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去る9月23日，24日，東京都丸の内

「灘尾ホール」において，聖マリアン

ナ医科大学難病治療研究センター セ

ンター長　西岡久寿樹 教授を会長

（代表世話人）とした表題の第一回研

究会が，222名の参加者を集めて開催

され，総数29の演題が発表された。

線維筋痛症は，最近注目を集めてい

る全身の激しい痛みの継続を主訴とす

る疾患である。原因を特定できずに更

年期障害，自律神経失調症，うつ病，

神経症などと診断を下され，あるいは

原因不明のまま，患者さんがドクター

の間を転々としている疾患であり，医

療界の適切な対応が患者さん側から強

く求められているものである。

実際のところ日本では，現時点でこ

の疾患に対して，その存在自体に疑問

を抱く医療者も少なくない。欧米の学

会でFibromyalgiaとして以前からそ

の研究が進められているにもかかわら

ず（ACRでは診断基準が設定されて

いる），日本ではほとんど市民権を得

ていない。それどころか，保険診療の

対象でもないため，患者さんの中には

毎月10万円以上の自費診療を強いら

れている人もいるという。

2007年になって，3年前に開始され

た厚生労働省の特定疾患研究事業の班

研究も，ようやくその痛みの原因解明

が進んでいるというが，臨床の現場で

は依然として疾患としての認識が薄

く，確定診断を受けられないまま，適

切な治療を開始できない患者さんも数

多い。

本研究会は，この疾患の認知度を医

師はもとより，多くの医療関係者にむ

けてより高めることを目的の1つとし

ている。また同研究会は，文字通り線維

筋痛症の診断や治療法についての最新

のアプローチの発表の場としての意義

も大きい。しかも，リウマチ科，整形外

科，心療内科，ペインクリニック，精神

科などの多くの診療科にまたがりやす

い線維筋痛症の共通のプラットフォー

ムとしての存在も狙っている。

今回は第一回目ということなので，

まだまだ発表演題も多くはなく，患者

さんのためにも今後の発展が望まれる

ところであるが，診療科の狭間に埋没

しがちな患者さんたちを救済するアプ

ローチの一助となることを考えると，

確かな一歩とも言えよう。因みに日本

リウマチ財団としても，この疾患の多

くの患者さんが，実際にリウマチ医の

もとに足を運んでいる現状から，リウ

マチ性疾患とは必ずしも認知されてい

ない中で，財団登録医の研修ポイント

を付加することにしている。疾患に関

してまだまだ異論のあるところでもあ

ろうが，「患者さん本位」という当財

団の主旨に照らしてご了解頂けたら幸

甚である。

85号の主な内容

●第一回線維筋痛症研究会

開催される

●地域密着型のリウマチ診療

●OPINION「大学病院における

リウマチ科標榜」

●レントゲンクイズ 第22問

代表世話人の西岡久寿樹氏 線維筋痛症の研究者、医療関係者が一堂に会する
初めての機会

県立のリウマチセンター，整形外科医の地域の基幹病院，整形

外科医のクリニックとリウマチ医療の経営哲学や体制をご紹介し

ているシリーズも，今回は和歌山県の南端，那智勝浦町の湯川温

泉において二代目院長として，地域におけるリウマチ医療を，

DMARDsを主体としながら，温泉療法も漢方治療も，そして生物

学的製剤による最新の治療法も実施している異色のリウマチ登録

医 生馬敏行 先生を訪ねた。生馬先生は，脳外科出身というユニ

ークな経歴ながら，既に30余年のリウマチ診療の実績と研究報告

の実績を有する，南紀地方では出色のリウマチ専門家である。

（聞き手　後藤眞編集委員長）

聞き手
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　

後藤　眞氏

話し手

湯川温泉診療所院長　

生馬敏行氏

次のページ下段に続きます。

次のページ上段に続きます。

当財団と線維筋痛症の関係性
について

臨床現場での認知度向上を目指す動き本格化�

第一回 線維筋痛症研究会�
開催される�
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初日の発表は，午前の部において主

に実際の症例紹介を通して，現実に各

領域の先生方がどのような治療法をと

られているかを公表し，相互理解を深

めた。同日午後のセッションでは，基

礎的アプローチや新たな薬物療法の検

討，確定診断法，痛みの定量化への試

みについて発表がされた。特に，世話

人の一人である岡 寛 聖マリアンナ医

科大学准教授が発表された「Pain

Vision」という機器による，痛みの定

量化へむけてのアプローチは，主観的

な痛みという症状を何らかの数値で表

すという，この疾患の確定診断の精度

を上げる重要な研究である。しかも，

自覚症状だけの故「詐病」として捉え

られがちな本疾患を視覚的に表出する

試み，あるいは痛みを伴う疾患の

QOLをVASを中心にして捉えること

が多い現状打破への方策として，意欲

的な試みであった。

翌24日は，午前に線維筋痛症の動

物モデル確立へのアプローチや他疾患

との合併有無の検討，さらには線維筋

痛症のデータベース構築という，より

将来を見据えた発表がプログラムにす

えられており，会場に足を運んだ線維

筋痛症関係者をさらにインスパイアす

る講演が行われた。また，午後にはこ

の疾患のオピニオンリーダーともい

える西岡 当財団常務理事のほか，行

岡病院院長　行岡正雄 氏，藤田保健

衛生大学七栗サナトリウム内科教授

松本美富士 氏から，今回の研究会を

まとめる形のコンセンサスカンファ

レンスが行われた。

本会の開催によって今後，この疾患

の診療ガイドラインの制定にむけて，

また保険診療の可能性を論議するさま

ざまな方面からの動きが加速されるこ

とであろう。また，本会は毎年一回開

催を念頭においており，次回は名古屋

にて松本 氏を代表世話人とする第2回

目の研修会が開催される予定である。

本誌編集委員長後藤眞氏も発表と座長を兼務奨励賞を受賞した行岡病院リハビリテーション部
の椎木孝幸氏。発表演題は「線維筋痛症に対する
水中トレッドミルエクササイズについての検討」

女性医療のオピニオンリーダー　天野恵子氏
千葉県衛生研究所所長も線維筋痛症研究に参画

生馬敏行院長 後藤　眞編集委員長

略歴

湯川温泉診療所　院長

生馬　敏行氏（いこま　としゆき）
昭和18年7月生まれ

日本医科大学卒（昭和44年）

同脳神経外科学大学院卒・医学博士号取得（昭和48年）

日本医科大学脳神経外科学教室助手　東京労災病院兼務（昭和48年）

和歌山市福外科病院　副院長（昭和50年）

湯川温泉診療所院長就任（昭和52年）

日本リウマチ財団リウマチ登録医

日本リウマチ学会リウマチ専門医　

日本温泉気候物理医学会温泉療法専門医・温泉療法医　　

日本温泉気候物理医学会評議員　保険担当委員

日本東洋医学会　漢方専門医

身体障害者福祉法指定医　他

写真1 患者さんの心の安寧を支える観音堂 写真2 湯川温泉診療所入り口

●沿革　立地

所在地　和歌山県東牟婁郡那智勝浦

湯川温泉は和歌山県紀伊半島南端海岸部に位置し，背後に熊野の山々が迫る

風光明媚な土地柄で，付近には勝浦温泉などいくつかの温泉地を有している地

である。そこに先代院長が湯川温泉診療所を設立したのが昭和43年，昨年4月

までは有床診療所として地域のリウマチ医療の中心を担っていたが，現在では

通院患者さんだけを対象に診療を行っている。しかしながら，患者さんの通院

エリアは，東は松阪市，西は田辺市までの半径約100km，通院時間は約2時間

と広範なエリアをカバーして

おり，リウマチ患者さんにと

って多くの信頼を得た施設で

ある（図1）。周辺には基幹

病院が6ヵ所あるが，リウマ

チ専門医の常駐はほぼなく，

多くのリウマチ患者さんにと

って，この地域の重要なリウ

マチかかりつけ医としての責

務を湯川温泉診療所が一手に

担っているといえよう。

●施設・環境

院内には温泉療法用のプールがあり，源泉は敷地内にある。泉質は

弱イオウ臭を有する単純アルカリ泉。泉温39度，pH8.5。

また，敷地内に，患者さんの心のよりどころとして，先代院長が建

立した平和観音像（写真1）が安置してあり，診療所の庭先には，隣

接する汽水湖「ゆかし潟」に通じる入り江が望まれ，桜や草木が建物

を囲むように生い茂り，四季を通じて風光明媚な環境にある（写真2）。

図1

前ページ下段から続きます。

研究会の内容　
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― まずお尋ねしたいのは脳外科出身

の生馬先生がなぜリウマチ医になられ

たのか，ということです。

「大学（日本医科大）卒業後，東京労

災病院の脳外科を兼務していたのです

が，家庭の事情で和歌山に戻らなけれ

ばならなくなった，というのがその大

きな理由です。本当は脳外科を続けた

かったのですが，地元の那智勝浦町で

診療所を開設していた祖父の強い求め

で，しぶしぶ戻ったというのが本当の

ところです。ただし，脳外科といって

も当時は脳の電気生理に関心が高かっ

たものですから，大学院における研究

は，その頃医療分野に利用が始まった

ばかりのコンピュータを使った感覚野

の誘発脳波や，運動野における脳準備

電位などの解析，それに正常圧水頭症

の研究をしていました。

東京を離れても，実は直接湯川に戻

ったのではなく，和歌山で2年ほど

「首から下」の修行をしたあとに当院

に移ってきました。今のようにリウマ

チに手を染めるようになった経緯を簡

単に述べるとそういうことです。」

― 家庭の事情のため，そして地域医

療への貢献というご理由でスタートと

いう点では，ごくごく一般的なご理由

だったわけですね。でも，最初は大変

だったのではないでしょうか。

「赴任当時はリウマチというのは正直

よく分かりませんでした。ただ，患者

さんは現実に目の前にいたので何とか

しなければならなかった，という状況

でした。特にその当時は，温泉治療を

目当てに来院する患者さんが主でした

から，その対応に追われていました。」

―リウマチ学の勉強はどうされました。

「1977年ごろでしたか，ようやく余裕

ができてリウマチ学会に参加したと

ころ，正直初めはよく分かりません

でした。学会にも免疫学がテーマと

して取り入れられた頃でした。ちょ

うど七川歡次 先生（滋賀医科大学名

誉教授）が学会長をされた頃です。赴

任してから7年目になって，ようやく

自分のデータでものが言えるようにな

り，リウマチ学会にも発表のため参

加するようになりました。それから

は自分を怠けさせない為に毎年臨床

データを発表するように致しました。

七川 先生の研究姿勢や業績には大変

感銘を受け，以来「中之島リウマチ

セミナー（http://www.nakanoshima-

seminar.com/index.html）」にも日程の

許す限り参加して来ました。」

―なるほど。

「治療のモットーは聞いて，みて，触

る」

― ご自身の治療哲学はどこにあるの

ですか。

「リウマチ領域に携わる上で，モット

ーにしているのは『一人ひとりの患者

さんを大切にみていく』ということで，

それが技術の進歩につながる，臨床デ

ータの蓄積につながるだろうと考えて

いました。患者さんに対して，『聞い

て，みて，触る』ということで向き合

っていました。また，華岡青洲の『内

外合一　活物窮理』という言葉もその

心得と思っています。つまりリウマチ

患者さんを関節だけではなく全人的

に，総合的に診るという事です。」

― 指導を受ける方がいなくてどのよ

うに技術を磨かれましたか。

「まさに毎日が自身の修行でした。患

者さん一人ひとりが一番の師匠，その

次に医学文献（最近ではネット），学

会，研究会，研修会，又何よりもそれ

らを通じて知り合えた森永寛 先生や

延永正 先生，猪熊茂子 先生を初め，

数多くのすばらしい臨床リウマチ医の

先生方から個人的に沢山の事を教えて

頂きました。そうして得た知識を臨床

現場でコツコツ検証しながら経験を積

んで参りました。関節の診断技術も今

ではごまかさずに自分も納得しながら

診られるようになり，検査データばか

りに頼らずに，疑わしいものの鑑別は

できるようになったと思っています。」

― 触るだけで分かる（診断がつく）

ようになることがやはり重要ですね。

「ただ，まだまだ『検査をしてほしい』

と望んでくる患者さんが100％近くい

ます。そこで，私は患者さんには『一

応血液検査はしますが念のためであ

り，最も大切なのは貴方の臨床所見で

す。私は触診のみで全てを診断できる

とまでは思いませんが一番大事なのは

聞いて，みて，触る事なのです』と説

明するようにしています。」

―賢明な対応だと思います。

「痛む関節に触っただけで，OAなの

かRAなのか，そのくらいは今ではす

ぐ分かりますね。」

「30年来の患者さんのフォローアップ

は自分の後始末
・ ・

でもある」

― ところで，いままでに症状をみて

いる患者さんでは，その期間はどのく

らいになりますか？

「28年～30年くらいです。赴任当初か

らのリウマチ患者さんの治療経過の

データを保存しています。私はこの

地域で『紀南リウマチ研究会』を17

回ほど開催してきましたが，あると

き西岡久寿樹 先生がこの会に来られ

て，私のその長期にわたるデータをお

持ち帰りになり，翌日開催された「関

西リウマチ登録医の会」でスライドに

して披露してくださった事がありまし

た。1970年からの30年間を10年ごと

に区切ってその治療成績の推移を比較

検討したデータでした。一人の医者が

継続的に30年も診て，その全データ

を整理保存しているのは珍しいことだ

と西岡 先生は評価して下さいました。」

― 実際貴重なデータだと思います。

そのデータを調べるだけですごくよい

勉強だと思います。このような長期の

データは私の知る限りは，小松原良雄

先生（行岡病院）がお持ちぐらいだと

思います。

「結局，この患者さんデータ（患者さ

んの記録）というものは結果はどうあ

れ，自分（の処方・治療）が作り上げ

たものです。自分の後始末をみている

わけで，『もう（この患者さんから）

逃げたいなぁ』と思っても，その様な

患者さんに限ってどこにも行ってくれ

ないのです。僻地でリウマチ医が少な

い為に，結果的に一人の患者さんを長

くみる事になったと思います。」

― 長く地域の患者さんを同一の医師

がみているということは，きわめて重

要なことだと思います。生物学的製剤

が市場導入された以降にリウマチ患者

さんをみはじめた，という方とはずい

ぶん違うと思います。病気の予後とい

うことがイメージできていることと，

そうでない場合では大きな違いだと思

うのです。そういう意味で，生馬先生

の患者さんに対する長年のケアは，

「かかりつけ医」として理想の環境か

もしれません。

「これからの患者さんの予後は予測し

にくくなってしまった」

―診療はどうなっていますか。

「木曜日と日曜日が休診日です。診察

の時間は，患者さん一人にわりあい時

間をかけているほうだと思います。初

診の患者さんの場合ならば，40分ほ

どの時間をかけています。」

―初診患者さんは多いほうですか？

「（来院には）波があります。テレビで

リウマチ関連の放送があったりすると

新患さんが増えていますね。」

― 一人のリウマチ患者さんを非常に

長い期間の間，みている生馬 先生に

とって，関節リウマチというのはどん

な病気といえるでしょうか。

「難しい質問です。実はいまだにリウ

マチというものはよく分かりません。

最近はまた新しい治療薬（生物学的製

剤）が出てきましたが，今までの

DMARDsの時代と今後は大きく患者

さんの予後も変わってくるのかなぁ，

と思いますし，我々がみてきた予後と，

これからの予後は大きく変わるかもし

れません。『このDMARDsなら10年

後の患者さんの予後はこうであろう』

と予測ができたものが，今後は変わる

でしょうし，その一方で副作用がどう

出てくるかも予測がつきません。まさ

に闇の中に踏み込んでいくことになる

ので，その後の始末というものをどう

「治療のモットーは
聞いて，みて，触る」

「これからの患者さんの予後は
予測しにくくなってしまった」

「30年来の患者さんの
フォローアップは
自分の後始末でもある」
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つけていけばよいのか今から心配だと

いえます。なので，今現在，なんでも

かんでも，新しいサイトカイン療法に

飛びつくのはいかがなものかと思って

います。

私はあくまでも大学や研究施設とは

違う立場なので，かかりつけ医として

の立場では保守的にならざるを得な

い。従来の治療法で進めていき，どう

しようもない場合にのみサイトカイン

療法を考える，という流れを守らなけ

ればならないと思っています。」

― 実際にはどこまでの治療法に対応

していますか。

「もちろん，必要であれば生物学的製

剤まで対応していますが，その数は多

くはありません。患者さんを選んでお

勧めしています。たとえば，MTX＋

タクロリムス（プログラフ）の処方は

最近になってよいデータが出ています

ので，患者さんに応じて実施していま

す。それでも安定して良い結果が出て

くるのは，タクロリムス開始後多くは

半年から一年ぐらいしてからです。」

―投与量はどのくらいですか。

「MTXを規定の量から少し減量して，

プログラフ（一日最大用量の半量

1.5mg）をアドオンするケースが多い

です。しかし，プログラフや生物学的

製剤などの新薬は，その価格が高いの

が私も患者さんも不満の種です。これ

らの薬剤の使用を多くしてしまうと保

険の指導対象になりやすくなってしま

います。平均点数が高くなるからでし

ょうか。」

― 生物学的製剤の問題はやはり価格

の問題でしょうね。

「（使用するのは）女性の患者さんで，

必ずしもご自身の収入があるとはいえ

ない患者さんたち。そういう患者さん

がこの薬剤を使う対象（リウマチ患者

さん）であるということが問題でしょ

う。小さな子どもを抱えているような

リウマチ患者さんをサポートできるよ

うにならないと…（推奨しにくい）。病

気が進展し，身体障害者手帳を出せる

ような時期（高額医療補助が出る時期）

になったときでは（生物学的製剤の導

入は）遅すぎるわけですから。それま

でには，たくさんのお金がかかってい

るのにまた高い薬代を支払うことにな

る…というのはどうかと思います。」

「あらゆる手段で患者さんを助ける一

環の温泉療法」

―温泉療法についてご説明ください。

「温泉療法に限らず，私はもともとい

ろいろな方法を治療のためにとってい

ます。それは元来リウマチ治療という

のが集学的な医療だと思うからです。

それなので，エビデンスが出ている治

療法については積極的に採用していま

す。患者さんが嫌がらなければ，いろ

いろなアプローチ法をとるわけです。

患者さんのためなら医療の武器は多い

ほうがよいからです。西洋療法だけに

こだわりません。温泉療法もだからそ

の1つというわけです。心身のストレ

スも取れますし，しかも日本人独特な

温泉に対する憧れ，それから精神的安

寧が得られるメリットもあるからで

す。それがここで入院加療を行ってい

た時代（現在は外来のみ）には患者さ

んからもよくいわれました。

患者さんが車で来院して，玄関に降

り立った瞬間，病院の周りをみて『こ

こで温泉に入って，そしてリウマチ専

門医にみてもらえる』と思っただけで

ほっとした，というのです。日常から

解放されたという気持ち，救われたと

思う気持ちの一方，『これで治療に専

念できる』という思い・安心感，これ

らが合いまった想いを述べてくれる患

者さんがかなりの数でいました。それ

を思い返しても，当診療所は温泉療法

も含めて『安らぎを与えられる・提供

する場所』だと思っています。それに

引き換え，最新のサイトカイン療法は，

そのようなことを必要としない強力な

武器ではあります。だとしてもやはり，

精神的な安寧は必要なことだと思いま

す。それが温泉療法の主たる価値だと

思います。」

― 具体的にはどのようにして行うの

ですか。

「萎えた筋肉や硬くなった筋肉を助け

てあげられる運動療法としては，温泉

を使ったプール運動しかないと思って

います。陸上でのリハビリは関節に負

担になるので，関節を壊しかねないと

思います。普通の温水プールでもよい

ですが，温水プールは30度という決

まりがありますし，水温30度ではリ

ウマチ患者さんには冷たすぎるはずで

す。関節痛を増悪したり，筋肉を硬直

させたりしますので，水温は35度～

36度がよいと思います。当診療所の

源泉は39度なので，診療用に35度±1

度にセットし，その水温で運動しても

らいます（写真3）。水位は胸までつ

かるぐらいです。胸までつかると人の

体重はほぼ8分の1になります。これ

で関節に対する重力の負担がほぼなく

なった状態で，水圧と水の抵抗だけの

中で運動することで筋肉を鍛えること

ができるわけです。陸上での運動は重

力に対する抵抗だけですが，水中はあ

らゆる筋肉を鍛えることができます

し，その鍛える方向も自分で決めるこ

とができます。運動の抵抗量も自分で

コントロールできますし，そのことは

大きなメリットです。しかも温度が高

いので血管を十分に拡張できます。よ

り温かい42度ぐらいの水温では，心

血管に負担がかかるので36度ぐらい

がちょうどよいようです。1年間ほど

訓練すれば，患者さんの歩行速度も十

分に速くなります。」

― では温泉療法は経営的なメリット

はあるのですか。

「このような多くの治療メリットがあ

る温泉療法なのですが，源泉がない施

設では実際経費的に大変のはずです。

当施設では源泉が39度ぐらいなので，

温める必要はなく，単に自然に冷ます

ことで対応が可能です。そもそも保険

点数上のメリットは，温泉治療として

は一切出ませんし，リハビリ治療の一

環として扱うことも可能ですが，私の

ところでは理学療法士がいませんので

保険請求の対象にはなりません。結局

この治療法は持ち出しになります。実

際洗浄や殺菌でプールに対する維持管

理費が結構かかります。」

きめ細かい対応と長年のデータの蓄積

が患者さんを護る

― どのようなデータで患者さんをモ

ニターされていますか。

「ACRコアセットやDAS28，CRP，血

沈等をはじめ一般的なCBC，生化学

的血液検査の他に，日常的に免疫状態

の把握を行っています。DMARDsや

免疫抑制剤を使用して治療していく

上で，日常検査項目を使って大まか

でもよいから，手軽に安価に免疫状

態を把握する方法がないものかとい

つも考えてきました。そこで辿り着

いたのがPC（Protein Coefficient）と

PNI（Prognostic Nutritional Index）

です。液性免疫と細胞性免疫の両面か

らモニターする必要があるだろうと考

えました。液性免疫はその代表として

IgGを観察したいのですが，IgGを毎

月のように検査してしまうと，健康保

険の査定に引っかかります。試行錯誤

の末，トータルプロテインをA/G比

で割った値がIgG値と非常によく相関

することが分かったので（r=0.86 PC

の基準値は3.2～4.8），以後20年来

IgG測定値の代用としてPCをモニタ

ーとして使っています。（ここでのア

ルブミン，グロブリン，TPの値は全

て血清蛋白分画から導き出した値を

利用しています）

細胞性免疫は（異論もあるでしょう

が）末梢血リンパ球数を測ることで見

ていましたが一方，アルブミンが減少

するとMTXを含む多くの薬剤の副作

用が起こりやすい事が知られているの

で，血清アルブミン値にも積極的に注

目するようになりました。そこで平成

14年からは，岡山大学消化器外科が

提唱したPNIを利用してモニタリング

を行っています（PNI ＝ Ly 数×

0.005＋Alb.×10）。PNI が40を切ると

危険であるという説です。岡山大学で

は，開腹術後の感染症などの予知に活

用していますが，私はDMARDsや免

疫抑制剤（MTX，PGFなど）使用中の

副作用発症予知に使えるのではと考え

て採用しています。PC値やPNIが下

がりすぎるようであれば薬剤の減量を

し，逆に炎症反応や臨床症状の悪化と

共にPC，PNIが上昇してくるようで

あれば，病勢が強まったと判断して抗

リウマチ薬やステロイドの増量を行い

ます。急に落ちてくると危険だと認識

しています。これらのデータは毎回数

値と共にグラフ化も行っています。こ

のようにしてほぼ毎月300人分のデータ

管理を行い，これを治療にフィードバ

ックさせています。その結果だと思う

のですが，薬剤での副作用死は当診療

所では30年間で一人も出ていません。」

― 手術が必要なときはどうしていま

すか。

「四国の松山赤十字病院まで送ってい

ます。山本純己 先生（現在は一番町

クリニック）にお願いしています。残

念なことに和歌山地方で全幅の信頼を

おける施設が見当たらないためです。

また，生物学的製剤もエンブレル®
ま

では当施設で実施していますが，レミ

ケード
®
は今のところ施設の整った大

阪の病院にお願いしています。」

―関節注射はいかがです。

「関節注射は，特に指などは非常によ

い方法だと思うので，必要に応じて積

極的に実施しています。また患者さん

が求めれば，イオントフォレーシスも

実施しています。ヘルペス後神経痛

（PHN）の患者さんや，RAで足根骨

間関節炎などは非常によい適応です。

一見，いろいろな方法で患者さんの治

療を実施しているのは，リウマチと戦

うには，武器となる薬の駒は多いほう

がよいと思うからです。納得できるも

のは基本的に実施した方がよいからで

す。患者さんのほうがそのような治療

法の効果をよく知っていたりします。

患者さん同士で情報交換をして来院す

ることもよくあります。」

― 治療法の選択は最終的にどうされ

ます。

「今，患者さんが置かれている病気の

状態と，その治療法のメリットとデメ

リットについてよく話し合ったうえ

で，最終的には患者さんの意思を尊重

して決めるようにしています。鍼や漢

方なども患者さんが求めた場合は考慮

します。西洋医学で埋められない溝を

このような代替医療を選択してあげる

ことでフォローする場合があります。

DMARDsが副作用などで使えない場

合には，そのような選択があってもよ

写真3 温泉療法の様子

きめ細かい対応と
長年のデータの蓄積が
患者さんを護る

「あらゆる手段で
患者さんを助ける一環の
温泉療法」

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。

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�

神戸市�
ラッセホール�

金沢市�

札幌市��
ウェルシティ札幌��
厚生年金会館�

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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いと思います。」

― 先生の診療のコツはどこにありま

すか。

「きめ細かい対応でしょうか。顔写真

入のカルテ（承諾を得た患者さんだ

け実施），レントゲンもデジタル画像

を縮小プリントアウトしたものをカ

ルテに綴じ込んでいます。聴診は訴

えのある時は勿論ですが，症状の有

無にかかわらず採血時には必ず行い

ます。ベルクロ雑音を聴取した場合

には胸写及びKL-6をチェックしま

す。症状を管理するためには経時的

に追っていけるようにします。血液

検査は，MTXの患者さんは毎月，他

のDMARDsの患者さんは2ヵ月に1

回。またMTXを投与する場合は安全

のために必ず1カプセルから開始し，

初回は院内で飲んで頂くことを原則

としています。抗生剤にしても，初

めは口腔内テストをしてから処方す

るようにしています。注射は少量テ

スト打ちをしてから実施します。こ

れらの処置は一見オーバーではあり

ますが，あくまでも僻地における個

人医の立場上，安全第一が求められ

るからです。そして結果的に患者さ

んに安心感を与える事にもなってい

ます。」

―かなり几帳面な対応ですね。

「おかげで20年，30年の患者さんの場

合は，カルテ末尾に綴じ込んであるデ

ータ一覧表が非常に長くなってしまい

ます。（写真4）。ローテクな手法です
が，この方法なら過去の副作用なども

一度に確認できますから…。何度かコ

ンピュータに入力しようと試みました

が，ディスプレイでは全体を俯瞰する

ことができないので，結局現在の方法

に固執しています。」

―有難うございました。（了）

小西元看護師さんの言葉

入所当時は近寄りがたかったので

すが，少しでも難しい症状の患者さ

んの場合は夜中の2時，3時まで熱心

に勉強されている先生でした。もと

もとこの診療所に来院される患者さ

んは，いろいろと他施設を回ってか

ら来る方が多いので，難しい症例が

多かったからかもしれません。多く

の患者さんは先生の評判を伝え聞い

て来院されていたみたいです。

また患者さんへ年に1回ですがリウ

マチ教室を実施して，家族の方を含

めてリウマチのことや最新の治療法

をお教えになっていました。それを

傍で聞いていた私たちも，とても勉

強になったと思っています。

患者さんの中には，遠くに転居す

る方は泣かれていた方もありました。

紹介状をお書きになるときも非常に

丁寧で，とにかく全部が几帳面で，

まずは清潔をモットーとされ，とに

かく患者さん大事の先生でした。先

生の下で働く者としては　「胸を張

って一緒に働くことができる先生」

です。レントゲンをみる際にも見落

としのないようにとてもゆっくり吟

味するようにご覧になるので，何度

かリウマチ患者さんの中で癌を見つ

けています。患者さんに「先生にみて

もらうのは怖い」といわれるぐらいで

した。

スタッフは入院をやめたので縮小

し、現在は看護師が2名，事務員が3

名，その他2名です。事務の人が3人

なのは先生がクスリに厳しいためで

す。それでも心配で，処方薬（院内処

方）を手渡しする際にVTRで記録を

とっていらっしゃいます。

先生一人で何役もこなされていてと

ても大変だと思いますが，患者さんが

ドアを開けて入ってくる足音から診察

が始まっているとよくおっしゃってい

ました。口内炎や発熱，倦怠感，せき，

いきぎれなどの問診12項目チェック

を毎回実施し，患者さんの変化を見逃

さないようにするその医療姿勢は頭が

下がる思いでした。

総括
地域医療を担う「かかりつけ医」

の皆様が，最新の医療に疎くてよい

のかというと，医療にインターネッ

トが深く関わるようになっている現

代，患者さんの情報収集力は飛躍的

に向上し，求める医療水準は全国同

等のものとなっている。今回訪問し

た湯川温泉診療所の生馬 先生も，一

見情報過疎の地域にあるようでいて，

その医療レベルや研究への情熱は，

聞き手であった後藤 編集委員長をし

て感嘆すべきものであった。

日本リウマチ財団は，リウマチ医療

の地域間格差を取り払うことを大きな

使命として，各地で研修会を開催して

いるが，その好例となるリウマチ診療

所を今回は図らずも紹介できた。患者

さん本位であらゆることに気を配りつ

つ，スタッフともども治療にまい進す

ることが，結局は多くの患者さんの信

頼を得て経営の安泰につながるという

ことを，生馬 先生の診療スタイルを

みることで考えさせられるものであ

る。豊富な資金力や前職の財産ばかり

が成功の鍵ではなさそうである。

処方の確認のためのVTRシステム

1．感染症に対する適切な予防策をとっておく
2．薬剤性肺障害に対してはハイリスク群を選別し
MTX 投与を回避する

3．日頃から患者との意思疎通を密にしておく
4．患者に豊富な薬剤に対する情報提供を行っておく
5．きめ細やかな患者観察・指導・管理を徹底すると共に
あれ？と気になることがあったときには迅速な対応を！

6．常に医師自身の薬剤に対する知識の向上を図る
特に、副作用に対して充分な知識と関心を維持すること

7．日頃からスタッフの教育には熱心であれ！

● 生馬敏行 先生の治療モットー

小西元看護師

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。

■登録要件
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

研究学術賞等候補者を募集
財団では，このほど全国医科大学長等関係者に次の財団研究賞等候補者の推薦
を依頼しました。

締め切りは平成19年12月末日
１．リウマチ性疾患調査・研究助成

２．ノバルティス・リウマチ医学賞

３．アボットジャパン・リウマチ性疾患臨床医学賞
４．ツムラ・骨関節臨床医学賞

なお，1の調査・研究助成の額は，11件で各100万円。2～4の賞金は各300万円
推薦依頼先は次のとおり。

全国医（歯・薬）科大学長，大学医（歯・薬）学部長，関係機関長，財団評

議員・専門委員

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 ご寄付いただける方は，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

●寄付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）に支出した寄付金の額か，また
は所得の合計額の40%相当額のいずれ
か低いほうの額から5千円を控除した
金額が寄付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。

写真4 30年の歴史あるカルテデータ一覧表

青木浩之様
大川一義様
大西三郎様

【ご寄付いただいた方】
（平成19年10月）

高橋菜穂子様
寺道由晃様
西山裕子様

半澤典生様
藤田伸二様
松岡瑠美子様

松山秀介様
真部秀治様
宮本勝昌様

矢崎茂義様
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11／24（土）16:30 2単位 （神奈川）
第57回神奈川リウマチ医会　
森島　紀子　Tel.045-974-6365
昭和大学藤が丘病院　整形外科

11／24（土）12:00 1単位 （徳島）
11／25（日）12:00 1単位　
第40回中国･四国整形外科学会ランチョンセミナー
西村　知夏　Tel.06-6348-1391
㈱ジェイコムコンベンション事業本部

11／29（木）19:00 1単位 （神奈川）
第63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

11／24（土）13:00 1単位 （徳島）
11／25（日）10:00 1単位
第40回中国・四国整形外科学会
西村　知夏　Tel.06-6348-1391
㈱ジェイコムコンベンション事業本部

11／24（土）11:45 1単位 （岩手）
第17回日本リウマチ学会北海道・東
北支部学術集会ランチョンセミナー　
田島　克己　Tel.019-651-5111
岩手医大　整形外科

11／29（木） 19:30 1単位 （愛知）
第103回愛知リウマチアーベント　
山田　治基　Tel.0562-93-2169
藤田保健衛生大学整形外科学

11／30（金） 19:00 1単位 （千葉）
第22回柏市整形外科医会　
小笠原　弘樹　Tel.043-225-7412
日本臓器製薬㈱

11／30（金） 19:30 1単位 （新潟）
新潟疼痛フォーラム2007
遠藤　直人　Tel.025-227-2272
新潟大学　整形外科　

11／30（金）12:00 1単位 （鹿児島）
第22回日本臨床リウマチ学会
ランチョンセミナー
山田　紀子　Tel.052-930-6145
㈱オフィステイクワン

12／1（土） 17:00 1単位 （愛知）
第14回東三河リウマチ研究会　
上野　英雄　Tel.052-219-1870
参天製薬㈱

12／1（土） 19:00 1単位 （岡山）
第236回岡山県臨床整形外科医会研修会
角南　義文　Tel.086-273-1233
竜操整形外科病院

12／1（土） 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㈱　東海北陸支店病院営業所

12／6（木） 19:10 1単位 （鳥取）
第31回山陰骨代謝研究会
萩野　浩　Tel.0859-38-6862
鳥取大学付属病院リハビリテーション部

12／6（木） 19:00 1単位 （福岡）
第61回北九州・筑豊リウマチ懇話会　
斎藤　和義　Tel.093-903-1611
産業医科大学　第一内科学講座

11／29（木）19:30 1単位 （神奈川）
第3回藤沢リウマチネットワーク講演会
山口　由華子　Tel.045-830-5921
田辺三菱製薬㈱横浜支店横浜南営業所

11／28（水） 19:00 2単位 （千葉）
骨粗鬆症 Lecture Meeting in 千葉
松本　英和　Tel.043-245-0721
万有製薬㈱

11／29（木） 19:00 1単位 （大分）
第15回大分人工関節研究会　
津村　弘　Tel.097-586-5872
大分大学

11／29（木） 19:00 1単位 （鳥取）
第6回鳥取県東部リウマチ膠原病研究会
大谷　明弘　Tel.082-246-7536
ワイス㈱中四国支店

11／27（火） 19:30 1単位 （福岡）
第2回筑豊膠原病研究会　
泰　保雄　Tel.092-411-0119
参天製薬㈱リウマチ営業グループ　福
岡担当

12／1（土） 12:00 1単位（鹿児島）
第22回日本臨床リウマチ学会
ランチョンセミナー
山田　紀子　Tel.052-930-6145
㈱オフィステイクワン

12／6（木） 19:00 1単位 （大阪）
第6回臨床リウマチupdate
甲斐　吉浩　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱

12／8（土） 17:00 2単位 （富山）
運動器疾患/骨・関節フォーラム　富
山会場　
横田　秀夫　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビュー社　

11／30（金）18:15 1単位 （鹿児島）
第22回日本臨床リウマチ学会イブニング
セミナー
山田　紀子　Tel.052-930-6145
㈱オフィステイクワン

11／30（金）11:00 2単位 （鹿児島）
12／ 1（土）11:00 1単位
第22回日本臨床リウマチ学会
山田　紀子　Tel.052-930-6145
㈱オフィステイクワン

12／5（水） 20:00 1単位 （埼玉）
北足立郡市整形外科医会
坪山　壽郎　Tel.048-548-0052
坪山整形外科

12／6（木） 19:00 1単位（北海道）
三木会学術講演会
研谷　智　Tel.0166-68-2511
旭川医科大学整形外科学教室

12／8（土） 17:00 1単位 （大阪）
中之島シンポジウム炎症性腰痛　
井手尾　健太　Tel. 06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部リウマチマーケ
ティングチーム

12／8（土） 16:30 1単位 （大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会（188回）
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815
長谷川整形外科医院

Announcement
［登録医研修単位認定講演（H19.11～H20.3）］

※お問い合わせは連絡先または財団へ，時間は認定講演開始時間。
財団主催の教育研修会および単位認定講演については，

リウマチ情報センターのサイト
（http://www.rheuma-net.or.jp/）で見ることができます。

問い合わせ先：日本リウマチ財団　TEL.03-3946-3551

この研修会は医師のみを対象に開かれています。

「リウマチ科」標榜が可能となって

10年が経過した現在，大学病院の診

療科，あるいは病院内でなんらかの方

法によって，「リウマチ科」あるいは

「リウマチ」「膠原病」を標榜している

か否かの現状を調査した。80医科大

学・医学部付属病院を対象として、イ

ンターネットで各施設のホームページ

を検索し、診療科名および外来名など

を確認した。なお、調査時期は2007

年1月であった。

① 何らかの形で「リウマチ」診療を

謳っている大学病院（図1）

調査した大学病院の本院および分院

を含めて，80大学中何らかの形で

「リウマチ」の言葉を診療案内などに

入れていた病院は，60病院施設で全

体の75％であった。なお、これには

後述する診療科名に入れていた施設に

加えて、「リウマチ外来」といった外

来単位にのみ「リウマチ」が表記され

ていた大学病院も含んでいる。一方，

リウマチの診療表記を有しない病院施

設は，20病院施設25％であった。

② 診療科名として「リウマチ」を標榜

している大学病院

本院または大学本部に診療科を併

設している80病院を対象とした場合，

診療科として明確に「リウマチ科」

標榜を行っている施設は、日本医科

大学付属病院の1施設のみであった。

また、「リウマチ内科」、「リウマチ膠

原病科」、「リウマチ膠原病センター」

など、診療科名に「リウマチ」を含

んでいる施設は、59病院74％，して

いない施設は21病院26％であった。

これに対して，分院のある大学を対

象とした場合、「リウマチ科」標榜を

謳っている施設は26分院中21病院、

81％であり，していない施設は5病院

19％で，本院より分院のほうに診療

科として「リウマチ」の標榜が多い

傾向があった。

③ 診療科として「膠原病」を標榜し

ている大学病院（図2）

「リウマチ科」とは異なり、単独の

標榜が許可されていない「膠原病科」

について、大学病院診療科での使用実

態も今回調査した。その結果80大学

中，46病院58％では「膠原病」を診

療科名に含んで標榜しており，「リウ

マチ」を含んで標榜をしている39％

を上回っていた。このまとめでは、

「リウマチ膠原病科」といった診療科

名は両者に含まれている。

④ 診療科名に「リウマチ」を標榜し

ている施設の経営母体（図3）

図に示したように，旧国立大学病

院（現独立行政法人）43病院中、診

療科名に「リウマチ」を標榜してい

たのはわずか9病院21％、公立病院

では38％であったが，私立大学の29

病院においては，19病院66％が診療

科名に「リウマチ」を含んで標榜し

ていた。

最後に今回のまとめをお示しする

が，今回の調査も踏まえ，財団登録医

の皆様にお伝えしたいことは，全国の

大学病院の75％では、何らかの形で

「リウマチ」の標榜をしていることで

ある。大学病院と診療所などの病診連

携を考える上で、一般に「リウマチ」

が病院内や案内書，ホームページ等に

記載されていることは，きわめて重要

なことである。しかしながら、今回の

検討により、診療科名に「リウマチ」

を含む施設は39％にすぎず、残念な

がら十分とはいえないことも明らかと

なった。病診連携をさらに進めるため

にも、大学病院における「リウマチ」

表記が、単なる外来名のみならず、診

療科名に含まれることが望まれ、大学

側、特に国公立系の今後の改善を期待

したい。

今年前半の大きな話題となった，厚

生労働省の標榜科の見直し試案など，

これからも医療を取り巻く環境は流動

的であろう。我々日本リウマチ財団に

所属する医師は，常にこの「リウマチ

科」標榜の意義を念頭において，リウ

マチ医療の充実を図っていきたいと考

える。なお，以上の報告は，本年5月

のリウマチ月間の「10周年記念講演

会」で，患者さん向けに報告した内容

である。

本年は，「日本リウマチ友の会」の切実な願いが結実した「リウマチ科」

標榜の実現から，10年という節目の年である。そこで，日本リウマチ財団

の理念に沿って，患者さんの利便性をこれからも少しでもより高めていく

ために，リウマチ医療の臨床の受け皿ともなる「リウマチ科」標榜が，全

国の医療施設においてどれだけ根付いているものか，その検証が必要と考

え，インターネットにある大学病院のホームページを検索することで，そ

の実態調査を行った。

本来ならば，全国のあらゆる医療施設の実態を直接検証すべきところであ

るが，実質的にその実現は不可能であり，病診連携の一方の当事者である大

学病院の状況を把握することで，今後の対応を考える一助としたいと考えた。
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まとめ�

･何らかの形で外来枠に「リウマチ」診療を謳っていた大学は60大
学（75％）であったが，謳っていない大学も20大学（25％）あった。�

･診療科として「リウマチ科」を標榜する大学は1 校のみであり，「リ
ウマチ」を含む診療科名（リウマチ膠原病内科など）を有する
のは本院では30大学（38％），分院では15大学（58％）であった。�

･「リウマチ」を診療科として標榜する本院31の設立母体は，国立：
9/43（21％），私立：19/29（66％），公立：3/8（38％）であり，私
立大学病院でもっとも多かった。�

･「膠原病」を標榜する診療科は46大学（58％）であった。�

･診療科名に「リウマチ」を含まない場合，内科または整形外科
などの診療科の中に外来枠として「リウマチ」を標榜している
大学が多かった。�

東邦大学医療センター大森病院
リウマチ膠原病センター

センター長　川合眞一氏

「大学病院におけるリウマチ科標榜」
― リウマチ科標榜により，リウマチの診療は
どう変わったか ―

OPINION
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今年のACR学術集会で，IL-17と命
名された 1 つのサイトカインが
Concurrent Sessionに取り上げられて
いた。
現在，わが国でもTNF阻害薬の従来
の抗リウマチ薬では得られなかった優
れた効果を診療において実感できるよ

うになった。この臨床導入は1980～90
年代のRAにおけるサイトカイン研究
の最大の成果であり，他の炎症性サイ
トカインを標的とした生物学的製剤の
臨床開発へと大きく発展している。
2003年のヒトの全遺伝子構造解明は，
サイトカイン研究にも大きく影響し，
遺伝子配列データベースをコンピュー
ター検索することにより，次々と新規
のサイトカインが発見される時代とな
った。その数は膨大となっているが，
現在のところ機能解析が十分でないも
のが多い。このサイトカイン研究の急
展開に十分に対応できていないためか，
RAでのサイトカインの話題は最近少

なかった。しかし，IL-17のセッション
は久しぶりの盛況で，このサイトカイ
ンへの関心の高まりを感じた。
IL-17は1995年にはじめて報告され
た炎症性サイトカインで，それ自体決
して新しい話題ではない。実際，その
炎症機能についてはRAで最も研究さ
れてきた。T細胞が産生し，炎症およ
び関節破壊に寄与するサイトカインで，
その中和抗体の臨床開発も既に始まっ
ている。このサイトカインが再び脚光
を浴びるようになった理由は，発見か
ら10年後，その産生細胞がマウスの自
己免疫疾患モデルで疾患の発症・進展
に重要な役割を担っていることが明ら

かにされたことにある。
従来，T細胞には細胞性免疫と液性
免疫をそれぞれ調節するTh1および
Th2と呼ばれる2つのサブセットが存
在し，RAはTh1細胞が関与する疾患
と考えられていた。新たにIL-17を産生
する特異なTh17サブセットが登場し，
RAの病因・病態の理解は大きく前進
する可能性が出てきた。
TNF阻害薬の登場によりRA治療が
大きく進歩したのは事実であるが，一
方でその治療にも限界があることが明
らかになっている。RAにおけるIL-17
とTh17細胞に関する研究の今後の展開
に注目したい。 （山村昌弘）

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
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12／8（土）9（日）各12:30  各1単位（鹿児島）
第114回西日本整形・災害外科学会
ランチョンセミナー　
山元　拓哉　Tel.099-275-5381
鹿児島大学大学院　整形外科

12／12（水） 19:30 1単位 （徳島）
徳島県臨床整形外科医会学術講演会　
水野　裕久　Tel.088-657-7250
アステラス製薬㈱

12／13（木） 19:30 1単位 （兵庫）
第1回三田地区骨・関節疾患研究会
橋本　靖　Tel.079-565-8000
三田市民病院

12／16（日） 14:00 1単位 （愛知）
第5回東海小児整形外科研修会　
和田　郁雄　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学大学院整形外科

12／16（日）15:55 2単位 （神奈川）
第2回ＪＣＲ関東地域教育研修会　
斎藤　泉　Tel.045-787-2655
横浜市立大学大学院医学研究科
運動器病態学

12／22（土） 15:00 2単位 （東京）
運動器疾患/骨・関節フォーラム東京
会場
横田　秀夫　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビュー社

1／18（金） 19:15 1単位 （千葉）
第7回東葛リウマチ医会　
冨田　康行　Tel.04-7165-8887
冨田医院

1／19（土）15:40  17:00  各1単位（大阪）
第一回免疫シンフォニー
吉田　公彦　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

1／24（木） 19:50 1単位（神奈川）
第11回横浜リウマチフォーラム　
日隅　孝行　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱　首都圏支店

1／26（土） 18:30 1単位 （愛知）
第2回西三河リウマチ研究会　
谷村　卓磨　Tel.052-963-8241
田辺三菱製薬㈱　レミケード部東海グ
ループ

1／27（日） 13:30 2単位 （福岡）
第9回博多リウマチセミナー　
近藤　正一　Tel.092-762-2380
近藤リウマチ・整形外科クリニック

1／30（水） 19:20 1単位 （岩手）
盛岡臨床整形外科医会　
駒ヶ嶺　正隆　Tel.019-622-1121
駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック

2／2（土） 18:00 1単位 （滋賀）
第5回びわこリウマチと免疫セミナー　
永田　昭博　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱　京阪神支店

2／3（日） 13:10 2単位 （東京）
リウマチ・アレルギーシンポジウム
Part2
市川　英一　Tel.03-3635-1153
（財）日本予防医学協会

2／8（金） 19:30 1単位 （愛知）
第36回瑞穂卒後研修セミナー　
後藤　英之　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学大学院整形外科

2／22（金）19:20 1単位 （鳥取）
第6回山陰Bone フォーラム　
萩野　浩　Tel.0859-38-6587
鳥取大学　整形外科

2／22（金） 20:00 1単位 （福岡）
第75回福岡リウマチ懇話会　
近藤　正一　Tel.092-762-2380
近藤リウマチ・整形外科クリニック

2／23（土） 16:30 1単位 （宮崎）
第23回宮崎県リウマチ研究会　
税所　幸一郎　Tel.0986-23-4111
国立病院機構都城病院整形外科

12／8（土） 14:15 1単位 （大阪）
12／9（日） 9:50 1単位
第19回中之島リウマチセミナー　
中川　恵子　Tel.06-6371-9921
行岡病院

12／16（日）12:10 1単位 （神奈川）
第18回日本リウマチ学会関東支部学術
集会ランチョンセミナー
岡田　直美　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱

1／18（金） 19:15 1単位 （高知）
高知関節疾患セミナー　
中村　進　Tel.088-880-1071
アステラス製薬㈱

1／26（土） 17:00 1単位 （静岡）
第33回静岡リウマチ懇話会　
山内　武司　Tel.054-283-8047
科研製薬㈱　静岡営業所

2／2（土） 15:00 3単位 （宮崎）
第17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

2／16（土） 17:00 1単位 （岐阜）
第16回岐阜リウマチ研究会　
中野内　啓一　Tel.052-219-1870
参天製薬㈱　ワイス㈱　

12／15（土） 14:45 2単位 （大阪）
第12回大阪リウマチカンファレンス　
峯山　修　Tel.072-726-0171
田辺三菱製薬㈱北摂第二営業所

1／5（土） 17:20 2単位 （新潟）
第13回新潟リウマチ医の会　
岡田　直美　Tel.06-6328-5082
参天製薬㈱

1／25（金） 18:55 2単位 （埼玉）
第50回埼玉リウマチ研究会　
三村　俊英　Tel.049-276-1462
埼玉医科大学リウマチ膠原病科

1／31（木） 19:00 1単位 （鳥取）
整形外科勤務医会鳥取県支部・鳥取県
臨床整形外科医会合同研修会　
萩野　浩　Tel.0859-38-6862
鳥取大学附属病院リハビリテーション部

2／13（水） 19:30 1単位 （大阪）
第5回大阪リウマチ関節外科ゼミナール
田中　祐香　Tel.06-6879-3552
大阪大学　整形外科

2／23（土） 17:30 1単位 （長野）
第101回信州整形外科懇談会　
中村　信幸　Tel.0268-44-2111
長野県厚生連鹿教湯三才山リハビリテ
ーションセンター鹿教湯病院

12／15（土） 15:10 2単位 （兵庫）
第24回兵庫県リウマチ登録医の会学
術講演会
塩沢　俊一　Tel.078-796-4543
神戸大学保健学科

1／11（金） 19:00 1単位 （長野）
第2回信州リウマチ手を診る会　
加藤　博之　Tel.0263-37-2658
信州大学運動機能学

1／25（金） 20:00 1単位（鹿児島）
第2回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1営業所

1／31（木） 19:30 1単位 （埼玉）
第一回埼玉県央リウマチ研究会　
小松原　大輔　Tel.048-645-2912
田辺三菱製薬㈱　さいたま第一営業所

2／13（水） 20:00 1単位 （埼玉）
第6回川越リウマチ懇話会
村上　勝　Tel.03-3523-8890
参天製薬㈱　東京抗リウマチ薬チーム

2／23（土） 20:00 1単位 （香川）
第5回香川リウマチ研究会　
藤井　晃宏　Tel.087-822-1201
アステラス製薬㈱高松営業所

12／16（日）11:00 1単位 （神奈川）
第18回日本リウマチ学会関東支部学術集会
斎藤　泉　Tel.045-787-2655
横浜市立大学大学院医学研究科
運動器病態学

1／12（土） 18:00 1単位（神奈川）
第2回生物学的製剤治療研究会
榊原　豊　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱首都圏支店首都圏病院第一
営業所

1／26（土） 16:00 2単位（和歌山）
和歌山臨床RAフォーラム（第19回）
木浦　賀文　Tel.072-471-3321
阪南市立病院　整形外科

2／1（金） 19:10 1単位 （熊本）
第23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

2／16（土） 16:30 2単位（鹿児島）
第3回鹿児島リウマチの臨床とケア研
究会　
松山　耕五　Tel.099-254-9860
エーザイ㈱

3／7（金） 16:00 1単位 （新潟）
第15回新潟リウマチのケア研究会　
山内　良哉　Tel.025-243-4855
エーザイ㈱

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】72歳、男性
10年来の左股関節痛と可動域制限がある。

第22問

第21問　
【症例】52歳，男性
数ヵ月前から手足の疼

痛とこわばりがある。

前 回

【解説】基節骨、橈骨、尺骨および脛骨、腓骨の
外骨膜性骨新生がほぼ対称性にみられる（問題図で

は見づらくて申し訳ございません）。右手拡大図で

確認して下さい。また、軟部陰影でこの疾患に特徴

的な指・趾末節の肥厚がみられる（写真でご確認下

さい）。肥厚性骨関節症は突発性と二次性に分けら

れるが、本症例は肺ガンに伴うものである。

第21問 解 答 肺性肥厚性骨関節症

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

前川徹先生 提供

両股正面

両足バチ指 右手拡大図

リバイバルヒット・
サイトカイン： IL-17
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