
今回の出版の大きな意図としては，

厚生労働省の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

の方向性に沿っているという点がまず

いえます。

つまり出版企画自体，「国の方策であ

る」，ということです。昨年末に，この

リウマチ・アレルギー対策委員会がま

とめた「リウマチ・アレルギー対策委

員会報告書」にもあるように，国がこ

のような「患者さん向けのガイドライ

ン」の発刊をなぜ考えたかというと，

現在のリウマチ医療の問題点を少しで

も解決したい，という面があります。

報告書に記されているように，問題点

もいくつかあるのですが，特に強調さ

れている点として，患者さんへの医療

提供にまだまだ十分な対応ができてい

ないという面があります。

既に同じ報告書で，国はリウマチ対

策の今後の政策とその方向性として，

いくつかの柱を発表しています。そし

てその中に，「医療従事者の資質向上」

という項目を挙げていました。「資質向

上」とは何かといえば，具体的には，

医療機関などにおける適切な診断・治

療法の普及をより徹底して図ろうとい

うことです。

その方策の布石の1つが，平成16年

に発行された『関節リウマチの診療マ

ニュアル（改訂版）診断のマニュアル

とEBMに基づく治療ガイドライン』

（作成：厚生労働省研究班　発行：日本

リウマチ財団）でした。

ところが，そのような方針でリウマ

チ対策が実行されている一方で，関節

リウマチの患者さんの治療実態が全国

レベルではきちんと把握されておらず，

ガイドラインに基づいた治療が普及し

ているかどうかすらも，あやふやとい

う現実があったのです。つまりこれは，

ガイドラインの徹底に地域間格差があ

るということです。

また，ガイドラインの普及が不十分

であるという面では，内科領域のリウ

マチ医と整形外科領域のリウマチ医で

施される，関節リウマチに対する治療

指針および医療行為にばらつきがある

という状況も存在しています。つまり，

医師のバックグラウンドによって，施

される治療法に格差やばらつきがある

ということです。診療科の縦割り構造

ともいえます。

これでは，関節リウマチの患者さん

へ，医療行為を提供する際，患者さん

の治療ニーズと与えられる治療法，そ

してそのレベルが合致していないので

はないか，という懸念が生じてしまい

ます。

このような状況下において，『患者さ

んのための関節リウマチ治療ガイドラ

イン』は発刊されたのです。

実は現在，『関節リウマチ患者さんの

ための自己管理マニュアル』というも

のの作成にも私は参加しています。編

纂は，私を含めた「厚生労働科学研究」

の研究班ですが，この冊子は『自己管

理マニュアル』というだけに，関節リ

ウマチの患者さんの自助努力を強く求

める内容となっています。「自助努力」

は，つまり「自己責任」ということに

なります。

くしくもリウマチ友の会の長谷川三

枝子理事長も作成メンバーに加わって

いただきこのマニュアルに寄稿されて

いますが，その中で述べていることに，

「今，“患者が選ぶ医療・参加する医療”

の時代の中で，患者が心しておかなけ

ればならないことは，病気について正

しい知識を持ち，病気を正しく理解で

きる賢い患者であること」という表現

があります。つまり，患者さんも，こ

れからは「物言わぬ患者さん」ではな

く，治療を自ら選択していくことを覚

悟として持っていくといえるかもしれ

ません。

では，自ら選ぶ治療法とは何かとい

えば，もっとも重要な治療法の1つは，

当然，薬物療法ということになるはず

です。自分が受ける薬物療法の効果や

副作用を正しく把握することを，患者

さん自身も求められているわけです。

また，同マニュアルの治療体系の項

では，「患者中心の医療」が謳われてお

り，医師とのコミュニケーションの中

では，エビデンスに基づいた医療の提

供や共通の治療ガイドラインのもと，

共通の理解で治療が実施されるように

あるべきことを患者さんに向けて訴え

ています。

まさしく，『患者さんのための関節リ

ウマチの治療ガイドライン』は，この

マニュアルの中核の1つとして位置づ

けられているわけです。

同じ内容のガイドラインを，医師と患

者さんが同じように把握し，治療法の決

定は患者さんが行い，同じ用語で病態や

治療法を共有するわけです。患者さんが
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越智隆弘氏

『患者さんのための関節リウマチ治療ガイドライン』
その出版の意義

―患者さんが，医師と同じ内容の
ガイドラインを持つ時代になった―

独立行政法人国立病院機構
相模原病院　院長　 越智隆弘 氏

本年はじめ，日本リウマチ財団編，越智隆弘氏監修による，『患者さんのた
めの関節リウマチ治療ガイドライン』という，患者さん向けの啓蒙書が医歯薬
出版社から発刊された。治療ガイドラインを患者さん向けに出版する試みは，
アレルギー学会が既に行っているというが，B5判，142ページ，イラスト入り
というかなりのボリュームで患者さん向けの治療ガイドラインが発行された例
は，本邦ではほとんどない。当財団の名で編集された本書の趣旨，目的を監修
者の越智氏からご紹介いただいた。

国のリウマチ医療の
大きな流れの中で

患者さんが選ぶ
医療のためのガイドライン

医師と患者さんが共通の
ガイドラインで治療に臨む



見ている治療ガイドラインを，「私はガ

イドラインは知らない」と全国どの地域

の先生であっても，患者さんに言い訳す

るわけにはいかないですし，内科の医師

であっても関節リウマチの手術療法の質

問には，ガイドラインに載っていること

程度は回答しなければなりません。また

整形外科の医師であっても，薬物療法や

それに起因する感染症や間質性肺炎の鑑

別法や危険性の察知もできなければなら

なくなるのです。

「リウマチ医」であれば，患者さんか

ら見た医師は，すべてガイドラインに

精通している医師でなければ，，患者さ

んにより良いリウマチ医療を与えられ

ないからです。また同時に，ガイドラ

インを通じて，医師と患者さんのコミ

ュニケーションがとれることも大切な

ことです。

この大きな流れを，私は，医師の方

には「医療がヒポクラテスの時代から

商品経済の時代に移った」としばしば

表現しています。ヒポクラテスの時代

からずっと続いていた，“医療は施す”

というものから，医療の消費者である

患者さんが，自らの医療行為を自身の

判断で選択し購入している，つまり一

種の商品経済の時代になっていること

を，この言葉は端的に表現したものと

考えているからです。

またこれは，国家的な医療費抑制や

医療訴訟の多発など，現実の医療界の

大きな変動とリンクしており，医師に

とって一種の危機管理を先取りする形

で進んでいるといえるでしょう。

このような趣旨のもとでこのガイド

ラインは作られたので，医師のための

ものと，患者さんのための，両者のガ

イドラインは，ほぼ同じ表紙デザイン

にしました。それは，「ガイドライン共

有」の象徴的な一面です。

ただし，治療法のリスクはこれぐら

いである，私がそれを選んだ，とい

う患者さんの確かな了解を得るため

には，患者さん側の病気に対する知

識のレベル・アップが相当程度必要

です。また，患者さんがそれだけの

努力をする意義が出てくるのは，や

はりその医療がかなりコストのかか

るもの，判断に迷うものでなければ

なりません。

生物学的製剤という，きわめて効

果が大きくかつ，リスクも大きい製

剤が登場した関節リウマチの先端医

療の世界では，効果の大きさとリス

クの大きさを天秤にかける意義も出

てきているわけです。

両ガイドラインの内容において，

もっとも重要な部分は，当然，治療薬

の推奨度の項となります。医師と患者

さんが，同じ内容の本を手元に置き，

自分が処方される治療レジメンがどの

推奨度に該当するものかを把握するこ

と，またその治療法に同意をすること

は，この2つのガイドラインの大きな

存在意義にあたります。患者さんがこ

のガイドラインを持っていれば，自然

と医師の自己流の治療法は淘汰されて

いくことになると考えています。

今回の出版で，この趣旨を登録医の

皆様にも十分把握していただき，患者

さんがこの本を持参して来院してから

あわてるのではなく，日ごろよりガイ

ドラインに精通して，患者さんと共通

の意識のもとで，関節リウマチの治療

にあたってほしいと願っています。

■ガイドラインの入手方法

『関節リウマチの診療マニュアル（改訂

版）診断のマニュアルとEBMに基づく

治療ガイドライン』を入手していただ

くためには，日本リウマチ財団にFAX

でお申し込みください。

FAX番号は03-3946-7500です。
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自己責任の医療，
契約の医療へ

ガイドライン中心の
関節リウマチ治療へ

（財）日本リウマチ財団　平成18年度　事業計画一覧

度登録医）の審査更新を行う。

（2）平成19年度新規登録医及び更新者

（昭和61年度，平成元年，平成4年

度，平成7年度，平成10年度，平

成13年度及び平成16年度登録医）

の申請受付を行う。

５．国際交流及び関係団体への助成事業

（1）国際交流を深めるため役員等の海

外派遣を行う。

（2）リウマチ学に関する学術会議等の

開催に対し助成を行う。

（3）リウマチ患者団体の情報提供，医

療相談等の活動に対し助成を行う。

６．その他事業

（1）国立病院機構相模原病院がリウマ

チナショナルセンターとして整備

されるよう引き続き関係方面に働

きかける。

（2）世界的な「リウマチ制圧10か年対

策」運動にちなみ，厚生労働省に

対しさらなるリウマチ対策の推進

を働きかける。

（3）各大学，国公立病院にリウマチ診療

科の設置を関係方面に働きかける。

（4）各都道府県リウマチ登録医の会及

びケア研究会の設置に努める。

（5）賛助会員の増加に努める。

（6）リウマチ調査・研究等の事業に充

当するため募金活動を推進する。

（7）リウマチ関係団体が行う大会，講演

会等リウマチ対策の推進に寄与す

ると認められるものについては後

援，協賛又は図書等の推薦を行う。

推進する。

（8）ホームページ・リウマチ情報セン

ターを運営する。

３．教育研修事業

（1）リウマチ登録医等の教育の一層の

推進に寄与するため教育研修会を

開催する。

中央研修会　東京都

地区研修会　6地区（北海道，群

馬県，富山県，大阪府，岡山県，

大分県）

（2）インターネットを利用したｅラー

ニングによる教育研修を実施する。

（3）財団主催以外の教育研修会につい

て研修単位の認定を行う。

（4）海外研修のため医師10人（うち欧

州へ2人以上，奨学金各60万円）

を派遣（公募）する。

（5）諸外国との間で留学生を受入れ又

は派遣する。

（6）リウマチのトータルケア推進のた

めケア研修会及びケアフォーラム

を開催する。

ア 研修会　6地区　（青森県，茨

城県，福井県，滋賀県，島根

県，熊本県）

イ　ケアフォーラム　年１回・中

央で開催

４．登録医の養成事業

（1）平成18年度新規登録医の審査登録

及び平成18年度更新者（昭和63年

度，平成3年度，平成6年度，平成

9年度，平成12年度及び平成15年

１．調査・研究及びその助成事業

（1）生活機能病対策への具体的事業に

ついて審議・検討を行う。

（2）中長期的な研究計画のもとにリウ

マチ性疾患の治療研究を行う。

（3）リウマチ性疾患治療薬等の治験の

円滑実施を検討推進する。

（4）リウマチ治療ガイドラインを普及

する。

（5）全国登録医のネットワークを構築

する。

（6）大規模災害時におけるリウマチ患

者支援体制について検討を進める。

（7）リウマチ性疾患の病因究明，治療，

予防，疫学等に関する広範な調

査・研究の助成を行う。

ア　リウマチ性疾患調査研究助成

（公募）

11課題（うち1課題は三浦記念

リウマチ学術研究賞）各100万

円助成

イ　その他

（8）「ノバルティス・リウマチ医学賞」，

「アボット ジャパン・リウマチ性疾

患臨床医学賞」及び「ツムラ・骨

関節臨床医学賞」各賞300万円の表

彰を行う。

（9）「日本リウマチ財団・ワイス国際賞」

500万円の表彰を行う。

（10）リウマチのケアに関する事業を推

進する。

（11）リウマチ登録医のあり方，医療情

報網の整備等について調査研究を

行う。

（12）「柏崎リウマチ教育賞」100万円の表

彰を行う。

２．普及啓発事業

（1）日本リウマチ財団ニュース（医学

情報の分野を充実）を年6回発行

（1回5,500部）し，リウマチ登録医

等に配布する。

（2）リウマチ登録医名簿を作成配布す

る。

全国版（登録医配布用） 4,200部

各地区別（患者，保健所等配布

用） 200～500部

（3）リウマチ月間（６月）用ポスター

を作成し，保健所，市町村保健セ

ンター，医療機関等に配布する。

10,000枚

（4）「リウマチ月間リウマチ講演会」

を開催する。

平成18年6月1日（木）

千代田区丸ノ内丸ビルホール

（5）リウマチの正しい知識普及のため，

報道機関等と連携し，リウマチフ

ォーラムを開催する。

（6）リウマチ性疾患に悩む患者に対し

て永年にわたる医学的または社会

的救済活動を通じて著しく貢献の

あった個人または団体に対し，「リ

ウマチ福祉賞」または「リウマチ

福祉奨励賞」を贈呈する。

福祉賞　記念品と賞金（20万円）

福祉奨励賞　賞金 （10万円）

（7）リウマチ登録医の診療レベルの向

上，リウマチ知識普及啓発等事業

の展開を図るためリウマチ登録医

の会又はリウマチ医の会の活動を
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本賞は，故柏崎禎夫 東京女子医科

大学附属膠原病リウマチ痛風センター

名誉所長の遺志と私財によって，平成

10年5月よりリウマチ学の教育に功績

のあった方に授与されてきている。本

年はその9回目を迎えるのだが，受賞

者は東京大学医学部物理療法学教室を

経て，聖マリアンナ医科大学で多くの

後輩を育成してきた東威氏である。

本賞は，日本国内のリウマチ研究の

発展，進歩に大きく寄与する可能性を

有する研究の中で，その独創性を評価

した研究者に授与されことをその趣旨

としている。リウマチ財団は「リウマ

チの予防と治療に関する調査，研究及

びその助成事業」を基本としているが，

本賞の創設もこの理念の一環である。

また，本賞はかつて，日本チバガイギ

ー株式会社の協力を得て創設された経

緯があり，企業合併を経て現在の呼称

となっている。

今回の受賞者 小守氏は骨芽細胞分

化・増殖，軟骨細胞の成熟，永久軟骨と

成長軟骨の決定に大きく関与する転写

因子Runx2（ランクス・ツー），Runx3

の研究を行って，雑誌Cellの表紙を，自

身が作製したノックアウトマウスの写

真によって飾った大阪大学医学部第三

内科出身の研究者である。軟骨細胞分

化機構の発見，変形性関節症の発症機

序解明に独創的な視点から道を拓いた

ことが，今回評価されての受賞である。

本年，17回目を迎える本賞は，関

節リウマチに限らず広くリウマチ性疾

患の予防，病態，診断，治療等に独創

的観点から臨み，本疾患の制圧に大き

く寄与した臨床医学研究の成果を評す

ることを目的に創設されている。

本年の受賞者である尹　浩信氏は，

東京大学卒業後，皮膚の線維化研究を

一貫して進め，弱冠41歳という年齢

ながら，この分野では第一人者の一人

である。今回評価されたのは，皮膚の

線維化の病因として考えられている細

胞外マトリックスの諸臓器への過剰沈

着と，TGF-βなどのサイトカイン系

異常の関連性に関して，新たな機序を

見出したことに対してである。この研

究成果は，世界でも注目を集め，強皮

柏崎リウマチ教育賞に
東 威氏 元聖マリアンナ医科大学 教授 が選出される

記者会見日本リウマチ財団医学賞授賞式平成18年度

柏崎リウマチ教育賞
東　威 氏　

元聖マリアンナ医科大学 教授

ノバルティス・リウマチ医学賞
小守　壽文 氏

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 教授

アボットジャパン・リウマチ性疾患臨床医学賞
尹　浩信 氏　

熊本大学大学院医学薬学研究部 教授

ツムラ・骨関節臨床医学賞
守屋　秀繁 氏　

千葉大学大学院医学研究院整形外科学 教授

第5回ワイス国際賞
Peter E.Lipsky, M.D. 

Chief, Autoimmunity Branch National Institute of
Arthritis and Musculoskeletal and Skin Disease

「強皮症における線維化の機序の研究」

尹　浩信（いん ひろのぶ）氏
熊本大学大学院医学薬学研究部 教授

アボットジャパン・
リウマチ性疾患臨床医学賞
アボットジャパン・

リウマチ性疾患臨床医学賞

平成18年度平成18年度

受賞者の先生方
左より，小守氏，西岡常務理事，Peter E.Lipsky, M.D.，尹氏，
久理事長，守屋氏，東氏

毎年，リウマチ領域における研究や教育に大きな貢献のあった

専門家に授与される『リウマチ財団医学賞，国際賞』各賞の授

賞式が，長崎で開催されていた第50回日本リウマチ学会の会

期中に行われた。また，記者会見はそれに先立ち，4月21日金

曜日に東京都内，ホテルニューオータニ　edo Roomにて各メ

ディアを招き，開催され，小守氏と守屋氏からは受賞記念講演

も行われた。

「Runx2による軟骨細胞・骨芽細胞
の分化機序の解明――変形性関節症
発症機序の解明に向けて」

小守　壽文（こもり としひさ）氏
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 教授

ノバルティス・リウマチ医学賞ノバルティス・リウマチ医学賞

平成18年度平成18年度

記者会見において講演される小守氏

授賞式にて

授賞式にて 尹　浩信氏ご挨拶される東氏

東　威（あずま たけし）氏
元聖マリアンナ医科大学 教授

柏崎リウマチ教育賞柏崎リウマチ教育賞

平成18年度平成18年度

財団
法人
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症などの皮膚の線維化を抑制する可能

性を，さらに手繰り寄せたと見られて

いる。

財団医学賞の中でも比較的臨床現

場に近い研究に捧げられることの多

い本賞も，今回14回目を迎えた。昨

年，長寿命型の人工関節の開発と臨

床応用の研究に対して，東京大学整

形外科教室助教授の川口　浩氏に本

賞は授与されたが，図らずも2年続け

て人工関節の開発と臨床応用研究を

されている守屋氏の受賞となったの

も，日本製の人工関節の研究・応用

が，米国依存から脱皮しつつあるこ

との表れであろう。

守屋氏は，自施設で開発した人工

関節を施術する中，米国製と自身が

開発した人工関節の製法の違いが，

耐久性やフィット感に大きな差を与

えたことを解明するとともに，日本

人には日本製の人工関節のメリット

が大きいことを，1000例を超える豊

富な症例で実証してきた。現在，よ

り長期間の耐久性を有するビタミンE

少量添加型ポリエチレンインサート

を装備した人工関節を開発中である。 日本のリウマチ医療における，国際

的な門戸開放の象徴である本賞は，国

際的にリウマチ性疾患及び関連疾患の

病因・病態の解明，治療法の進歩・確

立等に顕著に貢献したと思われる研究

者を，世界的にその受賞対象を広げ，10

名のワールドワイドな選考委員によっ

て選出されている。国際的にも，リウ

マチ領域では高い権威を誇る賞として，

その評価は定着しつつあるものである。

今回の受賞者は，文献等で目にする

ことも多いであろう，ピーター・リプ

スキー氏である。氏の受賞理由は，自

己免疫疾患におけるB細胞役割と免疫

グロブリンレパートリーの関与につい

て解明したことであるが，氏の研究に

おいて，さらに有名なものは，Th１

細胞とTh2細胞のアンバランスが，

血中のインターフェロン-γの増多を

招き，関節リウマチの滑膜炎症，関節

リウマチ増悪のリスクファクターであ

ることを示したことである。サイトカ

インをターゲットにした，現在いくつ

かの生物学的製剤が市場に出ている

が，その概念的な方向性を規定したの

が，リプスキー氏である。

「自己免疫疾患におけるB細胞生物学
及び免疫グロブリンレパートリーの
産生」

Peter E.Lipsky, M.D.
米国　国立衛生研究所　自己免疫部門チーフ

第5回日本リウマチ財団・
ワイス国際賞

第5回日本リウマチ財団・
ワイス国際賞

平成18年度平成18年度

「日本人に適した人工膝関節の開発と
臨床応用」

守屋　秀繁（もりや ひでしげ）氏
千葉大学大学院医学研究院整形外科学 教授

ツムラ・骨関節臨床医学賞ツムラ・骨関節臨床医学賞

平成18年度平成18年度

授賞式にて，ピーター・リプスキー氏と受賞者の方々

希望�
審査部門�

申請者�
研究題目�

氏名� 所属�

※�

※三浦記念リウマチ学術研究賞受賞者�

新規転写因子制御による�
関節リウマチ骨破壊防止法の開発�

病　因�
朝霧　成挙��
（33）�

東京医科歯科大学大学院��
助手�

関節軟骨を決定する転写ネットワー
クの解明とリウマチ医療への応用�

診　断�
・�

治　療�

国立生育医療センター研究所��
移植・外科研究部��
部長�

浅原　弘嗣��
（38）�

変形性関節症におけるGADD45
βの機能�

病　因�
鹿児島大学医学部保健学科��
理学療法学専攻��
講師�

井尻　幸成��
（43）�

CD26とCaveolin-1の相互作用に
よるリウマチ性滑膜炎の進展メ
カニズムに関する研究�

病　因�
東京大学医科学研究所��
先端医療研究センター免疫病態分野�
特任助手�

大沼　圭��
（38）�

Transforming growth factor-β
（TGF-β）の細胞内シグナル伝
達分子Smad 2/Smad 3/Smad4
を介した免疫制御機構の解明�

病　因�
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��
研究員�

真村　瑞子��
（38）�

D-Serineに注目したリウマチ性
軟骨破壊に対する治療方法確立

病　因�
金沢大学自然科学研究科��
教務職員�

宝田　剛志��
（26）�

抗リウマチ薬としての機能性
TNF-α変異体の創製�

診　断�
・�

治　療�

大阪大学大学院��
薬学研究科��
教授�

中川　晋作��
（46）�

軟骨細胞における新規アグリカ
ナーゼADAMTS-9の発現調節機
構ならびに変形性関節症の軟骨
破壊における役割の解明�

病　因�
岡山大学大学院��
医歯薬学総合研究科��
助教授�

西田　圭一郎��
（40）�

シェーグレン症候群関連自己抗
原Ro52/SSAのユビキチンリガ
ーゼとしての機能解析�

病　因�
北海道大学大学院医学研究科��
分子生化学講座分子医化学分野��
教授�

畠山　鎮次��
（40）�

STAT3活性化を指標にした新規
リウマチ診断法の開発�

診　断�
・�

治　療�

北海道大学大学院薬学研究科��
教授�

松田　正��
（46）�

関節リウマチ原因遺伝子である
シノビオリンの滑膜細胞特異的
な基質探索�

病　因�
聖マリアンナ医科大学��
難病治療研究センター��
講師�

八木下　尚子��
（32）�

平成17年度　リウマチ性疾患調査・研究助成者

記者会見において講演される守屋氏

授賞式にて

ピーター・リプスキー氏

授賞式にて尹　浩信氏
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ほぼ10倍の診療報酬となった
レミケード点滴静注

従来，レミケードを外来で投与して

も，診療報酬的には点滴手技料47点が

付加されただけでした。一方，この薬剤

は，点滴であるという剤形の問題から，

実際には医師や看護師など専門のスタッ

フが，２～3時間というかなりの時間，

5分間隔または15分ごとに，頻回に患者

さんのバイタルチェックや対応をしなけ

ればならないというデメリットがありま

した。しかし，痛みの軽快，全身の倦怠

感の払拭などへ，効果が非常に大きく，

また効果出現まで1両日という，即効性

も非常に高い，メリットの大きな薬剤

で，患者さんの投与へ寄せる期待感も大

きいものがあります。

ただし，非常に高価な薬価であるた

め，治療に踏み切れない患者さんもいま

すし，医療機関側からすれば，持ち出し

（赤字）になってしまう可能性が大きく，

実際，処方を忌避してしまう医療機関が

頻出してしまう可能性が大きかったとい

われます。

そこで，今回の診療報酬改訂では，外

来化学療法加算として，レミケードを外

来で点滴した場合，従来の点滴手技料47

点に400点を加算することが盛り込まれ

ました。この加算によって，今までレミ

ケードの導入実施を見送っていた先生

方，医療機関において，患者さんの要望

の大きさを勘案し，またその著効性を鑑

みて実施に踏み切ることが予想できま

す。これは，医師にとっても，患者さん

にとっても非常に歓迎すべき改訂といえ

るでしょう。

ただし，その場合，リウマチ患者さん

を既に診療し，治療しているという条件

はつきます。が，財団の登録医の先生方

にとっては，特に問題となる制約ではあ

りません。またこの薬剤は，点滴後にい

ろいろな副作用を起こすことが，特に呼

吸器の合併症を起こすケースを考慮しな

ければなりません。そこで，病診連携の

体制を事前に構築していることも求めら

れています。しかしまたこれも，登録医

の先生方であれば，MTXの処方経験があ

るでしょうから，間質性肺炎対策で既に，

呼吸器科・内科の医療機関と病診連携の

経験がおありだと思います。私たちも，

肺結核や細菌性肺炎の経験をいくつか得

ていますので，投与前の患者さんの既往

歴，あるいは易感染性の入念なチェック

は必要です。そのために，呼吸器専門医

または内科専門医，放射線科専門医によ

る投与前の呼吸器系のメディカル・チェ

ックが重要なことは変わりありません。

解決された常勤薬剤師問題

ただし，このたびの改正で，リウマチ

医療に携わる医療機関の内情に，あまり

即していない義務が課せられていまし

た。表1の3項目目の「専任の常勤薬剤

師」の配備です。常勤薬剤師がいない医

療機関は実質的には，化学療法加算が得

ることができず，この改正の恩恵に与る

ことができない可能性があったのです。

しかしながら，3月31日の厚生労働省保

険局医療課の事務連絡「疑義解釈資料」

において，すぐには常勤薬剤師の確保が

できず，関節リウマチ患者及びクローン

病患者の診療を既に経験している，また

は実施している診療所であって，投与時

に非常勤の薬剤師を雇い入れることがで

きるか既にレミケード投与の経験を有す

る医師が勤務し，患者さんに向けてその

医師から副作用などの説明が行われてい

るならば，「当分の間，常勤薬剤師の配

置を免除したうえで届出を認める」とす

る見解・回答がありました。

これによって，実質的には，ほとんど

の登録医の先生方，開業医の先生方の医

療機関では，地方自治体に見本（図）の

ような届出書を申請すれば，レミケード

の外来化学療法加算に与ることができる

わけです。

また，PMS期間中は，レミケードの

販売元の田辺製薬では，適正使用を遵守

し，有害事象の発生を極力抑制するため

に，処方をお願いする医療機関に，きわ

めて厳格な自己規制の条件を課していま

した。しかしながら，PMSによって，

その安全性が十分担保されたという認識

によって，その条件は撤廃されたと聞い

ております。

以上，この非常に有効性の高い生物

学的製剤が，コスト面でも医療機関側

にやさしい条件をようやく満たし，今

後，多くの関節リウマチの患者さんに

処方される機会が増える可能性を開い

た，本年度の診療報酬改訂の詳細を解

説いたしました。

点滴静注型生物学的製剤Infliximab（レミケード）は，平成18年度の診療報酬

改訂（保医発第0306001号平成18年3月6日）において，外来化学療法加算

の算定対象に関節リウマチ患者及びクローン病患者に対する投与が追加され

た。これまで，300点（15歳未満の患者さんは500点）であったものが400点

（15歳未満の患者さんは700点）に変更されたのである。ただし，この場合，

地方社会保険事務局長に届出するためには，治療を開始するに当たって，患

者さんに対して注射の必要性や危険性などに文書により説明を行ったうえで。

専任の常勤薬剤師の配置が必要であるとされていた（表1）。

表1 特掲診療科の施設基準等　第37外来化学療法加算

外来化学療法加算に関する施設基準
（1）外来化学療法を実施するための専用の病床（点滴注射による化学療法を実施

するに適したリクライニングシート等を含む。）を有する治療室を保有して

いること。なお、外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学

療法その他の点滴注射（輸血も含む。）以外の目的で使用することは認めら

れないものであること。

（2）化学療法の経験を有する専任の常勤看護師が当該治療室に勤務していること。

（3）当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務していること。

（4）急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他

の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が設備さ

れていること。

届出に関する事項
（1）外来化学療法加算の施設基準に係る届出は、様式36を用いること。

（2）当該治療室の配置図及び平面図を添付すること。

見本

レミケードは承認後のPMSを経て，徐々にその処方施設の範囲を広げているが，診療報酬
とその手間暇のバランスを欠き，患者さんの要望に沿って処方を行うと，医療機関側の経済
的負担が大きいことが指摘されていた。今回の診療報酬改訂では，その点がやや改善された
が，常勤薬剤師の配置などという現実に即していない制約（義務）が記載されていた。この
点について疑義紹介を行った際の解答を含めて，井上氏に今回の生物学的製剤使用に関わる
診療報酬改訂の要点について解説していただいた。

外来化学療法加算について
Infliximab(レミケード®)関連における変更点

平成18年度診療報酬改訂　関節リウマチ診療における改訂のポイント

ＦＡＣＴ

■コメンテータ　医療法人井上病院　理事長　日本リウマチ財団企画運営委員会委員　井上 博 氏　
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リウマチを発症されたか，リウマ

チかもしれないと心配されている初

期のリウマチ患者さんの心情はまず

不安や心配で一杯と思われます。

したがって，初期のリウマチ患者

さんへの対応はこの不安や心配を和

らげる配慮が必要です。このために

は今から診療を受ける医師への信頼

感を持ってもらうことが大切ですの

で，やさしく丁寧に対応することを

心がけます。

他方，リウマチの病歴が長い患者

さんやリウマチが進行した患者さん

はある種のあきらめ感や「なぜ自分

がリウマチになったか」というやり

場のない怒りに似た感情を持ってい

る患者さんもいますし，ややうつ傾

向になっている方もいます。このよ

うなリウマチ患者さんには十分時間

をかけて医師との信頼関係を築くこ

とが必要となりますし，新しいリウ

マチ治療法やリウマチ治療の進歩な

どを話して，治療やこれからの人生

に希望を取り戻してもらうように心

がけます。しかし，進行したリウマ

チ患者さんの中には，今までの治療

歴での副作用の経験やいろいろな知

識から積極的な治療（新規抗リウマ

チ薬や手術治療など）を拒否する方

もいますので，無理押しするような

治療はかえって反発をかってしまい

ます。このような患者さんには十分

な時間をかけて説得するか，むしろ

無理押ししないで患者さんの希望に

沿った治療法で経過をみていくこと

も時には必要です。

初診の場合，先述の如く初期から

末期までのリウマチ患者さんが受診

しますので，病歴に応じた対応を心

得ておくことが必要です。

まずは初対面ですから，患者さん

からのリウマチ医としての信頼を得

ることが肝要となります。

このためにはまず医師から自己紹

介をすること，年下の患者さんに対

しても敬語（丁寧語でもいいですが）

で話すことが基本と考えます。また，

待ち時間の長かった患者さんには一

言「お待たせしました」と言うだけ

で患者さんの気持ちが和らぎます。

「はじめまして，院長の○○です。

長いことお待たせしました。よろし

くお願いします。」が私の初診患者

さんへの最初の言葉です。

挨拶がすんだら問診，診察へと進

んでいきますが，常に患者さんへの

思いやりを忘れないように心がけて

話していきます。初診患者さんの信

頼を得るためには丁寧に接すること

も大切ですが，問診や診察で的確な

対応をすることも大事です。これに

はその患者さんの今までの治療薬に

対する知識，リウマチ症状の理解，

的確な診察手技などが必要です。

また，初診の場合何を目的に受診

したかを確認することも忘れてはい

けないことです。新患の中には単に

Second Opinion のみを求めて受診す

る方もいますし，遠方の患者さんは

病状や治療法を確認した後，近くの

リウマチ医での治療を希望される方

もいます。

再来患者さんでも初診から2，3回

目までは初診時と同様の対応を心が

ける必要がありますが，長い期間み

ている再来患者さんには医師との信

頼関係もでき，新患時の緊張感は必

要なくなります。

しかし，再来患者さんでもリウマ

チコントロールが不良な時には十分

時間をかけて対応策を考える必要が

あります。この場合，患者さんに病

状を十分説明し，step upする次の

リウマチ治療への希望を失わせない

心配りが必要となります。Step up

する治療を行う場合は十分説明し，

患者さんの同意を得ることも忘れて

はならないことです。このような時

には日頃からの新しいリウマチ治療

に関する研修が役に立ちますし，治

療法の選択肢も広がります。

コントロール良好で安定している

再来患者さんとなると診療に余裕も

でてきます。リウマチの病状や副作

用のチェックも簡単に済ませること

ができることが多くなり，短時間の

診療も可能で，ここで遅れがちな診

療ペースを取り戻します。

しかし，このような患者さんには

長期処方（2カ月以上）の方もいま

すので，やはり丁寧な対応をしてリ

ウマチ病状が安定していることを検

査結果や診察から納得してもらう必

要があります。間違っても「薬だけ

もらって，特に治療はしていない」

と思われないようにちゃんとした診

療を心がけます。

慢性で進行性のリウマチにかかっ

てしまった患者さんは，ちょっとし

た医師の言葉で気分が大きく変化し

ますので注意が必要です。

まず，リウマチ患者さんに言って

はいけないことは，「リウマチは一

生治らない」，「リウマチだから関節

の痛みや変形は仕方ない」など治療

への希望を失わせるような言葉で

す。同様の内容を伝えなければいけ

ない場合でも「リウマチの予後は

様々ですが，うまく薬が合えば治っ

た状態を維持できますので頑張って

一緒に治療していきましょう」，「リ

ウマチの痛みや変形にはいろいろな

装具治療もありますし，もし進行し

た場合でも手術すれば痛みや変形が

とれますよ」などと対応策を一緒に

話すことです。

また，関節の保護をすすめる場合

も「仕事を控えるよう」や「先の細

いおしゃれな靴はだめです」と言っ

てしまっては，患者さんはどうした

ら良いかわからなくなります。この

場合も「仕事は仕方ありませんが，

仕事以外では無理をしないようにし

てください」や「おしゃれな靴はど

うしても必要な時に短時間にしてく

ださい。普段はゆったりした靴を常

用するように心がけてください」と

少し余裕をもたせた言い方が必要で

近藤　正一氏　近藤リウマチ・整形外科クリニック院長

リウマチ患者さんへの対応

初期の患者さん�

不安や�
心配を抱える�

あきらめ感�
やり場のない怒り�

病歴の長い患者さん�

RA診療のコツ�1�第� 回�

リウマチ患者さんの心情1

初診の患者さんへの対応2

再診の患者さんへの対応3

リウマチ患者さんに
言っていけないことと
言った方が良いこと

4

初診の患者さんへ自己紹介�

長期処法の患者さん�
「薬だけ渡して何も治療してくれない」�
と思わせないように気くばりを�
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す。家事や運動についても同様で，

すべてだめとは言わず，日常生活動

作の工夫や運動量の制限などを加え

て話してあげることです。

逆に，リウマチ患者さんに言って

あげた方が良いことは，「検査結果

が良くなってきていますよ」，「特に

今のところ薬の副作用はでてきてい

ません」，「関節の腫れが減ってきて

いますよ」などリウマチ病状が改善

しているところがあれば積極的に指

摘して話してあげることです。

また，良くなくてもリウマチ病状

が安定していれば「今のところリウ

マチは安定していますね」の一言で

患者さんは安心します。

しかし，逆にリウマチが悪化して

いたり，副作用が出現した時には時

間をかけて病状を説明しなければな

りません。この場合は必ずその対応

策についてもちゃんと話して患者さ

んの不安をとる必要があります。

「薬を変えてみましょう」，「一時薬

を中止して，早めに検査しましょう」

などです。

リウマチ患者さんへの上手な対

応ができれば「先生にみてもらう

のを楽しみに来ています」，「今日は

元気をもらって安心して帰ります」

など医師にも嬉しい言葉が返って

きます。

リウマチの治療ではリウマチの知

識，技能，薬も大事ですが，医師の

言葉や態度で治療効果が大きく違っ

てきます。

リウマチ患者さんへの対応は，ま

ず医師がリウマチとその治療につい

て十分知識を修得したうえで，リウ

マチ患者さんの苦痛や不安を十分理

解してやさしく丁寧に対応すること

です。しかし，治療上必要なことは

患者さんにとって無情なことでも言

わなければいけませんが，突き放す

ような言い方ではなく，必ず対応策

を考え話して，医師も一緒になって

治療していく姿勢を貫くことです。

まとめ5

言ってあげたい言葉�

・検査結果が良くなっていますよ�

・症状が安定しています�

言ってはいけない言葉�

　リウマチは一生治らない�

　リウマチだから関節の痛みは仕方ない�

�

�

　拝啓　時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。�

　日頃は当財団の運営にご協力賜り厚く御礼申し上げます。�

　さて、６月は「リウマチ月間」でありますが，下記によりリウマチ月間リウマチ講演会を�

開催することと致しました。ご多用のところ恐縮に存じますが，ご出席賜りますようご案内�

申し上げます。�

平成18年度リウマチ月間�
リウマチ講演会のご案内について�

�

�

シンポジスト�
13：45～14：15　　・リウマチの内科的治療：最新の情報�
　　　　　　　　　　　　　　川合　眞一　東邦大学医療センター大森病院�
 膠原病科 教授�

14：15～14：45　　・リウマチで寝たきりとならないために�
　　　　　　　　　　　　　　龍　順之助　日本大学医学部整形外科 �
 主任教授�

14：45～15：15　　・トータルマネジメントとケア�
　　　　　　　　　　　　　　山本　純己　（松山）一番町リウマチクリニック 顧問�

15：20～16：00　　・総合討論�

プログラム�

13：00～13：05　挨拶　　財団法人日本リウマチ財団理事長　e久　史麿�

13：05～13：35　講演　「生命を全うするという人間の使命を見つめて」�
 女優　島田　楊子�

休憩
 �

13：45～16：00　シンポジウム「リウマチのトータルマネジメント」�
　　　　　　　　　　　司会　落合　直之　筑波大学医学部整形外科 教授�

　　　　　　　　　　　　　　村澤　　章　新潟県立瀬波病院 病院長�

開催日時　平成18年6月1日（木）　午後1時～4時15分�
開催場所　丸ビルホール�
　　 東京都千代田区丸の内2-4-1　丸ビル7・8階�
　　 TEL 03-3217-7111�
　　 ＪＲ：東京駅（丸の内南口）�
　　 地下鉄　丸の内線東京駅・千代田線二重橋前駅・三田線大手町駅�
　　 財団法人　日本リウマチ財団�
　 厚生労働省・日本医師会・日本リウマチ学会�
　 無料�

主　催�

後　援�

入　場�
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H18.5～H18.10）］

※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。

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

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） 17:50 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

5／13（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

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

5／13（土） 14:05 2単位（北海道）
第13回北海道リウマチ性疾患の治療とケア
神宮　隆也　Tel.011-851-6172
エーザイ㈱

5／18（木） 17:00 1単位（神奈川）
第8回リウマチ手の外科研究会
中田　智子　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部

5／19（金） 19:30 1単位　（茨城）
第14回膠原病リウマチ懇談会
松本東一郎　Tel.029-850-5601
アステラス製薬㈱

5／19（金） 13:35 1単位（神奈川）
5／20（土）8:00   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

5／19（金） 9:15 2単位（神奈川）
5／20（土）8:00 2単位　5／21（日）9:15 1単位
三四郎セミナー
武藤　圭子　Tel.03-3547-2533
㈱アサツーディ･ケイ

5／25（木） 19:20 1単位　（富山）
富山サイトカインセミナー
川越　健司　Tel.076-444-0500
田辺製薬㈱富山営業所

5／27（土） 15:50 1単位　（東京）
第11回日本関節症研究会
池田　浩　Tel.03-3813-3111
順天堂大学整形外科

5／27（土） 18:00 1単位　（岐阜）
骨･関節疾患学術講演会
栗林　淳　Tel.058-253-8611
武田薬品工業㈱岐阜第一営業所

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㈱

5／31（水） 19:15 1単位　（千葉）
印旛市郡整形外科医会
吉川　陽介　Tel.047-388-6861
田辺製薬㈱

6／1（木） 20:00 1単位（神奈川）
第12回神奈川県続発性骨粗鬆症研究会
横堀　浩治　Tel.045-641-5872
大日本住友製薬㈱横浜支店

6／1（木） 19:30 1単位（神奈川）
第3回横浜･横須賀 Knee Frontier 
上杉　昌章　Tel.045-787-2655
横浜市立大学運動器病態学

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

6／2（金） 19:40 1単位（神奈川）
第3回蒲田･川崎リウマチ懇話会
山口　雅孝　Tel.03-3745-6151
祐徳薬品工業㈱東京支店医専部

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） 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

6／15（木） 19:15 1単位　（石川）
金沢整形外科セミナー学術講演会
舟岡　俊彦　Tel.076-263-1211
三共㈱北陸支店

5／27（土） 11:50 1単位　（東京）
第11回日本関節症研究会ランチョンセミナー
池田　浩　Tel.03-3813-3111
順天堂大学整形外科

5／9（火） 18:30 2単位 （長崎）
第15回長崎骨粗鬆症研究会
榎本　覚　Tel.095-826-6270
帝人ファーマ㈱長崎営業所

6／16（金） 19:10 1単位（神奈川）
横浜市大センター病院地域医療連携研修会
持田　勇一　Tel.045-261-5656
横浜市立大学市民総合医療センター

6／22（木） 20:00 1単位　（大分）
第80回大分県リウマチ懇話会
津谷　行俊　Tel.097-537-7151
中外製薬㈱大分営業所

6／22（木） 19:30 1単位　（新潟）
第8回中越リウマチを診る会
羽生　忠正　Tel.0258-28-3600
長岡赤十字病院整形外科

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） 18:00 2単位　（東京）
第10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

6／24（土） 15:30 1単位　（愛知）
第8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㈱

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

6／24（土） 19:00 1単位　（愛媛）
愛媛県臨床整形外科医会南予部会学術講演会
今川　俊一郎　Tel.089-943-0660
今川整形外科

6／24（土） 17:00 1単位　（東京）
第15回城南リウマチ会
長谷川　正文　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱

6／25（日）10:05 午前2単位（島根）
12:40 午後2単位

第18回中国･四国リウマチ医の会
中田　智子　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部

7／29（土） 18:30 1単位　（埼玉）
埼玉高尿酸血症・代謝疾患フォーラム
木家　哲郎　Tel.048-965-8545
獨協大学越谷病院整形外科

7／29（土） 17:00 1単位　（福岡）
第35回福岡県整形外科医会学術集会･研修会
朴　珍守　Tel.0942-31-7568
久留米大学整形外科

8／4（金） 19:30 1単位　（千葉）
第4回東葛リウマチ医会
富田　泰之　Tel.04-7165-8887
富田医院

9／9（土） 17:30 2単位　（東京）
第6回桜整形外科セミナー
龍　順之助　Tel.03-3972-8111
日本大学整形外科

10／13（金） 19:30 1単位　（福岡）
第5回福岡整形外科懇話会
脇山　みさ子　Tel.092-642-5487
九州大学整形外科

8／25（金） 20:00 1単位　（福岡）
第69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

8／26（土） 19:30 1単位　（島根）
第2回島根西部リウマチセミナー
伊住　潤一　Tel.0859-33-8513
武田薬品工業㈱

8／27（日） 11:30 1単位　（福井）
第13回福井県リウマチケア研究会
繁縄　寛　Tel.0776-22-1118
エーザイ㈱

5／26（金） 19:00 1単位　（大分）
第18回二豊整形外科フォーラム
佐々木　誠人　Tel.0979-24-0464
川嶌整形外科病院

5／25（木） 19:30 1単位　（東京）
第10回大田区リウマチ･膠原病研究会
中村　秀紀　Tel.03-3762-4151
東邦大学整形外科

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㈱

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

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

7／2（日） 11:15 1単位　（石川）
第35回北陸リウマチ･関節研究会
山本　珠実　Tel.076-244-7548
科研製薬㈱金沢営業所

7／4（火） 19:40 1単位　（東京）
第32回東京整形外科･内科合同リウマチ性
疾患研究会
秋山　眞久　Tel.03-3844-6980
ノバルティスファーマ㈱東京事業所

7／7（金） 19:00 1単位　（福岡）
第238回福岡臨床整形外科医会研修会
前田　朗　Tel.092-431-0306
成田整形外科病院

6／3（土） 15:15  2単位（北海道）
第3回Current Opinion Forum
三浪　三千男　Tel.011-812-7001
北海道整形外科記念病院

6／3（土） 16:00  1単位　（奈良）
第2回奈良RAサイトカイン治療研究会
小畠　康宣 Tel.0744-29-8873
奈良県立医科大学整形外科

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㈱

6／9（金） 19:00 1単位（北海道）
旭川リウマチ研究会
松川　秀紀　Tel.0166-23-2515
科研製薬㈱

7／8（土） 16:40 2単位（神奈川）
第54回神奈川リウマチ医会
諏訪　昭　Tel.0463-93-1121
東海大学リウマチ内科学

7／8（土） 15:00 2単位　（福岡）
第13回福岡県リウマチ医の会
近藤　正一　Tel.092-762-2380
近藤リウマチ･整形外科クリニック

7／10（月） 19:30 1単位　（兵庫）
第31回阪神地区整形外科を語る会
丸岡　隆　Tel.0797-87-1161
宝塚市立病院整形外科

6／10（土） 18:00 2単位　（岡山）
第20回岡山膠原病研究会
桐山　泰明　Tel.086-226-3270
旭化成ファーマ㈱

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

6／10（土） 16:00 2単位　（東京）
第13回城北リウマチ膠原病医会学術講演会
大田　知之　Tel.03-5995-6001
日本新薬㈱

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） 15:00 1単位　（東京）
第11回シェーグレン症候群セミナー
小矢田　淳二　Tel.049-223-5061
参天製薬㈱

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

7／13（木） 19:45 1単位（神奈川）
The 1st Yokohama Orthopaedics Seminer
上杉　昌章　Tel.045-787-2655
横浜市立大学整形外科

7／15（土） 17:00 1単位　（大阪）
第36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

6／10（土） 17:00 2単位（鹿児島）
第12回鹿児島リウマチ医の会
井手尾健太　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部

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　恭弘　Tel.042-750-5043
吉川整形外科

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

5／27（土） 15:30 2単位（北海道）
第6回北海道関節外科セミナー
高橋　孝行　Tel.011-261-5445
旭化成ファーマ㈱医薬札幌支店

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

7／22（土） 17:00 1単位　（東京）
昭和大学藤が丘病院整形外科30周年
記念祝賀会
森島　紀子　Tel.045-974-6365
昭和大学藤が丘病院整形外科

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

6／15（木） 19:30 1単位（神奈川）
第3回SAGAMI OSTEOPOROSIS研究会
鈴木　Tel.046-233-1311
海老名総合病院

5／27（土） 15:30 2単位　（兵庫）
第2回兵庫骨粗鬆症懇話会
楊　鴻生　Tel.079-552-1181
兵庫医科大学篠山病院整形外科

5／27（土） 16:00 1単位　（大阪）
第13回北河内リウマチ膠原病勉強会
宮島　茂夫　Tel.06-6992-1001
関西医科大学滝井病院整形外科

5／25（木） 19:15 1単位　（三重）
三重中央リウマチカンファレンス
森嶋　重信　Tel.052-211-2458
ワイス㈱東海北陸支店

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

6／29（木） 19:30 1単位　（岐阜）
第24回東濃リウマチ性疾患研究会
梶尾　清　Tel.052-211-2458
ワイス㈱

6／3（土） 18:00 2単位　（東京）
第4回桜骨･関節研究会
龍　順之助　Tel.03-3972-8111
日本大学整形外科

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

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

7／1（土） 16:00 2単位（和歌山）
和歌山臨床ＲＡフォーラム
木浦　賀文　Tel.0724-71-3321
阪南市立病院整形外科

6／30（金） 20:00 1単位　（宮崎）
第3回宮崎膠原病リウマチ治療研究会
秦　昭生　Tel.0985-32-9205
田辺製薬㈱宮崎営業所

6／30（金） 20:00 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

当財団では，リウマチのケアの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
申込み下さい。
〔 研 修 単 位 〕登録医教育研修単位　2単位（2,000円）

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�

松江市�

KBSホール�
京都市�

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�
熊本市�

つくば国際会議場 3F�
中ホール300�
つくば市�

フェニックスプラザ�
小ホール�
福井市�

アピアあおもり�
青森市�

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

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� 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）�
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第13問　【症例】61歳，女性
数ヵ月前から亜急性に右肩の疼痛と可動域制限が発現。
症状は前挙，外旋時に増強し，夜間疼痛も強い。左肩にも軽度の症状がある。

第12問解答　Acromegaly（先端肥大症）

【解説】 DIP関節，PIP関節の骨端肥大，

骨棘形成が認められ，一見ヘバーデン結節，

ブシャール結節を思わせるが，末節骨先端

の骨増殖性変化が強く末節骨基部の骨増殖

と相まって，この疾患に特徴的なトランプ

のスペード様変化を呈している。軟部陰影

からバチ指は見られず，肺性肥大性骨関節

症は否定される。基節骨の橈側にscallop

signの様に見える所見があるが，全体に骨

密度が高く，骨増殖変化も高度であるので，

副甲状腺機能低下症に伴う所見とは異なる。

下位腰椎でも骨増殖性変化が強く，椎体の

前後径の拡大，靱帯骨化，過剰骨形成を来す。

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。

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 ？？？？？？？？？？？？

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4月）

富田裕之様（大阪府）
鳥居貞子様（大阪府）

（財）日本リウマチ財団医学賞（ワイス
国際医学賞）を受賞されたPeter E,Lipsky
氏がチーフエディターをつとめた，
Nature Clinical Practiceシリーズに
RHEUMATOLOGYが発刊されています。
御興味のある方は

www.nature.com/clinicalpractice

をご覧ください。

推 薦 図 書
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札幌あたりでももう時季はずれかも

しれませんが，酔狂者の桜づくしのお

話しをさせていただきます。

大阪北新地の芸妓と，如月某日，関

西の花と食を堪能しました。風雅の道

を歩む畏友からの深夜の突然の連絡

は，抗しがたい魔力的な申し入れでし

た。講演会の演者と引き替えに，明石

の蛸，京長岡の筍，長崎の 子を肴

に，大宇陀の瀧桜と造幣局通り抜けの

夜桜を鑑賞しながら，石田屋と碧倚軒

を味わおうという空前絶後な趣向でし

た。好き者を任じております身ゆえ，

苦しい日程を調整，自作の猪口と片口

を抱えて早速実現にこぎ着けました。

お相手は，喜寿に手が届こうという

老妓で，三味線片手に，近鉄上本町か

ら榛原までの珍道中。榛原で下車した

同行二人の健脚は，春うららの汗ばむ

陽光を額に浴びながら，大和路を闊歩

しました。紅梅を従えた瀧桜は，通称

の叉兵衛桜が有名になっています。我

が先祖とは無縁らしい，後藤叉兵衛ゆ

かりの色鮮やかなしだれ桜で，まこと

に瀧桜の名に恥じぬ豪華な翼を綴れ錦

の如く思う存分広げた銘木です。

樹齢300年の加齢を感じさせぬ香り

と力強さを誇る巨樹の周囲で，昼食を

楽しむ家族連れに混じって，我らでこ

ぼこ道中もむすびを頬張り，三味線に

合わせて下手な都々逸などをうなり，

鼓腹撃壌の至福の時を味わいました。

一転，夜の部は，大混乱の人の渦に

揉みくちゃにされながらも，しっかり

と石田屋と碧倚軒を堪能し，豪奢な通

り抜けの夜桜のどこまでも続く雪化粧

の如き嬌演に酔いしれました。まこと

に，西行や梶井がごとく，我が身の大

和魂が突き動かされ，このまま花の根

元に身を横たえ，埋もれてしまっても

よいかなと思うほどでした。

当然のことながら，艶っぽい出来事

とは，一切無縁な春の宵でしたが，ま

ことに値千金。生きているとは正しく

かくの如きものではないでしょうか。

（後藤眞）

風狂桜づくし

■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 (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
刊されました。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 142頁 2,520円（税込）

診断のマニュアルと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ください。

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
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羽生忠正　長岡赤十字病院リウマチ科整形外科部長
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