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西岡 唐澤先生，本日はお忙しいとこ

ろを本当にありがとうございます。

今回，日本リウマチ財団を代表し，

主として診療科再編成に関する厚生労

働省のいろいろな提案に対する，日本

医師会の立場からのご意見を伺って，

日本リウマチ財団（以下財団）に所属

する第一線のリウマチ診療に関わる約

4,000名ものリウマチ登録医に向けて，

日本医師会のご意見を提供して行きた

いと考えております。

日本リウマチ財団の所轄官庁は厚生

労働省ですが，これまでに同省疾病対

策課とともに，積極的にいろいろとリ

ウマチ制圧に向けた活動をしてきまし

た。その最重要課題が，リウマチ科の

標榜とその質の充実だったのです。し

かしながら，今回の診療科標榜問題は

まったく青天の霹靂でした。かつて学

界や患者団体の強い要望もあり，たく

さんの方々のご尽力で，平成8年によ

うやくリウマチ科標榜の実現はかない

ました。皮肉なことに，本年5月31日

にその10年目の節目として記念行事

を行ったからです。

唐澤 日本医師会としてもあまりに

唐突で，報道で知って驚いたのが実

情です。

西岡 リウマチ科の標榜が実現して10

年間その影響，どういう成果が得られ

たか，というシンポジウムを東京で開

催する直前に，マスコミにリウマチ科

を含めたいくつかの標榜科を再編成し

て見直す，という報道が流れました。

リウマチ科の場合，基本診療科からは

ずし，整理統合の上，整形外科，内科

のサブスペシャリティ的なところで扱

うという試案ですね。

唐澤 サブスペシャリティというのは

おかしな表現です。

西岡 報道だけでは疑問が多すぎるの

で，厚生労働省にすぐに確認したので

すが，どうも歯切れが悪い。そこで是

非，日本医師会としての率直なご意見

を伺いつつ，当財団としての，第一線

の医師と患者さん向けの提言につなげ

ていきたいと考えております。

唐澤 私は，リウマチ専門分野はたい

へん大切だと思っています。私が研修

医でずっとおりましたのが同愛記念病

院だったために，リウマチ，アレルギー，

喘息などの患者さんをたくさんみてい

ました。そして，リウマチ患者さんの

苦しむ姿をよく拝見していました。も

う30年も前ですから，今とは治療法

はずいぶん違うでしょうけれど，でも

やっぱり，リウマチや筋骨格系に痛み

を訴える病気は，たいへん大勢の患者

さんがいる，つらい病気であるという

ことは実感しています。しかし，ここ

最近は治療に急速な進歩があるようで

すね。実は私のところで働いているリ

ウマチ患者さんが，本当に見事に回復

して，感激しています。

ですからこの際，リウマチの標榜科

獲得がちょうど10周年なら，その間

の治療の普及・進歩がまさに長足であ

ったことを，徹底的にアピールして頂

いたほうがいいかと思います。標榜科

が認められたからこそ，多くの患者さ

んがその恩恵に与れた，ということを

です。まさしくエビデンスです。

ただ，それでも基本的な疑問がいく

つかあります。まず「なぜこの時期に

試案が出てきたのか」ということ。基

本的な診療科とサブスペシャリティの

診療科を設置するアイディアが，まっ

たく唐突で，一般の臨床家にとっては

まことに理解できない流れかと思って

います。

本来ならば，まず診療科広告の規

制緩和で，自由に表現できる流れが

最も大切にされるべきと思います。

それも，その動きを先導するのは，

医学研究分野，その進歩に応じて出

てくる要求であると考えます。また，

医療の必要性があってこそ出てくる

べきで，決して行政として決めつけ

るものではありません。むしろ医療

界が自ら自主的，自立性を持って，

診療科を自由に標榜できる流れが正

しい方向だと私は考えます。

西岡 リウマチに関わる行政，医療，

患者などの団体等の共同歩調により平

成8年，リウマチ科標榜を実現できた

のも，まさに医療の現場の声と患者さ

んの強い要望というものでした。

唐澤 患者さんすなわち国民が待って

いたわけですね。「この科はこれほど

の業績のある科なのだから，これはひ

とつ標榜してくださいよ」という，国

民の声と患者さんの声が最優先され

リウマチ医療全般を大きく揺るがした，厚生労働省が

策定した診療科名標榜見直し案の医道審議会診療科名

標榜部会への提出。明年4月の医療法改正の俎上にのせ

られたという，突然の新聞報道に，医療の現場は著し

いとまどいを見せている。日本リウマチ財団登録医と

ともに，リウマチを中心とする筋骨格系の疾病を患う

患者さんの医療の質向上を目指している財団が，国の

真意を推し量りつつ，今後どう対応していくべきか，

単に条件反射的な反対表明だけにとどまらず，より建

設的な方向性を模索すべく，日本医師会会長 唐澤 人

氏に緊急インタビューを行った。
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る，あるいは反映すべき問題であって，

これを行政が行うのは，一種の規制強

化のようなものです。

西岡 今回私も最初に新聞を見てひど

く驚きました。順次新聞を拝見してい

ると，どんどん規制強化のほうに向か

っている。たとえば1医療機関におい

て2つしか基本診療科の標榜は認めら

れないとか。これはむしろ時代に逆行

していると思いました。

そこで早速，厚生労働省に問い合わ

せや折衝を重ねたのですが，どうも今

ひとつ真の意図がはっきりしてないわ

けです。唐澤先生がおっしゃられたよ

うに，これを機会に医療現場の声，患

者さんの声を大切に，もう1度原点に

戻り，標榜科の意義を再考してみる，

ある意味ではいい機会と捉えるべきな

のかもしれません。

唐澤 そう思います。（診療科が細分

化していく動きも）医学の進歩をふ

まえたもので，受益者の利便性を考

えるなら，もっと熟慮した表現の仕

方があるはずですからね。そういう

意味では，心療内科やアレルギー科

などは患者さんの利便性と，臨床や

基礎研究の過程で，必要に迫られて

設置されたはずです。

日本医学会も，臨床分野，基礎医学

分野，社会医学分野と分類しています。

しかし，医学・医療の発展過程で一時

的に，各専門科が爆発的に細分化して

いく，無限大に診療科，標榜科が広が

っていく懸念があったのです。しかし

ながら，結局医療者側の自制からきち

んと整理され，いまおっしゃられたよ

うに国民にわかりやすい形で流れてい

るようです。

西岡 おっしゃるとおりですね。

唐澤 1行政官庁の1局が，「かようで

あらねばならない」と定めるのではな

く，十分に臨床の先生方と相談して，

診療科をよりわかりやすくしていくこ

とが王道かと思います。

西岡 今回の厚生労働省の案では，総

合（診療）科の設置も大きなポイント

ですね。

唐澤 確かにそうです。

西岡 ただし，従来からある「総合

科」関連の学会が現在もいろいろな

活動を進めている最中に，頭ごなし

にこのような提案があること自体，

大きな疑問です。しかも，「総合（診

療）科」っていったい何なのだとい

う国民の声は圧倒的に多い。その議

論や枠組みが十分になされないまま，

その標榜が具体化するというのも異

和感がある話しです。

唐澤 大きな疑問ですね。医療経済上

の発想かもしれません。医療費削減の

ために，患者さんの入り口を狭めてし

まう。コストの高い大学病院等へ行か

ずに，とりあえず近くの総合診療科へ

行くことを推奨するわけです。過去に

お蔵入りした家庭医制度，ホームドク

ター制度に近しい思惑を感じます。

西岡 私も歴代開業医の家庭で育った

のですが，古きよき時代の，村長さん

やお医者さんとお寺のお坊さんが村の

「年寄り（名士）」として存在し，何で

も相談できるような医療のあり方は，

現代では無理というものです。という

のも，現代のような専門的かつ高度な

医療，診療システムがなかった時代の

話です。今度の制度は，患者さんが自

ら望む医療機関へアクセスする権利

に，著しい制限を加えるものになりか

ねない気がします。

唐澤 患者さんはどこへ行ってもかま

わないはずです。

西岡 ただその反面，リウマチ性疾患

や線維筋痛症等のような，多様な症状

や確定診断に手こずる場合には，総合

的な視点より患者さんをみる必要性は

痛感しています。どの科を受診したら

いいかわからない，複雑な病像を示す

患者さんのために，最初にかかる診療

科をどこかに集約してあげる，そうい

うシステムを考える時代でもあるかと

思います。たとえば私が現在，研究班

長をリウマチと一緒に務めさせて頂い

ている，線維筋痛症の患者さんなどは，

20枚以上の診察券を出してくる。こ

の様な患者さんへの利便性をどうする

のか，その様な視点も無視できないと

思います。

唐澤 診療科をたらいまわしになった

りした場合は気の毒ですよね。

西岡 その様な場合，どこかがパーツ

的にではなく，患者さんをトータルに

診てあげるべき診療科も必要かとも思

うのです。

唐澤 確かにそうです。ただ，そうい

うケースに対しては，現行の総合診療

医学会，あるいはプライマリ・ケア学

会などが対応すべきじゃないでしょう

か。そういう学会が，この分野をフォ

ローして頂きたいと思います。

西岡 アメリカの家庭医制度のように，

総合的にサポートする医療スタッフが

必要になるはずです。例えば，いろん

な診療科に跨らざるを得ない，複雑な

病態を有する疾患の場合は，総合（診療）

科が窓口となり，ある機会で患者さん

を専門医に治療が受けられるようなシ

ステムの構築は大切だと思います。

唐澤 総合的な医療を担当する分野と

して，当然，医師も看護師も必要とな

るはずです。例えば，これからの病院

におけるひとつの方向性として，高度

医療化，専門分化の流れがあります。

がん専門病院，あるいは脳血管病院，

心疾患の病院などに特化するわけで

す。すでにそういう病院も多数存在し

ています。では，そこに入院したり通

院する患者さんは，その疾患だけを抱

えているかと言えばそうではありませ

ん。高齢社会なので，加齢に伴い複数

の疾患を抱える可能性が非常に高い。

眼科や皮膚科の対応は，喘息に肺がん

を併発することもあるわけですから，

喘息治療の専門家もがん病棟に必要と

なります。そのようなとき，専門病院

であろうとなかろうと，どんな診療

科・疾患でも一定のレベルまでは全部

お任せできるということが時代の要請

となってくる。どこまで自力で担当す

るか否かは別ですが，今日，非常に高

いレベルの診療能力を持った，全領域

を司る医師が必要な時代になってきた

といえます。

西岡 厚生労働省の今回の標榜科や総

合科に関する提案は，確かに唐突その

ものでしたが，一方では，今，各領域

における専門医制度のあり方を見直す

時期にきていることが指摘されたと思

えるのですが…。

唐澤 例えばリウマチの専門家におい

ても，学究的な専門家と，リウマチ学

を修めた上で，臨床的に経験値を上げ

ている専門家もいます。そこには「専

門的」と言いつつ，おのずといろいろ

なレベルが出てきてもおかしくありま

せん。リウマチの専門医の中でも，そ

ういう均填化を図っていくという責任

が，財団やリウマチ学会にはあるでし

ょうね。

西岡 わかりました。私どもの財団

登録医の中でも，十分それは考慮し

ています。ですからそういう意味で，

スクリーニングに当たる総合診療と

その領域に精通したプロフェッショ

ナルな医師の双方が，ともに質的な

充実を求められている時期にきてい

るのでしょう。

唐澤 少し付け加えさせて頂くと，

我々医師会の立場から考えている総合

的な能力は，先述のプライマリ・ケア，

総合診療，あるいは家庭医などの学会

に属している先生方と多少違うところ

があります。それは地域で長く開業を

していると，その地域に根をおろす形

になりますが，それだけではどうして

も「ソロ・プラクティス」なのです。

しかし理想はそうではなくて，チーム

とかグループとして地域に浸透してい

かなくてはいけない。それがやはり医

師会の役割だと思います。もちろんい

ろいろな地域特性があるでしょう。そ

の地域でどんな疾病が出やすい，生活

習慣がどうか，危険性の有無はどうか，

そこの地域の生命，健康を守るために

何が必要か，疾病予防に何が必要か，

地元の行政にどう対応するか。これら

多くの要素に対応していく能力が，医

師会の考えている総合的，包括的な医

師の能力の中に入ってくるわけです。

西岡 たとえば市単位だとか，郡とか，

そういう面的というかグループ・プラ

クティスなものでしょうか。

唐澤 「総合診療」というものは，学

術的にみることができる，ゼネラルな

医学というものだけでなく，地域社会

に「面的にフラットに活動できる医師」

のことを指して考えていきたいもので

す。しかもそういう能力を有する医師

も徐々に増えてきているわけです，し

かしながら，このような能力を有する

医師が自然発生的に増えてくるのを待

つのではなく，基本的には，もっと積

極的に，最初から若い先生方を教育し

ていきたいという考え方です。それが

医師会の役割です。

西岡 それは本当にそうですね。

唐澤 「この学問が好きだ」「この医

療が好きだ」という方々が集まり，学

問同好会的な，そういう流れだけでは

不十分な時代とも言えます。社会的に

地域ベースという面の部分から，どう

アクションを起こしていくかというこ

とも，第一線の医師は問われていると

思います。

西岡 そうですね，確かにある地域は

医療費が非常に高いとか，ある地域は

そうでもないとか。我々もメディアで

よく拝見しますが，そういう視点から

も入っていくべきでしょう。

唐澤 疾病を予防できるかどうか。糖

尿病やがんがどの地域で多いか。脳卒

中はどこが多いか。そこに着目して，

この地域で何が必要かを見極める能力

を発揮するという，あるいは適応する

能力を身につけているということが，

総合診療のひとつなのです。

西岡 財団では20年前から登録医制

度を実施して，まさに第一線のリウマ

チ医療を，いろいろな形の教育で行っ

ています。たとえば研修会は各都道府

県を網羅的に実施し，第一線の整形外

科医，内科医，小児科医，皮膚科医に

は，「必要最小限これだけのことはリ

ウマチ性疾患を診る上では学んでくだ

さい」という教育を20年間続けてき

ています。

唐澤 それはすごいですね。

西岡 他の学会，医学会ではあまり見

かけないひとつの教育研修体系を創り

あげて，患者さんからも大変喜ばれて

います。このリウマチ財団登録医に向

けての教育を，日本医師会の生涯教育

研修制度（指導医のための教育ワーク

ショップ）にも活用して頂けないかと

も考えています。たとえば総合診療を

導入するのであれば，日本医師会のカ

リキュラムの中に，日本リウマチ財団

登録医向けに実施しているような，リ

ウマチ教育の流れを，ある程度採用し

て頂ければと思います。

唐澤 登録医というのは，内科認定医

とか専門医とは違う形ですね。

西岡 ええ，バリアをより低く（門戸

を広く）設定しています。ただし，疾

患に対する教育は十分に時間をかけて

充実させるという，非常にユニークな

面を持っています。

唐澤 ある意味，専門性を「ブラッシ

ュアップ」させるわけですね。

西岡 ええ。だからこそ，是非，日本

医師会の卒後教育に組込んでいただき

たいと思っています。

唐澤 大切なことです。

西岡 しかも，国民が一層高齢化する

と，関節リウマチだけではなくて，筋

骨格系の痛みを訴える患者さんが我々

の試算では，およそ2,000万人は顕在

リウマチ財団登録医の教育制度は
総合診療に必須である

期せずして標榜科問題が浮き彫りにした
リウマチ・プライマリケアの重要性

総合（診療）科の真意は
どこにあるのか

総合（診療）科とは何か
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化してくるとみています。

唐澤 朝，手指が硬くて痛くなるとい

う人が多くなるでしょうね。

西岡 ええ。（それを見越して）変形

性関節症や骨粗鬆症も当然含め，筋骨

格系の疾患・教育研修活動を登録医に

対して実施しています。

唐澤 なるほど整形外科領域も含める

わけですね。

西岡 整形外科医と内科医が一緒にな

りながら行っています。ですから，世

界でも例を見ない教育システムです。

唐澤 高齢化の後に怖いのは，骨，関

節，筋肉のアクティビティの低下でし

ょうからね。

西岡 著しく低下します。運動器の疼

痛除去というのはある意味でQOL向

上にとって最も大切だと思われます。

西岡 最後に，医療広告の規制緩和に

ついてお尋ねします。どこまでどうい

うふうに緩和するか，それに対する担

保は何かということは，やはり医療現

場の声を十分聴いて頂き推進すべきも

のと思います。

唐澤 そのとおりです。医学の進歩に

符合するように，特別な専門分野も誕

生してきているわけですし，「この分

野はお任せください」という医療施設

がたくさんあるわけです。そういう事

実を無視して，いつまでも旧態依然な

体制で，新しいことを国民に知らせな

いというのは間違いです。

西岡 そうですね。

唐澤 「広告」というと行き過ぎで，

「パブリシティ」というべきなのかも

しれません。

西岡 情報開示とかですね。

唐澤 まさにそうです。

西岡 正しい情報を患者さんにもお伝

えすることです。

唐澤 間違った情報が氾濫しています

から。やはり，日本医学会や日本医師

会が，そういう役割を分担すべきでし

ょう。

西岡 標榜科ひとつをとってみても，

非常に欧米諸国から遅れていると思い

ます。患者さんが，インターネット等

を通じて今ものすごく勉強している時

代ですから，我々も常にバージョンを

上げていかなければなりません。

唐澤 そうです。いろいろな資料を持

って来院してきますね。

西岡 ですからそれに対応できるよう

な，医師同士の情報交換。唐澤先生の

考える「面の医師会」は，非常に画期

的な展開の仕方だと思いますが，地域

の医師会でいろいろなスキルアップす

る方法が是非とも必要です。「自分の

ときはこうだった」と語れる地域ネッ

トワークを作れると，非常におもしろ

いシステムができるかもしれません。

唐澤 医師というものは，自分の専門

分野に非常にこだわるものです。たと

えば耳鼻科，眼科，皮膚科という先生

方を例に挙げると，この科の先生方は

自分の分野に特化して，それを尊重し，

他の分野の先生方を尊重しつつも，そ

の枠を出て一緒に関わっていこうとい

う考えはあまりないかもしれません。

一方，現代医療は単一で存在するので

はなくて，積極的に他の分野の情報を

入れながら，自分の専門以外の分野と

の関連性を追究し吸収していく時代に

なっています。実際，そういう先生が

多くなってきましたからね。

西岡 見逃してほしくないことに，日

本リウマチ財団登録医の教育システム

の運用と並行して，財団ではコメディ

カルを幅広く対象に含めた「リウマチ

ケア研修会」を実施して，リウマチ患

者をケアし，QOLの向上・維持を担

っているコメディカルの充実も図って

います。これは我々財団のもうひとつ

の柱といえます。

唐澤 それは重要ですね。

西岡 この2つの教育を併行的に実施

することで，いろんな意味でリウマチ

医療全体のレベルが向上します。

唐澤 たとえば胃潰瘍治療は，H2ブロ

ッカーやPPIが出てきて手術は激減し

てしまいました。このように，医療そ

のものが全く様変わりすることもある

わけです。

リウマチも正確な情報を得て，正し

い治療法を医療側が得ていることが大

切です。出来ることとそうでないこと

をキチンとわきまえて，自分が医療に

携わるかどうかは別として，情報を持

っているという事実が大事です。

西岡 おっしゃるとおりです。

唐澤 そういう機会がちょっと少ない

ですな，考えてみると。

西岡 是非そのへんのところはまた，

よろしくお願いしたいと思います。

西岡 標榜科問題は，国民や医療従

事者にわかりやすい形で，きちんと

した政策課題として検討すべきだと

思います。

唐澤 今回は，該当する学会も反対

意見をきちんと言っていますし，日

本医師会も言っていますから，厚生

労働省案はふっ飛ぶと考えています

が，おっしゃるように，長期的な国

民にわかりやすいビジョンの提示が

必要でしょう。私の基本的な考え方

は，「騒ぎが起こったらチャンスだ」

です。このチャンスを無駄にしない

ようにしたい。無駄にすると，後は

シコリだけ残ってしまう。だからう

まくこれを乗り越えていく手だてを

考えないと駄目ですね。

西岡 確かに，みんなが考えるいいチ

ャンスだと思います。よくいう，いわ

ゆる官僚側の策定ではなく，現場から

どんどん意見を吸収していく必要があ

ると思います。

唐澤 おそらくこれから先は，「リウ

マチ科って，こういう患者さんも診て

くれるのだ」「リウマチの専門医療っ

ていうのはそんなに進んでいるんだ」

なんていうことが，今までより格段に

広がるようになる。このチャンスを生

かした方がいいです。リウマチの患者

さんにとっても，恩恵がたくさんある

ようにお祈りします。

西岡 お忙しいところを本当にありが

とうございました。日本リウマチ財団

を今後ともよろしくご指導をください。

（文責編集部）

厚生労働省からのリウマチ科標榜見直しの唐突な提言は，リウマ
チ診療に携わる医師・当財団に，青天の霹靂ともいうべき衝撃を与
えました。しかし，両先生のお考えのように，「ピンチはチャンス」
と捉えるべきではないでしょうか。厚生労働省の総合診療科の創設
案は，「痛みの総合診療科」としてのリウマチ登録医を擁する日本
リウマチ財団にとっては，今後の登録医教育における診療レベル・
領域を見直す良い機会だと思われます。さらに言えば，多くの疾患
の本質は，痛みであり，地域医療を担うリウマチ登録医が「痛みの
総合診療科」として，さらなる活躍の場を拡大できる絶好の機会だ
と捉えることができるのではないでしょうか。そのような意味で，
まさに，「ピンチはチャンス」は正鵠を得ていると思われます。
しかも今回，唐澤日本医師会会長と，このような具体的かつ建設的
な意見交換の場を持つことができたことは，リウマチ医療だけにと
どまらず，広く医療に携わる多くの人々，ひいては患者さん方々に
とって，大変有意義なことであったと思います。

対談 に寄せて

後藤眞編集委員長

医療広告の規制緩和と
情報開示について

この機会を捉え，標榜科問題や
総合診療に対する建設的な提言を

事務局だより

財団では、平成20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
の専門医に診てほしいという患者さんの
声に応えるため、リウマチ診療に携わる
医師はぜひ登録をお願い致します。申請
書類をお送りいたしますので、ご希望の
旨事務局にお知らせください。
なお、申請期間は平成20年1月1日か

ら3月31日までであり、審査後登録致し
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15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）

下記年度にリウマチ登録医になられた
方は、平成20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。
なお、更新申請書類は11月頃にお送

り致します。
◎昭和62年度、平成2年度、平成5年度、
平成8年度、平成11年度、平成14年
度、平成17年度の登録医

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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久 氏は，この講演会は，一千万

人を超えるリウマチ性疾患の患者さん

のために，これら疾患の正しい知識を

国民の皆さんによく知ってもらうこと

を目的として設定された「リウマチ月

間」と連動し，5月末日に毎年開催さ

れていること。特に本年は「リウマチ

科標榜10周年記念」として，当時リ

ウマチ科標榜実現に尽力された，「日

本リウマチ友の会創設者・名誉理事長

島田廣子 氏」の，特別講演が企画さ

れたことを最初に述べた。ついで，当

財団が設立以降取り組んできた各種調

査研究事業，適正な治療を提供する環

境作りの一環として，長らく検討して

きた「災害時リウマチ支援事業」が，

本年4月全国への協力要請として結実

したこと。そして，今後この事業の趣

旨をよくご理解いただき，一層のご協

力をお願いして，開会の挨拶とした。

また，リウマチ科標榜に尽力された

塩川優一 氏が，10周年記念を機にご

出席されていることもご紹介された。

久 氏に続き，厚生労働省の梅田

課長より，局長挨拶を代読する旨の前

置きの後，リウマチ月間，リウマチ講

演会開催など，日本リウマチ財団の各

種普及啓発活動へのお礼，標榜10周

年へのお祝い，国が今後もリウマチ性

疾患の調査研究に邁進し，病態の解明

と克服に向かって総合的に努力してい

く旨のご挨拶があった。

島田 氏の講演に先立ち，まず，山

本純己 財団理事より，島田 氏は患者

ではなく，一人の先生であるとのご紹

介があった。

島田 氏は，9歳の時に発症されたそ

うであるが，その半生は日本リウマチ

友の会創設と全国にリウマチセンター

をつくることに注がれたという。そし

てその活動の大きな実りの一つが「リ

ウマチ科標榜」であったという。講演

では，幼少からのご自分の治療の様子

や，日本リウマチ友の会の前身である

「伊東リウマチ友の会」の，当時をし

のばせるスライドを投影されながら，

ご本人はもとより，当時のリウマチ患

者さんたちが強い意志によって，リウ

マチ医療を叱咤激励してきた歴史を語

られた。その意志とは，リウマチの専

門家を患者さん自身が育てあげ，自ら

を含めて，多くの患者さんが障害者と

ならないために力を注ぐことであっ

て，友の会が単なる患者さんの親睦団

体であってはならない，という高邁な

目的のため当初より設立されていたこ

とを，聴衆に向けて強調された。

また島田 氏は，友の会を設立した

責任として，理事長を退任した現在も，

ライフワークとしてリウマチ問題を捉

え，今後に対する決意を「朝は希望に

目覚め　昼は努力に生き　夜は感謝で

眠る」という言葉とともに聴衆に向け

て語りかけた。患者さん自らが，リウ

マチ制圧に精一杯努力していこうとす

るその姿勢は，ご高齢にもかかわらず

強い口調の「千の風になってお願いや

叱咤激励をしていきたい」という言葉

にも表れていた。

最後に，厚生労働省の標榜科整理問

題について話が及ぶと，この提案が患

者さんたちの早期診断，早期治療の機

会を奪うことになり，治療の機会均等

の阻害，いたずらに身体障害者をつく

ってしまう可能性を強く懸念し，これ

を理由に強く反対の意を表明して講演

を終えた。

第二部の講演に先立ち，西岡 財団

常務理事より厚生労働省の標榜科見直

し案に対する財団の考えと患者さんへ

ご協力の要請の呼びかけが行われた。

川合 氏は，全国の大学病院でリウ

マチ科がどのように標榜されている

か，その現状の調査結果を報告した。

調査方法は，全国80医科系大学のイ

ンターネット・ホームページを閲覧す

ることによる。その結果，2007年1月

時点で何らかの形で，リウマチを診療

名として掲示していた大学病院は59

病院（74％）で，21病院（26％）で

は表示されていなかった。本院と分院

を比較した場合，リウマチ科標榜は分

会場風景

日本リウマチ財団理事長　
久史麿氏

厚生労働省健康局疾病対策課課長　
梅田珠実氏

日本リウマチ財団理事　
（松山）一番町クリニック顧問 山本純己氏

（社）日本リウマチ友の会創設者･名誉理事長　
島田廣子氏

開催日 平成19年5月31日（木曜）

場　所 丸ビルホール（東京都中央区）

主　催 財団法人日本リウマチ財団

後　援 厚生労働省　日本医師会　日本リウマチ学会

恒例の『リウマチ月間リウマチ講演会』が，5月の好天に恵まれた

中，300余名の患者さん等の参加によって東京・丸の内で開催された。

今回は，リウマチ科標榜10周年の記念講演会という名目で，標榜科

導入に尽力された『社団法人 日本リウマチ友の会』創設者・名誉理

事長島田廣子氏の特別講演が企画された。

ちょうど厚生労働省より，標榜科数削減と総合科設置の試案が世に

問われ，多くの医師の戸惑いと反発を招いたタイミングと重なり，会

場は一種異様なムードに包まれていた。

挨拶

久史麿
日本リウマチ財団理事長

梅田珠実
厚生労働省健康局疾病対策課課長

「念願のリウマチ科標榜と
現状」

島田廣子
日本リウマチ友の会創設者･
名誉理事長

特別講演

「大学病院における
リウマチ科標榜」

川合眞一
東邦大学医療センター大森病院
膠原病科（リウマチ膠原病センター）
教授

「リウマチ科標榜によりリウ
マチ診療はどう変わったか
― リウマチ科標榜の10年と
今後の10年 ― 」

シンポジウム

山本純己
日本リウマチ財団理事
（松山）一番町クリニック顧問

西岡久寿樹
日本リウマチ財団常務理事　
聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター長

司 会

司 会

日本リウマチ財団常務理事　聖マリアンナ医科大学
難病治療研究センター長　西岡久寿樹氏

平成19年
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院に多かった（58％）。その表現の内

訳においては，正式にリウマチ科とし

て標榜していた病院は31/59，28病院

は単に外来名だけで表記されていた。

標榜していた病院も，21ヵ所が分院

であり，リウマチ科標榜は分院に偏在

している実態が示された。

また，31大学病院をその運営主体

で分類すると，私立が6割を超えてい

た。なお，「リウマチ科」として独立

して標榜していた大学病院は，日本医

科大学一校だったという。残りの病院

では「リウマチセンター」「リウマ

チ・アレルギー」などという表記にな

っていた。その一方，膠原病関係は実

はリウマチ科関係よりも標榜は多いこ

とが，この調査によっても明らかにな

ったという。

村澤氏からは，ご本人の所属先，新

潟県立リウマチセンター設立経緯とそ

の目的などについてご紹介があった。

氏はまず，公立のリウマチセンターが，

どのような歴史的経緯によってつくら

れてきたかをご説明された。お話によ

ると，日本で初めての公立リウマチセ

ンターは，あくまで括弧つき（注：正

式名称としてではないとの意味）のリ

ウマチセンターではあったにせよ，山

本純己理事が以前おられた，松山赤十

字病院のリウマチセンターであった。

そしてそれは，当時の国立相模原病院

（現・独立行政法人国立病院機構相模

原病院）にリウマチ研究施設ができ，

リウマチセンターの雛形として機能し

たからによるという。今の新潟県立リ

ウマチセンターも，この国のリウマチ

医療に対する流れの中にあるとした。

現センターの前身である新潟県立瀬

波病院が，同地ではなくなぜ新築，移

転となったのかについては，26年間の

実績はあるにせよ，県内での立地条件

の悪さ，リウマチセンターといいなが

ら救急体制が不備であったこと，大学

病院に世話にならざるを得なかった経

緯，慢性的な医師不足，そしてJIAへ

のケアが皆無であったことなどによる

と説明した。一方で瀬波病院は，その

設立の背景から，意識の高い医師や，

コメディカルが県内から集まると同時

に，リウマチ科が標榜されたことによ

り，診療科を超えて共同する気風が備

わっていたそうである。また，村澤氏

が考えるリウマチ医療体制としては，

かかりつけ医がリウマチ医療の中心に

いて，リウマチセンターはそのバック

アップを行うものというものがあった

からで，その実現を模索する形で，移

転の上，新しい新潟県立リウマチセン

ター構想が検討されたそうである。

村澤 氏が考える，新しいリウマチ

センター像とは，入院を中心としなが

らも外来診療も行い，そしてリハビリ

テーションも完結できる病院で，しか

も患者さんたちへの教育や啓蒙を行う

総合病院である。ご本人の言葉を借り

ると「優しい病院であり，患者さんに

十分な治療情報を与え，地域と一緒に

やっていく（＝地域連携）病院」とい

うことである。

そしてその目玉として，①情報を発

信するための情報センターの設置（電

子カルテ化との連動）②地域連携の充

実（予約システムなどと連動　例：テ

レビ会議室を用いて病院間の連携を促

そうとしている）ことなどを，映像を

見せながら解説された。最後に，医療

施設の機能をリウマチセンターと，か

かりつけ医の間で分担していくのは，

リウマチの診療体制として重要である

が，リウマチセンターは診療だけにと

どまらない機能を発揮すべきことを述

べて，講演を終えた。

最高学府の立場から，山本 氏はこ

の10年間のリウマチ学教育の総括を，

ご自身の回想を交えて行った。10年

前の内科再編時に，初めてリウマチ内

科が東京大学に設置されたが，その東

大を含め，多くの国立大学病院では，

第一内科，第二内科という「ナンバー

内科」によって区分されていた時代に

おいては，患者さんが来院した際，自

分の診療科が分かりにくい上に，その

選択肢がなかったとした。その上，当

時の医学部教育が臨床講義を主体とし

ていたため，入院患者数の多い疾患の

講義がどうしても増え，リウマチ学の

講義とは言いつつも，実は膠原病の講

義が多く，関節リウマチの講義はあま

り多くなかったと述べた。

一方，最近の医学部教育は，講義よ

りも実習が主体で，系統講義の後すぐ

に試験が行われるなど，より実践に即

したものが行われていることが評価で

きることなどを聴衆に説明した。

山本 氏は，現在の大学病院の標榜

診療科名が，以前とは違い具体的に表

記されている現状を評して，母校東京

大学を例に取りながら，せっかくわか

りやすくなった現状を，何らかの国の

方針変更によって，統合されるような

ことになっても，元に戻すようなこと

はないであろうと述べ，リウマチ科標

榜によって，大学教育自体も専門的に

リウマチを追究することができるよう

になったメリットがあること。まだリ

ウマチ学の教育成果は，まだまだ完結

してはいないが，10年前に比べれば

はるかに良くなっている，として話を

締めくくった。

長谷川会長は満員の聴衆に向けて，

友の会の概要と，その活動成果の一つ

がリウマチ科標榜にあったことをまず

述べた。その上で，日本リウマチ友の

会は本年47年目を迎え，会員数は2万

人と頭打ちながら，医療関係者の加入

が増えてきていることは歓迎すべきこ

とで，この状況は他の患者さん団体に

はあまり例のない，リウマチだからこ

その，医師と患者の密な連携につなが

っているとした。また，毎年開催され

る持ち回りの全国大会は，全国の各地

域との係わり合いの中で，リウマチ患

者に対しての施策を，行政側にアピー

ルする価値が大きいこと。友の会作成

の「リウマチ手帳」の有用性と，今後

拠点病院一覧を入れていきたいこと。

ホームページでは，セカンドオピニオ

ンを提供する形となっている専門医が

応えるページに人気があり，問い合わ

せ（約7,000通）の中で，もっとも多い

のは「近くのリウマチ医の紹介」である

ことに触れ，まだまだリウマチ医に対

する情報ニーズが高いことを説明した。

さらに，リウマチ科標榜が実現された

この10年間は，少なからずリウマチ

患者さんの状況を好転させたと思って

いるが，その知識や技量に対しては厳

しい意見も表明された。

長谷川会長の言葉を受けるような形

で， 久 理事長より，今後も財団は

友の会と共同・連携していく意向であ

ることを補足した。

メディアの代表である，テレビ等で

有名な松井 氏は，5月17日に行われた

生物学的製剤エンブレルの全例市販後

調査登録終了の記者会見を例に，リウ

マチ医療が世間の注目を浴びつつある

ことをまず紹介した。その上で，リウ

マチ科標榜が実現して，現場の先生方

の研究意欲がより鮮明になった印象

を，ご自身の取材の中で先生方から聞

いて実感したという。そういう意味で

は，この10年間は画期的な10年であっ

たとした。一方，マスメディア自体は，

リウマチにこの10年の間どう対応した

のか，という視点では，一般国民のリ

ウマチ性疾患の認知度は高くなったも

のの，「どんな病気か」というと，詳細

を理解している国民は少なく，それは

マスメディアにも責任があるとした。

このほか，かつて松井 氏が先鞭を

つけた『名医名鑑（週刊サンケイ）』

を例に挙げ，昔も今も患者さんのニー

ズの一つは「どこに行けば確かな医療

を受けられるか」という点であること

を述べ，医療の質は，常に患者さんの

高い関心事であり，医師や医療施設に

評価をつけて，診療報酬で差をつけよ

うという試みもあったが，結局頓挫し

たエピソードなども話された。

そのほか，現在ご本人が携わってい

るいくつかのテレビ番組に言及し，マ

スコミ向けの啓発活動はなかなか難し

いと同時に，一般人にもっと病態を知

ってもらうには，「線維筋痛症」が急

激に認知度をアップしたときと同じよ

うな追い風が必要であること。もっと

マスコミをうまく利用してほしいこ

と，もっと中核になるリウマチセンタ

ーを設けていくべきであるし，標榜科

が全国に万遍なく存在すべきことを強

調された。

最後に，リウマチぐらいわかりやす

い標榜科はなく，今回の厚生労働省の

試案は「わかりにくい標榜科をなくそ

う」という意義とは相反するのではな

いかとまとめた。

日本医学ジャーナリスト協会幹事　
松井宏夫氏

（社）日本リウマチ友の会会長　
長谷川三枝子氏

東京大学医学系研究科内科学
アレルギー･リウマチ内科教授　山本一彦氏

新潟県立リウマチセンター院長　
村澤　章氏

東邦大学医療センター大森病院膠原病科
（リウマチ膠原病センター）教授　川合眞一氏

「リウマチ科標榜と
マスメディア」

松井宏夫
日本医学ジャーナリスト協会
幹事

「リウマチ科標榜と
リウマチ患者」

長谷川三枝子
（社）日本リウマチ友の会
会長

「リウマチ学教育」

山本一彦
東京大学医学系研究科内科学
アレルギー･リウマチ内科 教授

「県立リウマチセンターの
開設」

村澤　章
新潟県立リウマチセンター 院長
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多年にわたりリウマチ学の教育に貢

献し，わが国のリウマチ学の発展進歩

に貢献すると共に，正しいリウマチの

知識普及に尽力されたことに対して授

与された。

吉野 氏は，日本リウマチ財団にお

いて，もっとも長く教育研修委員会委

員長を歴任した上に，都立病院に初め

てリウマチ科を開設し，日本医科大学

第二病院にもリウマチ科を初めて開設

したパイオニア的存在である。

リウマチ性疾患の病因，発生機序，

あるいは画期的治療などに関する独創

的課題に取り組み，自然科学の発展に

大きく寄与した研究を顕彰するのが本

賞の主眼である。

能勢 氏は，関節リウマチやSLEな

どの膠原病の病因を追求するために，

膠原病の主病変に類似する病変を有す

る膠原病モデルマウスの，トータルゲ

ノム分析により，個々の病変の感受性

遺伝子座をマッピングすることに成功

した。これにより，膠原病の病像の多

様性がポリジーン（polygene）遺伝子

に支配されており，多型遺伝子を含む

ポリジーンの組み合わせが膠原病の病

像性を規定していることを実証した。

能勢氏は，30年以上も自身のこの研

究に貢献してきたモデルマウスによっ

て，膠原病それぞれが，なぜ特異的な

臓器に発症するのか，その機序の解明

に近づいた，リウマチ性疾患における

ポリジーン解析の世界的権威である。

本賞はリウマチ性疾患の予防，病態，

診断，治療などに関する独創的課題に

取り組み，リウマチ性疾患の制圧に大

きく寄与した臨床医学研究を顕彰する

ことを目的に設けられたもので，本年

で18回目である。

桑名 氏は，昭和63年以降一貫して

強皮症の病態を追究し，新規診断薬や

治療法を確立したことを評価されての

今回の受賞である。

研究の大要は①新規自己抗体の発見

と臨床診断薬への応用（皮膚硬化が急

毎年恒例の日本リウマチ財団医学賞各賞の授賞式および講演ならびに記者発表

が，東京都内のホテルにおいて，去る4月18日，あいにくの雨天のなか，メディア

を中心に多くの関係者が出席して開催された。多数のリウマチ性疾患の研究者の

中から選ばれた，栄えある本年の各賞受賞者は，外国のお二人を除いて全員がご

出席された。本年の表彰式は，今まで同時期に開催されていた中間法人日本リウ

マチ学会会期中ではなく，授賞式・講演共に日本リウマチ財団独自に開催される

こととなった，記念すべき式である。

ご出席されたゲストと受賞者に向けた

ご挨拶と表彰状の授与は，当財団理事長

久史麿 氏より行われ，第二部の受賞

講演の司会は，財団常務理事 西岡久寿樹

聖マリアンナ医科大学難病治療研究セ

ンター長が務めた。受賞者を代表して

の御礼は，柏崎リウマチ教育賞受賞者

の吉野槇一先生から今後のさらなる精

進を約束する言葉として述べられた。

吉野槇一先生

久理事長を囲んだ受賞者

柏崎リウマチ教育賞
吉野 槇一 氏

日本医科大学 名誉教授

ノバルティス･リウマチ医学賞
能勢 眞人 氏

国立大学法人愛媛大学大学院 医学系研究科 教授

アボットジャパン・リウマチ性疾患臨床医学賞
桑名 正隆 氏

慶應義塾大学医学部内科学 准教授

ツムラ･骨関節臨床医学賞
安井 夏生 氏

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部運動機能外科学 教授

ワイス国際賞
ラビンダー メイーニ 氏

リウマチ部門 名誉教授（Professor Sir Ravinder Maini, M.D.）
英国ロンドン大学インペリアルカレッジ

マーク フェルドマン氏
ケネディ･リウマチ研究所 所長

（Professor Marc Feldmann, M.D.）
英国ロンドン大学インペリアルカレッジ

平成

19年度
平成

19年度

受賞理由

第10回
柏崎リウマチ教育賞

第10回
柏崎リウマチ教育賞

平成18年度平成19年度

吉野 槇一 氏
日本医科大学 名誉教授
昭和14年7月生まれ

よし の しんいち

開催日 平成19年4月18日

場所 ホテルニューオータニ　鳳凰・西の間

受賞理由

研究題目

強皮症の病態解析と

新規治療戦略の確立

第18回
アボット ジャパン・

リウマチ性疾患臨床医学賞

第18回
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19年度

桑名 正隆 氏
慶應義塾大学医学部内科学 准教授

昭和38年5月生まれ

くわ な まさたか

受賞理由

研究題目

膠原病の病像多様性の

ポリジーンネットワーク

第18回
ノバルティス･リウマチ医学賞

第18回
ノバルティス･リウマチ医学賞

平成18年度平成19年度

能勢 眞人 氏
国立大学法人愛媛大学大学院

医学系研究科 教授
昭和20年9月生まれ

の せ まさ と

各医学賞

久理事長挨拶

第10回

第18回

第18回

第15回

第6回

能勢眞人先生
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速に進展するびまん型強皮症，腎不全，

死亡に至る強皮症腎と強く関連する抗

RNAポリメラーゼⅢに対する自己抗

体を発見し，簡便な測定法の開発に成

功。測定キットは28カ国で発売中）

②末梢循環障害の新たな病態の提唱と

新規治療戦略の確立（血管病変が血管

内皮前駆細胞変異に基づく病態である

ことを提唱し，顆粒球コロニー刺激因

子による難治性潰瘍の治験を実施中）

を行った。

同賞は関節リウマチを含む骨関節疾

患の予防，病態，診断，治療などに関

する独創的課題に取り組み，リウマチ

性疾患の制圧に大きく寄与した，臨床

医学研究を顕彰するものであり，本年

で15回目を迎えた。

安井 氏は，関節リウマチの感受性

遺伝子の検索を行う共同プロジェクト

を平成13年に立ち上げ，1,200名以上

の患者さんと健常者の血液サンプルを

収集し，凍結入手した後，これらのサ

ンプルをeven space SNPsを用いた大

規模，網羅的関連解析により，第7染

色体に存在するSEC8L1遺伝子と，第

14染色体に存在するPRKCH遺伝子

が，関節リウマチの疾患感受性遺伝子

であることを明らかにした。安井 氏

は今後，この遺伝子のリンパ球との関

与を解析していく予定であるという。

多年にわたる両教授の研究成果とそ

の多大な功績を称えて。

今回は遠方につき，ビデオレターに

よる受賞コメントをいただいた。

受賞理由

研究題目

新規関節リウマチ疾患感受性

遺伝子Sec8L1の機能解析

第15回
ツムラ･骨関節臨床医学賞

第15回
ツムラ･骨関節臨床医学賞

平成18年度平成19年度

安井 夏生 氏
徳島大学大学院

ヘルスバイオサイエンス研究部運動機能外科学 教授
昭和22年7月生まれ

やす い なつ お

受賞理由

研究題目

関節リウマチならびに関連疾患

に対する抗TNF療法の発見

第6回
ワイス国際賞

第6回
ワイス国際賞

平成18年度平成19年度

ラビンダー メイーニ 氏

マーク フェルドマン 氏

リウマチ部門名誉教授
（Professor Sir Ravinder Maini, M.D.）
英国ロンドン大学インペリアルカレッジ

ケネディ･リウマチ研究所 所長
（Professor Marc Feldmann, M.D.）
英国ロンドン大学インペリアルカレッジ

桑名正隆先生

安井夏生先生講演

記者発表会詳報

ワイス株式会社と武田薬品工業株

式会社による共同販売品，関節リウ

マチ治療薬 商品名「エンブレル ®」

（一般名：etanercept エタネルセプ

ト）の市販後全例調査登録の終了が，

去る4月27日に厚生労働省薬事・食

品衛生審議会 医薬品第一部会にお

いて報告された。そしてこの報告の

詳細を公表する記者会見が，5月17

日に開催されたのでここにその概略

をご紹介する。

生物学的製剤の効率的使い分けに向け，
さらなるエビデンス

記者会見では，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 竹内　勤 氏とワイス株式会

社メディカルアフィアーズ本部の

鈴川満雄 氏から，質疑応答を交え

て本調査の結果概要が提示された。

竹内 氏による調査のまとめを右

に紹介するが，このまとめのほか，

本調査の特徴として，レミケード ®

（infliximab）に比較して高齢の患者

に投与されていたこと。合併症を有

する患者が約2割弱多かったことな

ど，レミケード ®に比較し，条件の

厳しい患者に使用されたことのコメ

ントがあった。またMTXの併用例

が約半数あったことに対して，

MTX併用例では，副作用の増強が

見られないどころかその頻度が逆に

減少し，自己投与によって副作用発

現率が高まるという事前の懸念すら

も，結局その事実はなく，これらの

安全性に対する懸念はほぼ払拭され

たとした。一方，非併用例では，エ

ンブレル ®投与時にMTXを中止す

る例や，そもそもMTXが投与でき

ない患者さんに，エンブレル®が投

与された可能性を指摘した。

なお，本調査に対しては，日本リ

ウマチ学会 抗リウマチ薬市販後特

別調査委員会（PMS）委員長・日本

リウマチ学会理事長・北海道大学病

態内科学講座教授 小池 隆夫 氏も高

い評価を与えていた。

※ワイスホームページ

www.wyeth.jp/news/2007/0507.asp
ニュースリリース

DAS28による国内初の評価の意義

有効性評価は，国内初の試みとし

てDAS28 によって詳細に実施され

た。その結果，投与24週後に得られ

た有効例及び著効例を合算した数値

は84.1％であって，竹内 氏はこの数

値は世界的にも類を見ない高い有効

性であるとした。このほか，MTX

併用例のほうが有効性も高くなるこ

とやレミケード®からの切り替えに

おいても84.9％に有効性を認めたと

いうデータにも注目すべきとした。

会場からの質問のうち，薬剤関連

に限定すると，全例調査において投

与量の多数派は，25mgと10mgのど

ちらが多かったかという質問には，

ほとんどが25mg投与例であったこ

と，副作用の発現時期に関しての質

問では，ほとんどが早期であったが

6ヵ月後に発現した例もあったという。

ワイス株式会社の鈴川 氏は，本

調査の結果によって，今後患者さん

一人ひとりの状態に合わせた治療方

針の決定が，より行いやすくなるで

あろうこと，DAS28を評価基準に

採用したことによって，より患者さ

ん本位の医療に，近づくことができ

ることなど，今回の全例調査の結果

が，リウマチ患者さんの治療への切

実な思いに，少しでも役に立つこと

を，企業として願っていることを強

調して，話を締めくくった。

平均移行期間：�
51.6±32.6日（約2カ月）�

56％�44％�

自己投与率�

（自己注射の比率）�

 自己投与（3,951例）　�

 自己投与なし（3,140例）�

図　過半数以上が2カ月あまりで自己投与へ移行
（竹内氏の発表より）

�

・7,091例の全例調査結果が集計さ
れた�

・高齢や合併症など比較的リスクの
高い患者層への投与が多かった�

・副作用全体30.6％　重篤な副作
用例5.6％�

・感染症として肺炎1.4％がもっと
も高頻度で，結核は疑い例も含
めて0.14％。日和見感染症はニ
ューモシスチス肺炎0.23％が高
頻度だった�

・自己投与による副作用の増加は
見られなかった�

・重篤な感染症の発生率は,季節に
よる変動がなく,冬場においての
増加傾向も見られなかった�

・EULAR基準改善を用いた有効性
は投与4週後から観察され,24週
後まで増加が確認された。24週
目での集計結果は28.9％でgood 
r e s p o n s e（著効），55 . 2％で
moderate response（有効）�

竹内 氏 による まとめ（一部抜粋）�

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　竹内　勤氏

待たれたエンブレル ®

市販後全例調査登録
ようやく終了

TOPIC
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●立地

東広島記念病院は，都市部にあるリウマチ・センターと比較した場合，

公共交通機関を利用することを前提の立地条件としては，一見必ずし

も良好なロケーションにあるとは言いがたい。しかしながら，自家用車

やタクシーなどの移動機関を多用するであろう地方都市在住のリウマ

チ患者さんにおいては，幹線道路沿いでしかも高速道路のインターチ

ェンジより数百メートルという立地は，患者さんの利便性を高めてい

るひとつの要因であろう。もともと東広島は「広島県のへそ」のような

ロケーションであることに加え，人口100万人を超える政令指定都市広

島市内からも近く，山陽自動車道を使うことを考慮すれば十分な立地

条件を備えているといえる（写真1）。また，生活習慣病などの検診業

務にも力を注ぎ，大型検診車10数台の機動性を有することを考えると，

ほぼ理想に近いロケーションを備えていると見ることも可能である。

●施設・設備（写真1，図2）

東広島記念病院 リウマチ・膠原病センター

鉄筋3階建て，入院病床40，

スタッフ　医　師：常勤5名（リウマチ学会専門医4名，登録医1名）

非常勤：4名　看護師34名　PT：1名　他総勢90名

広島生活習慣病検診センター　鉄筋7階建て

大型検診車10台以上　マンモグラフィー車2台を含むマイクロバス5台

東広島記念病院は，平成6年開設と比較的新しい施設である。開

設3年目には延べ外来患者数が年間5万人を大きく超え（図1），現

在でも4万人強の外来患者さんに安定的に支えられている。またこ

の間，リウマチの新規患者さんも毎年5％強の伸びを見せ，レセプ

ト枚数は着実に増加，広島を中心とした中四国のリウマチ患者さん

の幅広い支持を得ている。

広島県初の内科系リウマチ・膠原病センターとして開設された同

院が，10年という短期間のうちにこのようなポジションを得ること

ができたのは，院長である山名征三氏の言葉を借りれば，患者さん

の口コミによるところが大きいとのことだが，そもそも院長である

山名氏のキャラクターや診療方針に負うところが大きいのではない

か。そこで，編集委員長が現地に赴き，山名氏のリウマチ診療に対

する考え方や経営方針などを直接お尋ねした。

公立のリウマチ・センターから登録医のリウマチ・クリニック

へと続けて紹介してきたが，今回は民間医療法人病院，それも内

科医が開設したリウマチ専門病院を訪問した。

国内のリウマチ科標榜施設の過半数は，整形外科医を中心とし

たリウマチ施設が多いが，一方で内科医主体のリウマチ施設のあ

り方も，専門医，登録医の先生方の高い関心を呼ぶところであろ

う。内科系リウマチ医ばかりでなく，広くリウマチ科標榜を志す

医師が参考とすべき面も多かった東広島記念病院のレポートをご

紹介する。 （聞き手　編集委員長　後藤　眞） 東広島記念病院院長　リウマチ・膠原病センター長　山名征三氏

写真1

略歴

開設（平成6年）

広島生活習慣病検診センター併設（平成10年）

治験業務に進出（平成13年）

医療法人社団化（平成14年）

10周年を迎える（平成16年）

沿革

図2
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東広島記念病院院長　リウマチ・膠原病センター長

山名　征三氏（やまな　せいぞう）
岡山大学医学部卒業（昭和39年）

医学博士号（免疫学）取得（昭和44年）

Monash州立大学（メルボルン）留学（昭和45年）

M.D.Ph.D.（免疫学）取得（昭和48年）

岡山大学医学部講師（昭和53年）

東広島記念病院　リウマチ・膠原病センター開設（平成6年）

日本臨床リウマチ学会理事　日本リウマチ財団認定医　
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立地とタイミングを見計って

開業へ臨む

―開院された経緯をお話ください。

「開院する前までは東広島市の西条中

央病院に院長として10年ほど仕事を

していました。自分の思いが実現出来

る自前の病院を持つつもりでいました

が，時代が時代（バブル絶頂期）でし

たから，時機を見計らっていました。

バブルがはじけ，いざチャンスと思っ

ても景気が底を打つまであえて4年間

待って開院しました。55歳の遅い開

業でした。」

―ご出身でない場所での開院というこ

とで，だんどりなどは順調でしたか？

「常に患者さんの信頼を得るように努

めていましたし，資金的には誰も事業

をおこす意欲を失っていた時期ですの

で，また銀行の人も私の仕事振りを評

価してくれていたのでしょう，銀行の

融資もとんとん拍子で，なんら不自由

しませんでした。」

―開院当初の規模はどの程度でしたか。

「最初は40床で，スタッフも私も含め

リウマチ内科医が3名でした。今も内

科医だけのリウマチ専門病院ですが，

経営が安定したら整形外科医も雇用し

ようと当初は思っていました。しかし，

諸般の事情で断念しましたが結果的に

はそれが幸いしたと考えています。最

初から多数の患者さんの来院をうけ，

順風満帆のスタートでした。理由は私

共の医療技術の評価は当然として，や

はり広島県下初ということと，立地条

件も大きいと思っています。はじめか

ら地の利のいいところ，広い敷地，駐

車場を広く取れるところを探していま

したから。ここは山陽本線，山陽自動

車道，広島空港に近く，新幹線の停車

駅も5分のところにあります。」

― 立地の理由で一番大きかった点が

そこですね。

「私としては，リウマチの患者さんは

歩いてくる患者さんはいないと予想し

ていたので，車の便の良いところ，と

いう点に配慮しました。現在の敷地は

幹線道路沿いでしかも駐車場を含め

2,000坪あります。」

患者さんの評判（評価）を

いかに得るかに尽きる

― 立地をよく吟味され，事業開始の

タイミングを計っていたというのは，

とにかく一般的な事業成功の秘訣とは

思いますが，患者さんのあてはあった

のですか？

「当時，リウマチ専門の病院が広島県

下になかったのでやれる自信はありま

した。宣伝は特にしていません。患者

さんはいいと思えば口コミで集まるも

のです。患者さんは同病の3人から推

薦を受けるとその病院や医師を訪れる

ものです。ホームページの開設もつい

最近のことですし，当初から患者さん

の来訪はほとんどが口コミでした。交

通の便を考慮したのは，初めから遠隔

医療を考えていたからです（写真2）。
患者さんが新幹線や飛行機で来院する

可能性も考慮していました。」

― 口コミで患者さんが集まるという

ことは，患者さんがこちらの何を評価

しているとお思いですか？

「まずは治療成績のよさとそれを支え

るスタッフに恵まれたということで

す。今は4名の日本リウマチ学会の認

定専門医と1名の登録医，パート医数

名がいます。皆さん患者さんの評価は

非常に高いです。」

― その先生方は全部内科医だそうで

すが，リウマチ性疾患は骨筋系の疾患

ですから関節をみるということは重要

です。解剖学的見地からは整形外科の

連携が必要ではないですか？　県立リ

ハビリ病院などとの他科連携などはあ

るでしょうが，それでも院内に整形外

科医をスタッフとして雇用する必要は

ありませんか？

「最初に申しましたように，当初はそ

う考えていました。しかし，病院をス

タートして気づいたのは，来院する患

者さんは，“手術を強要されたくない”

とする患者さんがかなり多かったこと

です。私は基本的には関節リウマチは

内科的視点から診断・治療されるべき

疾患と考えています。それに多くの膠

原病，内科的合併症を有する患者さん

が来院されます。」

― 簡単な手技はどうしているのです

か？

「メスを使う手術は別ですが，関節注

射，小切開，生検など現在のスタッフ

でどんどん行っています。これは解剖

学書をもとに自分たちで独自にトレー

ニングした結果です。日常診療上必要

なことはたいていのことができるので

実質不自由ありません。肩峰下包注射

は来院された整形の先生に教わりまし

た。手術が適応の際は，県立リハビリ

病院他に紹介しています。こことは緊

密な人的交流もあります。患者さんも

『整形外科医に診てほしければ自分で

病院に行く』と言っています。その結

果「整形外科医をスタッフとして雇用

する必要性がどんどん薄れていったの

です。」

患者さんが来院したとき沈んだ顔を

していても，帰っていくときは笑顔で帰

っていただける医療を提供するように！

― 病院のシステムやソフトの面でこ

の病院の特徴はなんですか？

「この病院の特徴というのは，まず内

科系専門医が中心の病院ということで

す。そしてハード面はドクターが診療

上必要と考えるものは大抵のものはそ

ろえていることです。患者さんを責任

持って診ていく上では，当然のことと

とらえています。また，患者さんが安

心して当院で治療を受けることができ

るという雰囲気，実績を兼ね備えるた

めに，開業当初よりドクターを含むス

タッフに口をすっぱくして伝えている

ことは『患者さんが来院したときは沈

んだ顔をしていても，帰っていくとき

には笑顔で帰っていただける清潔感の

ある医療環境と医術を提供するよう

に！』と指導してきたことでしょうか。

次々と口コミで紹介されるようになっ

ているのも，そういう心構えがスタッ

フたちにいきわたっているからと思っ

ています。ちなみに当院では『患者さ

ま』とは呼んでいません。」

―新患の患者さんはいかがですか？

「早期RAの患者さんが想像以上に集

まってきています。朝，手がこわば

るだけ，何となく指が腫れていると

いうような患者さんです。こういう

患者さんは1～2ヵ月経過をみます

が，鑑別診断さえできれば，当然早

めに治療を開始するので，治療効果

はきわめて良好です。それがまた呼

び水となって患者さんが口コミで来

るわけで，良い循環ができていると

思います。来院した患者さんを早め

に見極めてあげると信頼感が増すた

めです。初診患者さんの多くは他院

で治療中だが結果が思わしくなく何

とか治してほしいという患者さんで

す。いまだにNSAIDsだけで治療さ

れている患者さんがいることに驚か

されます。」

― 診療システムの特徴とかあります

か？　また，1日の患者数はどの程度

ですか？

「外来は平日3診制，土曜が4診制で

す。しかも，患者さんが自分の意志

で先生を選択できるようになってい

ます。Drの選択も患者さんに選択権

があるわけです。そうすると医師に

偏りが出るかというと，当院では全

くそのようなことはありません。

95％以上の患者さんは固定的です。

若いDrが来ても他のDrが患者さんを

廻してくれるので熱心に診ていただ

ければ固定します。

とはいえ，患者さんの指名制にして

いるということは，常にセカンドオピ

ニオンが院内で手軽にとれるわけで

す。患者さんはいくつかの医療機関め

ぐりを院内でできるわけです。そのた

めにDr間でトラブルを生じたことは

聞いておりません。外来患者数は大体

150～170人／日程度です。ひとりの

医師が担当する患者さんは診察時間内

（8時45分から13時までかかっている）

に30人余りです。おひとり6，7分と

いうところでしょう。40床のベッド

からすると十分すぎる数です。」

―Drの指定はいつするのですか？

「予約の段階です。その時点で，特定

の先生に偏りが出るようでしたら受付

嬢が調整をしています。また，予約外

の患者さんは少しでも枠があいている

医師がいたらそちらに入ってもらいま

す。予約は2ヵ月前より受付けます。

電話予約も可能です。予約枠が一杯に

なれば他の先生に行ってもらいます。

大体1日15人ぐらいでしょうか。」

治験参加によって

スタッフのレベル向上を図る

― 多くのスタッフの対応が非常にき

びきびしていると感じたのですが。

「スタッフの教育面では，学会発表や

論文投稿などにほぼ百％の援助をして

います。必要ならば海外での発表も大

幅な補助をしています。自己研鑽をし

ていただく意欲のある人にはどんどん

援助を惜しみません。もちろん強要は

しませんが。そしてこれらのお金は，

治験参加で得られた予算を回していま

す。すなわち医師には学会参加，研究

会活動，コメディカルには学会，研修

会参加でモチベーションを高めるため

資金を出します。積極的に新薬の治験

に参加することで，さまざまな面で大

きく貢献しています。コメディカル

（看護師ばかりでなく事務方も含め）

の教育にも貢献します。治験にまつわ

る面倒な事務手続きをこなすことで，

スタッフ全員の意欲が高くなっている

点も見逃せないと思っています。治験

にかかわるのは最先端の医療に触れる

いい機会だと思います。5年前より生

物学的製剤，MRA（Tocilizumab：ア

クテムラ®）を50例近く行って，医療

スタッフの意欲向上につなげました。

これができるのも豊富な症例を持って

いるためです。今後も治験を通じて，

医療レベルを堅持することを経営の根

幹のひとつとして意識しています。ち

なみに2－3の治験例数で全国トップ

を走っています。今までに培ったノウ

ハウを今後は生活習慣病関連薬にも広

立地とタイミングを見計らって
開業へ臨む

治験参加によって
スタッフのレベル向上を図る

患者さんの評判（評価）を
いかに得るかに尽きる

患者さんが来院したとき沈ん
だ顔をしていても，帰ってい
くときは笑顔で帰っていただ
ける医療を提供するように！

写真2 遠方からも来院
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げる予定です。」

ストレッサーからの隔離と

関節の安静が治療の基本

― リウマチに対する山名先生の治療

指針をお教えください。

「まず，早期診断・早期治療が大切で

す。そうすることで大多数の症例は，

安価な従来薬（MTXを含む）で初期

治療は十分であるということです。そ

のベースとなるのはストレッサー（ス

トレスの元）から患者さんをできる限

り隔離して，患者さんの関節の安静を

保つということです。このふたつを抜

きにしては，リウマチ治療はありえな

いとまで思っています。そういう観点

からリウマチの患者さんは、一生のう

ち1回は短期間（10～14日間）入院を

経験すべきと思っています。それによ

って，『安静』の大切さを“身をもっ

て知ってもらいたい”わけです。

また，ストレッサーの多くは家庭や

職場にあるので，入院によってそこを

離れて退院後の気持ちの持ちようも考

えていただきます。『安静がBESTな

治療法』と日頃話されていた有名なマ

ッカーティ先生が広島にいらした際，

直接そのお話をお聞きして我が意を得

て実践しています。

いわゆる筋肉トレーニングを伴うリ

ハビリは控えることがリウマチのリハ

ビリだと思っています。関節の等張運

動などは別ですが。リウマチのリハビ

リで一番危険なのは，症状が十分にお

さまっていない状態での“やりすぎ”

と考えます。常に関節にいかに負担を

かけないかを考慮して指導すべきと思

います。プールでの運動はその意味で

大いによろしい。筋力もつきます。ま

たストレッサーを遠ざけるという意味

で旅行は推奨しますが，ご主人でなく

気のあった友人かおひとりがおすすめ

です。」

―積極的なリハビリはかえって関節を

痛める危険があるということですね。

「そうです。患者さんに笑顔で帰って

もらうには，正しいリハビリを指導し，

将来を悲観的ではなく常に楽観的な気

持ちになるよう指導することが大切で

す。病院全体がそういう姿勢で患者さ

んをもてなす雰囲気になれれば，全般

的な治療成績も向上するわけです。」

― 病院内にグリーンや絵画の展示，

そして木製品が多いのも患者さんのた

めにと思えますが？

「院内に多くの絵画を飾ることによっ

て“アートインホスピタル”（写真3）
を目指しています。病院全体でウッド

製品を多用しているのも，全体の雰囲

気をやわらかく温かくするためで、金

属やプラスティックをなるべく採用せ

ず，やわらかい温かな雰囲気をかもし

出そうとしています。患者さんのスト

レスを少しでも和らげようという意図

からです。あらゆる面で，いかに患者

さんの目線で考えて，相互の信頼感を

醸成するかが大切です。リウマチの患

者さんはきわめて敏感なので，こちら

のそのような気持ちはよく伝わってい

るはずです。多くの精神論的なことを

申し上げましたが，『リウマチ治療の

根幹は薬物療法』で以上申し上げたこ

とはあくまでも基礎療法の一端です。

誤解されませんように。」

コンサバティブな薬物療法の理由

― こちらの病院では生物学的製剤は

積極的に投薬しているのですか？

「積極的ではありません。適応を慎重

に選んで使っています。治験例数を含

めれば全国的にも多い方でしょう。生

物学的製剤は骨破壊を阻止するなどま

さに革命的産物で，正面から取り組ん

でいます。治験に参加する意味もそこ

にあります。しかし，同時に困った問

題もはらんでいます。言うまでもなく

その価格と副作用です。

肝炎に対するIFN治療のように短期

間の使用で済むのではなく，長期にわ

たって使うことになるので，巷間提唱

されている早期リウマチ患者さんに対

してのearly interventionにはどうに

も同意しかねます。長期間の使用は患

者さんを破産に追い込む可能性もあり

ます。MTXを中心とした薬剤ででき

る限り頑張るべきです。骨破壊で変形

など問題を生じる段階で生物学的製剤

に切り替えても決して遅くありませ

ん。生物学的製剤の私共の使用例はレ

ミケード ®で60例程度，エンブレル ®

で同じ程度です。治療の基本は，いか

に早く発見し治療にかかるかの方が重

要で，そこからMTXを含む従来薬で

スタートすべきと考えています。その

過程で患者さん個人々のRAの性格も

わかります。生物学的製剤は最終選択

肢です。使用当初の厳しい経験がそう

させているのかもしれませんが。しか

し，これから出て来る生物学的製剤は

いいものが目白押しで，患者さんが希

望すれば早期使用もあり得ます。」

― 患者さん指導にも骨を折っていら

っしゃるようですが。

「お手元の患者さん向けパンフレット

（写真4）は，累計約3万部発行して
います。最新の情報を常に盛り込むた

め，版を重ねてすでに第8版。総ペー

ジ32にも及びます。膠原病版も第5版

となっており,患者さんの疾患学習の

一助となっているはずです。」

― そのほかこちらの特徴というもの

はありますか？

「当院の平均入院日数は17日程度で，

できる限り短くするよう心がけてい

ます。さらにリウマチがこじれたと

きに使える入院施設として6床の亜急

性期病床を持っています。セーフテ

ィネットとしては機能していると思

います。」

―今後の課題はありますか？

「開院して12年が経過。目下現状を維

持していますが昨今の厳しい医療環

境をどう乗り切るか頭のいたいとこ

ろです。また，当院の遠隔医療の患

者さん側に与える負担も対応を迫ら

れています。遠隔患者さんの地域医

との連携も進めています。私共の方

から距離を縮めるためサテライト診

療所も選択肢です。当院の医療哲学

の継承という面でも，何らかの布石

を打つべきと思っています。将来を

にらんだ場合，特定医療法人も選択

肢のひとつです。また，これだけ豊

富な症例と、優秀なスタッフに恵ま

れていることから，後進の育成も引

き続きやっていく必要性を強く感じ

ています。すなわち，研修医の育成

道場として当院を活用させたく思っ

ています。そのためには財政基盤が

必要です。そういうことも考えて、

生活習慣病検診センターを早い時期

に併設して，経営の安定化を図った

わけです。7万人近くの検診実績はた

いへん心強いものです。」

― 内科医だけでも，リウマチ・セン

ターを上手に運営する上での秘訣は，

患者さん本位に立つということが良く

分かるお話でした。本日はありがとう

ございました。 （文責編集部）

写真3 アートインホスピタル

写真4‐①　パンフレット表紙

写真4‐②　パンフレット中身
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関節の安静が治療の基本
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玉山 容碩

安羅 有紀

姜 鍾泰

◇山梨県◇
渡邊 雅令
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◇大阪府◇
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大塚 淳司

◇兵庫県◇
柏木 聡

澤田 元幸

◇奈良県◇
新名 直樹

◇岡山県◇
中村 恭啓

小天 和也

◇山口県◇
松野 尚弘

◇福岡県◇
田中 幹夫

◇大分県◇
森山 かおり

◇鹿児島県◇
青木 則子
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前号で設置についてお知らせした医

療保険委員会が，去る4月25日（水）

午後6時よりパシフィックホテル横浜

にて行われた。

佐川 昭，生野英祐，松野博明，

松原司，山名征三，井上博（報告者），

各委員と西岡久寿樹常務理事が出席

され，リウマチ保険診療における諸

問題が活発に討議され，初診時にお

ける ①「リウマチ反応等の検査」，

RF因子とMMP-3または抗CCP抗体

とMMP-3 か，3因子すべてが初診時

においては同一日に算定できること

が，患者の受診回数の低減と診断の向

上に役立つために必要であるというこ

とと，②「インフリキシマブの化学療

法加算」が，都道府県により見解が異

なり，認められないケースが各所に見

られるという問題について，疑義解釈

を再確認するという結論を得た。これ

はすでに疑義解釈で薬剤師の件で結論

が出ているにもかかわらず，全国各地

で施設認定を受けられない医療機関が

続出しているため，再度角度をかえて

質問することした。

5月31日付けで 久理事長名で，保

険局医療課長宛に要望書及び疑義に係

る質問書を提出し，健康局疾病対策課

長宛に同文を添えて支援要請した。

またこれとは別にエタネルセプトの

在宅自己注射管理加算が，月2回患者

が来院しなければ算定できないなど，

現況に合わないケースもあり（3月中

に 久理事長名で，厚生労働省に改

善をお願いしてある），早急に結論が

出されることを切に願うものである。

次回の医療保険委員会は秋ごろに開

催予定である。ご意見，ご提案のある

登録医の先生は，財団事務局まで申し

出てください。

医療保険委員会開催される

「（冒頭省略）現在の診療報酬の算定では，

RF因子とMMP-3などの検査が同一日に算定

できないことになっており，診断が確定する

まで3～4回の来院を余儀なくされ，患者に

とって時間的制約が生じ，その上再診料・判

断料をその都度算定するので，患者や支払い

側にとっては，経済的に大きな負担であり，

早期関節リウマチの診断の妨げとなってい

る。（中略）早期関節リウマチと診断されれ

ば，安価な通常の抗リウマチ薬の使用で，

半数以上の患者が寛解となり，その後の予

後，または医療費負担を考えると，その差

は歴然としている。よって，早期関節リウ

マチが疑われるものについては，初診時に

限り，同一日に3者，または2者（MMP-3検

査とRF因子か，MMP-3と抗CCP抗体検査）

が算定できるようお願い申し上げるもので

あります。」

第1回

要望書（抜粋）

1 調査・研究事業
（1）リウマチに関する調査・研究の助成

リウマチ性疾患の病因、治療、予防、
疫学等に関する調査研究について11件
（うち1件は三浦記念リウマチ学術研究
賞）に交付

（2）医学賞および教育の授賞
次のとおりそれぞれ授賞
①ノバルティス・リウマチ医学賞
小守壽文　長崎大学大学院医歯薬学
総合研究科教授

②アボットジャパン・リウマチ性疾患
臨床医学賞
尹　浩信　熊本大学大学院医学薬学
研究部教授

③ツムラ・骨関節臨床医学賞
守屋秀繁　千葉大学大学院医学研究
院整形外科学教授　　

④日本ワイス・国際賞の授賞
ピーターE.-リプスキー
Chief, Autoimmunity Branch
National institute of Arthritis and
Musculoskeletal and Skin Disease

⑤柏崎リウマチ教育賞を東　威　元聖
マリアンナ医科大学教授

（3）臨床的治療法の研究
ステロイド療法の臨床研究を実施

（4）特別調査研究事業
①EBMに基づくリウマチ治療ガイドラ
インの頒布を行った。

②WHO提唱の骨・関節10年対策に伴
うわが国リウマチ性疾患の評価に関
する調査研究を行った。

③リウマチ制圧10ヵ年対策国際会議を
特集した英文誌（和訳）「ジャーナル
オブ リウマトロジー」を関係者に配
布した。

（5）リウマチのケア事業
①リウマチのケア研究会（佐賀県）及
びリウマチのケア研修会（6地区）
を実施

②各地区のリウマチのケア研究活動の
成果に関し、平成19年1月27日フォ
ーラム（東京・テピアホール）を開催

③災害時におけるリウマチ患者の支援
体制の構築を検討

（6）リウマチ医（登録医）の会の開催　
リウマチ登録医等リウマチ診療医を対
象に研究及び研修を実施

2 普及啓発事業
（1）機関紙「リウマチ財団ニュース」の発行
（2）登録医名簿の発行　　　　
（3）リウマチ月間用ポスターの印刷・配布　　
（4）リウマチ月間リウマチ講演会を平成18年

6月1日東京・丸ビルホールで開催
（5）リウマチ医療公開シンポジウムを平成

19年2月27日･28日の両日、東京・都市
センターホテルで開催

3 教育研修事業　
（1）リウマチ登録医を対象に中央教育研修

会のほかに6地区の教育研修会を実施
（2）財団主催以外の教育研修会等について

も、一定の条件の下に審査のうえ、単
位の認定を行った。

（3）若い優れたリウマチ専攻医9名を海外に
研修のため派遣した。

4 登録医の審査
平成18年度登録医の審査登録と登録医
更新者の審査更新及び平成19年度の登
録医と登録医更新の申請受付を行った。

5 関連団体への援助等
日本リウマチ友の会等そのほかの関連
学会に助成

6 後援名義の使用承認を行った。

7 リウマチ情報センター事業
インターネットホームページによる患
者向け及び登録医等向け医療情報の提
供を実施

8 理事会および評議員会を開催

（財）日本リウマチ財団　平成18年度事業報告
平成19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（宛先を書き80
円切手貼付）を同封のうえ申込先へ申込み下さい。
〔 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』第2版（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。

中　央�

兵庫医科大学��
佐野　統　教授��

名古屋大学整形外科��
石黒　直樹　教授�

財団法人 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5Ｆ��
電話 03-3946-3551

7月28日�
（土）�
7月29日�
（日）�

地区名� 開催日�開催場所� 世話人� 申込先�

大阪市��
レ ルミエール�

青　森�

黒石市国民健康保険黒石病院�
村田　有志　院長�

弘前大学医学部整形外科�
籐　哲　教授�

黒石市国民健康保険黒石病院��
村田　有志　院長��
〒036-0541�
青森県黒石市北美町1-70�
電話 0172-52-2121

9月2日�
（日）�

青森市�
青森国際ホテル�

千　葉�
千葉市�

ホテルスプリングス幕張��
別館１Fスプリングスホール�

鹿島労災病院�
守屋　秀繁　院長�

9月9日�
（日）�

千葉大学大学院医学研究院整形外科�
鈴木　昌彦�
〒260-8670 �
千葉市中央区亥鼻1-8-1�
電話 043-222-7171

愛　知�
8月26日�
（日）�

名古屋市��
名古屋銀行協会倶楽部�

5F

藤田保健衛生大学�
医学部リウマチ･感染症内科�
吉田　俊治　教授�

藤田保健衛生大学�
医学部整形外科�
山田　治基　教授　�

藤田保健衛生大学医学部リウマチ･�
感染症内科�
吉田　俊治　教授�
〒470-1192 �
愛知県豊明市田楽ケ窪1-98�
電話 0562-93-9244

和歌山�
和歌山市�

ダイワロイネットホテル�
和歌山　4階「ブリエ」�

9月23日�
（日）�

公立那賀病院リウマチ科�
山内　康平　科長�

和歌山県立医科大学整形外科�
吉田　宗人　教授�

公立那賀病院リウマチ科�
山内　康平　科長�
〒649-6414　�
和歌山県紀の川市打田1282�
電話 0726-77-2019

長　崎�
長崎市�

長崎県医師会館�

長崎大学大学院膠原病･�
リウマチ科�
江口　勝美　教授�

長崎大学大学院整形外科�
進藤　裕幸　教授�

10月14日�
（日）�

長崎大学大学院リウマチ・膠原病内科�
江口　勝美　教授�
〒852-8501�
長崎市坂本1-7-1�
電話 095-849-7262

島　根�
9月30日�
（日）�

松江市�
島根県立産業交流会館��
くにびきメッセ�

玉造厚生年金病院�
上尾　豊二　院長�

島根大学医学部膠原病内科�
村川　洋子　診療教授　�

島根大学医学部膠原病内科�
村川　洋子　診療教授�
〒693-8501　�
出雲市塩冶町89-1�
電話 0853-23-2111

財団法人　

日本リウマチ財団　

医療保険委員会　委員長

井上博
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H19.7～H19.11）］

※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。

7／18（水） 19:15 1単位 （秋田）
第7回秋田県リウマチ・膠原病カンファレンス
高橋　充　Tel.070-5565-2064
ワイス㈱北日本支店秋田営業所

7／19～21（木・金･ 土）20日 12:00 1単位（大阪）
第25回日本骨代謝学会学術集会ランチョン
セミナー
小池　達也　Tel.06-6645-3851
大阪市立大学整形外科

7／19（木） 19:20 1単位 （埼玉）
埼玉県整形外科医会学術講演会
林　承弘　Tel.048-756-8555
林整形外科

7／20（金） 19:00 1単位 （茨城）
鹿島整形外科医会
平井　博　Tel.0299-92-3311
白十字総合病院整形外科

7／20（金） 19:30 1単位 （長崎）
県央膠原病研究会　
白江　伸也　Tel.095-818-7360
アステラス製薬㈱

7／20（金） 19:30 1単位 （愛知）
第34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

7／20（金） 19:45 1単位 （高知）
Kochi Biological Summit
小西　泰重　Tel.088-878-1661
武田薬品工業㈱高知営業所

7／21（土） 15:00 3単位 （宮崎）
第16回宮崎リウマチ医の会　
藤井　通成　Tel.0985-28-2736
旭化成ファーマ㈱医薬宮崎営業所

7／21（土） 16:00 2単位（和歌山）
和歌山臨床RAフォーラム（第18回）
木浦　賀文　Tel.072-471-3321
阪南市立病院整形外科

7／21（土） 16:15 1単位 （東京）
第9回臨海リウマチ性疾患談話会　
地宗　秀樹　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱首都圏病院第一営業所

7／21（土） 17:00 1単位（神奈川）
第98回神奈川県臨床整形外科医会学
術講演会　
神田　健博　Tel.045-933-7888
神田整形外科

7／21（土） 17:50 1単位 （大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会（183回）
長谷川　利雄　Tel.06-701-5815
長谷川整形外科医院

7／28（土） 18:00 1単位 （富山）
第2回富山・リウマチトータルマネジ
メント研究会　
大谷　徹　Tel.076-432-9530
エーザイ㈱富山医薬部

8／2（木） 19:15 1単位 （岡山）
第3回美作地区リウマチの会　
服部　孝雄　Tel.086-246-3700
田辺製薬㈱岡山営業所

8／3（金） 19:10 1単位 （熊本）
第22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

8／4（土） 16:00 2単位 （福岡）
第14回福岡県リウマチ医の会
（福岡県リウマチ登録医の会）
近藤　正一　Tel.092-762-2380
近藤リウマチ・整形外科クリニック

8／4（土） 17:00 1単位 （大阪）
第33回大阪整形外科症例検討会　
多田　正則　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

8／4（土） 18:00 1単位 （兵庫）
第7回骨粗鬆症セミナー　
大石　淳　Tel.078-261-9851
帝人ファーマ㈱

8／18（土） 17:00 1単位 （岐阜）
第15回岐阜リウマチ研究会　
土田　寛　Tel.052-211-2458
ワイス㈱東海北陸支店三岐営業所

8／18（土） 18:00 1単位 （京都）
第4回 KZ-RA Update 研究会　
永田　昭博　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

8／20（月） 19:30 1単位 （沖縄）
第7回沖縄リウマチ医の会　
川端　正則　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱リウマチ営業グループ

8／24（金） 20:00 1単位 （福岡）
第73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

8／25（土） 10:00 1単位 （宮城）
第36回リウマチの外科研究会　
岡崎　純子　Tel.022-292-0820
中嶋病院医療連携室

8／31（金） 19:00 2単位 （千葉）
第6回東葛リウマチ医会　
富田　康之　Tel.04-7165-8887
富田医院

7／28（土） 17:00 1単位 （大阪）
第4回膠原病症例検討会　
多田　正則　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

7／17（火） 20:00 1単位（鹿児島）
第3回リウマチ膠原病治療の未来を考える
内科医師の会　
米田　智　Tel.099-251-5151
田辺製薬㈱鹿児島営業所

9／1（土） 16:00 1単位 （大阪）
第16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

9／1（土） 17:00 1単位 （愛媛）
第111回愛媛整形外科集談会　
吉良　史枝　Tel.089-960-5343
愛媛大学大学院医学系研究科運動器学

9／1（土） 17:00 1単位 （大阪）
第3回エタネルセプト研究会　
小暮　奎次　Tel.06-6204-2501
武田薬品工業㈱大阪支店エンブレル担当

9／1（土） 17:20 1単位 （大阪）
近整会夏期研究会　
浜西　千秋　Tel.072-366-0221
近畿大学整形外科

9／1（土） 17:30 1単位 （東京）
第4回東京抗サイトカイン療法研究会
山下　博士　Tel.03-3230-6813
田辺製薬㈱東京第一支店医薬部医薬推
進第二課

9／5（水） 20:00 1単位 （山形）
第15回山形リウマチ研究会　
高木　理彰　Tel.023-628-5355
山形大学整形外科

9／5（水） 20:00 1単位 （埼玉）
第2回毛呂山リウマチセミナー　
織田　憲明・藤江　宏　
Tel.049-241-3711
田辺製薬㈱川越営業所

9／7（金） 19:00 1単位 （北海道）
第13回オホーツクリウマチ研究会
福岡　春海　Tel.011-222-2754
科研製薬㈱札幌支店学術部

9／7（金） 19:30 1単位 （栃木）
第22回栃木リウマチ研究会
倉沢　和宏　Tel.0282-87-2151
独協医科大学呼吸器・アレルギー内科

9／7（金） 19:30 1単位 （東京）
第3回ヒアルロン酸関節注入療法の臨床と
基礎研究会
齊藤　聖二　Tel.03-5269-1725
東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター

7／22（日） 13:50 1単位 （香川）
第22回中国・四国地区整形外科教育
研修会　
山本　哲司　Tel.087-891-2195
香川大学整形外科

7／25（水） 20:00 1単位（神奈川）
第12回三浦半島リウマチ懇話会　
福原　万里子　Tel.0466-28-6111
武田薬品工業㈱

9／9（日） 10:10 2単位 （岡山）
13:00 3単位

第21回中国・四国リウマチ医の会
村上　敬司　Tel.082-246-7536
ワイス㈱

9／13（木） 19:30 1単位 （愛知）
刈谷地区骨粗鬆症研究会　
村山　勝則　Tel.0564-21-5311
エーザイ㈱

8／25（土） 16:00 1単位 （福岡）
第26回福岡県リウマチのケア研究会
近藤　正一　Tel.092-762-2380
近藤リウマチ・整形外科クリニック

8／25（土） 16:00 2単位 （兵庫）
ステロイド性骨粗鬆症を考える会　
福西　成男　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科

7／21（土） 19:30 1単位 （埼玉）
第3回埼玉高尿酸血症・代謝フォーラム
津田　龍一　Tel.048-858-6881
帝人ファーマ㈱千葉埼玉支店

8／25（土） 15:00 2単位（北海道）
第9回北海道整形外科手術フォーラム
中村　稔　Tel.011-851-6171
エーザイ㈱

9／8（土） 12:00 1単位 （愛媛）
第17回日本脊椎関節炎研究会ランチ
ョンセミナー　
吉良　史枝　Tel.189-960-5343
愛媛大学大学院医学系研究科運動器学

8／25（土） 12:00 1単位 （宮城）
第36回リウマチの外科研究会ランチョン
セミナー
岡崎　純子　Tel.022-292-0820
中嶋病院医療連携室

7／21（土） 18:00 2単位（神奈川）
第56回神奈川リウマチ医会　
長岡　章平　Tel.045-782-2101
横浜南共済病院リウマチ科

8／25（土） 14:40 2単位 （大阪）
第11回大阪リウマチカンファレンス
松浦　秀樹　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

9／8（土） 18:00 2単位 （広島）
第36回広島リウマチ研究会　
横竹　均　Tel.082-246-7536
ワイス㈱中四国支店広島営業所

9／8（土） 17:30 1単位 （大阪）
大阪医科大学整形外科学教室同門会教
育研修会　
中島　幹雄　Tel.072-683-1221
大阪医科大学整形外科学教室

9／8（土） 17:45 2単位 （岩手）
第5回岩手臨床リウマチ研究会　
小山田　喜敬　Tel.019-684-1111
栃内病院第2病院

7／26（木） 19:00 1単位 （三重）
第56回三重リウマチ膠原病研究会
小林　裕史　Tel.059-224-5291
科研製薬㈱津営業所

8／25（土） 18:00 1単位 （兵庫）
第9回播磨リウマチ膠原病研究会　
松原　司　Tel.0795-42-8851
松原メイフラワー病院

7／26（木） 19:00 1単位 （山口）
第15回山口県東部地区リウマチ勉強会
池崎　孔貴　Tel.082-502-7301
参天製薬㈱山口医療チームオフィス

8／25（土） 16:00 2単位 （熊本）
第20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

9／13（木） 19:30 1単位 （兵庫）
赤穂市医師会講演会　
佐浦　隆一　Tel.0791-58-1051
兵庫県立リハビリテーション西播磨病
院

9／13（木） 19:15 1単位 （埼玉）
第8回埼玉県東部リウマチ研究会　
小林　睦夫　Tel.048-527-3156
武田薬品工業㈱熊谷営業所

7／26（木） 19:00 1単位 （香川）
第7回香川整形外科セミナー　
山本　哲司　Tel.087-891-2195
香川大学整形外科

7／26（木） 19:15 1単位 （福井）
福井県臨床整形外科医会学術講演会
片山　元　Tel.0776-35-2400
片山整形外科

8／25（土） 18:15 1単位 （静岡）
浜松整形外科医会研修会　
河合　麻幾　Tel.053-455-1231
田辺製薬㈱東海支店浜松営業所

7／27（金） 19:30 1単位 （富山）
第3回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㈱富山第一営業所

7／27（金） 19:30 1単位 （徳島）
徳島県臨床整形外科医会学術講演会
三木　貴雄　Tel.088-652-8221
中外製薬㈱徳島営業所

9／14（金） 19:45 1単位 （富山）
第22回富山県リウマチ性疾患研究会
小林　久仁　Tel.076-444-0805
大日本住友製薬㈱富山営業所

9／15（土） 16:30 1単位 （大阪）
大阪臨床整形外科医会研究会　
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815
長谷川整形外科医院

8／26（日） 11:20 1単位 （福井）
第14回福井県リウマチケア研究会
林　正岳　Tel.0776-21-1300
福井総合病院

8／29（水） 19:30 2単位 （埼玉）
第3回リウマチ関連疾患研究会　
金子　勝　Tel.048-574-0022
深谷整形外科医院

7／26（木） 19:45 1単位（神奈川）
The 3rd Yokohama Bone ＆Joint
Seminar
中島　邦晴　Tel.045-787-2655
横浜市立大学整形外科

8／25（土） 16:00 1単位 （岩手）
26（日） 9:00 11:00 各1単位

第18回安比夏季セミナー　
西田　淳　Tel.019-651-5111
岩手医大整形外科

9／13（木） 20:00 1単位 （大阪）
大阪タクロリムス　
三木田　武司　Tel.06-6203-5551
アステラス製薬㈱北大阪支店学術室

8／25（土） 18:30 1単位 （広島）
第145回広島県臨床整形外科医会研修
講演会　
原田　英男　Tel.082-870-5555
原田リハビリ整形外科

7／26（木） 19:30 1単位（神奈川）
第4回 SAGAMI  OSTEOPOROSIS
研究会　
松島　宏和　Tel.046-227-4800
万有製薬㈱横浜支店厚木第2営業所

8／25（土） 19:30 1単位 （島根）
第3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㈱

9／14（金） 19:45 1単位 （秋田）
秋田県骨粗鬆症学術講演会　
半田　真理子　Tel.018-884-6148
秋田大学整形外科

9／13（木） 20:00 1単位 （埼玉）
第29回見沼リウマチ懇話会　
冨永　大二郎　Tel.03-3985-1133
大正富山医薬品㈱埼玉第一営業所

9／14（金） 19:15 1単位 （長崎）
第7回県北骨代謝研究会　
上田　武司　Tel.095-826-6270
帝人ファーマ㈱

7／27（金） 20:00 1単位 （佐賀）
第4回佐賀リウマチ研究会　
井波　浩司　Tel.0952-22-7811
田辺製薬㈱

8／30（木） 19:35 1単位 （愛知）
東海炎症研究会研修講演会　
大森　直樹　Tel.052-950-2527
アステラス製薬㈱名古屋支店　学術室
名古屋西営業所駐住

9／15（土） 17:30 2単位 （東京）
第7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

9／15（土） 19:30 1単位 （広島）
第146回広島県臨床整形外科医会研修
講演会　
原田　英男　Tel.082-870-5555
原田リハビリ整形外科

9／19（水） 19:30 1単位 （茨城）
水戸消化器フォーラム　
塚原　大樹　Tel.029-243-1139
大塚製薬㈱

9／19（水） 20:00 1単位 （大阪）
第11回南大阪リウマチ研究会　
井上　康二　Tel.0724-73-2000
大阪リハビリテーション病院

9／20（木） 19:00 1単位 （香川）
第8回香川整形外科セミナー　
山本　哲司　Tel.087-891-2195
香川大学　整形外科

9／20（木） 18:30 2単位 （大阪）
第5回阪和リウマチ研究会　
池田　敏彦　Tel.072-254-2710
田辺製薬㈱南大阪営業所

9／20（木） 19:00 2単位 （山口）
第5回山口県サイトカイン研究会　
曠野　聰　Tel.083-972-5311
田辺製薬㈱山口営業所

9／20（木） 19:15 1単位 （静岡）
第8回抗サイトカイン研究会　
青山　竜太　Tel.054-202-5037
田辺製薬㈱

9／20（木） 20:00 1単位 （大分）
第85回大分県リウマチ懇話会　
高田　典克　Tel.097-534-5100
ファイザー㈱大分営業所

9／22（土） 16:15 2単位 （奈良）
骨粗鬆症フォーラム in 奈良　
高倉　義典　Tel.0744-22-3051
奈良県立医科大学整形外科

9／22（土） 16:00 1単位 （大阪）
第10回なにわリウマチフォーラム
多田　正則　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱ワイス㈱

9／22（土） 16:30 1単位 （兵庫）
第2回阪神骨粗鬆症フォーラム　
楊　鴻生　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学　整形外科

9／22（土） 16:30 1単位 （大阪）
第6回リウマチフォーラム北河内　
小暮　奎次　Tel.06-6204-2501
武田薬品工業㈱大阪支店エンブレル担
当

9／22（土） 17:00 1単位 （兵庫）
兵庫県手の外科症例検討会特別講演会
田中　寿一　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学　整形外科

9／22（土） 18:00 1単位 （愛知）
第13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

9／23（日） 16:10 2単位 （京都）
第6回日本リウマチ実地医会　
井手尾　健太　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱

9／25（火） 18:30 1単位 （東京）
第74回関節疾患フォーラム　
松本　裕　Tel.03-5950-1121
科研製薬㈱

9／26（水） 19:05 2単位 （岡山）
第3回岡山運動器疾患研究会　
桝井　俊和　Tel.086-234-1727
帝人ファーマ㈱岡山営業所

9／27（木） 19:00 2単位 （愛知）
第3回愛知県抗サイトカイン療法研究会
杉浦　匡　Tel.052-963-8240
田辺製薬㈱レミケードグループ東海

9／28（金） 20:30 1単位 （宮崎）
第3回 Osteoporosis Clinical Network
研究会
渡邊　信二　Tel.0985-85-0986
宮崎大学整形外科

9／29（土） 12:00 1単位（神奈川）
第17回日本小児リウマチ学会ランチ
ョンセミナー1
藤井　宏　Tel.03-3517-2581
参天製薬㈱

9／29（土） 15:55 1単位 （宮城）
第6回膠原病肺疾患研究会　
中村　信宏　Tel.022-226-2185
エーザイ㈱宮城医薬一部

9／29（土） 16:15 2単位 （奈良）
第5回奈良県リウマチ研究会　
高倉　義典　Tel.0744-22-3051
奈良県立医科大学整形外科

9／29（土） 17:00 1単位 （兵庫）
第21回神戸臨床リウマチ懇話会　
阿部　修治　Tel.0794-38-0621
甲南病院加古川病院整形外科

9／29（土） 17:00 1単位 （愛知）
第43回東海整形外科外傷研究会　
大橋　俊郎　Tel.058-268-0567
山内ポスピタル整形外科

10／5（金） 19:15 1単位 （新潟）
第42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

10／5（金） 20:00 1単位（神奈川）
第3回川崎骨粗鬆症を語る会
小酒井　治　Tel.044-222-3255
宮川病院整形外科

10／6（土） 16:30 2単位 （岐阜）
骨粗鬆症最新講演会　
服部　秀高　Tel.0585-23-1991
はっとり整形外科

10／11（木） 19:00 2単位 （兵庫）
第5回阪神リウマチ治療研究会　
岩崎　剛　Tel.0798-45-6592
兵庫医科大学内科学リウマチ・膠原
病科

10／18（木） 18:45 1単位 （香川）
第9回香川整形外科セミナー　
山本　哲司　Tel.087-891-2195
香川大学　整形外科

10／20（土） 17:00 1単位（愛知）
第11回東海足と靴の研究会　
伊藤　芳毅　Tel.058-230-6000
岐阜大学　整形外科

10／20（土） 17:00 2単位 （香川）
運動器疾患／骨・関節フォーラム　
高田　博　Tel.087-886-8866
高田整形外科医院

10／27（土） 17:00 1単位 （岡山）
第3回山陽肩肘関節懇話会　
名越　充　Tel.086-293-0640
名越整形外科医院

10／27（土） 19:15 1単位 （広島）
備後整形外科医会　
小坂　義樹　Tel.0847-52-3140
寺岡記念病院　整形外科医局内

11／1（木） 19:30 1単位 （三重）
第8回伊勢志摩地区骨粗鬆症研究会
飯野　浩美　Tel.059-226-1505
武田薬品工業㈱

11／2（金） 20:00 1単位 （高知）
第37回高知リウマチ研究会　
宮本　哲生　Tel.088-825-3191
旭化成ファーマ㈱

11／17（土） 18:15 1単位 （大阪）
第2回近畿大学病診連携リウマチ研究会
菊池　啓　Tel.072-299-1120
近畿大学堺病院　整形外科

11／17（土） 18:30 2単位 （広島）
第148回広島臨床整形外科医会研修講
演会　
原田　英男　Tel.082-870-5555
原田リハビリ整形外科

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。

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）を同封のうえ申込先
へ申込み下さい。
〔 研 修 単 位 〕登録医教育研修単位　有

地区名� 開催日�

平成20年3月1日�
（土）�

開催場所� 世話人・申込先�

金沢医科大学血液免疫制御学��
梅原　久範　教授�

北海道・�
東北�

11月18日�
（日）�

佐川昭リウマチクリニック��
佐川　昭　院長�

東海・�
北陸�

12月8日�
（土）�

松原メイフラワー病院��
松原　司　院長�

10月27日�
（土）�

10月20日�
（土）�

松山市��
愛媛県民文化会館�

神戸市�
ラッセホール�

金沢市�

大分市�
大分県医師会館�

松山一番町クリニック��
山本　純己　顧問�

九州�
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�
安田　正之　センター長�

札幌市��
ウェルシティ札幌��
厚生年金会館�

中国・�
四国�

近畿�

平成19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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今からちょうど30年前，中学校1年

生のときにクラス全員で池田　潔著

「自由と規律」（岩波新書）を読んだ。

「最も規律があるところに自由があり

最も自由なところに規律がある」とい

う精神は，まさに普遍的なメッセージ

といえる。しかし，今ほどこの「自

由」と「規律」のバランスが崩れてい

る時代はないのではないか。巷ではこ

の自由を何でもありの自由と履き違え

ている中学生たちが，制服のワイシャ

ツをズボンに入れないばかりか，ボタ

ンもかけず胸をはだけてダラダラ歩い

ている。本当にこの世代に自分たちの

老後を託せるのか疑問だ。しかも，そ

の親たちまでもが「給食費を払わな

い」という自由を主張する。この先，

日本はどうなってしまうのだろう。一

方，身近なところでは「リウマチ科」

を標榜する自由が奪われつつある。

「どの科にかかってよいのかわからな

い」というリウマチ患者さんたちのた

めに，リウマチ科という標榜を獲得し

たのがつい10年前である。病歴が30

年，40年に及ぶリウマチ患者さんた

ちにとって，一生のうち何回「リウマ

チ科」が出たり消えたりするのだろ

う？　何でもありと履き違えた自由

が，このような柔軟性のないご無体

な規律を生み出すのか？　はたまた

現実を無視した頭でっかちな規律が

ゆえに，自由という名の暴走した我

侭がはびこるのか？　一病院勤務医

の私には到底わからない。ただ少な

くとも，この国の節度ある上品な

「自由と規律」が失われつつあること

だけは確かである。

（仲村一郎）

羽生忠正　長岡赤十字病院リウマチ科整形外科部長

森本幾夫　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　教授
山村昌弘　愛知医科大学医学部リウマチ科教授

委員長：後藤　眞　桐蔭横浜大学医用工学部臨床工学科不老科学・加齢制御学部門教授
岡田正人　聖路加国際病院アレルギー膠原病科　副医長
仲村一郎　湯河原厚生年金病院リウマチ科部長

【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】

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

【症例】
29歳，女性

第20問

第19問　
【症例】49歳，女性

数年前から年に2ヵ月

ぐらい全身に疼痛を

感じている。

前 回

図1 股関節正面

図2 図3

両手正面

【解説】
両大腿骨の骨皮質の増殖が著明で，頸部の骨稜も

増大している（図1）。以前「骨幹異形成症」として

報告したが，骨増殖面の不整がないこと，髄腔が閉

鎖していないこと，骨幹端や長管骨以外にも骨増殖

変化が見られることから，Ｃ型肝炎関連骨関節症を

疑い，抗HC抗体陽性から確定診断した。

図2，図3のように，手指骨，踵骨にも骨皮質，骨

稜の増殖，肥大が見られる。

第19問 解 答

Ｃ型肝炎関連骨関節症

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