程度

しっかりとケアする体制が必要だと思

います。今回，e-learningの学習システム

ができましたので，積極的に利用して知

識を身につけてもらいたいと思います。

西岡 日本リウマチ財団の教育研修制

度では，担当理事が実際に研修にあた

ります。3年間に所定の単位を取得し，

一定数の患者を診たことを資格審査委

員会で審査しています。財団がこれま

で行ってきたような各都道府県を満遍

なく網羅した教育研修活動は，他の診

療科では行われているのでしょうか。

久 あまりないと思います。これは

登録医制度を始められた塩川優一先生

達のアイデアでしょう。こうした全国

的な教育研修制度を構築したことは素

晴らしいと思います。他の学会では，

学会に参加したり，講演会を受講した

際に単位がもらえ，一定期間内に何単

位かを取得すれば認めるという仕組み

が多いですね。全国的な規模で教育研

修を行っているのは，日本リウマチ財

団が唯一ではないでしょうか。

西岡 もう一つ私の立場からは，リウ

マチ登録医の研修は関節リウマチだけ

ではなく，変形性関節症や骨粗鬆症な

どのケアの仕方も含めて網羅している

ことも非常にユニークだと思います。

ですから，今後登録医は地域格差をな

くす上で大きな手段になると思います

し，登録医制度はますます充実させな

くてはならないと思っています。

西岡 昨年，日本リウマチ学会で専門

医の教育研修学会を開催したところ，

驚いたことに1,500名もの参加者が集ま

りました。まだまだ私たちの教育研修

活動は十分ではないということでしょ

うね。リウマチ性疾患の患者さんが多

い，それを勉強したいという医師が多

いという現状を踏まえて，今後，登録

医制度はどのような方向に進むのでし

ょうか。しかもそれは日本リウマチ学

会の教育研修活動と整合性を保たなく

てはならないと思いますが，腰野先生

はその点どのようにお考えでしょうか。

腰野 実際には開業して忙しい医師が

多いでしょう。ですから，土日に研修

会を開催するとか，学会との日程的な

調整も必要だと思います。

西岡 リウマチ学の研修のあり方を，

財団の登録医の研修も含めて， 久先

生におうかがいします。

久 一般には総会の開催に合わせて

開催しますね。財団登録医の教育研修

の場合は，地方で行うわけですから，

参加しやすいように配慮することが重

要でしょう。

西岡 おっしゃるとおりです。例えば

教育研修だけでなく，他の事業と共催

したり。今までのところ非常に上手く

いっていると思います。財団の登録医

と日本リウマチ学会の専門医とは，競

合するのではなく，「棲み分け」してい

くべきでしょう。登録医は臨床の第一

線の先生方が中心になって，まさに患

者さんをケアしていく立場から，専門

医はアカデミアの立場から自分たちの

専門性を生かして，将来，「特定専門

医」制度ができたときには，その資格

を目指すべき存在だと思います。登録

医，専門医，特定専門医による三層構

造のネットワークを形成すれば，裾野

が大きく広がっていくのではないでし

ょうか。

久　がんの専門医制度の時には，学

会のことばかり考えて患者のことを考

えていないという批判を浴びました。

関節リウマチ性疾患の患者さんのこと

を考えれば，日本リウマチ財団の登録

医の研修と，日本リウマチ学会の専門

医の研修は，今後一緒に実施していか

ないといけない。患者さんを無視した

議論になることを懸念します。臨床で

も棲み分けは可能で，プライマリケア

は登録医に難治性の患者さんは専門医

に診てもらうとかですね。

西岡 財団では将来的には登録医のネ

ットワーク化構想があり，登録医のメリ

ットを，ネットワークへの参加というか

たちで提供していく必要があると考えて

います。その点いかがでしょうか。

腰野 まずは，登録医はそれを標榜し，

その上で積極的な治験などのネットワー

ク評価は非常に意味があると思います。

久　認定医や登録医などの資格を持

っていないとリウマチ科を標榜できな

いようにしないと，いずれは患者さん

の信頼を失うことになると思います。

それからご存知のように，米国では

Cox-2阻害薬が発売中止になりました

が，ポストマーケティングサーベイラ

ンス（PMS）のあり方が問題になって

います。批判にさらされているのは製

薬企業よりもFDAです。今後は日本

でもPMSの重要性は高まるでしょう

から，新しいリウマチ治療薬を登録医

のネットワークできちんとPMSでき

る体制を作っていく必要があると思い

います。安全性の評価にはある程度の

症例数が必要になりますし，大病院だ

けでは偏りが出ますから，全国を網羅

した登録医のネットワークは非常に重

要です。

西岡 日本リウマチ財団では2004年に

関節リウマチの治療ガイドラインを，

来年度はさらに患者さん用の治療ガイ

ドラインを越智先生が中心になり作成

することによって高い評価を得ていま

す。その普及と啓発が重要であると考

えており，ネットワークの中にそれを

組み込んでいくことも考えています。

それから将来的には，例えば登録医の

ネットワークにe-learningのシステムを
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久氏は，ご出席された各賛助会員

代表の方を前に昨年一年間のご協力に

対する御礼の挨拶を行った後，e-

learningをはじめとした，災害時リウ

マチ患者支援検討会の開催，リウマチ

月間リウマチ講演会など，この1年間

の財団業務の概略を説明した。ついで，

リウマチ対策を所管している厚生労働

省関山昌人疾病対策課長をご紹介し，

本会ではその概要をご説明頂く旨を説

明し，開会の辞とされた。

関山氏は，3つの柱，1.日本のリウ

マチ対策の現状と問題点，2.リウマ

チ・アレルギー対策委員会，3.リウマ

チ対策の方向性等，を講演された。

「リウマチ対策の現状と問題点」では，

現在リウマチ患者数が約60万人おり，

その有病率は0.33％であるが，依然と

して増加傾向にあること。そしてまた，

要介護者対策の中におけるリウマチ対

策の必要性を言及した上で，各行政レ

ベルにおける状況を説明された。

厚生労働省，つまり国レベルでは，

すでに公衆衛生審議会（現在は厚生科

学審議会として統合）が平成9年に今

後のリウマチ対策ということで5つの

柱をあげていた。5つの柱とは①調

査・研究の推進（現在の免疫アレルギ

ー研究事業の母体）。②医療の確保

（ガイドラインの作成と普及）。③在宅

福祉サービスの充実（難病患者の生活

支援事業として医療の公的負担制度，

福祉サービスとしてのホームヘルプ事

業，デイケアサービス，ショートステ

イ）。④医療従事者の資質の向上（ガ

イドラインの普及と専門医養成）。⑤

情報網の確保・推進（現在のリウマチ

情報センター）のことである。

次に現場で直接サービスを提供する

地方自治体の役割に触れ，平成17年

の１月時点において，各都道府県にお

けるリウマチ政策の調査を行ったとこ

ろ，まだ十分でない状況に苦言を呈さ

れた。また，リウマチに関する専門医

療等ということで，かかりつけ医とし

てのリウマチ登録医（日本リウマチ財

団），専門医として日本リウマチ学会，

日本整形外科学会の認定医のことに言

及され，まだ地域の偏在がありかつ絶

対数も必ずしも多くはない状況を説明

された。

ただし，リウマチ医療は現場の先生

方のご努力によって欧米と同水準であ

るという好ましい状況下あること。一

方で，すぐれた診療水準にありながら，

生物学的製剤の取扱いや開発・承認の

遅れが診療内容へ影響していると指摘

されていることにも言及された。また

同じく医療面での問題点として，重症

リウマチ患者さんが30％から40％存

在し，入院患者さんが約20％いると

して，この数字を今後少なくする重点

的な施策展開の必要性があるという。

これらの背景を踏まえて，平成17

年3月26日に厚生科学審議会疾病対策

部会リウマチ・アレルギー対策委員会

において，今後のリウマチ対策を総合

的・体系的に検討した。それによると，

当面の目標の１つは，リウマチ活動期

に速やかに寛解導入を図る「初期治

療」，人工関節など外科的治療の進歩

等を踏まえた入院期間の短縮による速

やかな社会復帰を達成する「医療体制

の確保」，つまり，関節破壊の進展阻

止を目指した重症化防止に重点を置い

たものである。2つ目は，患者を取り

巻く生活環境を改善していくための

「情報提供体制の確保」。そして，3つ

目は，医療の底上げとなる「研究開発

等の促進」。この3つの実現に傾注す

るという。

また，この3本の柱の実現には，国

と地方公共団体の適切な役割分担の必

要性を強く求めていくことになるとい

う。例えば，医療提供の確保において

国の役割は，診療ガイドラインの作成，

普及そして，人材育成の促進を担う。

一方，地方公共団体は，診療ガイドラ

インの普及はもちろんのこと，集学的

な治療対策の整備，二次医療圏ごとに

専門医療機関の充実，身近な医療連携

体制の確保を担う，ということである。

また，情報提供の役割分担では，国は

恒例の日本リウマチ財団法人賛助会員打合会が，暮れの押し迫った平成17年12月13日，東京都大手
町の経団連会館で法人賛助会員各社のご出席のもと，当財団専務理事今村寛氏の司会によって開催され
た。今回の打合会では，先に発表された，今後5年間のリウマチ対策の方向性について，どのような施
策が検討されているかを，厚生労働省の関山昌人 健康局疾病対策課課長から説明があった。また，学術
的な演題として，変形性関節症の予防と治療の取組み現状やリウマチ薬の評価についての発表，財団の
取組みとして，登録医に向けて実施される生涯教育の利便性をより高めたe-learningのご説明，このほど
刊行された『患者さんのための関節リウマチ治療ガイドライン』（医歯薬出版）のご案内などが行われた。

厚生労働省より今後5年間のリウマチ対策が提示される

リウマチ対策の方向性
について

座長： 久史麿氏
演者：関山昌人氏

厚生労働省健康局疾病対策課長
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開会の辞
日本リウマチ財団理事長　 久史麿氏

久史麿理事長 関山昌人氏

日本リウマチ財団法人賛助会員説明会 開催�日本リウマチ財団法人賛助会員説明会 開催�

上手く組み込んでいくことも計画中で

す。 久理事長の発案で狩野先生が実

際に作成した，e-learningシステムは非

常に好評です。関節の診察の仕方，レ

ントゲン像の見方について続編を作成

して欲しいという要望が多く寄せられ

ています。

腰野　研修する選択肢が種々と増える

のはいいことですね。

西岡 久先生がおっしゃったPMSで

も，新しいリウマチ治療薬の使い手と

してニーズが高いのは，登録医だと思

います。今後は，登録医のネットワー

クを構築して，そのネットワークを通

じて，新薬開発のための臨床試験や臨

床研究などに役立てることができたら

と考えています。生物学的製剤のよう

な難しい薬剤だけでなく，NSAIDsなど

も対象になると思います。新たに発売

された薬剤について登録医がきちんと

PMSで評価するシステムを作ることで，

医療の質は向上すると思います。

腰野 裾野を広げることが重要ですね。

西岡 財団の治験委員会とCRO，そし

て登録医のネットワークが提携するこ

とによって，登録医が治験に参加する

ことができるようになれば，医師自身

も勉強になりますし，経営的にもプラ

スになると思います。

腰野 臨床試験は，今までは特別な専

門の医師だけがやるものと考えられて

きましたから。

久 現在ではCROとも提携して，

患者数の多い生活習慣病の領域では開

業の先生方も参加されるようになって

きましたね。関節リウマチでも登録医

に積極的に参加してもらいたいと思い

ます。ある程度の症例数が必要ですし，

患者さんと主治医との信頼関係を深め

る上でも役立つと思いますから。地域

医療を担っている医師にはぜひ治験に

参加してもらいたいです。

久 現代社会はある意味で透明性と

宣伝の時代です。日本リウマチ財団が

どれだけ登録医に対して教育研修の機

会を提供しているか，登録医がいかに

勉強しているということを種々のメデ

ィアを通じて患者団体や一般の方々に

知ってもらうことが必要だと思いま

す。それによって，登録医に対する信

頼も高まりますし，登録医だけでなく

医療に対する信頼も高めることができ

るでしょうから。

腰野 登録医は臨床の現場で第一線に

いるわけですから，患者さんとの密着

度が高いでしょうから，そうした活動

は財団が行うことに意義がありますね。

西岡 登録医制度は誕生の時点から，

地域医療の第一線の先生方の強い要望

によって，ボトムアップしてできあが

った制度です。トップダウンの制度で

ある認定医制度協議会等によって一定

の基準のもとにある，日本リウマチ学

会の専門医制度とは対照的です。ボト

ムアップしてできた制度であることは

ものすごく重要で，これを発展させる

ことがリウマチ性疾患の診療に役に立

つと信じています。先生方，引き続き

ご指導よろしくお願いします。また本

日は，お忙しい中ありがとうございま

した。

登録医制度の今後のあり方
信頼性を高めるために3
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慢性疾患の患者さんの方々に，適切な

自己管理を促すための手法開発に力を

注ぐこと，専門医療機関における相談

窓口の設置などを担当する。他方，地

方公共団体の役割では，国の整えた体

制を有効に利用しながら，保健所等を

通じて体制づくりに努める必要がある

という。

さらに，研究開発等の推進の分野で

は，平成22年までに研究成果を形に

できる体制を整えていくことの重要性

を述べた。

最後に関山氏は，これらの方針の実

行を確実とするためには，毎年の実施

状況を評価し，都道府県とともにその

実現を目指していきたいとの意向を表

明し，今までの2つの柱の対策と今後

の3本柱，医療提供，情報提供，研究

の3本柱の方向性を図示し，話をまと

められた。

次に，毎回行われている教育的講演

では，お二人の専門家から講演があっ

た。

まず，座長の狩野氏より，リウマチ

財団が広い意味でのリウマチ性疾患を

対象にしており，今回，高齢社会の進

展とともにますます増えると予測され

る変形性関節症を話題に取り上げた理

由についてご説明があった。

中村氏はまず，変形性関節症の本態

というのは，関節軟骨が変性し，脱落，

消失している状態であることと，その

病態が国民の中にどの程度潜在化して

いるかという点を，平成13年度の国

民生活調査などを取り上げご説明され

た。なぜ，この病態が大きな問題なの

かは，寿命の延長，高齢化をあげ，健

康寿命と平均寿命のギャップの問題と

して，自立できない要介護者の増加が

この背景に存在しているという。国と

しては，要介護期間の短縮には，この

疾患の予防と治療が重要であるという

認識があり，実際，要支援となる原因

の２番目に関節関連があるそうだ。

では，中村氏が考える予防策は何か

というと，特に肥満との関係性に着目

しているそうである。相撲力士を例に

あげながら，膝の変形性関節症の程度

と肥満指数の関係の研究を紹介し，遺

伝的要素による変形性関節症の原因遺

伝子がすでに判明していることも述べ

た。病態ついては，正常関節軟骨の摩

擦係数を例に，流体潤滑，弾性流体潤

滑の理論から，関節液の研究と関節軟

骨のメカニズム，そして関節軟骨中の

構造水の検討が進んでおり，将来，関

節の損傷がどのような機序によって生

じているか，またその程度を知ること

によって，より長期にわたる関節損傷

の予防が容易になる可能性を説明し

た。

治療法では，運動療法，物理療法，

NSAIDs投与，人工関節などが現在行

われており，ヒアルロン酸治療が世界

的な検討からも今後もっとも可能性が

あるという。また，民族差を念頭に日

本独自のデータ構築の必要性に言及さ

れ，東京大学で3つのコフォート研究

が，変形性関節症の標的分子同定のた

め開始されていることも紹介した。

川合氏は，リウマチの薬効評価のテ

ーマにおいて，評価にはまず，関節リ

ウマチの進行，つまり炎症を評価する

指標と構造的障害を評価する指標の2

つが必要であることを前提に置いて話

された。その上で，現在の治療薬が，

抗炎症薬から抗リウマチ薬（DMARDs）

に進化し，現在，日本で承認されてい

る抗リウマチ薬が13種類であり，さ

らに最近の生物学的製剤をリストアッ

プした。そして現状では，これら薬剤

の中に十分なエビデンスを有しない，

きちんと臨床評価が下されていないも

のがあるとし，今後はリウマチ炎症に

対する抗炎症効果と関節破壊の阻害効

果，この両方が証明されることが必要

であるとした。

次に本題として，薬効評価の問題点

について言及された。第一に薬効評価

の指標として従来は炎症所見の改善を

評価するための指標が多数存在した

が，画期的な指標は結局なく，最終的

には，圧痛関節痛と腫脹関節痛だけ，

バイオマーカーとしては，血沈と

CRPにおさまっているとその見解を

述べた。このほか疾患のアウトカムの

指標，QOLの指標，身体機能分類に

言及した上で，近年の多くの治療薬の

登場によって，徐々に使われる評価法

が固まってきているとした。

その評価法とはまず，疾患のプロセ

ス評価として，旧来のランズバリー活

動性指数から，アメリカリウマチ学会

（ACR）が1993年に提唱した「コアセ

ット」，そのコアセットを用いてリウ

マチの改善を判定する評価基準

「ACR20」（1995年）に推移したこと

を述べた。そして最近では，評価基準

の底上げによってACR50，ACR70，

ACR90なども使用されていることを

説明した。またヨーロッパでは，

DAS（Disease Activity Score）とい

う方法が用いられて，最初は44関節

を見る DAS44，後にやや簡便な

DAS28となったことにも触れた。

現在は世界的にこの2つの評価基準

が用いられているが，問題なのはこの

2つの評価法は，最近になってより現

実味を帯びてきた関節リウマチの寛解

判定が微妙に異なる点であると説明さ

れた。

このほか，関節の状況を見る基準と

してシャープ法とモディファイド・シ

ャープ法の良さについて実例を示して

説明し，最後に，厚生労働省の依頼に

よって日本リウマチ学会が策定してい

た臨床評価のガイドラインの話題を披

瀝されて，話を締めくくられた。

現在，当財団のホームページ内に設

置されている平成17年度から始めた

リウマチ登録医のための生涯教育のe-

learningについて狩野氏よりその概略

の説明があった。

狩野氏は，現在もリウマチ教育は不

十分であり，財団が主催する教育・研

修会を補完するものとして，１年半余

検討の上，ようやくこのシステムが開

設された背景を説明した。開始に当た

っては，リウマチ財団の登録医に対し

てアンケート調査を行い，回答を寄せ

たリウマチ財団登録医の8割の先生方

が，自宅あるいは職場でインターネッ

ト接続環境にあり，仮にe-learningを

始めた場合に参加を希望する方も

80％以上であったというデータを根

拠に，この企画が進行したとのことで

ある。

システムとしては，最初に全登録医

に「リウマチ患者の治療アウトカム改

善を目指して」というタイトルで，

CD－ROMを配布し，アクセス環境

を構築した。講習の内容としては臨床

度の診断，進行抑制のポイント，治療，

病態生理，生物学的製剤，評価法があ

り，それぞれ履修を完了するとテスト

を受け，研修ポイントを付与するもの

である。

また，狩野氏はこのシステムを利用

された登録医の方に協力を頂き，内容

評価として再度アンケートを行った。

それによると，「興味をもって学習で

きたか」という問いに対して49％が

「おおいに興味をもって学習できた」，

37％は「かなり興味をもってできた」

というデータを得ることができた。ま

た，この調査に当たっては財団内に東

京大学の山本一彦教授を班長とし，調

査・研究班を組織していることも紹介

した。

教材の難易度に関しては，ほとんど

の先生が普通であって，それほど難し

くはないと回答をし，「このe-learning

を実施したことによってリウマチ知識

が増えましたか」という質問に対して

は，46％が5段階のいちばん高い評価

を下し，総合では80％以上の登録医

はリウマチ知識が増えたというデータ

であった。また「治療に役立ったか」

という点では，最高の5の評価が37％，

4の評価と合わせるとまた80％近くの

高評価を得たという。「今後，e -

learningを希望するか」という問いに

は，半数以上の人が「希望する」，「ま

あ希望する」と答えたデータと合わせ

ると，合計で90％以上が継続を希望

するという結果であった。またCD-

ROMの配布の必要に関しては，31％

が「強く希望する」，「あったほうがい

い」が46％であったため，今後もし

ばらくはCD-ROM媒体での提供も継

続するとのことであった。

e-learningに今後もっとも希望する

ことは，抗リウマチ薬の使い方，生物

学製剤の使い方，関節ＭＲＩあるいは

関節超音波検査などの画像診断法につ

いてであったという。

最後に，今後各方面のご協力，ご支

援を要請しこの紹介を終えた。

会の最後に西岡常務理事より，リウ

マチ財団のミッションと賛助会員企業

に向けての閉会の辞が述べられた。リ

ウマチ財団のミッションとしては，基

本的にはリウマチ学はリウマチ学会に

任せ，財団は研究をサポートすると同

時に，行政，企業，患者さん団体等の

真ん中に位置し，それぞれの要求を政

策に反映させていく動きをするべきと

考えているとのことである。

具体的には，登録医のネットワーク

化などを今後進めていくことを想定

し，賛助会員企業と連携を深め，薬価

へのいろいろなアプローチも積極的に

実施していく方向性を示された。また，

有効性の高い薬剤を社会的に認知して

もらうために，できるかぎり副作用・

有害事象を少なくする活動を登録医の

協力を得ながら進め，良い治療薬を育

てることも大きなミッションであると

いう。

今後，リウマチ財団の活動領域は，

ますます拡大方向にあるため，ぜひ各

方面の助力をお願いするとして御礼の

挨拶を終えた。

狩野庄吾氏川合眞一氏

e-learningについて
座長：川合眞一氏
演者：狩野庄吾氏
自治医科大学名誉教授

講演4

閉会の辞
日本リウマチ財団常務理事 西岡久寿樹氏

西岡久寿樹常務理事

変形性関節症の予防・
治療への取組み
座長：狩野庄吾氏
演者：中村耕三氏
東京大学大学院

医学研究科整形外科教授

講演2

リウマチの薬効評価：
現状と問題点
座長：中村耕三氏
演者：川合眞一氏
東邦大学医療センター
大森病院膠原病科教授

講演3

中村耕三氏
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後藤 日本では，インフリキシマブの

関節リウマチへの適応追加が認められ

た際，全例市販後調査（PMS）が承認

条件となり，日本人におけるインフリ

キシマブ治療の安全性を確認すること

となりました。一方，米国では7年間

に及ぶインフリキシマブの使用経験が

蓄積されております。本日は世界的に

著名なリウマチ専門医であるWolfe教

授，埼玉医科大学の竹内勤教授をお招

きして，抗TNF製剤であるインフリキ

シマブの適正使用について討論をお願

いしました。司会は日本リウマチ財団

の後藤が務めさせていただきます。

ではまず，竹内先生から日本の

PMSの成績についてご紹介いただき

ます。

竹内 日本では，インフリキシマブの

関節リウマチへの使用が認められるに

あたって，インフリキシマブが使用さ

れる全ての関節リウマチ患者を対象と

したPMSが実施されました。メトトレ

キサートへの反応性が不十分な患者を

対象とし，インフリキシマブとメトト

レキサートとの併用療法を行い，6ヵ

月間評価しました。

3,000例の患者背景は，男性617例

（20.6％），女性2,383例（79.4％）で，

年齢は50歳代が最も多くて34.1％を

占め，50歳以上の患者が7割以上を占

めました。外来・入院患者の割合，

Steinbrocker病期および機能分類，結

核既往などの患者背景を表1に示し
ます。

登録時のメトトレキサート用量は6

～8mg/週が87.2％とほとんどを占め，

8mg/週超を用いていたのは10.9％で

した。また，ステロイド薬の併用率は

89.1％でした。DMARDsの使用状況

は，メトトレキサート単独が63.3％で，

メトトキレサート以外にDMARDsを

1剤併用している例が32.2％であり，

併用薬で最も多かったのはサラゾスル

ファピリジンの14.4％，次いでブシラ

ミンの8.8％でした。

後藤 副作用の発現状況はどの程度で

したか。

竹内 インフリキシマブのPMSにおけ

る副作用の発現率は31.2％（935/3,000）

で，重篤な副作用の発現率は6.7％

（200/3,000）でした。また，副作用の

中でも，重要な副作用の発現数は，細

菌性肺炎が66例，結核が12例，ニュー

モシスティス肺炎（疑）が10例，間質

性肺炎が17例，重篤な投与時反応が18

例でした（表2）。

結核を発現した12例は全例で抗結

核薬の予防投与は行われていませんで

した。肺外結核は5例（41.6％）で，

発現までの期間は初回投与から平均

97.6日でした。

細菌性肺炎を発現した66例のうち，

呼吸器疾患や糖尿病などの合併症を伴

っていたのは44例（66.7％）で，発現

までの期間は70.7日でした。間質性肺

炎を発現した17例のうち重篤例は15

例で，発現までの期間は67.7日でした。

また，ニューモシスティス肺炎（疑）

を発現したのは10例でしたが，染色

法により病原体が確認された例はな

く，PCR法などによって診断されま

した。発現までの期間は75.5日で，

β-D-グルカンの上昇が認められま

した。

重篤な投与時反応は18例で，その

うちアナフィラキシー（様）症状は7

例，血圧低下が6例，発熱は3例，蕁

麻疹は2例に認められました。3,000

例を，インフリキシマブ治験参加経

験の有無に分け，投与時反応の発現

率を評価したところ，重篤な投与時

反応は，治験参加経験のある患者

（47例）では19.1％であったのに対し

経験のない患者では0.3％でした。ま

た，非重篤事象の発現率は，治験参

加経験のある患者では19.1％に対し，

経験のない患者では10.2％と，治験参

加経験を有する患者で投与時反応の

発現率が高い傾向があることが明ら

かになりました（図1）
後藤 こうした副作用にはどのように

対処することになりますか。

竹内 結核への対処法として，インフ

リキシマブ治療開始前に胸部Ｘ線検査

およびPPD皮膚テストを行い，これら

の検査の陽性例あるいは結核既往例に

対しては，抗結核薬による予防的治療

を行うことが推奨されます。また，肺

炎様の症状を呈した場合には，細菌性

肺炎，ニューモシスティス肺炎，間質

性肺炎などの鑑別診断を行い，早期か

ら複数の肺炎治療薬による治療を行う

ことが推奨されます。患者がインフリ

キシマブの治験の経験者で，数年にわ

たる休薬期間があれば，重篤な投与時

反応を発現するかもしれませんので，

ステロイドの前投与などを行った上で

投与することも考慮する必要があるで

しょう。

Wolfe 日本人におけるインフリキシ

マブの有効性はどうでしたか。

竹内 わが国においてもMTX効果不

十分例に対して，インフリキシマブの

臨床治験が行われ，欧米での成績と同

様，高い臨床効果を発現することが確

認されました。またPMS調査において

リウマチ治療における
生物学的製剤治療のあり方
リウマチ治療における

生物学的製剤治療のあり方
ACR

座談会

後藤眞編集委員長
桐蔭横浜大学先端医用工学部教授　

Prof. Wolfe F
National Data Bank for Rheumatic Diseases, Wichita, Kansas,
and University of Kansas School of Medicine, Wichita, Kansas

竹内勤氏
埼玉医科大学総合医療センター
リウマチ･膠原病内科教授

■出席者■司会

2005 Annual Scientific Meeting of American College of Rheumatology Report
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表2 重要な副作用の発現率

図1 治験経験の有無とinjection reaction

PMS調査の
成績報告

Prof. Wolfe F竹内勤氏
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も，主治医判定で9割以上の患者に有

効であることが確認されています。

後藤 Wolfe先生はインフリキシマブ

の7年間の使用経験をお持ちです。有

効性と安全性に優れた薬剤であること

を十分にご経験かと思います。しかし，

TNFαは生理学的な物質であり，イン

フリキシマブはそのTNFαを強力に抑

制しますから，長期使用時には予期せ

ぬ副作用が生じることもあると思いま

すが。

Wolfe 長期使用時の副作用に対処す

ることは非常に大きな課題です。7年

前にインフリキシマブを使い始めた際

には，患者に「この薬剤は安全だが，

長期にわたり使用すると予期せぬ副作

用が生じるかもしれません」と説明し

ました。しかし，幸いなことに大きな

副作用は認めておりません。

竹内 細菌性肺炎の発現はどうでしょ

うか。

Wolfe 一部の臨床研究はメトトレキ

サートにインフリキシマブを併用する

ことによって，重篤な感染症の発現率

が有意に上昇することを指摘していま

す。しかし，関節リウマチ患者15,966

例を対象に最長2.5年間の肺炎発現率

を検討した私たちの患者調査では，

生物学的製剤やインフリキシマブの

使用によって細菌性肺炎の発現率に

有意な上昇は認められませんでした

（表3）。患者1,000例・年あたりの発
現率は，関節リウマチ患者全体で24.2

例，生物学的製剤使用例で27.3例，

DMARDs使用例（生物学的製剤非使

用例）で21.6例，プレドニゾロン使用

例で41.7例でした。インフリキシマブ

使用例の肺炎発現率は約14例ですね。

竹内 先生の研究では細菌性肺炎の発

現率は，抗TNFα療法を行った患者と

行わなかった患者で同様だったのです

ね。日本のPMSでは細菌性肺炎は

3,000例中66例で認められましたから，

1,000例あたりにすると22例です。

Wolfe先生の米国の成績とほぼ同等と

いうことができます。

Wolfe こうしたデータを解釈する際

に考慮しなくてはならないのは，どの

ような集団を扱っているのかというこ

とです。抗TNFα療法の対象となる

患者群は，明らかに健常者集団とは感

染症のリスクは異なります。また，罹

病歴が長いために，分析を実施する際

に交絡因子の特定が非常に難しくなり

ます。米国ではインフリキシマブなど

の生物学製剤を投与する患者は，罹病

期間が長く，メトトレキサートを併用

する必要がある一方で，副作用を懸念

してメトトレキサートの服用を嫌がる

患者もいるなど，薬剤と副作用の関連

性を特定することは難しい状況です。

こうした疑問を解決するためにはプロ

スペクティブ研究が必要です。ただし，

病態の悪い患者が多いので対照群を設

定するには，倫理的な問題は避けられ

ません。

後藤 結核についてはいかがでしょう

か。

Wolfe 結核の発症率は社会的地位や

経済状態によって大きく異なります。

また結核既往を有する患者，PPD皮膚

テスト陽性の患者は結核の高リスク群

ですから，インフリキシマブの投与は

避けるのが一般的です。私たちの研究

では，関節リウマチ患者における生物

学的製剤導入前の結核発現率は患者10

万例あたり6.2例でした。一方，イン

フリキシマブを投与した6,460例では

結核は4例（10万例あたり52.5例）で

認められましたが，このうち3例は結

核既往例であり，残りの1例もPPD皮

膚テスト陽性の疑いがありました。

PPD皮膚テスト陰性例や結核予防を受

けた患者では結核の発症は認められて

いません（Wolfe F, et al.:  Arthritis

Rheum 50: 372-379, 2004）。

後藤 悪性リンパ腫についてもデータ

をお持ちとうかがっていますが。

Wolfe FDAは生物学的製剤の発が

ん性について心配していましたが，

インフリキシマブ投与による悪性リ

ンパ腫の発現リスクが上昇しないこ

とは，私たちの関節リウマチ患者

18,572例を対象とした患者調査でも分

かりました（表4 Wolfe F, et al.:

Arthritis Rheum 50: 1703-1706, 2004）。

竹内 米国と日本の成績をみてきまし

たが，インフリキシマブの安全性プロ

ファイルはほぼ把握できたと考えるこ

とができますね。

Wolfe 全くそのとおりです。インフ

リキシマブには全体として特記すべき

リスクもないといっていいでしょう。

竹内 インフリキシマブのような生物

学的製剤を投与した患者の生命

予後について，Wolfe先生はど

のようにお考えですか。

Wolfe 今回のACRではイン

フリキシマブが生命予後を延

長したという発表がありまし

た。私もインフリキシマブは

生命予後を延長すると思いま

す。しかし，一般に，インフ

リキシマブを投与する患者は重症で病

態の悪い患者がほとんどですから，こ

うしたデータの解釈は慎重に行う必要

があります。症例観察研究の場合には，

対照群の設定に限界がありますから，

社会的地位や学歴，経済状態などを考

慮する必要があります。社会的地位，

経済状態の高い患者層はもともと経済

状態の低い患者層に比べて平均余命は

長いのです。さらに現時点では，イン

フリキシマブの投与期間は10年未満

ですから，死亡に至る患者は少なく，

それがこうした分析を難しくしている

と思います。

後藤 Wolfe先生は米国の関節リウマ

チ患者データバンク（National data-

bank for rheumatic diseases）の責任

者を務めておられます。このデータバ

ンク（http://www.arthritis-research.org）
について説明していただけますか？

Wolfe このデータバンクには関節リ

ウマチ，骨粗鬆症，線維筋痛症などの

患者が登録されています。米国では医

師から正確な情報を得ることは難しい

という状況があり，専門医でなければ

患者のデータを集積しようとはしませ

ん。そこで関節リウマチ患者からのデ

ータを6ヵ月ごとに集められるよう

に，1998年にデータバンクを構築し

て運営を開始しました。データバンク

では，重症度，治療方法，HAQスコ

ア，QOLスコア（SF-36），疼痛，疲

労感，不安やうつ症状，有害事象など

の情報を記録し，定期的に追跡してい

ます。

後藤 データの入手はどのように行っ

ているのですか。

Wolfe データは3つの方法で集めて

います。もっとも一般的な方法は質問

票の郵送です。患者は質問票に必要事

項を記入して返送します。また，イン

ターネットを用いたデータの集積も何

年も前から行っています。この方法は

過去に提供してもらった情報を提示し

て，変更点を修正してもらえばよいわ

けですから簡便ですね。第三の方法は

電話によるインタビューで，非常に高

齢であったり，病態が悪かったりする

患者群を対象にしています。

得られたデータはすべて文書化し

て，保管します。また，記載内容のチ

ェック機能もありますので，薬剤の用

量などで異常な値が記載されていれ

ば，患者に電話で確認して，訂正する

こともできます。データの質を高める

ために，患者の60％には電話をして

います。

先ほど紹介した研究報告はこのデー

タバンクの情報に基づいています。今

回のACRでも，データバンクの情報

を基に治療薬と重症度の関連性を報告

しました。DMARDsあるいは抗TNF

療法を受けていない患者では，過去に

これらの薬剤による治療を受けたこと

のある患者に比べて重症度が高いこと

が明らかになりました。

後藤 日米の文化の違いから，多くの

患者が，効果が緩徐で薬剤費も高くな

い既存のDMARDsを希望した場合と

比べて，生物学的製剤の費用対効果は

高いといえますか。

Wolfe 非常に政治的な問題ですね。

国家の医療予算がどのくらいあるのか

に依存します。発展途上国では医療費

をマラリアなどの感染症の予防，乳幼

児の医療費に費やすべきだと考えま

す。真の疑問は，良い医療とは何かと

いう問題です。もし医療によって関節

リウマチの症状が抑制でき，悪化が食

い止められ，回復が期待できるのであ

れば，仕事を失うのを防ぎ，関節の障

害を改善するということになりますの

で，それは有効だということができる

でしょう。

DMARDs無効例はどなたも体験し

ていると思いますが，メトトレキサー

トが効かない場合には，他の薬剤に切

り替えることになります。有効性が高

く，副作用のない薬剤があればみんな

切り替えるでしょう。患者の望みは

「医師の知っている限りの方法を用い

て，疼痛や機能障害を改善すること」

です。その意味では，新しい薬剤であ

る生物学的製剤があり，その有効性が

高いことが分かっていれば，それを使

おうとするのは当然でしょう。生物学

的製剤の有効性は，疼痛や機能障害の

すぐれた改善効果に基づいていると思

います。

竹内 生物学的製剤は患者に対して大

きな利益をもたらします。その大きさ

は生物学的製剤が発売される前には，

想像もできないくらい莫大だといえる

でしょう。私もインフリキシマブは非

常にすぐれた薬剤だと感じています。

後藤 本日は関節リウマチやリウマチ

性疾患に対するインフリキシマブ療法

の使用経験についてWolfe先生に非常

に興味深いお話をうかがいました。先

生方，どうもありがとうございました。

Treatment�

All patients�

Biologics�

DMARD（+）, Biologics（－）�

HCQ only�

Prednisone

incidence per 1,000 pt-years�

24.2（22.4 to 26.2）�

27.3（22.4 to 26.2）�

21.6（18.6 to 24.9）�

22.4（14.1 to 33.3）�

41.7（37.4 to 46.4）�

All patients/treatments�

AII biologics�

Infliximab or infliximab + etanercept�

Etanercept or etanercept + infliximab�

Infliximab�

Etanercept�

Infliximab + etanercept�

Anakinra�

Leflunomide only�

Leflunomide only (switched)�

No MTX/no biologics�

No MTX/no biologics (switched)�

MTX only�

MTX only (switched)
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95% CI
No. of patients�
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Time�
at risk

Incidence�
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29�

14�
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8�

6�
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3�

0�

0�

0�

5�
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1.9�

2.9�

2.6�

3.8�

2.2�

3.5�

4.3�

0.0�

0�

0�

1.3�

1.0�

1.5�

1.7

18,572�

8,614�

6,465�

3,381�

5,233�

2,149�

1,232�

58�

758�

1,184�

3,504�

4,399�

6,396�

5,501

98.9�

139.8�

137.7�

156.9�

122.1�

143.9�

184.7�

0   �

0.0�

0.0�

70.2�

55.9�

82.3�

96.8

29,314�

10,012�

6,538�

5,099�

4,913�

3,474�

1,624�

33�

1,024�

1,850�

7,122�

8,938�

12,147�

10,331

1.3 – 2.7�

1.7 – 4.9�

1.4 – 4.5�

1.9 – 7.5�

1.0 – 4.9�

1.5 – 8.4�

1.4 – 13.2�

　  –�

　  –�

　  –�

0.5 – 3.1�

0.4 – 2.5�

0.8 – 2.7�

0.9 – 3.2

15.5�

4.9�

3.4�

2.1�

2.7�

1.4�

0.7�

0.2�

0.5�

0.9�

3.9�

4.8�

6.8�

5.8

生物学的製剤の
費用対効果

表4 慢性リウマチ患者における悪性リンパ腫発現リスク

表3 慢性リウマチ患者における肺炎発現率

Wolfe F, et al.: ACR 2004, Presentation Number 1763

Wolfe F, et al.: Arthritis Rheum 50: 1703-1706, 2004

米国のナショナル
データバンクの運用

結核や悪性リンパ腫の
リスクも上昇しない

インフリキシマブによる
生命予後延長

米国における
7年間の使用経験

細菌性肺炎のリスクは
上昇しない
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リウマチ医療の最前線は常に開業医

の先生方です。今回ご登場いただく近

藤正一先生も開業されて7年ほどのリ

ウマチ開業医です。7年の間にはいろい

ろな臨床経験をされたと思いますが，

その経験は病院（国立病院九州医療セ

ンター：旧国立福岡病院）に在籍され

ていた時のご経験と融合し，登録医の

先生方にとって非常に有益な情報とな

っているのではないでしょうか。

そこで今回，リウマチ財団ニュース

の新連載企画として，著名な開業医の

先生方の「治療のコツ」をあえて披瀝

していただき，最先端の治療法ばかり

でない，臨床最前線のリウマチ治療法

の共有化を考えていきたいと思います。

第1回は，シリーズの具体的内容に入

る前に，近藤先生の治療観，リウマチ

医療観を後藤編集委員長との対談によ

って浮き彫りし，今後の連載の方向付

けをさせていただきます。

後藤 開業されて7年ほど経ったとい

うことですが，現在のリウマチ医療に

関して，治療の現場，登録医の代表と

してどういう印象をお持ちですか。

近藤 今後は，リウマチ専門のクリニ

ックが治療の主流になっていくと思い

ます。なぜなら，現在多くのリウマチ

センターは破綻しかけている。つまり

大きい病院が外来患者を抱え込むとい

うのが難しくなってきている。入院し

てもすぐに返さなければいけない。開

放型というか，紹介患者を診て，返す

というようなシステムをとらざるをえ

なくなっているからです。

後藤 そうですね。日本の医療システ

ムというのがかつては入院中心で，医

者の配置から，いろんな医療費からす

べてそうだった。しかし今や，治療法

の変革によって，がん治療なども外来

の点滴治療が中心になりつつあるでし

ょう。リウマチも外来に重きが置かれ

つつあるように思います。

近藤 入院するのは手術の時ぐらいで

しょう。

後藤 それから合併症がある時ですね。

近藤 ええ，合併症で悪化した時だけ。

しかも外来でしっかりコントロールし

ておけばそれも少なくなるわけです。

後藤 以前，私が米国から帰国した際，

東京女子医大のリウマチ膠原病センタ

ーに西岡久寿樹先生（聖マリアンナ医

科大学教授 難病治療研究センター長，

財団常務理事）がいらしたころは外来

しかなかった。そこでは，２～３年の

間に１人として入院させずに済んだ経

験が私にもあって，治療がうまくいく

ならば外来中心が可能だろう，という

思いがしました。

近藤 私が実感するのは，担当医師が

しっかり診れば，リウマチはかなりコ

ントロールできるかなという点です。

後藤 確かにそうですね。一昨年，外

国文献（“ Effect of a treatment

strategy of tight control for rheumatoid

arthritis （the TICORA study)： a

single-blind randomised controlled

trial.”Lancet.Jul 17-23;364（9430)：263-

9,2004）に掲載してあった内容にそれは

象徴されていると思います。“Tight

control”きちっと診たら治るという。

近藤 私はそれほどアグレッシブでは

ありませんけど。今，患者さんが1,500

人ぐらいいますが，CRPが 0.1以上超

す人というのは4割ぐらいです。要す

るにほとんど寛解に近い状態で維持で

きている患者さんは意外に多いのです。

後藤 その時点ではもう来なくていいで

しょう。

近藤 そこが開業医のつらいところです。

後藤 一方，もう来なくていいと伝える

と不安がる患者さんも多い……。

近藤 リウマチの治療の難しさは，コン

トロールできない人をいかにコントロ

ールするかにもありますが，他方コン

トロールできた人に対してどこまで治

療を続ける必要があるか判断するのも

非常に難しいと考えます。

近藤 実際，Tight controlは重要です。

とくに再診で病状管理をしっかりする

という意味では。私はコンピュータを

使って，患者さんの病状をグラフ化し

ていますから，良くなっているか悪く

なっているかすぐわかります。再来毎

にこのグラフをみて，必要であれば薬

を変え，リウマチをコントロールして

いきます。また，リウマチ手帳で患者

さんの病状を自己申告してもらうのも

リウマチ病勢の評価に便利ですし，診

察を短時間ですませるコツです。さら

に気をつけることは，診察では検査結

果のみ重要視するのではなく，触診も

行うことです。患者さんは，触診をし

ないとよく診てもらってないと不満が

残ります。やはり患者さんの関節は診

察毎にひととおり診ないといけないと

思います。

後藤 本当は，ACRのように「関節の

診かた」や「注射のしかた」の教育の

場も設けて，幅広い診療テクニックを

多くの先生向けに提供してもらうとい

いのかもしれません。

近藤 財団ニュースで昨年終了した高

杉先生の『リウマチ診療の基本手技』

のようなシリーズもいいですね。ただ

私としてはより簡便な診察法を伝えた

いと思います。

後藤 腫れがあるかどうか，熱感があ

るかどうかは触れないとわからない。

血液検査やレントゲンはその確認みた

いなものでしょう。

近藤 レントゲンは時間的ズレが大き

いと考えます。いつ関節破壊が進行し

たかは年単位で撮るレントゲンではわ

かりにくいと思います。血液検査はタ

イムリーですけど当日結果が届きませ

んので，その日のリウマチ活動性の評

価はやはりその日の診察で判断するこ

ととなります。それから副作用を診る

検査結果は二重チェックも重要です。

これは開業以来続けていますが，前日

の検査結果が来たら全員分の結果を，

まず看護師さんに異常変動値がないか

チェックをお願いします。大きな変動

のある場合はすぐに私に連絡してもら

い，緊急を要する変化の場合はすぐ患

者さんに連絡し，指示を出します。加

えて，夕方診察終了後に私が全員の検

「リウマチ診断の
コツを考える」

話し手：近藤リウマチ整形外科クリニック院長　近藤正一氏　　　聞き手：後藤眞氏

後藤眞氏 近藤正一氏

時代はリウマチ開業医へ

エキスパート
対談

Tight controlの意義
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査結果を再チェックします。約７％の

患者さんに異常変動がありますから，

十分注意しないといけません。

後藤 生物学的製剤は早期に使えば，治

癒やリウマチが治ると喧伝され，患者さ

んに夢を与えていますが，それに対して，

開業医としてのご意見はいかがですか。

近藤 適応となる患者さんにはたいへ

ん良いでしょうが，その辺りを見極め

ずに発症早期で中等度の活動性の患者

さん，つまり従来薬でも薬を変えてい

けば寛解にできる人にも投薬して，「早

期例に効果がある」と強調している印

象が少なからずあります。

後藤 ある意味過剰投与ということで

すか。ただ，現状では患者さんの症状

が進行性のものか，そうでないものか，

アグレッシブな治療が必要か否かは区

別がつきにくいところがあります。だ

から，対象を広く設定している状態な

のかもしれません。

近藤 確かに進行性の患者さんを見分

けられればより効率的な医療ができる

と考えています。ただし，なかなか難

しいかもしれません。この前，「早期リ

ウマチの診断」ということで山本純己

先生座長のもとで，シンポジウムが開

催されたのですが，その席での山本先

生のご意見は，本当の早期リウマチは

ACRの診断基準を満たすような患者で

ないと早期リウマチとはいえない，と

いうものでした。ただし現実論として

は，そうなると真の早期リウマチの診

断はできないと思えるのです。

後藤 ACRの診断基準を満たした時点

ですでに骨破壊は進行しているので手

遅れ感はある。

近藤 つまり，本質的な早期リウマチ

の診断基準ができないと，適切な早期

治療の選択肢の解答は得られないと思

います。早期リウマチと，発症してか

らどの時点で診断するかです。骨，軟

骨に傷がつくか，ACRの診断基準を満

たすぐらいの状態になれば，診断を間

違うことはないと思うのですが，それ

では遅すぎです。もっと早い時期から

診断して治療を開始しなければと思い

ます。その点，日本リウマチ学会の早

期診断基準に目が向くのですが，臨床

医の立場としては，特異性が低い点に

注意が必要です。

近藤 私がこのシリーズで提案したい

ことは，非常に具体的なことです。た

とえばまず，患者さんが入ってきた時

の挨拶。新患の時に「近藤です。よろ

しくお願いします」と一言いう。それ

だけでずい分違う。そうすると患者さ

んもあわてて挨拶します。「××です。

よろしくお願いします」と。留学した

時に経験したのは，海外の医師は患者

さんに必ず立って握手をします。まず

挨拶してから診察を始める。日本では，

挨拶もしないことがあります。それと，

研修医が予診を取ったりする。そこで

また混乱が生じるわけです。「自分はこ

の先生と思って来たら別の先生が診察

をしている」と。「自分が担当医だけど，

今から彼が予診を行い，診察は私がし

ます」と，一言説明をすればいいのに

しない。

後藤 やはり教えるほうも学生にそう

いわないといけない。今，いろいろと

医療訴訟などがあるのは，やっぱり挨

拶のあるなしから始まっているような

気がします。

近藤 それから敬語を使うことです。

後藤 しかし，慇懃無礼な「患者さま」

はやめたほうがいいと思いますが。

近藤 そこまでの敬語は必要ありませ

ん。初対面の人と接する時の敬語で十

分です。こちらが敬語を使えば患者さ

んもそれなりに丁寧に応えてくれます。

とくにリウマチ患者さんは，病歴が長

くて，いろいろな医者をみていますか

ら，誠実に対応する必要があります。

後藤 次に非常に重要なのは触診じゃ

ないでしょうか。ただ，患者さんの足

を診たりした後に，いちいち手を洗っ

たりするのは実はかなりめんどうくさ

いし，時間もかかるから，どうしたも

のかと思っているのですが。

近藤 いちいち手を洗うのは患者さん

にとってもあまりいい感じはしないと

思います。自分を診察した後，医者が

手を洗っているというのは，なんとな

くいやでしょう。

後藤 そうですね。まるで汚いものに

触ったみたいですから。

近藤 私はそれをあえてせずに，足を

触りだしたら，看護師さんにアルコー

ル綿を診察台にそっと置くよう指示し

ています。それでサッと手を拭くだけ

です。

後藤 まず，足をきちんとじかに触る

だけで患者さんは感激するものですね。

近藤 アルコール綿で拭くだけだった

ら，消毒しているというのはわかりま

すし，患者さんにとってもあまり不快

感はないと思います。些細なことのよ

うですがこれも私は大事だと思います。

次に大切なことは検査をする必要性を

きちんと伝えるということです。新患

で来た人に，理由を説明し検査する，

「リウマチ反応を診ます」とか「炎症反

応を診ます」とか，それから腎臓，肝

臓の検査も薬を出すから必要ですとい

うことを，一言いってあげればいい。

後藤 初診の時の応対というのはやは

り重要ですね。

近藤 初診時は患者さんもものすごく

緊張しています。そこで家族同伴であ

れば必ず家族をいっしょに診察室に入

れます。そうすれば説明がスムーズに

いきます。あとでのいろいろなトラブ

ルがこれで少なくなりますよ。その上，

診察室での患者さん自身も非常に安心

します。

後藤 家族というのは，「家族の心得」

というか，「何をしてあげたらいいのか」

「どうしてあげたらいいのか」をけっこ

う聞きたがるものですね。そういう話

をしながら，治療の話をするともっと

いいかもしれません。

近藤 そうですね。再来の時も同じで，

なるべく家族と一緒に診察しています。

家族が診察の障害になる時は出てもら

いますが，ほとんどそういうケースは

ありません。

近藤 このほか重要なのは，新患をい

かに効率よく診るかという点です。も

ちろん正確に効率よく診るという話で

すが，その要領として「問診と診察を

同時にすませる」ことをしています。

「どこが痛いのですか」と聞きながら触

る。触診しながら「いつから痛いんで

すか」と。だから，問診は看護師さん

に任せずに自分でします。これに10分

や15分はかかりますが，そこで全部診

察はすませてしまう。どこが腫れてい

るとか他の症状を把握してしまう。そ

してあとは検査をして，治療の説明と

いうことになります。

後藤 検査結果はいつみますか。

近藤 検査センターに外注なので翌日

になります。そして，おそらくこの人

はリウマチではないと思う人は，翌日

電話をもらい，「検査結果でリウマチ反

応もなく，診断はやはり変形性の関節

症です」というように口頭で伝えます。

もちろん，診察した日に可能性のある

診断病名は伝えておきます。「リウマチ

の初期か，変形性関節症かのどちらか

かもしれません」と。

後藤 電話はいつかけてもらいますか。

先生の休診時間ですか。

近藤 いえ，診療時間内です。すべて

私が対応して，返事をします。ある施

設ではハガキで対応しているところも

あるそうです。私は書くことがめんど

うくさいものですから。

後藤 やはり先生が直接電話に出たと

か，直接電話をかけてきたというだけ

で，ありがたみが増しますね。

近藤 確かにかなり電話はかかってき

ます。単に具合が悪い時にもかかって

きます。そういう意味では，大学や国

立病院では「会議中です」「手術中です」

「出張中です」ということもありますが

開業医は必ずいる。つながらないこと

はないわけです。

後藤 開業医ならではの患者さんのメ

リットでしょう。

近藤 こちらは大変ですけど。

後藤 電話は時間を決めてかけてもら

っていますか。たとえば５時以降とか。

近藤 私は午後２時半以降にしていま

す。前日の検査結果が来るのが午前中

の終わりごろですから，その時間だと

ちょうど整理が済んでいますから対応

できます。このため連休明けなどは電

話が鳴りっぱなしです。

近藤 私の投薬のポイントは，早期リ

ウマチの少関節型への投薬の場合，投

薬と同時にステロイド剤の関節注射を

することです。するとすぐに症状は消

えます。その後は経口薬の抗リウマチ

効率のよい診察法

電話の応対も重要な要素

治療の実際，投薬や手術
について考えていること

日常診療の心得　
そのいくつかのコツ

スキンシップの重要性

開業医にとっての
生物学的製剤

「リウマチ診断のコツを考える」

RA診療のコツ�
（近藤正一氏による）�

初　診�

短時間ですませる�

問診と診療を同時併行�

合併症，既往歴のチェック�

家族歴，RA＋�

検査をする理由（血液，X-P部位）�

2

治　療�

ステロイド内服の使い方�

ステロイド関注の使い方�
（少関節の早期RA，腱鞘内注射，足根関節への手技）�

手作りのスプリント（手指変形）�

DMARDs少量開始�

手術タイミング，手術のすすめ方（Opeした患者を紹介）�

手術を遅らせる方法�

DMARDs変更のタイミング�

5

副作用対策 

検査結果の二重チェック（医師，看護師）�

副作用説明書�

高齢者，賢臓，肺合併例に注意�

肝炎既住のチェック�

進行性貧血（無症候胃潰瘍）�

6

その他�
 
アルコール綿による手消毒�

付き添い家族と同伴で診療�

短時間の触診方法�

丸イス（足台）を使って趾，足，膝を触診�

左右対象性のチェック，肘の伸展，肩の拳上�

股関節病変は外施位で�

7

患者への対応�

挨拶，新患への自己紹介�

1

再　診�

病状管理�

コンピュータの利用�

RA手帳での自己申告（疼痛関節，質問事項）�

3

早期RA診断�

早期RAのパンフレット�

抗CCP抗体�

家族歴（RAの有無）�

腱鞘の腫れ�

趾，胸鎖関節の腫脹，首の回旋時痛�

4
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剤で再燃を防ぐということにします。

注射をする場合，どの関節が主病変部

位か診断することが大事です。たとえ

ば足首の痛みというのは，おそらく

90％ぐらいは足関節ではなくて，距骨

下関節に原因があります。このように，

部位を正確に診断して注射を打てれば

早期リウマチは寛解に近い状態にでき

ます。

後藤 でも，最近では整形外科医でも

注射しない方がいるそうです。

近藤 また，これは一つの治療のコツ

ですが，手術を遅らせる方法がありま

す。手術をたくさん行っていた私がい

うのですから，説得力があるでしょう

（笑）。たとえば，膝が悪い患者さん。

この人には必ず生活指導をします。し

ゃがまないとか，体重を減らすとか，

椅子の生活にするとか，靴の指導をし

っかりするなどです。

後藤 なかなかいい靴はありませんね。

近藤 でも，今は通信販売のグッズに

ものすごくいいものがあります。シリ

コンとかジェルのグッズで，これが足

の変形による有痛性胼胝の痛みを取っ

てくれます。このようなグッズに関し

ては，むしろ患者さんのほうが情報を

持っていて，私が教えてもらってそれ

を他の患者さんに教えてあげていま

す。下肢のサポーターも，市販の運動

具用の支柱が入ったものを使うと効果

的です。

後藤 普通の患者さんがしているサポ

ーターは単なる保温用のものが多いで

すね。

後藤 パンフレット類はいかがですか。

近藤 副作用説明書や早期ＲＡ用のパ

ンフレットは自作しています。新患用

のものもあります。患者さんが持ち帰

ってゆっくり確認できますので，たい

へん役に立っていると思います。

後藤 看護師さんが新規リウマチ治療

をサポートしてくれるということです

が，コメディカル教育はいかがですか。

近藤 一生懸命やっています。とくに

個人のクリニックではスタッフの協力

が必須となりますから。

後藤 スタッフの教育のしかたはどう

されていますか。

近藤 まず治験コーディネータの研修

会に行ってもらいますし，抗リウマチ

薬の治験の説明会にも出席してもらい

ます。専門クリニックのスタッフとし

ての知識や自負を持ってもらいます。

それから，リウマチのケア研究会など

の会に看護研究を発表してもらいます。

後藤 私が大塚病院にいた際，専門看

護の研究ということで看護師対象に実

施したら好評だったことがありました。

近藤 これからはリウマチ専門看護師

を作るという医療界の方向性もあるか

と思います。とくに生物学的製剤がか

なり使われていますから，これに付随

して生物学的製剤投与の専門看護師が

生まれてくると思います。

後藤 近藤先生は整形外科医として，

内科的疾患への対応はどう行っていま

すか。

近藤 消化器疾患は，今は良い薬がた

くさんありますので何とか自分で対応

します。しかし肺疾患に関しては，聴

診まではしますけど，疑わしいと思っ

たら，やっぱり病診連携，診診連携が

必要です。

後藤 最終的にはそうでしょうが，疑

わしいと思うまでにはどういう対策を

取りますか。

近藤 まず，間質性肺炎のリスクの高

い薬を出している患者さんには，再診

の初めに「咳はないか」というのは必

ず一言問診します。カルテには，必ず

咳（－）を書きます。咳を尋ねて「少

しあります」といったら「ちょっとご

めんね」といって，背中を出させて聴

診をします。

後藤 咳でいうと，私の経験からはシ

ェーグレン症候群合併例で，患者さん

が咳の訴えをした場合，シェーグレン

治療の薬を出すとよくなることがあり

ます。

近藤 たとえばどのような薬ですか。

後藤 漢方の麦門冬湯かサリグレン，

エボザックなどの口腔乾燥薬が効果的

ですね。もちろんまず肺のほうも疑う

わけですが，いろいろ話を聞くと，更

年期症状やシェーグレン症候群による

唾液減少で非常にしつこい咳の場合も

考慮すべきということです。

近藤 確かに唾液を出してあげれば咳

を緩和できると思います。とはいえ，

整形外科リウマチ医でも一応問診をし，

最低肺の聴診はしなさいといいたいと

思います。それから，胸写を撮って，

自信がなかったら診診連携か病診連携

を行います。

後藤 仲のいい内科医を作ることもコ

ツの一つかなと思います。

近藤 そうですね。気楽に胸写を診て

もらえる医者が近くにいるというのが

いいですね。

後藤 ただ，内科医と整形外科という

のは，いってみればリウマチでは同じ

土俵にあがっているので，うまく関係

構築する必要はあるかもしれません。

近藤 胸写を診るだけだから患者の取

り合いということはないと思います。

異常があるか，間質性の変化があるか

どうか，結核の変化があるかとか，内

科の先生なら異常をすぐに判別しても

らえるし，それでおかしいといわれた

ら，ＣＴを撮るようにすれば良いわけ

です。私が考えている，診療のコツ，

その大まかなことはこのような点です。

後藤 では，各論が始まることを楽し

みにしています。

（次号より近藤先生の新・リウマチ診療

のコツシリーズが始まります）

内科疾患に対する対処

患者さん向け情報資材や
スタッフの活用

「リウマチ診断のコツを考える」
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H18.3～H18.7）］

※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。

3／10（金） 19:30 1単位（福岡）
第4回福岡南部リウマチ研究会
有薗　剛　Tel.092-541-4936
九州中央病院整形外科

3／10（金） 19:30 1単位（北海道）
帯広･十勝地区リウマチ講演会
奥田　淳　Tel.0154-23-3571
武田薬品工業㈱道東営業所

3／10（金） 18:30 1単位　（茨城）
実地医家の為のつくば医学セミナー
高松　聖治　Tel.080-1104-7863
サノフィ・アベンティス㈱

3／11（土） 17:00 1単位　（兵庫）
第3回兵庫整形リウマチの会
小池　正道　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱大阪･兵庫抗リウマチ薬チーム

3／11（土） 19:00 1単位（北海道）
第5回旭川関節疾患カンファランス
中林　淳一　Tel.0166-24-2805
旭化成ファーマ㈱医薬札幌支店旭川営業所

3／11（土） 17:00 1単位（北海道）
関節保存療法講演会･高分子ヒアルロ
ン酸講演会in札幌
三浪　三千男　Tel.011-812-7001
北海道整形外科記念病院

3／11（土） 15:30 1単位（神奈川）
三浦半島リウマチのトータルケア懇話会
千場　純　Tel.046-822-7045
三輪医院

3／11（土） 17:00 2単位　（広島）
広島肩関節研究会
奥平　義信　Tel.082-565-5000
マツダ病院

3／11（土） 16:00 1単位　（東京）
第25回城南骨･関節フォーラム
中村　秀紀　Tel.03-3762-4151
東邦大学整形外科

3／11（土） 17:00 1単位　（東京）
第2回リウマチ医のための肺障害研究会
池崎　利美　Tel.03-3817-3753
エーザイ㈱医薬事業部医薬部運動器領域室

3／11（土） 17:30 1単位　（愛知）
第8回東三河リウマチ研究会
清水　保　 Tel.052-211-2458
ワイス㈱東海･北陸支店

3／12（日） 9:00 最大2単位（福岡）
第5回久留米関節セミナー
稲員　由紀　Tel.0942-22-6111
久留米大学医療センター整形外科

3／18（土） 16:55 1単位（鹿児島）
第1回鹿児島リウマチの臨床とケア研究会
菊次　博志　Tel.099-254-9860
エーザイ㈱

3／18（土） 17:30 1単位　（福岡）
3／19（日）8:30･9:30･10:30   各1単位
第5回アレルギー･臨床免疫医を目指す人達の為の研究会
岩崎　眞由美　Tel.092-565-5534
日本アレルギー協会九州支部

3／20（月）9:00･13:00 各2単位（東京）
3／21（火）9:00･13:10 各2単位
線維筋痛症研究班公開シンポジウム
福田　有美　Tel.044-977-8111
聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター

3／23（木） 20:00 1単位　（沖縄）
第4回沖縄リウマチ薬研究会
井野口　洋一　Tel.092-271-5155
ワイス㈱九州支店福岡第一営業所

3／24（金） 19:45 1単位　（福岡）
第7回筑後骨粗鬆症研究会
永田　見生　Tel.0942-31-7568
久留米大学整形外科

3／24（金） 19:30 1単位　（愛知）
第30回瑞穂卒後研修セミナー
福岡　宗良　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

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

3／25（土） 16:00 1単位　（東京）
第4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

3／25（土） 15:00 2単位　（熊本）
第18回熊本リウマチセミナー
本田　五男　Tel.096-366-3666
熊本整形外科病院

3／25（土） 18:30 1単位　（岐阜）
痛みと炎症2006
清水　克時　Tel.058-230-6330
岐阜大学整形外科

3／25（土） 18:00 1単位　（岡山）
第37回岡山リウマチ研究会
香西　貴雄　Tel.086-246-3232
科研製薬㈱岡山営業所

4／1（土） 17:00 1単位　（新潟）
新潟県臨床整形外科医会学術講演会
森下　岳志　Tel.025-246-3341
田辺製薬㈱

3／18（土） 19:30 1単位　（福岡）
第2回リウマチフォーラム 21
城島　宏　Tel.092-801-1011
福岡大学整形外科

3／9（木） 19:30 1単位　（茨城）
第5回鹿行リウマチ研究会，
第6回東総リウマチ研究会合同
横田　基廣　Tel.03-3561-7345
ワイス㈱関東･甲信越支店

4／7（金） 19:30 1単位　（東京）
第7回西東京骨粗鬆症談話会
早川　敏明　Tel.03-3492-8101
万有製薬㈱

4／7（金） 13:30 1単位　（大阪）
4／8（土） 16:00 1単位　
第106回中部日本整形外科災害外科学会学術集会
高岡　邦夫　Tel.06-6645-3851
大阪市立大学整形外科

4／7（金） 12:15 1単位　（大阪）
4／8（土） 12:15 1単位　
第106回中部日本整形外科災害外科学会ランチョンセミナー
高岡　邦夫　Tel.06-6645-3851
大阪市立大学整形外科

4／8（土） 17:30 1単位　（兵庫）
兵庫県整形外科医会学術講演会（H18年度第2回）
山下　仁司　Tel.0794-26-8800
やました整形外科

4／13（木） 18:45 2単位　（三重）
第7回骨関節代謝外科研究会
酒井　哲雄　Tel.059-229-4740
帝人ファーマ㈱

4／14（金） 19:30 1単位（北海道）
第6回北海道の外科・末梢神経セミナー
佐藤　浩　Tel.011-271-3110
第一製薬㈱札幌支店学術課

4／15（土） 18:00 2単位（神奈川）
第1回相模原市・大和市整形外科医会学術研修会
吉川　泰弘　Tel.042-750-5043
吉川整形外科

4／15（土） 18:00 1単位　（鳥取）
第1回Biological Meeting in Tottori
萩野　浩　Tel.0859-38-6587
鳥取大学附属病院リハビリテーション部

4／15（土） 16:30 1単位　（岐阜）
第4回抗サイトカイン療法研究会
筒居　Tel.058-230-6330
岐阜大学整形外科

4／15（土） 15:00 2単位　（兵庫）
運動器疾患／骨･関節フォーラム神戸会場
木谷　文治　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビュー社

6／3（土） 17:30 2単位　（愛知）
第100回愛知リウマチアーべント
石黒　直樹　Tel.052-741-2111
名古屋大学整形外科

6／3（土） 17:45 2単位　（長野）
北信リウマチ治療談話会
金物　壽久　Tel.026-226-4131
長野赤十字病院

6／3（土） 16:25 1単位　（東京）
17:35 1単位

第37回多摩リウマチ研究会
中林　公正　Tel.0422-47-5511
杏林大学第一内科

6／3（土） 17:30 1単位　（愛知）
第61回名市大整形外科セミナー
福岡　宗良　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

6／3（土） 18:00 2単位　（徳島）
徳島県臨床外科医会･学術講演会
一原　貴　Tel.088-626-6104
帝人ファーマ㈱高松営業所

6／8（木） 20:00 1単位　（東京）
第7回城北関節炎RA･OA･AS談話会
松元　秀一郎　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱

6／10（土） 16:00 1単位　（大阪）
第13回大阪リウマチケア研究会
橋本　淳　Tel.06-6879-3552
大阪大学整形外科

6／15（木）19:00 1単位　（神奈川）
第55回相模原市医師会整形外科医会学術研修会
吉川　泰弘　Tel.042-750-5043
吉川整形外科

6／15（木） 19:30 1単位　（埼玉）
第11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

6／23（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㈱

6／24（土） 18:30 1単位　（岐阜）
岐阜RA講演会
清水　克時　Tel.058-230-6330
岐阜大学整形外科

7／2（日） 10:05 1単位　（大阪）
12:15 1単位　

2006関節外科フォーラム（大阪）
梅本　忠夫　Tel.03-3797-8661
ノバルティスファーマ㈱真菌･炎症･アレルギー事業部

7／15（土） 17:00 1単位　（大阪）
第35回南大阪リウマチ･関節外科研究会
小林　章郎　Tel.06-6645-3851
大阪市立大学整形外科

7／15（土） 18:00 1単位（鹿児島）
鹿児島骨粗鬆症研究会
石堂　康弘　Tel.099-275-5381
鹿児島大学整形外科

3／17（金） 19:30 1単位　（新潟）
第38回新潟リウマチ研究会
生越　章　Tel.025-227-2272
新潟大学整形外科

3／18（土） 17:30 1単位　（東京）
第2回東京抗サイトカイン療法研究会
猪股　利行　Tel.03-3230-6813
田辺製薬㈱東京第一支店医薬部
医薬推進第二課

3／18（土） 16:15 1単位　（兵庫）
兵庫医大整形外科開業医会学術講演会（第7回）
富永　浩司　Tel.06-6488-1601
合志病院整形外科

3／18（土） 17:00 1単位　（滋賀）
第25回滋賀リウマチ・膠原病臨床談話会
小林　雅雄　Tel.077-554-1422
科研製薬㈱滋賀営業所

3／18（土） 17:00 1単位　（大阪）
第1回膠原病症例検討会
浅野　益男　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

3／30（木） 18:30 2単位　（愛知）
東海炎症研究会
高澤　誠司　Tel.052-259-1883
第一製薬㈱名古屋支店学術課

3／30（木） 19:00 1単位（神奈川）
第54回相模原市医師会整形外科医会学術研修会
吉川　泰弘　Tel.042-750-5043
吉川整形外科

3／30（木） 20:00 1単位　（大阪）
第6回大阪RAフォーラム
橋本　淳　Tel.06-6879-3552
大阪大学整形外科

3／30（木） 19:00 1単位　（山口）
第7回山口臨床リウマチ研究会
村上　敬司　Tel.082-246-7536
ワイス㈱

4／1（土） 18:00 1単位　（長野）
第40回信州リウマチ膠原病懇談会
山崎　秀　Tel.0263-33-0385
丸の内病院リウマチ科

5／27（土） 16:30 1単位　（岐阜）
第5回岐阜整形外科セミナー
大橋　俊郎　Tel.058-268-0567
山内ホスピタル整形外科

5／27（土） 18:30 2単位　（千葉）
第10回千葉リウマチ医の会
原田　徹　Tel.043-231-6221
田辺製薬㈱千葉第一営業所

5／27（土） 18:00 1単位　（岩手）
第393回岩手整形災害外科懇談会
西田　淳　Tel.019-651-5111
岩手医科大学整形外科

5／27（土） 19:00 1単位　（福岡）
第10回五月セミナー学術講演会
城島　宏　Tel.092-801-1011
福岡大学整形外科

3／18（土） 18:00 1単位　（静岡）
第7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

4／1（土） 17:00 1単位　（愛知）
第52回東海関節外科研究会
佐藤　悦郎　Tel.052-201-3341
大日本住友製薬㈱名古屋支店

6／2（金） 19:00 1単位　（熊本）
第7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

5／30（火） 19:30 1単位　（東京）
第21回ひがし東京リウマチ研究会
安武　秀政　Tel.080-1104-6648
サノフィアベンティス㈱

3／16（木） 19:15 1単位（神奈川）
第9回藤が丘整形外科研修会
森島　紀子　Tel.045-974-6365
昭和大学藤が丘病院整形外科

3／25（土） 18:00 2単位　（大阪）
第3回関西リウマチフォーラム
渕田　真　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

5／11（木） 19:00 1単位　（千葉）
第6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

3／25（土） 17:00 1単位　（岐阜）
第25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

3／16（木） 20:00 1単位　（大阪）
第8回南大阪リウマチ研究会
山口　統彦　Tel.0729-57-2121
大阪府立呼吸器･アレルギー医療センター

3／25（土） 17:00 2単位　（山形）
第19回日本リハビリテーション医学会
東北地方会
木　理彰　Tel.023-628-5355

山形大学整形外科

3／25（土） 14:15 3単位　（兵庫）
第20回兵庫県リウマチ登録医の会（リウマチ医の会）学術
講演会第1回日本リウマチ学会近畿支部会教育研修会
塩沢　俊一　Tel.078-769-4543
神戸大学医学部保健学科

5／13（土） 17:50 1単位　（大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会（第170回）
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815
長谷川整形外科医院

5／12（金） 20:00 1単位　（福岡）
第68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

5／12（金） 19:00 1単位　（長崎）
第6回長崎県央地区リウマチセミナー
小川　聡　Tel.095-848-7601
旭化成ファーマ㈱医薬福岡支店長崎営業所

5／13（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

3／16（木） 20:00 1単位　（大分）
第79回大分県リウマチ懇話会
赤沢　洋　Tel.070-5564-0856
ワイス㈱九州支店

3／16（木） 19:30 1単位　（山梨）
第2回山梨ＲＡ生物学的製剤研究会
中島　育昌　Tel.0556-22-3135
社会保険鰍沢病院

3／16（木） 19:30 1単位（神奈川）
第8回神奈川県シェーグレン症候群研究会
橋本　昌樹　Tel.045-472-0415
日本化薬㈱横浜営業所

3／28（火） 19:30 1単位　（茨城）
取手市医師会学術講演会
横田　基廣　Tel.03-3561-7345
ワイス関東甲信越支店

3／26（日） 15:30 1単位　（岡山）
第215回岡山県整形外科医会研修会
角南　義文　Tel.086-273-1233
竜操整形外科病院

3／16（木） 19:00 2単位（神奈川）
第2回痛みと炎症懇話会
阿部　賢　Tel.03-3985-1133
大正富山医薬品㈱東京第3支店

3／26（日） 10:30 1単位　（福井）
第3回福井ＲＡフォーラム
林　正岳　Tel.0776-21-1300
福井総合病院

3／29（水） 19:00 2単位　（茨城）
リウマチ治療を考える会
今井　由典　Tel.029-241-5353
武田薬品工業㈱北関東支店水戸営業所

5／25（木） 19:00 1単位　（福岡）
第58回北九州筑豊リウマチ懇話会
久保田　雅二　Tel.093-921-3737
旭化成ファーマ㈱北九州営業所

5／13（土） 18:00 1単位　（愛知）
第3回斯整会骨粗鬆症フォーラム
松下　廉　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

5／19（金）13:35 1単位（神奈川）
5／20（土）8:00 1単位　5／21（日）8:00･14:15 各1単位
第79回日本整形外科学会学術総会
武藤　圭子　Tel.03-3547-2533
㈱アサツーディ．ケイ

5／26（金） 20:00 1単位　（高知）
第34回高知リウマチ研究会
久保　慎　Tel.088-872-0330
ノバルティスファーマ㈱

3／17（金） 20:00 1単位　（福岡）
第7回七隈整形外科懇話会
城島　宏　Tel.092-801-1011
福岡大学整形外科

平成18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。
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）
研修会に参加ご希望の方は，事前申込が必要です。
〔 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（あて先を書き80
円切手貼付）を同封のうえ申込先へ申込ください。
〔 受 講 料 〕中央研修会：登録医　21,000円　一般医　30,000円

地区研修会：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年度発行）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�

中　央�

7月22日�
（土）�
7月23日�
（日）�

東京都�
品川インターシティホール�

世話人：川合　眞一　東邦大学医療センター�
　　　　　　大森病院膠原病科教授�
　　　　木村　友厚　富山大学整形外科教授�
申込先：〒170-0005　東京都豊島区南大塚2-39-7　�
　　　　ヤマモト大塚ビル5F　日本リウマチ財団�

群　馬�
7月2日�
（日）�

高崎市�
ホテルメトロポリタン高崎�

世話人：高岸　憲二　群馬大学医学系研究科機能運動外科教授�
　　　　野島　美久　群馬大学医学系研究科生態統御内科教授�
申込先：〒371-8511　前橋市昭和町3-39-15�
　　　　群馬大学医学系研究科機能運動外科�
　　　　教授　高岸　憲二�

大　阪�
6月18日�
（日）�

大阪市�
大阪・毎日新聞社�
オーバルホール�

世話人：吉崎　和幸　大阪大学健康体育部教授�
　　　　吉川　秀樹　大阪大学大学院医学研究科（整形外科）�
申込先：〒565-0871　吹田市山田丘2-2�
　　　　大阪大学整形外科内近畿地区リウマチ教育研修会事務局�
　　　　七岡　信子　�

北海道�
札幌市�

札幌後楽園ホテル�
小池　隆夫　北海道大学病態内科学教授�

9月10日�
（日）�

岡　山�
岡山市�

岡山コンベンションセンター�

槇野　博史　岡山大学�
　　　　　　腎・免疫・内分泌代謝内科学教授�
〒700-8558　岡山市鹿田町2-5-1

7月9日�
（日）�

大　分�
大分市�

大分県医師会館�
安田　正之　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�

11月26日�
（日）�

富　山�
富山市�

富山県民会館�
木村　友厚　富山大学整形外科教授�

10月1日�
（日）�

地区名� 開催日�

9月9日�
（土）�

開催場所� 世話人・申込先�

林 正岳 理事長�
福井総合病院�

北海道・�
東北�

9月2日�
（土）�

藤　哲 教授�
弘前大学整形外科�

東海・�
北陸�

12月9日�
（土）�

松末 吉隆 教授�
滋賀医科大学整形外科�

関東・�
甲信越�

6月10日�
（土）�

9月30日�
（土）�

島根県立産業交流会館��
くにびきメッセ�

上尾 豊二 院長�
玉造厚生年金病院�

九州�
10月7日�
（土）�

束野 通志 副院長�
熊本整形外科病院�

パレアホール �
くまもと県民交流館��

パレア�

つくば国際会議場 3F�
中ホール300�

住田 孝之 教授�
筑波大学臨床免疫学�
〒305-8576�
つくば市天久保2-1-1

中国・�
四国�

近畿�

平成18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
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第12問　【症例】70歳，女性
10年ぐらい前から手の関節が動かしにくくなってきたが疼痛は軽度であった。
同時期から徐々に歩行障害を来し人工股関節形成術を受けた。

第11問解答　オクロノーシス

【解説】 腰椎は正面像，側面像ともにbamboo-spine様であるが，

各脊椎間は狭小化し辺縁が不整である。さらに椎間板の濃厚な石

灰化像がみられるのが特徴的である。

椎体も高さが通常より高く見えることも特徴的である。仙腸関節

は部分的に強直することもあり，強直性脊椎炎との鑑別が最も重

要であるが，上記の特徴で鑑別は難しくない。また末端肥大症に

おける脊椎変化とも鑑別可能である。

第11問　【症例】56歳，男性

数年前頃からの股関節痛から歩行障害を来し，人工関節形成
術を受けた際の腰椎XP像である。

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 ？？？？？？？？？？？？

腰椎正面XP像 腰椎側面XP像

強膜にホモゲンチジン

酸沈着による黒変がみ

られる

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】
（2006年1月）

吉田健太郎様（京都府）
松田みどり様（福岡県）

（故）山村清子様（千葉県）

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3月31日
までです。

リウマチ登録医で次に該当する方は，
資格更新の手続きをお願い致します。
◎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。
なお，申請用紙は昨年11月にお送り

しています。申請期間は平成18年3月31
日までです。

リウマチ登録医募集

リウマチ登録医の資格更新
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(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，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
幅に増補しています。ぜひお手元に1冊を。

医師向けの治療ガイドラインを，患者さん
に理解していただき，医師と相談しながら，
患者さん自らやご家族の関節リウマチを治療
していくためのテキストが医歯薬出版社より
発刊されます。医師と患者さんが治療情報を
共有するこれからの時代にマッチしたガイド
ラインです。ぜひ患者さんにお勧めください。

B5判 684頁 定価 5,000円（税込）

B5判 136頁 2,520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。

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（税込）
日本リウマチ財団リウマチ登録医特別価格
4,700円（税込）

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5階

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

好評発売中

患者さんのための
関節リウマチ治療ガイドライン

財団法人日本リウマチ財団 編

監修：越智隆弘

京都祇園にほど近い，寿延寺は，別

名，洗い地蔵，鬼子母神として知られ

ています。寿延とは，奥信濃の方言で

は，じょんのび，と言い，いかにも寿

延：寿命が延びる耳に快い響きを持っ

ています。吹雪の夜などに，宿の檜風

呂などに浸かりながら，飛騨の鬼ころ

しなどを熱燗でちょびちょびすする時

など，つい，じょんのび，じょんの

び，と口をつくそうです。ちょうど，

炎天下の外出先から戻って，思いっき

りクーラーを利かせた部屋に寝ころび

ながら生ビールをやりながら，DVD

でセーシェル群島あたりの映像を眺め

ると思わず，極楽極楽とつぶやくのと

同じでしょう。

仏教の有難い言葉に，益寿延年，と

いう表現があります。苦しみ，困難の

後の，快楽こそもっとも有難いものだ

ということだと思います。四苦八苦の

火宅である俗世界の人生を耐え抜け

ば，快適な余生が待っているかもしれ

ないという教えではないかと私は解釈

しています。クスリが効いて，朝のこ

わばりから解放され，家事一般も一息

ついた午後のお茶のひとときが，一番

ほっとする時間です，とおっしゃるリ

ウマチ患者さんが多いのですが，非情

な専門家は，そうしたときこそがリハ

ビリに最も効果的な時間帯ですよと，

患者さんに冷たく説明をしがちです。

休息の代償が，筋萎縮や骨粗鬆症，関

節変形では，あまり長生きしたくない

と患者さんはこぼします。不老長寿の

研究よりも，怠けながらもリウマチが

良くなる研究に力を入れて欲しいとい

う患者さんからの要望が，耳に痛いの

ですが，私なりの深い考えがあるので

すよ，と言い訳ばかりを言う自分がな

さけないのですが。いずれにせよ，も

う不老不死とまではいきませんが，不

老長寿の時代になっているのですか

ら，いつまでも自力歩行できるよう

に，日々の努力は最低限の自己責任で

はないでしょうかと説明するのは，患

者さんには酷な態度でしょうか？　し

かし，この重力のもとで生きて行かざ

るを得ない生物としては，最低限の自

助努力として耐えなければならないの

ですから。 （後藤眞）

益寿延年：鬼子母神

■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

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）

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

新発売


