
久史麿理事長は開会の挨拶で，日

本リウマチ財団がやがて20年目を迎

えようとしていることを述べ，リウマ

チの患者さんがどこにいても最新の治

療が受けられる，リウマチの登録医制

度の設置や，その登録医に対する生涯

教育の実施，さらに，災害時における

専門家からなる災害時リウマチ患者支

援検討会の設置について財団の事業実

績を語った。

また，患者さんとドクターが共通の

情報を共有して一緒になって治療を行

うための，患者さん向けの資料として

財団が監修した「患者さんのための関

節リウマチ治療ガイドライン」（日本リ

ウマチ財団編，医歯薬出版発行）が刊

行されたことなどを述べた。

続いて，18歳のとき連続テレビドラ

マ『続・氷点』でデビューし，ハリウ

ッド映画『将軍』では日本人女優とし

て初めてのゴールデン・グローブ賞

「主演女優賞」を受賞するなど，国際女

優として活躍する島田楊子氏が「生命

を全うするという人間の使命を見つめ

て」というテーマで講演を行った。

島田氏はリウマチ患者として5年目

であると言う。当初リウマチという病

名の自覚症状はなく，手の指が腫れて

いることにわずかな異変を感じた程度

であったそうである。診断を受けたと

きも，家系的な要因はなく，年齢や，

仕事上の過酷な環境，精神的な疲労に

加え，とくに冷えから発症したのだと

確信したという。症状が進行してベッ

ドから起きられない，手を背中に廻せ

ない，洋服も着られない状態が続き，

リウマチという診断名がついた後，処

方されるままに薬を飲み続けたが一進

一退。やがて薬剤に対する耐性が生じ，

リンパ球数がどんどん低下し，もう体

が持たないという時期に生物学的製剤

（Infliximab）を勧められて試すことに

なった。

もちろん，それまでの薬のこともあ

ったので，副作用などに対する不安は

あり，知人，友人に相談すると押しな

べてその薬はリスクが「高すぎる，止

めろ」というものが多かった。でも，

最終的に踏み切ったのは，築き上げら

れた医師との信頼関係である。

幸いInfliximab（レミケード）は島田

氏に奏効して，副作用もまったくなか

ったという。その後，レミケードから

少しやさしい（島田氏の言葉を借りる

と）Etanercept（エンブレル）に切り

替えて，現在も継続しているそうであ

る。この新薬について島田氏は「私に効

いたからといって皆様にお勧めするこ

とはできません。これは私の場合のこ

とであって，体は一人ひとり違います

から。ただ，参考にはしていただきた

いと思います。」と安易な推薦をしない

旨の発言をした。このことは逆に信頼度

を増したかもしれない。

その後，真冬の仕事では，ヨーロッパ

の石畳の街路で，膝をつかなければな

らないという演技が求められたことも

あったという。まだ痛みで涙が出るほ

どではあったが，痛みの涙を演技の涙

にすり替えて，良い演技だねと言われ

たそうである。

リウマチは魂の病気だと信じている

島田氏。「よし，克服してみよう」「自

分の力を試してみよう」というような

感じで，「気持ちが元気でいることが，

幸せでいることが，病気にとっては一

番いいのでしょう」と聴衆の患者さん

たちに向けて笑顔で話を終えた。

また，この講演会場で聴講されてい

た，日本リウマチ友の会会長の長谷川

三枝子氏からは，島田楊子氏の講演を

聴かれた直後に，「島田さんの経験やこ

のような講演は多くの患者さんを勇気

づけてくれるので，とてもすばらしい

ことですね」と語っていただいた。

島田氏の講演に引き続き，落合直之

筑波大学医学部整形外科　教授と村澤

章　新潟県立瀬波病院　院長の司会に

より「リウマチのトータルマネジメン

ト」と題して3人の演者によるシンポ

ジウムが行われた。
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最初の演題は，川合眞一　東邦大学

医療センター大森病院膠原病科　教授

である。

川合氏は，「リウマチの内科的治療：

最新の情報」と題しスライドを駆使し

て，患部の実態とその治療法を具体的

に示した。患者さんの多くは自身の病

態はよくみて分かっていても，違う症

状の人のものを目にすることはないで

あろうから，病状が進行した場合のこ

とを含めても勉強になったと思われる。

それは患者さん家族などの関係者にと

っても同じであろう。

川合氏は，病因は不明でも病態は分

かるので治療をどうすべきかは分かっ

てきており，炎症を抑える治療法と免

疫を抑える治療法の2つが主なものに

なると説明した。したがって治療のタ

ーゲットは，免疫の異常を正すこと，

それから炎症の悪循環のもとになるも

のを抑えること，である。薬物療法だ

けではなくて，手術療法もそうである

し，リハビリも関わる，と述べた。

川合氏はとくに薬物療法を中心につ

いて語ったが，薬には一般名と商品名

があることを具体的な薬剤について一

般患者さんにも分かりやすく紹介し，

自分が使っている薬は商品名で言うと

こうだけど，一般名も知っていたほう

が理解はより深まるのではないかと述

べた。また当然ながら，薬というのは

基本的に副作用があると考えるべきで

あるが，その副作用がよく分かってい

れば，それに対する対処もできると，

患者さんの理解を求めた。

次に，本題のリウマチの治療薬につ

いて，100年以上経たアスピリンの話か

ら始めて，ステロイドから，金製剤さ

らに現在の基本的な治療薬メトトレキ

サート，生物学的製剤に至る薬の変遷

を紹介した。そして抗リウマチ薬だけ

がどの病態にも一定の効果があるとい

うことで現在はそれが治療の中心にな

っている，と説明したうえで，リウマ

チの病態が少しずつ分かってきたので，

それを標的に薬を作ってみようと作ら

れた生物学的製剤について今後の可能

性にも触れた。

また，前述の「患者さんのための関

節リウマチ治療ガイドライン」の内容

にも触れ，同書には，治療薬，治療法

などの推奨度合がどの程度かというこ

とが書かれていることを具体的に示し

た。生物学的製剤の話が中心ではあっ

たが，免疫抑制剤タクロリムス（プロ

グラフ）という日本で開発された薬に

ついての紹介もあった。

このタクロリムスは，Ｔリンパ球の中

のカルシニューリンという１つの分子を

標的とした新しい作用機序を持った治療

薬である。川合氏はメトトレキサート，

生物学的製剤，タクロリムスという最近

の薬剤について，作用機序・薬理作用の

違いを含めそれぞれを詳細に述べたた

め，多少難解であったかもしれないが，

患者さんにとっては自身の治療に直結す

る問題である。真剣に理解しようと努め

る姿が多くみられた。

2番目の演者は，龍　順之助　日本大

学医学部整形外科　主任教授である。

龍氏は，「リウマチで寝たきりとならな

いために」と題して先の川合氏が内科

的な話であったのに対し，手術的なこ

とを話された。

リウマチ治療の基本は，薬物治療が

中心だが関節破壊や薬でコントロール

できない場合は外科的な治療が必要に

なる。外科的な治療には関節再建術や

滑膜切除術などがある。関節再建術，

人工関節置換術でも股関節，膝関節に

ついては長い歴史があり，一度の手術

で一生持つだろうという時代になって

きた。滑膜切除術は薬が発達すると不

要な手術だと思われるが，関節鏡を使

用して炎症の場を切除するので，とく

に上肢，肘，手首の関節には現在有用

とされている。リウマチ友の会の2005

年調査では，13,000人の54.4％がこの手

術を受けているという。

寝たきりになる原因は，「膝関節が痛

く，変形があり，膝が安定せず，ぐら

ぐらになって，歩きにくくなってしま

う，また，股関節が痛くて立てなくな

る，リウマチに伴う骨粗鬆症」などが

挙げられる。できることであれば医師

側も手術はしたくない，できれば薬で

治療をと考えるが，約30％の人が奏効

せず，手術を考えざるを得ないのだと

龍氏は嘆く。寝たきりにならなくても

歩きづらくなってきた場合，とくに15

分以上歩けない，または立てない場合

は手術を検討する必要があると龍氏は

付け加えた。その手術も筋肉が薄くな

って非常に弱ってから行うと，リハビ

リテーションに時間がかかるので筋肉

が弱くなる前に行ったほうがよいとの

ことである。

上記以外の理由でも，手術が必要な

場合があり，それは患者さんの命に関

係する場合である。頸椎の不安定に伴

う脱臼やズレは生命的な危険を及ぼす

ことがあるので手術が必要になる。

龍氏はスライドで屈曲拘縮の患者像

を示し，術前・術後の変化と，この患

者さんが術後は車椅子生活から10年ぶ

りに立って歩くことができるようにな

ったことを報告した。現在は手術が安

全に上手にできるようになったので，

どうしても手術しなければならないと

きは不安がらず受けることを勧めると

した。もちろんそこには患者さんの絶

対歩きたいという意志が必要であるこ

とを，付け加えられた。
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寝たきりにならないためにはリウマ

チに対するコントロールが重要である。

リウマチの悪化を防ぐには積極的な薬

物療法が一番ではあるが，内科医と整

形外科医の連携も必要であるとし，寝

たきり予防のための提案をして話を締

めくくった。

シンポジウムの最後には，山本純己

（松山）一番町リウマチクリニック

顧問が「トータルマネジメントとケア」

と題して講演をした。司会者の言葉を

借りれば，山本氏がこの〔トータルマ

ネジメント〕という用語を使い始めた

とのことである。

トータルマネジメントの中でケアと

いうものをどう考えるかということに

ついて，山本氏は，まずリウマチ治療

の目標について以下のように示し，聴

衆の認識を求めた。

・痛みをとる

・ハレ，炎症をとる

・関節破壊の進行を防ぐ

・壊れた関節を修復する

・日常生活動作の改善，精神面の安定

・社会参加ができる

これは言い換えると「QOL（生活の

質）の向上」である。このQOLの向上

がリウマチの治療の目標なのだという

ことを施療する医師側も，患者さん側

も認識しておくべきであると山本氏は

語った。

そもそも生活の質QOLというのは何

か，どういうふうに考えたらいいかと

いうことについて，山本氏は，痛みと

か機能障害といった身体面と，不安だ

とか病気が進行するのではないかとい

う精神面，行動参加とか職業での収入

がどうなのかの社会面で分けて分析を

した。もちろん，ただ，分類するだけ

ではなく，QOLという面から患者さん

の状態をみて，分析して対処するとい

うことがいかに重要であるかを山本氏

は説いた。

疾患について対処することは最重点

課題ではあるが，トータルマネジメン

トという発想からすれば，疾患によっ

て制限されるQOLに着目することも大

事である。試みに疾患とQOLの関連か

ら調べると，QOLを一番落とすのはリ

ウマチ性疾患であったことが以前実施

された米国の調査で分かっている。

施療側からすれば，まずは，病気を

治療するのではあるが，その病気にか

かっている人間を治療するのだ，人間

が中心だという意識を持つこと。2番目

は，どういう考え方でどういう治療法

で対処するか治療パラダイムをきちん

と理解すること。最後に，治療は患者

さんも含んだ多職種の専門職によるチ

ーム医療であるということ。これらの

ことをトータルマネジメントという多

面的な管理という考えで進めていくこ

とが重要なのであると説いた。

また，山本氏は先の2演者同様に最

近の薬剤についても寛解度合の数値な

どを挙げて丁寧に解説され，薬に対す

る患者さんの理解を求め，QOL向上の

ひとつであるリハビリテーションにつ

いても，日常の家事労働やスポーツ選

手の運動訓練はそれにあたらないのだ

と，誤った知識を持たないよう注意を

促した。筋肉を鍛える訓練は必要であ

るが専門医からの指導を受けて，「怠け

る」という考え方も大事であることを

説いた。

山本氏は，リウマチの装具について

も言及した。装具は，軽さ，簡単な装

着，デザインが美しいことが条件で，

それにより患者さんの装着意欲が増す

という。また，手術状況については，

人工関節置換術は変形性関節症の比率

が増えており，将来的には関節リウマ

チでの手術は減るであろうと予測した。

最後に山本氏は，リウマチのケアの

難しさについて表のように語り，認知

症の患者さんのケアと同じに考えては

いけないということ。具体例として，

患者さんの耳もとで「おばあちゃん」

というのはケアではない。患者さんが

どういう状態なのかということを評価

できる体制でなければならない。これ

ができないとケアもできない。午前と

午後で変わるような変動的なプログラ

ムでも当然であると，施療側の柔軟さ

も要求した。

さらにケアの多様性をとりあげ，日

常生活ケア，行動参加ケア，精神面で

のケアについて語り，病気が進行して

寝たきりになってからケアするのでは

なく，予防的にケアするのが本当のケ

アであるとした。

また，ケアシステムについてのケア

マネジャーの役割や，システム作り，

とくに災害時の支援体制づくりを考慮

しておくべきであると語った。

講演の最後に，山本氏は欧州の患者

さんの実体像をスライドで見せ，日本

と他国のケア制度の違い，人々の日常

生活の中で，リウマチ患者さんに対す

る意識の違いを示し，わが国の今後の

あるべき姿を，とくに日本リウマチ財

団の支援ネットワーク作りに期待を込

めて話を締めくくった。

シンポジウムの最後に総合討論が開

かれ，落合直之　筑波大学大学院人間

総合科学研究科臨床医学系整形外科

教授，村澤　章　新潟県立瀬波病院長

の司会で，患者さんの質問にシンポジ

ストが答えた。

事前に集めた質問の中で一番多かっ

た質問は，薬について，薬を飲み続け

ることの不安と新薬への期待などにつ

いてであった。

まず回答に立った川合氏は，薬の中

止時期については，副作用がなく効い

ていれば基本的に継続するというのが

施療側の考えである。5年間効いた薬を

止めた人間の6割は問題なかったが4割

は再燃し，さらにその再燃者の一部に

は前回の薬が効かなくなっていたとい

うデータがあるからである。ただ，薬

を中止したいという患者さんの気持ち

も十分に分かるので，様子をみながら

量を減らしていくということで対処す

べきだろうかと述べたが，いずれはオ

ーダーメード治療になるであろうと付

け加えた。

手術に対する質問については，龍氏

が講演と同じスタンスで，できればし

ない方向がよいと答えた。ただ，靴が

はけないというような人には，足の手

術は非常に有効な手術法だと述べた。

一方，薬が奏効せず関節破壊が進行

し，寝たきりが予想される人は早目の

施術の必要があると，あくまで手術の

選択は患者さん本位であるという考え

も説いた。手術に関しての質問はこれ

以外にもリウマチを含めて全般にわた

ったが，龍氏がそれぞれに適切な回答

をした。

山本氏へは，最近発症した家族につ

いてのアドバイスを求めるものであっ

た。回答では，リウマチが発病して3

カ月から半年ぐらいの間に治療を始め

ればほとんど進行を食い止めることが

できるので，最初の半年間ぐらいは治

療に専念の時間を作り，リウマチの専

門チームで徹底した治療を受けるべき

だとした。そうすれば，かなりの効果

を得ることができるので，家族を含め

た協力態勢の必要性を強調された。

他の患者さんからは，治療の際，内

科，整形外科，リウマチ科とあるが，

かかりつけ医として全体をみてもらう

ためには本当はどこへ行けばよいのか，

という基本的かつ重要な課題について

の質問があった。これに対し山本氏は，

現在，医学部にリウマチ科という教育

講座がないことが，日本のリウマチ医

療の最も大きな問題であり，リウマチ

専門の医者が巣立ってこないことに，

現場の医師が実は歯がゆく感じている

ことを吐露された。

リウマチの病因が完全に解明され

ていない現在，医療者側の努力と共

に，患者さん側の医師や医療機関な

どの積極的な利用を促し，リウマチ

に正面から向き合っていただきたい

と，司会のお二人がまとめ，討論会

を締めくくった。

閉会の辞では，（財）日本リウマチ財

団常務理事　西岡久寿樹氏が，来年度

から毎年6月1日をめどにリウマチ月間

の講演会を実施することで財団が検討

していることを表明された。

患者さんにとって頼りになるリウマ

チ医を育てるためにも，登録医の教育

のシステムを今後もさらに練り上げる

ことが，財団の大きな役割だと思って

いると，西岡氏はまとめ，この会を終

えた。

（文責編集部）

総合討論

西岡久寿樹氏

山本純己氏

● 認知症などのケアと同じに考えては�
　 いけない�

● 医療とケアの同時進行�

　 症状把握　ケアプログラムの変動性�

● 多様性�

　 日常生活ケア�

　 ・行動参加ケア�

　 ・精神面でのケア�

　 ・発症早期からのケア�

● ケアシステム�

　 ケアマネジャーの役割�

　 システム作り�

�

　 災害時の支援体制作り�

表　リウマチのケアの特徴

龍氏の寝たきり予防の提案�

● 歩きにくくなったときは原因を明らか

にして積極的に治療しましょう。�

● 膝関節，股関節，足部の痛みは歩け

なくなる原因となるので早めに適切

な治療を行いましょう。�

● リウマチの整形外科医とよくご相談

ください。�

● 首のリウマチからくる手足麻痺の早

めの診断と治療はとても大切です。�

ケアのあるべき姿とは

終わりに

リウマチ講演会�リウマチ講演会�リウマチ講演会�平成平成18年度年度 リウマチ月リウマチ月間�平成平成18年度年度 リウマチ月リウマチ月間�平成18年度 リウマチ月間�
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神戸大学の整形外科で，リウマ

チの研究に専念されていた松原先生は，

平成6年に神戸三宮の松原クリクック

を開業され，平成11年には兵庫県加東

市に松原メイフラワー病院を作られま

した。以来8年目となるのですが，私

の知るところでは，恐らく現在最も日

本で元気の良いリウマチ専門クリニッ

ク，リウマチセンターではないかと思

います。それは，患者さんに評判がい

いというだけでなく，学問的にも精力

的に様々な発表をされ，総合的にリウ

マチ医療を推進されているからです。

その一方，経営的にも非常に安定して

いると聞きますし，医療ベンチャー分

野にも進出されているそうです。これ

はもう，今の時代において，一種の成

功事例と考えてもよいかと思います。

そこで今回はまず，松原先生のノウ

ハウの一端を知るうえでも，なぜ大学

で臨床研究されていた方が，このよう

な総合的リウマチセンターを作られた

のか，その動機や現在いかなる経営方

針で，将来展望をおもちか，御教授い

ただければと思います。

当時（神戸大学）は，主として

リウマチの関節外科，それからリウマ

チ診療を手掛けてきたのですが，リウ

マチ医療において一番の問題は，今で

もそうですが大規模病院や大学病院で

は，内科と整形外科間の科別の隔壁と

いうものの存在です。ところが，リウ

マチ患者さんは，内科的治療，整形外

科的治療，いろいろな総合的医療，い

わゆるリウマチ科の治療が必要です。

大学時代に，患者さんのためには，そ

ういう立場の治療をしなければいけな

いと感じたのですが，システム的に難

しかったのです。

そこで，診療科の壁を乗り越えて，

内科あるいはリハビリテーション科，

整形外科が同じ土俵の中で，リウマチ

患者さんの病気についてディスカッシ

ョンできる，そういう環境が必要と考

え，思い切って開業したのです。です

から当病院は，私が考えた「リウマチ

センター」的な発想で作られています。

内科医，リハビリ科医，整形外科医が

自由に行き来しながら，同じ患者さん

の病態について話し合いながら治療を

するという形です。

それは，リウマチ医療において

とても大切だと感じます。ただ，同じ

ような志のリウマチ専門病院，あるい

はリウマチセンターは以前も今もたく

さんあると思うのですが，松原先生の

ところとは何が違うのでしょうか？

全国各地にあるリウマチセンターは，

必ずしもうまく運営面でいっていない

ようなのですが。

もちろんリハビリテーション

科，内科，整形外科の先生，あるいは

ＰＴ，ＯＴも，自分が勉強してきた，

育ってきた土壌がベースにあります。

ですから，そこは基本的に違いがある

わけです。これをうまく組み合わせな

ければギクシャクするだけです。そこ

で，それぞれのバックグランドにおい

てリーダーシップをとりながら，総合

的に診ていく環境づくりが必要となり

ます。おのおののバックグランドを認

識したうえで，全員の自由なディスカ

ッションの場を常につくりつづける，

この不断の努力が，単に病院内のシス

テムを作るだけでなく，重要だろうと

考えています。

松原先生は整形外科のご出身で

すが，広い意味でのリウマチ性疾患で

は，圧倒的にＲＡ（関節リウマチ）や

ＯＡ（変形性関節症）という，整形外

科的な疾患が多いと思います。その点，

研究面やそして経営面であっても，内

科系の医師がイニシアチブをとるより

は，整形外科の医師がそれをとった方

が無難にいくのではないかと考えるの

ですが，いかがでしょうか？

整形外科ご出身という御自身のバッ

クグラウンドのメリット，あるいはデ

メリットを感じたことはありますでし

ょうか。

リウマチ性疾患と膠原病をひと

括りにしてみても，判断はなかなか難

しいと思います。ただ，リウマチ性疾

患だけを例にとってみますと，そのほ

とんどの臨床症状，90％以上が関節

の問題がからんでいると感じていま

す。ですから，そういう観点（あるい

は患者さんの訴えという点）からもや

はり，基本的には，整形外科医がイニ

シアチブをとりつつ，この病態を関節

のものとして，まず把握する必要があ

ると思います。

ただこれに膠原病を加えて，より広

い範囲に拡げた場合，主病変が肺臓や

心臓，腎臓まで広がり，内科領域の話

になってくるので，そこでは整形外科

がすべてのイニシアチブをとることは

難しいと考えます。

なぜこのようなお尋ねをしたか

というと，リウマチセンターやリウマ

チ専門病院の体制として，「現時点で

理想的な体制はどうあるべきか」とい

う問いに対してのお答えを聞きたかっ

たからです。松原先生のご意見として

は，やはり，現時点では整形外科の先

生がイニシアチブをもって経営してい

る病院が，日本のリウマチ病院として

理想的でないかというご意見とみてさ

しつかえありませんか。

その問いに対する答えにはなり

ませんが，私のところは，関節リウマ

チの患者さんが圧倒的に多いですか

ら，実際に整形外科医が診療のリード

オフマンとして行動しています。仮に，

他のリウマチセンター等で何らかの問

題があるのなら，私としては整形外科

松原�

後藤�

松原�

後藤�

松原�

後藤�

松原�

後藤�

松原　司　氏 後藤　眞氏

診療科の壁を越える
医療を目指した船出

聞き手
後藤　眞氏

松原メイフラワー病院　院長

松原　司氏

前編

ひとつの成功事例に見る
現在のリウマチ医療

医療制度改革が断行される中，医療機関の経営に多くのしわ寄せがきている。
リウマチ医療の世界も例外ではなく，生物学的製剤という患者さんの医療コ
ストを劇的に変化させた薬剤が現場に浸透し始めた現在，必ずしもリウマチ
医療の経営が活性化しているばかりではないという声を聞くことが，その実
情を表しているであろう。現に，全国の多くのリウマチセンターでは，経営
難の噂が絶えないのもまた事実なのである。
そこで今回，リウマチを専門とする医療機関の1つの理想形として，兵庫県の
松原メイフラワー病院にスポットを当て，その成功のノウハウの一端を経営
者の自らの言葉で，登録医の方々に御紹介する。

松原メイフラワー病院

リウマチクリニック，リウマチ病院の経営を考える
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医の奮起を促したいと思います。

松原先生が三宮で開業され，メ

イフラワー病院を開院された経緯の中

で，先生の当初のご希望，目的はかな

りの面で実現しているのでしょうか。

ほぼ実現しています。結局，ク

リニックの経営母体，院長は，院長で

あって，人事部長で，経理部長という

ように，全部を背負います。だから，

あくまでも個人的で，組織化が難しい。

一方，病院は組織からできていますね。

例えば医者という組織，あるいは事務

という組織やコメディカルのそれ。こ

の責任分担によって，リウマチという

疾病に対して研究の時間を割くことが

できるようになるわけです。

でも，クリニックでも工夫次第

では組織的にできないのでしょうか。

確かに可能ですが，やはりそ

れは非常に小規模ですので，研究の

時間まで捻出するのは難しいでしょ

う。私の基本は，臨床と研究のトラ

ンスリサーチのようなものですから，

今はそれがうまく機能しているとい

えるのです。

確かに，先生の病院では，院内

に独自の研究発表論文や所属医師の学

会活動の報告が患者さんに向けて掲示

されているスペースがありますね。つ

まり患者さんに，松原先生の研究が還

元されていると考えるといいのでしょ

うか。研究も大きな意味では経営の柱

の1つになっている。その研究を実施

するためには，一定の規模が必要とお

考えというわけですね。

ええ，そうです。基礎的研究と

いうのは確かに重要ですが，臨床医と

しては，やはり臨床に還元できる研究

があると思います。

松原先生は，三宮のクリニック

とメイフラワー病院の両方の医療形態

を実施しているわけですが，どのよう

な棲み分けなり使い分けをしているの

でしょうか。

三宮のクリニックは，実態とし

て私以外の医師が診察を行ってくれて

います。またポジションとしては，メ

イフラワー病院のサテライト的なもの

です。例えば病診連携のケースでは，

クリニックで手術適応がある患者さん

がいた場合は，100％メイフラワー病

院に送る形です。

今は，別個の組織ですか？

クリニックは医療法人です。メ

イフラワー病院は個人経営になるの

で，組織としては別個です。

法的に問題はありませんか。

問題はありません。

かつて，在院日数を短くするた

めに2つの病院がお互いに患者さんの

キャッチボールをして，数字上の操作

したというようなことがあったそうで

すが･･･。

まったく違います。

カルテは共有ですか？

カルテは共有ではなく，重要事

項だけ，閲覧できるようにしています。

距離的な問題があると思います

が，患者さんのご不満は。

クリニックと病院の間に定期便

のクルマを準備して対処しています。

カルテは電子カルテでしょうか。

いいえ，電子カルテにして共有

化という形にはしていません。それは

個人情報保護の問題もあり，少し様子

を見ています。ただ，診療情報提供は，

通常の形でできますし，医師が私も含

め相互に兼ねているので，ある程度患

者－ドクターの関係も維持できている

メリットがあります。

松原先生は，クリニック，病

院以外に，関節再生研究所という，

ベンチャーの研究施設を経営されて

いますが，その意義はどこにあるの

でしょうか。

関節再生研究所は，100％関節

の研究をするのですが，先ほどの臨床

研究の必要性とリンクしていて，そこ

での研究成果を臨床応用することによ

って治療に還元できることが大きな目

標です。

見通しはいかがです。

今は，とくに遺伝子の解析で，

ファーマコ・ジェノミックスを中心と

した解析を中心にやっています。いわ

ゆるリウマチのゲノム解析，をやって

います。現在，リウマチの実際の治療

にも還元できるようなデータが出てき

始めています。

それは楽しみですね。そうい

うことについては，患者さんはご存

じなのでしょうか。先生がそのよう

な基礎研究もきちんとやっていると

いうことを。

いいえ，ゲノムを提供していた

だくときに全部説明しています。です

から，ゲノム提供のために，患者さん

の同意を得るためのＤＶＤを作成して

います。それを今，クリニック，ある

いは病院で常に流しています。その結

果，ゲノム解析に対して興味をもたれ

た患者さんは，ボランティアで参加し

ていただいています。

そういう遺伝子研究について，

患者さんの反応はどうですか。

患者さんでも興味もたれている

方が非常に多いです。とくに今，ゲノ

ム解析の最も大きなテーマは，生物学

的製剤の適応と副作用出現の予測に役

立てることです。

そうですね，高価な薬ですから。

レスポンダーとノンレスポンダ

ーの遺伝子を解析し，副作用の出やす

い人を事前にスクリーニングするため

の研究だというと，「先生の研究で，

もしわかったら私にもそれを適応して

ください」という，患者さんの希望が

研究の後押しをしてくれています。

なるほど。それはある意味，患

者さんがリウマチ治療を継続するいい

モチベーションにもなりますね。

（以下次号）
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当財団では，リウマチケア研修会を下記のように開催する予定です。
医師，看護師，その他保健，医療，福祉，介護，行政等に従事する方ならどなたでも
受講できます。
〔 受 講 料 〕無　料　参加ご希望の方は，下記の方法で事前にお申込み下さい。
〔 申込 方 法 〕「○○地区リウマチケア研修会申込」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�

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�

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�

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�

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）�

クリニックと病院の
2つを有する効果について

医療ベンチャーを
併設した意義

リウマチ専門病院として
当初の目的は

達成できているか
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リウマチ科の初診患者さんは大き

く3つのグループに分けられます。

①すでにリウマチの確定診断がつけ

られて他医で治療中の患者さん

②リウマチを発症したか，その疑い

のある早期リウマチの患者さん

③リウマチ類似疾患の患者さん

です。各々の群で診察方法や検査が

異なってきますし，治療方針も違っ

たものになります。

見分け方は診察前に記入してもら

う問診票で大体分かりますが，充分

な記入がなくただ関節痛のみと書か

れている場合もあり，やはり医師の

診察が大事となります。

まず，進行したリウマチ患者さん

は，診察室へ入ってくる時の歩き方

や，手指の変形ですぐ分かることも

ありますが，多くの患者さんは問診

や診察をして判明することになりま

す。リウマチの確定診断がついてい

る患者さんはよく問診票に詳細な病

歴が記入してありますし，患者さん

自身が書いた病歴のまとめを提出さ

れることもあります。また，主訴を

聞く時の「どこがお悪いですか？」

「何が御心配ですか？」などの言葉

で，特定の関節症状を訴えられれば，

その関節をさっとみて触診すれば滑

膜炎の有無，変形の有無などで大体

診断が付くこともあります。

早期リウマチかその疑いのある患

者さんは，関節痛が主訴ではなくこ

わばり感のみや検診や他医でのリウ

マトイド反応陽性のみの受診もあり

ます。一般に早期リウマチの発症は

多関節炎型，少関節炎型，回帰性関

節炎型の3つの発症パターンがあり

ますので，診察では問診による病歴

の確認が大事になります。

RA類似疾患で最も多いのは変形

性指関節症（ヘバーデン結節，ブシ

ャール結節）で，比較的病歴が長い

割に訴える関節症状が手指に限局さ

れています。シェーグレン症候群な

どの他の膠原病に合併する関節症状

は関節痛のみで関節の腫脹がない例

が多くなりますが，関節外症状につ

いては問診票などにはほとんど記入

されていませんので診察時に確認し

ていくこととなります。

まず問診票と時々持参される他医

からの紹介状，患者さん自身の病歴

のまとめなどをすばやく読んで，診

断名，発症時期，治療歴のポイント

をチェックします。前もってこのよ

うな詳細な情報があればこれを利用

し，後はこの内容を患者さんに確認

するだけで済むので，初診の効率が

上がります。

次いで，新患の患者さんを診察室

に呼び入れますが，先述の如く，歩

行状態や身体の動きなどで関節症状

が分かりますので，入室する時から

診察が始まることになります。

初対面の挨拶や医師の自己紹介が

すんだら問診になりますが，この場

合問診と視診，触診を同時に行うと

効率的です。

まずは患者さんが一番心配してい

る症状から診察していきます。

この場合，

「何が困っていますか？」（主訴），

「どの関節から痛くなりましたか？」

（発症関節），「いつから痛いです

か？」（発症時期），「今どこの関節

が痛いですか？」（現症），

「今までどのような診断・治療を受

けられましたか？」（治療歴）

を問診しながら関節の視診，触診を

行います。問診，視診，触診が同時

進行しますので忙しくなりますが，

ある程度で区切りを入れて，カルテ

に記入していきます。時には記入す

る時間がとれずに，患者さんが検査

で退室した後記入することもありま

す。また，不明確な点は検査後の診

察で再確認します。

問診と診察が終了したら，その時

点での診断，鑑別診断をして，必要

な血液検査・尿，X線検査を患者さ

んに告げて，検査を行います。患者

さんによっては血液をとられたり，

X線を浴びることに神経質な方もい

ますので，これらの検査が必要な理

由を説明することが大切です。

どの関節が腫れているとか，どの

関節に圧痛や可動域制限があるかと

いうことを患者さんに告げて確認し

てもらいます。そしてこれらの関節

の状況を診断するためX線検査が必

要なこと，リウマチが疑われるので

確定診断のため血液検査が必要なこ

とを納得してもらいます。

なお，高齢の患者さんでは拘縮が

あっても痛くない関節については何

も訴えない方もいますので，初診時

には全身の関節所見，圧痛，可動域

の診察は必ず行う必要があります。

もちろん，変形性指関節症が疑わ

れる患者さんは，まずX線検査のみ

を行って，これで診断確定となれば

リウマチの血液検査は行いません。

また，中にはsecond opinion のみで

初診される患者さんもいますので，

必要最小限のX線検査や手持ちの血

液検査結果のみで診断を済ませる場

合もあります。

リウマチ診断では，特に早期リウ

マチの場合は家族歴の有無が診断の

近藤　正一氏　近藤リウマチ・整形外科クリニック院長

リウマチ診療の初診

リウマチ科初診患者さんの
種類と見分け方1

初診時に特に必要な
問診と検査4

初診を短時間で
効率良く行う2

血液・X線検査をする
理由を告げる3

●まずは患者さんが一番心配している症状から
診察していきます。

「何が困っていますか？」

主　　訴

「どの関節から痛くなりましたか？」

発症関節

「いつから痛いですか？」

発症時期

「今どこの関節が痛いですか？」

現　　症

「今までどのような診断・
治療を受けられましたか？」

治 療 歴

RA診療のコツ�2第� 回�
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参考になりますので，必ず問診する

必要があります。また，新患の場合，

リウマチの家族歴があるためリウマ

チの発症を心配して，ごく軽度の関

節症状のみで来院される患者さんも

いますので，リウマチの家族歴は必

ず聞く必要があります。

既往歴，合併症は抗リウマチ剤，

ステロイド剤や非ステロイド系炎症

剤の選択に大いに関係しますので必

ずチェックが必要です。

特に肺疾患（結核，間質性肺炎，

慢性気管支炎，喘息），肝疾患（B型，

C型肝炎），腎疾患，胃疾患（胃潰瘍，

慢性胃炎）は大事です。その他，高

血圧，高脂血症，糖尿病，心疾患も

必ず問診して合併しているか否かを

カルテに記入しておきます。これら

の疾患の検査は一般のリウマチ検

査（表1）では行わない場合が多い

ので，初診の時の確認が大切になり

ます。

従って，初診時には胸部X線検査，

KL-6，HBs抗原，HCV抗体，HbA1c

などの血液検査，血圧測定などが必

要な場合があります。

クリニックでは血液検査は外注

（検査センター）することが多いの

で，当日は結果が出ません。従って

X線検査の説明のみとなります。リ

ウマチの場合はLarsenのgrade分類

かSteinbrockerのstage分類で説明

をしますが，説明用のX線写真で前

もってリウマチの病変を解説してか

ら，患者さん自身のX線所見を説明

すると比較的容易に理解してもらえ

ます。

変形性関節症も同様に説明用のX

線写真を準備しています。

血液検査の説明は診断や治療上，

急ぐ症例では結果が来る翌日に再来

してもらうか，電話再診をお願いし

ます。急がない例では1～2週間後の

再来時に説明しますが，検査結果自

体は必ず翌日医師が確認して，治療

上問題があればその当日医師から患

者さん宅へ直接電話連絡を行います。

問題となる例は，リウマチの薬物

治療を開始したのに，腎または肝機

能障害がすでに合併している例や，

高度の貧血または白血球減少がみら

れる例です。このような例では電話

で説明し抗リウマチ剤などの一時休

止を指示します。

初診時の診断はリウマチ患者さん

にとって，これからの長期にわたる

抗リウマチ剤治療の出発点となりま

すから，リウマチ診断根拠の確認が

大切となります。

まずはカルテに腫脹，疼痛関節を

正確に記入しておくこと（この場合

人体図の印鑑が便利です），米国リ

ウマチ学会RA診断基準や日本リウ

マチ学会早期診断基準などの項目を

満たしているかなどをチェックして

カルテに記入しておきます。

これらの診断過程は必ず患者さん

と協同作業で行うことが大切です。

このためにこれら診断基準のパンフ

レットやコピーを準備しておきま

す。一緒に各項目をチェックしてい

くことで，患者さんにもリウマチの

診断を納得してもらえます。

早期リウマチの場合はリウマトイ

ド因子，CRP，赤沈の検査結果が必

要となりますので，初診時にまだ結

果が得られていない場合は，確定診

断は結果が出てからとなります。し

かし，このような場合でも初診時に

必ず診断名を告げる必要があります。

確定診断ができなければ「早期リウ

マチ疑い」とか「変形性指関節症の

初期」とか最も考えられる病名をい

くつか告げ，検査結果をみて確定診

断を行いますと説明しておきます。

治療は，すでにリウマチ治療が行

われている場合は当日の検査結果が

出るまで，前医の薬物治療を継続す

る場合が多くなりますが，症状が悪

化して初診された患者さんには，す

でに投与されている薬剤をまず増量

します。ステロイド剤や抗リウマチ

剤の増量です。本格的な治療方針の

決定や，変更はやはり血液検査の結

果が出る第2回目の再来診察からと

なります。

早期リウマチで未治療の場合は，

検査結果が出るまでは非ステロイド

系抗炎症剤のみで様子をみることに

なりますが，合併症のない比較的若

い患者さんや，前医の検査結果を持

って来た患者さんには，初診時から

抗リウマチ剤を投与することもあり

ます。

ところで，リウマチ症状が強い患

者さんや症状が悪化している患者さ

んでは，初診時に今ある痛みを軽減

してあげる処置が必要となります。

方法としては強力な鎮痛剤であるジ

クロフェナックNaの坐剤投与，ス

テロイド剤の関節注入，ステロイド

剤の経口投与などがあります。

また，よく患者さんから質問され

る日常生活の注意点も忘れず指導し

ておくことです。これは（表2）の

4つです。

（次号に続く）

初診時の検査結果説明5

初診時の診断と治療6

診断基準のパンフレットやコピーを準備しておきます。

● 診断過程は必ず患者さんと協同作業で行うことが大切。

一緒に各項目をチェックしていくことで，患者さんに

もリウマチの診断を納得してもらえます。

●リウマチ症状が強い患者さんや症状が悪化している患者さん

では，初診時に今ある痛みを軽減する処置が必要となります。

①関節の保護（無理な動作を避ける，椅子や
ベッドの使用，窮屈な靴を避けるなど）

②体調の管理（過労，睡眠不足を避ける）

③精神的・肉体的ストレスの回避

④バランスのよい食事

X 線検査 手・足部に加えて症状のある関節部位�
�
血液検査 リウマトイド因子�
 炎症性マーカー　　赤沈，CRP�
 末血　　白血球数と分類�
 赤血球数，Hb値�
 血小板数�
�
 腎機能　BUN，クレアチニン，尿酸�
 肝機能　GOT，GPT，ALP�
 その他　総タンパクとアルブミン�
 総コレステロール�
 血清鉄�
 CPK�
 Na，K，Cl，Ca�
�
尿 検 査 タンパク，潜血，糖，ウロビリノーゲン�
�

表1　一般のリウマチ初診時検査�

表2 患者さんの日常生活の注意点

まずは，痛みを軽減しましょう。
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リハビリテーションは単に「機能回

復訓練」としてとらえられがちである

が，生活能力を高め，家庭・社会生活

への参加を可能とすることが真の目的

である。したがってリハビリテーショ

ンでは身体機能障害のみならず，生活

機能全体に対するアプローチが必要と

なる。リハビリテーション計画を立て

る際の問題点の抽出，目標の設定を行

う上での共通言語として国際的分類で

ある国際生活分類（ICF）が用いられ

るようになってきた。

ICFは人間の生活機能と障害の分類

法として，2001年WHOから発表され

たもので，その構成要素は「心身機

能・身体構造」，「活動」，「参加」とい

う三要素（レベル）からなり，相互に

作用している。これらが低下した状態

が「機能障害」，「活動制限」，「参加制

約」とされ，この３つを総合したもの

が「障害」である。

関節リウマチ（RA）患者さんの「障

害」を各レベルに分けて考える。

RA患者さんの機能障害では，腫脹

をともなう活動性関節炎やその後の関

節破壊による関節痛，関節可動域の制

限（拘縮），関節不安定性（関節動揺）

などがみられる。また顎関節や頸椎の

変形により咀嚼や嚥下などの摂食機能

障害がみられることもある。また，RA

活動性の高いときの体重減少や，RA

の合併症である間質性肺炎に伴う呼吸

機能の低下などの関節外症状も機能障

害に含まれる。

RA患者さんにみられる活動制限に

は，洗顔や整髪，更衣動作などの基本

的なセルフケア動作の困難，歩行能力

の低下，家事動作の困難，運転操作や

公共交通機関の利用制限など多岐にわ

たる。

参加制約には，家事ができないこと

による家庭内での役割の変化，歩行が

できないため外出できずに他者との関

わりが減る，レクリエーション活動の

参加が困難，仕事の継続が困難，仕事

の困難さや医療費の負担などからくる

経済的な不安など，個人によってさま

ざまな制約が生じている。

これらの「障害」に対するアプロー

チとして，運動療法や物理療法などの

リハビリテーションアプローチのみで

はすべてを解決できるわけではない。

RAの疾患活動性が高いことによる多

関節炎での「痛み」が主体で，更衣が

困難，移動ができない，仕事ができな

いなどの活動制限・参加制約を来して

いるのであれば薬物治療を十分に行う

ことが最も必要な治療であり，必ずし

もリハビリテーションアプローチは必

須ではない。RA患者さんに対する治

療計画を立てる際には，リハビリテー

ション計画を作成するときのみならず，

薬物療法，手術療法を行う際にもICF

の三要素である「機能障害」，「活動制

限」，「参加制約」のそれぞれの側面か

ら問題点を把握して，その「障害」を

できるだけ解決する治療法を選択して

いくことがRA患者さんの真のリハビ

リテーションであり，QOLの向上につ

ながると思われる。

・コップを片手で持つ�
 ことができない�
�

活動制約�

・手関節の不安定�
・手関節の痛み�
・把持機能の障害�
�

機能障害� 参加制約�

・使用できるコップに�
 制限がある�
・外食に行くことに�
 抵抗がある�

QOLの低下�

リウマチにおける国際生活分類（ICF）
とリハビリテーション

環境因子� 個人因子�

健康状態�
（変調または病気）�

活動�
心身機能�
身体構造�

参加�

新潟県立瀬波病院リウマチセンター
リハビリテーション科　医長　

リウマチ・
リハビリテーション

可井堀 奈

新連載

国際生活分類（ICF）
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第14問　【症例】34歳，女性　
これだけで考えてみてください。

Announcement
［登録医研修単位認定講演（H18.7～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。

7／12（水） 12:30 1単位　（東京）
第27回日本炎症・再生医学会ランチョン
セミナー
川端　正則　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部

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

7／14（金） 19:00 1単位　（秋田）
秋田県膠原病プラクティカルカンファレンス
吉崎　聡己　Tel.022-264-4321
ワイス㈱

7／14（金） 20:00 1単位（鹿児島）
鹿児島県プログラフ関節リウマチ研究会
吉光　俊和　Tel.099-805-0776
アステラス製薬㈱鹿児島第一営業所

7／14（金） 18:30 2単位　（山形）
第1回山形リウマチセミナー
谷米　譲　Tel.022-276-2206
参天製薬㈱仙台医薬チーム

7／14（金） 19:30 1単位　（兵庫）
第6回兵庫県続発性骨代謝異常研究会
藤村　和寿　Tel.078-261-9851
帝人ファーマ㈱神戸営業所

7／14（金） 19:30 1単位　（青森）
第17回青森県リウマチ懇話会
田渕　晃久　Tel.017-774-5723
ノバルティスファーマ㈱青森第一営業所

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

7／15（土） 15:00 3単位　（宮崎）
第14回宮崎リウマチ医の会
永渕　伸敏　Tel.0985-28-2736
旭化成ファーマ㈱医薬宮崎営業所

7／15（土） 17:00 1単位　（愛知）
第49回東海膠原病研究会
石川　智子　Tel.052-931-8576
日本新薬㈱名古屋支店

7／15（土） 16:15 1単位　（東京）
第7回臨海リウマチ性疾患談話会
松元　秀一郎　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱

7／19（水） 20:00 1単位（神奈川）
第5回横浜関節疾患研究会
濱野　伸起　Tel.045-316-3011
三共㈱横浜支店

7／20（木） 19:30 1単位　（富山）
富山ステロイド骨粗鬆症講演会
小泉　正宏　Tel.076-433-5630
万有製薬㈱富山営業所

7／21（金） 19:00 1単位　（宮崎）
第3回都城リウマチ研究会
大川　栄二　Tel.0985-24-6763
武田薬品工業㈱

7／22（土） 15:00 2単位（北海道）
運動器疾患／骨･関節フォーラム函館
会場
木谷　文治　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビュー社

7／22（土） 15:00 2単位　（愛知）
運動器疾患／骨･関節フォーラム名古屋会場
木谷　文治　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビュー社

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

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

7／10（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

7／22（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

7／22（土） 16:10 2単位　（兵庫）
東播RAフォーラム
北間　修　Tel.0792-24-5051
田辺製薬㈱

7／27（木） 19:00 1単位　（茨城）
第2回常陸リウマチ治療研究会
池島　厚雄　Tel.029-305-8805
田辺製薬㈱

7／28（金） 19:30 1単位　（佐賀）
第2回佐賀リウマチ研究会
井波　浩司　Tel.0952-22-7811
田辺製薬㈱佐賀営業所

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） 18:00 1単位　（富山）
第1回富山リウマチ・トータルマネジ
メント研究会
加藤　弘巳　Tel.0766-74-1900
氷見市民病院

7／29（土） 17:00 1単位　（大阪）
第31回大阪整形外科症例検討会
田口　利泰　Tel.06-6489-1322
参天製薬㈱

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

8／5（土） 18:00 1単位（神奈川）
第372回横浜市立大学整形外科同門会
談和会
中島　邦晴　Tel.045-787-2655
横浜市大運動器病態学

8／5（土） 16:20 1単位　（奈良）
第3回奈良骨粗鬆症フォーラム
高倉　義典　Tel.0744-22-3051
奈良県立医科大学整形外科

8／19（土） 18:30 2単位　（熊本）
第20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

8／19（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

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） 17:00 1単位　（岐阜）
第13回岐阜リウマチ研究会
土田　寛　Tel.058-251-0992
ワイス㈱

9／9（土） 18:30 1単位　（東京）
第3回目黒区整形外科病診連携の会
本持　富万　Tel.03-5325-5123
帝人ファーマ㈱東京支店

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

9／16（土） 17:00 1単位　（愛知）
第20回FSRの会
田島　啓行　Tel.052-219-1870
参天製薬㈱

9／21（木） 19:00 2単位　（山口）
第4回山口県サイトカイン研究会
曠野　聡　Tel.083-972-5311
田辺製薬㈱山口営業所

9／22（金） 19:00 1単位　（富山）
第21回富山県リウマチ性疾患研究会
助口　正敏　Tel.076-444-0805
大日本住友製薬㈱

9／23（土） 15:00 1単位　（京都）
第19回京滋骨粗鬆症研究会
高月　邦明　Tel.075-212-5280
エーザイ㈱京都コミュニケーションオ
フィス

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

8／5（土） 17:00 2単位　（京都）
京都整形外科医会学術講演会
今西　岩男　Tel.075-241-5511
田辺製薬㈱

8／5（土） 18:00 1単位　（兵庫）
第7回播磨リウマチ膠原病研究会
松原　司　Tel.0795-42-8851
松原メーフラワー病院

10／5（木） 19:30 1単位　（新潟）
第4回新潟尿酸代謝フォーラム
荒井　勝光　Tel.025-227-2272
新潟大学整形外科

10／6（金） 19:00 1単位　（新潟）
第39回新潟リウマチ研究会
荒井　勝光　Tel.025-227-2272
新潟大学整形外科

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㈱

9／8（金） 19:30 1単位　（栃木）
第21回栃木リウマチ研究会
星野　雄一　Tel.0285-58-7374
自治医科大学

10／14（土） 17:00 1単位（愛知）
第10回東三河リウマチ研究会
勝又　忠　Tel.0564-27-0226
旭化成ファーマ㈱岡崎営業所

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

【解説】右上腕骨頭に沿った白色雲状
の陰影が見られる。左は軽度である

が同様の所見がある。激痛を伴うこ

とが多く，吸引（図参照），ステロイ

ドの関注で著効を得ることも多い。

例題の症例は，シメチジン400mgを

4ヵ月間投与し石灰沈着陰影は完全に

消失した。

吸引手技

他症例吸引時X

小松原良雄先生提供

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13問解答　
tendinitis calcarea, calcified tendinitis（石灰沈着性腱板炎）

レ ン ト ゲ ン ク イ ズ

QQQQuuuu''''eeeesssstttt----cccceeee qqqquuuueeee cccc''''eeeesssstttt ？？？？？？？？？？？？
協和会病院リウマチセンターセンター長　村田 紀和
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今更という表現で気恥ずかしいが，

人生が意外性の連続であるように，感

傷旅行も思いがけず訪れるものらしい。

ACRとはひと味違うヨーロッパの

香を期待して，EULARに望んだが，

いずこもグローバリゼイション花盛り

で，会議は，地域協同性への志向とい

う熱意が感じられる一方で，お互いが

母国語ではない（しかし，日本人に比

べれば，はるかに流暢だが）もどかし

さが，議論のあちこちの衝突で感じら

れた。APLARの今後の運営の難しさ

はこのようなコミュニケーションの困

難性という点でも想定される。また，

EULARは，基本的に内科系の集まり

だが，関節障害という最も重要な長期

的課題の克服には，どうしても整形外

科との連携が不可欠だという認識が高

まってきていると感じた。このような

点では，整形外科系が多い日本のリウ

マチ診療・研究は，世界的に見ても，

有利だと思われた。

海外出張の常で，時差ぼけ解消のた

め，到着日と翌日には，日光を浴びな

がら街を彷徨することにしている。以

上のような感想を抱きながらアムステ

ルダムの運河沿いを夕方散策した。す

ると，いつしか萩原朔太郎の“猫町”

のような未視感と既視感の混入した霧

のかかった記憶に包まれ，ある街角の

古びたレストランにさしかかった時，

突然，30年以上前の記憶が溢れ出て，

やがて鮮明な記憶に焦点が定まった。

当時一緒に旅行した大学時代の同級生

がふいに現れて，私の腕をとってレス

トランに誘った。そして，次の場面で

は，レストランでしたたかに酔っぱら

った友人が，いきなりレストラン前の

運河に転落した。過去の事故がそっく

り再現され，私はなにがなんだかわか

らなくなり，大声で助けを呼びなが

ら，これは何かおかしいと，集まった

野次馬の好奇心たっぷりな輪の中で，

ふいに現実に戻った。なんと，不覚に

も学会の講演を聴きながら寝込んでい

たのだった。 （後藤眞）

EULAR 体験

(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

お問い合せ先：医歯薬出版株式会社
〒113-8612 東京都文京区本駒込1-7-10 TEL.03-5395-7610 FAX.03-5395-7611

新発売

羽生忠正　長岡赤十字病院リウマチ科整形外科部長
内田詔爾　内田整形リウマチクリニック院長

委員長：後藤　眞　桐蔭横浜大学先端医用工学部教授

尾崎承一　聖マリアンナ医科大学リウマチ・膠原病・アレルギー内科教授

【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】

事務局だより

財団では，平成19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14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

（直近5年間の財団の証明書によるもの）

なお，申請期間は平成19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61年度，平成元年度，平成4年度，

平成7年度，平成10年度，平成13年

度，平成16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

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。

平成平成１８年度年度�

新規リウマチ登録医（６４名）一覧�
平成１８年度�

新規リウマチ登録医（６４名）一覧�

◇北海道◇
宮武 泰正

林 陸

小野寺 伸

川村 大介

◇岩手県◇
古和田 浩子

◇茨城県◇
竹村 通雄

◇栃木県◇
小口 泰司

◇群馬県◇
岡田 弘之

田沼 正司

◇千葉県◇
阿部 幸喜

◇東京都◇
藤井 裕子

松　 剛

上田 直哉

吉田 智彦

秋元 貴美子

西尾 信一郎

松田 達男

駒形 嘉紀

◇神奈川県◇
石井 克志

山本 直弘

鈴木 真奈絵

鈴木 美佐子

吉野 匠

◇山梨県◇
神崎 健仁

西岡 雄一

西岡 順子

◇長野県◇
小野 満也

◇新潟県◇
伊藤 朋之

中枝 武司

◇富山県◇
吉岡 勉

◇石川県◇
唐澤 博美

◇岐阜県◇
遠渡 豊寛

河田 好泰

◇静岡県◇
金 洪海

◇愛知県◇
堀部 賢一

佐藤 士郎

土屋 廣起

石川 尚人

◇三重県◇
相田 直隆

◇滋賀県◇
鬼頭 敏幸

◇京都府◇
長岡 孝則

◇京都府◇
寺内 竜

◇大阪府◇
野　 祐史

川口 真弓

西口 豊憲

横田 淳司

◇兵庫県◇
露口 雄一

野柳 俊英

波内 俊三

酒井 良忠

冨田 益広

◇鳥取県◇
山形 泰司

◇岡山県◇
梅原 憲史

長尾 昭二

◇佐賀県◇
三田村 未央

◇長崎県◇
木村 和也

古山 雅子

◇熊本県◇
内田 潤郎

福田 朋博

◇大分県◇
瀬尾 健一

永野 修司

◇宮崎県◇
松山 幹太郎

小倉 健

◇鹿児島県◇
大坪 秀雄


