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メタボリックシンドロームの診断と患

者背景

後藤 リウマチ性疾患は慢性の炎症に

起因する全身性疾患ですが，最近では

動脈硬化や糖尿病，さらには老化など

の基盤にも炎症が存在すると考えられ

ています。また関節リウマチ（RA）

患者さんでは以前から，心筋梗塞や糖

尿病の発生率が高いことが散発的に報

告されていました。「メタボリックシ

ンドローム」という概念が普及するに

伴い，リウマチ性疾患患者さんにおけ

る生活習慣病についても注目が高まっ

ています。今日は糖尿病および動脈硬

化の専門家である門脇先生をお迎えし

て，森本先生と共にお話をお聞きした

いと思います。

まず森本先生，リウマチの病態や

患者背景などについてお話いただけ

ますか。

森本 はい。リウマチ性疾患は様々な

遺伝的背景や環境的要因により一種の

自己免疫疾患として生じるもので，細

胞性免疫と液性免疫が一体となって，

滑膜に炎症を引き起こしています。リ

ウマチ性疾患と，平滑筋に炎症を起こ

す動脈硬化の病態がきわめて類似して

おり，リウマチ患者さんでは動脈硬化

が起こりやすく，その結果様々な血管

障害による死亡率が高いとの指摘があ

ります*。またリウマチは女性に多い

のですが，その場合，動脈硬化のリス

クは閉経後にますます高まると考えら

れます。

後藤 メタボリックシンドロームは現

在広く認識されていますが，人種を考

87号の主な内容

● リウマチ患者のメタボリック

シンドローム

● リウマチ画像診断の現況と

これから

● レントゲンクイズ 第24問

Contents

RA患者さんの平均余命が，健常人

に比較してやや短い理由のひとつと

目される循環器疾患による心血管系
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ではない。循環器疾患はRAのよう

な明確な臨床症状に乏しく，RA患者

さんも主治医にはあえて相談をしな

いからであろう。しかしながら，RA

という慢性的な疾患を抱える患者さ

んと，長期にわたって接していく我々

は，もっと患者さんの健康全般に気を

配ってもよいのではなかろうか。

折しも昨年のACRで，メタボリッ

クシンドロームをRA患者さんの合

併症として捉えた発表が散見された。

そこで今回，日本における権威をお

迎えし，この合併症に対する関心を

より高め，患者さんの総合的なQOL

に対する貢献の一助としたい。
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リウマチ治療において，患者さんの重症度や症状を把握するため，ある

いは選択した治療法の効果がどのように得られたかを判断するために，X

線撮影を重視することは当然である。また最近では，生物学的製剤をはじ

めとする新規薬物療法によって誘発される薬剤性肺炎などの診断に，読影

の技量が問われていることも事実である。

CRP，抗CCP抗体等の血清学的検査を重視するあまり，目の前にある

臨床症状を見逃すことのないように，また関節鏡などの侵襲的検査法によ

らない診断のニーズは，これからも高まることであろう。

そんなリウマチ医療を取り巻く医療環境を先取りする形で2回目の開催
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慮した診断基準の見直しなども議論

されていますね。門脇先生，現時点

での状況をお教えいただけないでし

ょうか。

門脇 現在，日本で用いられているメ

タボリックシンドロームの診断基準

は，日本内科学会を中心とした8学会

が，2005年の4月に策定したものです。

腹囲が男性で85cm，女性で90cm以上

と定義される内臓脂肪蓄積を必須項目

として，血清脂質，血圧，血糖値の異

常のうち2項目以上を満たせばメタボ

リックシンドロームと診断されます

（表1）。また1項目だけの合併の場合

には予備群と呼ばれる場合がありま

す。昨年，厚生労働省が発表した平成

16年度の国民栄養調査に基づく統計

によると，40～74歳の日本人のうち

メタボリックシンドローム有病者は少

なくとも920万人，予備群者が980万

人存在すると推計されています。

この診断基準は，日本人では内臓脂

肪蓄積が100cm2以上の場合に，イン

スリン抵抗性やアディポカインの異常

により，脂質や血圧，血糖に関するリ

スクが合併した状態になるという知見

に基づいています。

このような患者さんが増加している

背景として，欧米型の生活習慣が広ま

ったことが挙げられます。戦後，男性

は全年齢層で肥満が進行しており，女

性でも40歳以降は，男性と同程度の

肥満傾向にあります。

後藤 沖縄は以前，日本で第1位の長

寿県でしたが，特に男性については**，

最近になってその地位が急落していま

す。米国から導入されたファーストフ

ードの普及率がきわめて高く，伝統的

な食生活や生活習慣が失われたこと

が，その原因といわれています。

しかも日本人はコーカサス人に比較

して，あまり重度の肥満でなくとも，

メタボリックシンドロームや糖尿病に

なりやすいことが明らかとなっている

ようですね。

門脇 はい。実際に，糖尿病のリスク

が4倍となるBMI値は，欧米人では30

であるのに対し，日本人では25です。

日本およびアジア人は，欧米人に比べ

てインスリン分泌が1/2ほどですの

で，少しの肥満でも容易にインスリン

の作用不足に陥り，メタボリックシン

ドロームになりやすいと考えられま

す。アジア人が過去数千年間，農耕民

族として生活し欧米とは異なる食習慣

を持っていたために，膵β細胞の機能

に差があるのだと思います。ここ数十

年で，急激に欧米型の生活習慣が普及

したにもかかわらず，インスリン分泌

がほとんど増加しないことにより，欧

米以上の早いスピードで糖尿病が増え

ているのでしょう。

森本 ごく最近，肥満と脳血管障害リ

スクとの関係が男女で異なるという報

告がありましたね***。

門脇 わが国の久山町研究では，男女

とも肥満や内臓脂肪蓄積によりリスク

が高まるとされています。特に動脈硬

化を基盤とした脳梗塞の場合には，肥

満との関係が明らかです。またきわめ

て重要な概念として，同じBMIでも，

皮下脂肪と内臓脂肪では動脈硬化など

へのリスクが異なると考えなくてはな

りません。

森本 肥満をどう診断するかが重要と

いうことですね。

門脇 はい。たとえば女性は皮下脂肪

が多いといわゆる下半身肥満になりや

すいという特徴があります。一方上半

身肥満，すなわち内臓脂肪は腹囲によ

り捉えられます。BMIよりはむしろ

腹囲やCT検査で測定した内臓脂肪面

積のほうが，心筋梗塞や脳卒中との関

連は高いとされています。

今，私は厚生労働省の班研究とし

て，2万4000例の腹囲を測定した上で，

5～15年間の心筋梗塞および脳卒中発

症を追跡しています。1年半ほど先に

は結果が得られる予定です。リウマ

チの患者さんがどのようなデータを

示すかにも，私は大きな興味を持っ

ています。

全身の炎症がメタボリックシンドロー

ムの基盤病態

後藤 私はリウマチ患者さんの腹囲を

測定していますが，現在のところメタ

ボリックシンドロームの該当患者さん

はいない状態です。

門脇 リウマチの場合，慢性の炎症が

生じてTNF-αなどが上昇しています。

TNF-αは脂肪分解促進作用がありま

すので，慢性炎症では太りにくい側面

があります。しかし日常の身体活動減

少とステロイド薬の使用により，一見

肥満は少なくとも，内臓脂肪が予想以

上に存在する可能性もありますね。

実は現在，心血管イベントのリスク

からみて，男性の85cmに相当する女

性の腹囲が90cmよりは相当低く80cm

前後ではないかというデータが，わが

国で蓄積されています。腹囲80cmを

目安として測定していただくとよいか

もしれません。

後藤 私が腹囲を測定し始めたのは，

慢性炎症という点から，リウマチ患

者さんがメタボリックシンドローム

になりやすいのではと考えたのが出

発点です。

門脇 一般的にメタボリックシンドロ

ームでは，不健康な生活習慣や加齢に

よる内臓脂肪蓄積により，炎症や酸化

ストレスが増して，マクロファージが

脂肪組織に浸潤しています。これが

MCP-1（monocyte chemo-attractant

protein-1），TNF-αなどの分泌増大を

もたらし，全身の炎症がインスリン抵

抗性を惹起して，動脈硬化を引き起こ

します。

しかしリウマチにおいては，初めか

ら全身の炎症がみられ，インスリン抵

抗性も存在すると考えられるため，リ

スクファクターが多い状態といえま

す。肥満の有無はともかく，その後

に引き起こされる病態，つまりイン

スリン抵抗性や脂質・血圧・糖代謝

の異常，そして心血管イベントに繋

がる過程は，リウマチとメタボリッ

クシンドロームとで共通なのではな

いでしょうか。

森本 2007年11月に開催された米国

リウマチ学会（ACR）の年次集会で

は，RAにおける心血管イベントに注

目した発表がいくつか行われました。

たとえば，ステロイド薬の常用がRA

患者さんの心筋梗塞発症リスクを高め

るとの発表があり，またRAではごく

初期から頸動脈壁肥厚が認められ，そ

れには炎症が強い影響を及ぼしている

との報告もありました。ステロイド薬

使用の影響と炎症が相まって，心血管

リスクを増大させるのでしょうね。

門脇 加えて，「隠れ内臓脂肪（肥満）」

の方が相当存在すると思います。こう

した場合，アディポネクチンの低下が

メタボリックシンドロームのよいマー

カーになりますので，是非測定してい

ただければと思います（表2）。

森本 アディポネクチンはTNF-αの

値とも関連しますね。

門脇 逆相関します。TNF-α自身が，

アディポネクチンを転写レベルで抑制

することも分かっています。

後藤 ステロイド薬については，私は

少し異論があるのです。炎症を抑制す

ることで，逆に好ましい影響をもたら

すとも考えられますよね。

森本 炎症をしっかりと抑制して，そ

の後適切に中止できればよいのでしょ

うね。ただし，ステロイド薬により痛

みを抑えられるため，患者さんが使用

し続けてしまう傾向があるかもしれま

せん。

門脇 そうですね。ステロイド薬の

場合はメタボリックシンドロームを

促進する方向と，炎症抑制を介した

好ましい効果と，おそらく両方があ

るでしょう。

私が大きな興味を持っているのは，

抗TNF-α抗体（生物学的製剤）です。

これはRA治療において大きな福音に

なっていると思うのですが，インスリ

ン抵抗性への影響も気になります。

森本 先日のACRでは，RA患者さん

を正常体重，過体重，肥満の3群に分

け，DMARDsとステロイド薬で治療

したところ，過体重や肥満では治療反

応性が弱いとのことで

した。しかし，それに

抗TNF-α抗体を加える

と，3群で寛解率は同等

でした。

門脇 それはおもしろ

いですね。脂肪細胞か

らの種々の因子がリウ

マチを悪化させている

可能性があるというこ

とですよね。

後 藤 過 去 に は ，

DMARDsでリウマチを

治療したところ，合併

していた糖尿病も改善

したという報告も散見

されました。したがっ

て，慢性の炎症を抑え

るような治療自体が，

メタボリックシンドロ

ームや糖尿病，動脈硬化などの抑制に

通ずるのだと思います。そういった点

で，リウマチとメタボリックシンドロ

ームの治療は，同一線上にあるのでは

ないでしょうか。

また最近，トータルな老化の基盤に

も炎症があり，その抑制が様々な病態

の遅延に繋がるとも考えられ始めてい

ます。

リウマチとメタボリックシンドローム

双方に有効な治療を選択

後藤 先ほど，DMARDsで糖尿病の

改善が得られたとの報告を紹介しまし

たが，私自身は，動脈硬化や高コレス

テロール血症の治療としてスタチン系

薬剤を用いたところ，合併しているリ

ウマチが改善したことがあります。メ

タボリックシンドロームとリウマチを

合併している患者さんの治療について

はどうお考えですか。

門脇 血清脂質に対してはスタチン系

薬剤が有効だと思います。また，我々

は糖尿病治療薬として PPAR -γ

（Peroxisome Proliferator-Activated

receptor-γ）のアゴニストであるチ

アゾリジン薬，降圧薬としてアンジオ

テンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）な

どを使うと，炎症や酸化ストレスを抑

制するため，現疾患に加えリウマチ

も改善する可能性があると考えてい

ます。

後藤 リウマチ患者さんでステロイド

薬を減量する手段としても，スタチン

系薬剤やARBは有用でしょうね。

森本 スタチン系薬剤に関しては，in

vitroで，リンパ球や白血球の遊走，

細胞接着の抑制などを検討した試験が

多くありますね。

門脇 はい。そうしますと，内分泌代

謝の研究者の立場では，代謝に対する

薬剤がリウマチを改善する可能性があ

ること，またリウマチ医は，抗TNF-

α抗体をはじめとするリウマチ治療薬

が，メタボリックシンドロームを改善

しうることを常に意識しながら処方す

る必要がありますね。

後藤 そうすると新しい道も開けるの

ではないでしょうか。

門脇 もちろんリウマチ治療の目標は

患者さんのQOL向上ですが，治療が

発達し，寿命も延びて高齢の患者さん

が多くなると，いかに心筋梗塞や脳卒
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中を抑制するかということも治療の大

きなターゲットになると思います。

後藤 そうですね。リウマチの発症年

齢は最近急激に高齢化****しています

から。

ただし，慢性の炎症自体は，リウマ

チ症状により受診する数年前から生じ

ていると考えられます。炎症がどのよ

うに起きてどう進んでいくか，あるい

はその予後がどうなるのかが，現在大

きな注目を浴びています。

門脇 メタボリックシンドロームで

も，診断基準を満たす前に何らかのバ

イオマーカーで診断できないかという

ことから，アディポネクチンなどが注

目されています。早期に診断して炎症

の開始時期から治療をすると，リウマ

チとメタボリックシンドローム双方の

予防にもなるかもしれませんね。

後藤 何かキーポイントがあるのでし

ょうね。もしそこがわかれば，本当の

アンチエイジング治療になりうるので

すが。

門脇 アンチエイジングという点か

らみると，インスリンレベルが重要

であることは，下等生物からヒトに

至るまで明らかです。食べすぎたり，

メタボリックシンドロームがあった

りして，インスリンのシグナルが多

すぎる状態が寿命の短縮をもたらし

ます。インスリンのレベルを上昇さ

せる点で，炎症はエイジングとも関

係するといえます。

メタボリックシンドローム予防のポイ

ント

後藤 ではリウマチの患者さんにおい

て，メタボリックシンドロームを予防

するための注意点は何でしょうか。

門脇 まずは運動が一番重要となりま

す。厚生労働省では，生活習慣病対策

として，「一に運動，二に食事，しっ

かり禁煙，最後に薬」という標語を用

いています。これは社会全体で取り組

むべき問題です。

ただしリウマチ患者さんでは関節に

問題があることから，可能な運動を選

ぶのが難しいですね。運動によりリウ

マチが悪化したり，ステロイド薬使用

による骨粗鬆症の影響も懸念されま

す。リウマチ患者さんのリハビリに関

する研究を，もっと検討せねばならな

いと思っています（表3）。

森本 検査値についてはいかがです

か。我々はリウマチ患者さんのコレス

テロール，トリグリセリド，HbA1cな

どの検査をしていますが，これらの値

が正常であっても，実際に動脈硬化の

リスクが増大している例があるでしょ

うか。

門脇 あると思います。HbA1cが正常

に近くとも，特にステロイド薬を用い

ている場合，食後血糖値が高い場合が

あります。これが180mg/dLを超えて

いると，心血管イベントの重要なリス

クファクターになります。もちろん

HbA1cは5.8％未満であることが望ま

れます。脂質に関しても，リウマチで

はトリグリセリドが高かったり，

HDL-コレステロールが低かったりす

ることが多いので，注意していただき

たいと思います。また血圧については，

リウマチでは他のリスクファクターも

合 併 す る 場 合 が あ り ま す の で ，

130/80mmHg未満が適切と考えられ

ます。

インスリン抵抗性指数も重要です。

こ れ は ，「（ 空 腹 時 の 血 糖 値

［mg/dL］）×（空腹時のインスリン値

［μU/mL］）/405」で表され，1であ

れば正常，2を超えるとインスリン抵

抗性の疑いがあります。4を超えると

確実にインスリン抵抗性です（表4）。

森本 たとえばリウマチでステロイド

薬を使用しており，血清脂質などの検

査値は正常でも動脈硬化が生じている

患者さんがいるとして，これ以上進展

させないためには，どのような点に気

をつければよいでしょうか。

門脇 ステロイド薬自身が直接的に

動脈硬化を促進するとの意見もあり

ますが，どのようにしたら良いので

しょう。

後藤 私はスタチン系薬剤を使って，

なるべくステロイド薬を減らすように

しています。

森本 なるほど。コレステロール値な

どが高くなくとも，ステロイド薬を使

っている場合には，むしろスタチン系

薬剤を併用したほうがよいという考え

方ですね。

後藤 そうです。

門脇 特にLDL-コレステロールが正

常範囲内であっても，炎症が存在する

場合には酸化LDLになり動脈硬化を

起こしやすいため，正常下限まで下げ

るべきです。この点，スタチン系薬剤

を使用することには大きな意味があり

ます。また血糖値が比較的よい数値で

も，PPAR-γのアゴニスト（チアゾリ

ジン薬）は低血糖を起こさず，インス

リン抵抗性を改善する上に直接的な抗

炎症効果を示すため，使用を考えてい

ただきたいですね。血圧については，

ARBが有用と考えられます。炎症の

存在を考慮し，これらの薬剤を用いて

積極的にコントロールを行うことが重

要です。

また今日では，臨床イベントが発生

する前に，頸動脈エコーによる内膜・

中膜複合体肥厚度（IMT）や，脈波速

度（PWV）の測定でも動脈硬化の進

展度合を明らかにできますので，年1

回程度測定していただくとよいでしょ

う（表5）。

後藤 ARBやスタチン系薬剤は，どの

ように選択すればよいのでしょうか。

門脇 どのARBでも抗炎症作用を持

つと考えられます。またLDL-コレス

テロールの通常の治療目標値が

140mg/dL未満であるのに対し，糖尿

病やメタボリックシンドロームの場合

には120mg/dL未満とされており，も

っと低い方が良いという意見も現在強

くなっています。このためリウマチ患

者さんは動脈硬化のハイリスク群と考

え，少なくとも120 mg/dL未満，可

能であれば100 mg/dL未満程度を目

標として，必要であればストロングス

タチンと呼ばれる薬剤を使うとよいと

思います。

後藤 動脈硬化にはトリグリセリドが

重要ともいわれていますね。

門脇 最も注意すべきなのはLDL-コ

レステロールですが，トリグリセリ

ドもHDL-コレステロール低値と相関

していますので重要となります。

HDL-コレステロールを上げ，トリグ

リセリドを下げるためには，やはり運

動などで内臓脂肪を減らすことを考え

るべきです。治療薬として，スタチン

系薬剤を使わない場合にはフィブラー

ト系薬剤を積極的に使うとよいでしょ

う。スタチンとの併用は横紋筋融解の

懸念があり，日本では慎重投与となっ

ています。また喫煙によりHDLコレ

ステロールが低下しますので，禁煙も

必要です。

いずれにしても，患者さんが高齢化

していますので，心血管イベントで不

幸な転帰をとらないように，最善の努

力をすべきですね。

後藤 私はずっと，リウマチ外来はア

ンチエイジング外来だと唱えています。

森本 リウマチはもちろん，動脈硬化

なども含めて診察すべきだということ

なのですね。

門脇 まさにそのとおりですね。

森本 この座談会は，1年以上前から

企画していてやっと実現したもので

す。今回は，とても役に立つお話を伺

ったと思います。

後藤 門脇先生，森本先生，本日はお

忙しいところ，誠にありがとうござい

ました。

参考文献
* Ross R. NEJM 1999; 340: 115

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db

=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermTo

Search=9887164&ordinalpos=8&itool=Entrez

System2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPa

nel.Pubmed_RVDocSum

** http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/

life/tdfk05/03.html

*** Hu G. et al. Arch Intern Med. 2007 9;

167: 1420

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db

=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermTo

Search=17620537&ordinalpos=7&itool=Entre

zSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsP

anel.Pubmed_RVDocSum

**** Kaipianen-Seppanen O. et al. J Rheumatol.

2006; 33: 2132

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db

=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermTo

Search=17014003&ordinalpos=3&itool=Entre

zSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsP

anel.Pubmed_RVDocSum

門脇孝氏

■ 総括�
・ARB，スタチン，フィブラート剤，チアゾリ
ジン薬などがリウマチを改善しうる可能性�

・抗TNF-α抗体薬やDMARDsが，メタボリッ
クシンドロームを改善しうる可能性�

�
■ 非薬物療法�
生活習慣病対策として，「一に運動，二に食事，
しっかり禁煙，最後に薬」（厚生労働省）�
ただし，リウマチ患者さんは運動器（関節）
に問題を抱えているので可能な運動の選択
肢は少ない。�

RA患者さんのメタボリックシンドローム対策①�

表3

■ 数値目標�
・血糖値：HbA1Cが正常近値であっても食後高血糖の可能
性あり。食後血糖値が180mg/dLを超えていれば心血管
イベントのハイリスク患者として治療対象。�

　PPAR-γのアゴニスト（チアゾリジン薬：塩酸ピオグ
リタゾン、ロシグリタゾンなど）を推奨。HbA1Cは少な
くとも5.8％未満を目標。�

・血清脂質：RA患者さんではTGが高く，HDL-Cが低いケ
ースが多い。LDL-Cが正常範囲内でも，RA患者さんは
酸化LDLになりやすく動脈硬化を起こしやすいため，
120 mg/dL未満，可能であれば100 mg/dL未満を目標。�

・血圧：130/80mmHg未満を目標。推奨薬剤はARBなど。�
・インスリン抵抗性指数：リスク同定のための目安　�
　正常値：1　インスリン抵抗性の疑い：＞2　�
　インスリン抵抗性：＞4

RA患者さんのメタボリックシンドローム対策②薬物療法�

表4

■ 動脈硬化の測定�
・頸動脈エコー（IVUS）による
内膜・中膜複合体肥厚度（IMT）�
・脈波速度（PWV）の測定�
�
　いずれかを年1回程度実施する
ことをRA患者さんに推奨�

RA患者さんのメタボリック�
シンドローム対策③検査法�

表5

メタボリックシンドローム
予防のポイント
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関節超音波エコーによる診断の場合：

指定演題

「リウマチ性疾患における超音波検査

の実際」より

①井畑 淳 氏の発表より：
関節超音波エコーが抱える課題
について

現在，関節超音波エコーが，関節リ

ウマチの診断基準としてその特異性を

広く認められているCRPあるいは

DAS等との相関性を有しているかを

検討している段階である。また，炎症

部位の滑膜肥厚の厚さや血流異常につ

いて，超音波エコーが何らかのパラメ

ーターとの相関性が見られるかも，検

討を行っている段階である。

例えばどの程度の滑膜肥厚が患者さ

んの臨床的重症度と相関しているか，

対象部位によるグレードの判断など，

まだ必ずしも明確なデータは出揃って

いないため，患者さんの状態別，部位

別にデータ蓄積を行っているという状

況であるという。

この診断法においては，信頼性・再

現性という問題が現時点で未解決な状

態で，施術者によるばらつきをいかに

して解決すべきか，あるいは診断の標

準化に関しても，用語の使い方や表現

法をどのようにするか，症状のグレー

ド分類をどうしていくのかなども，今

後決めていく必要があるという。

井畑 氏によると，関節超音波エコー

自体は、慣れると視覚的にもわかりや

すいそうだが、誰でもできる技術まで

は現在は至っていないので，使用のす

そ野を広げていくためにも，以上のよ

うな課題の解決が必要であるという。

また，この超音波エコー法自体を，

施設によっては検査部が実施するとこ

ろも多いという指摘もあり，この診断

法自体がリウマチ医の研究になじむも

のかという疑問もあるようであった。

そのほかOAとの鑑別が，この診断法

では難しいのではないかという意見も

フロアから出ていたが，けして小さく

ない問題ともいえるだろう。

② 大田俊行 氏の発表より：
信頼性，再現性，標準化，普遍
性について

一方，次演者の大田氏からは，超音

波検査機器の進歩によってポータブル

タイプが出始めており，検査室に行か

なくても診断ができるようになりつつ

あることが紹介された。このような簡

便な機器があると，ごくごく初期の所

見の乏しい，関節リウマチがわずかに

疑われるだけの患者さんにも，手軽に

診断をつけうる可能性があることを実

例として紹介された。各種の血清学的

マーカーが陰性の場合でも，炎症部位

の血流変化やわずかな滑膜肥厚につい

て，健常者と対比してみた場合，超音

波エコーの画像だけにその兆候が現れ

ている場合があるとして，今後何らか

の基準を定めることができれば，この

方法による診断がより広く普及するこ

とも可能であろうと述べた。

また，初期の関節リウマチではなく

進行例においても，患者さんの訴えを

超音波診断によって客観的に描出でき

る有用性もあるという。

ただし，検査機器というものは複数

のメーカー間において，同じ症例に対

して同じ診断が下るという標準化がな

されている必要性が当然あるべきとい

うことで，いくつかのメーカー製品を

比較し，その製品の特性を今後把握し

ていく，あるいは各メーカー間の標準

化を推進していく作業が必須であるこ

とにも言及された。つまり，現時点で

はメーカー間に精度や診断において相

違があるということにもなろう。

さらに，関節リウマチの早期診断の

場合でも，その判断をどの部位で行う

べきか，ということについては依然と

してコントラバシーであり，滑膜炎が

鑑別診断できてもそれが関節リウマチ

であるか否かの点ではさらなる検討が

必要であるという意見も多いそうであ

る。骨びらんの確認に関しても，まだ

その検討症例が少なく，確実なことは

コメントできないようである。

③佐川 昭 氏の発表より：
リウマチ診断において画像診断
を推進する意義

この会の代表である佐川 氏からは，

生物学的製剤の登場により，関節リウ

マチの診断も変容しつつあるという認

識をもつことが必要という点が強調さ

れた。

従来のACRコアセット，DAS，各

種血清学的検査に加えて，画像診断も

そのポジションが重要となってきてお

り，その中核となるのは超音波診断，

MRI，PETの3種類であるという。

画像検査を行う意義としては，早期

診断，あるいはリウマチでいう確定診

断，活動性の程度，治療効果判定がよ

り多角的に見ることができるというと

ころにあり，診断の観点としては，炎

症症状の4兆候を見ることが重要であ

ると述べた。

一方，それぞれの診断の精度という

点では，DASとの対応を見た結果を

示しながら，各マーカー，各症例ごと

に依然としてバラつきが生じることは

認めつつ，今後その標準化の目処を検

討したいとした。

さらにフロアからの質問に答えて，

類縁症状との鑑別も依然として課題

であることを認めつつ，びらん性の

OAや炎症性のOA，痛風などでは，

関節周辺部位の血流異常が生じる点

を見極め，経験や症例を積み重ねる

ことにより，関節リウマチとの鑑別

が可能となるかもしれないことを強

調されていた。

つまり，画像診断がリウマチ医療の

中でより高いポジションを得るために

は，その標準化，普遍化を整備してい

くことが急務であり，画像診断自体は

患者さんにも理解がしやすい点がその

大きなメリットであるので，今後もそ

の歩を緩めることはないであろうと締

めくくられた。

このように，まだまだ開発途上であ

る関節リウマチの画像診断法である

が，抱えている課題をいかに解決すべ

きかを模索するワーキンググループの

研究報告も同会ではあったので，その

概要もご紹介する。

①住田 氏の発表より：
ワーキンググループの趣旨説明

生物学的製剤の登場により，関節リ

ウマチが治療しうる病態となってきた

という認識に立ち，治療効果をよりあ

げるための早期診断と治療効果をより

正確に判定するため，そして臨床的寛

解を判定するために，新しいツールと

しての画像診断が注目されている。し

かしながら課題がない訳ではない。

【課題】
超音波エコー：技術的な問題。啓蒙活

動と教育。定量化

MRI：スコアリングの煩雑さの整理

第2回 研究会概要

●当番世話人 佐川昭氏（佐川昭リウマチクリニック院長）

●プログラム
・指定演題「リウマチ性疾患における超音波検査の実際」
座長　佐川昭氏

井畑淳氏
横浜市立大学大学院医学研究科
病態免疫制御内科学助教

大田俊行氏
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・ワーキンググループ報告
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筑波大学大学院人間総合科学研究科先端応用医学専攻
臨床免疫学教授

大野滋氏
横浜市立大学附属市民総合医療センター　
リウマチ膠原病センター准教授

・特別講演1「PET」
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場合：指定演題
「リウマチ性疾患における
超音波検査の実際」より

巻頭からの続きです。

リウマチ画像診断の現況とこれから�
「画像診断研究会から見えてくるもの」�

リウマチ画像診断研究会（代表世話人：横浜市立大学 石ヶ坪良明）
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と簡易化

このような課題をクリアするために行

われているのがこのワーキンググルー

プである。

②大野 氏の発表より：
リウマチ医向けアンケート
結果報告から

諸外国でも画像診断（特に超音波

エコー）は盛んに行われている。

2007年に実施された英国でのリウマ

チ医のアンケートでは9割以上が実際

に使っていた。一方日本では2007年

のリウマチ学会の発表演題ではわず

か3題であって，それもこの研究会に

参加した施設からだけである。また，

MRIの演題も10題だけであった。一

方同年のACRでは超音波関連が33

題，MRI関連は100題以上の報告が

あった。

そこで，画像診断に興味をもってい

るだろうと事前に予測できる100名

と，それ以外の、リウマチ医の名簿か

らランダムに取り上げた100名，計

200名に調査用紙を郵送しアンケート

を行った（表1）。その結果が図表の

ようである。

図1で両診断法の認識を尋ね，図2

では両診断法の有用性を比較した。そ

の結果，超音波エコーよりもMRIの

方が有用と考えるドクターが多かっ

た。また使用実態は図3のようであっ

たが，学会での演題の少なさに比べ，

超音波エコーが実施されている施設が

比較的多いことは意外であった。

使用する部位に関しての質問では

手指，膝が観察しやすいというデー

タであり，滑膜炎，疾患活動性の評

価のために行うという回答も多かっ

た（図4）。実施状況の質問に対して

は，表2にあるようにだれが実施する

かという点では英国との差はあまり

なかったが，英国では9割強が実地臨

床に利用している点に驚きを隠せな

い。また，超音波エコーをなぜ実施

しないのかという問いに対しては，

技術が学べない，時間がないという

理由が上位にきた（図5）。

検査環境についての質問では，その

不備がデータにも現れていて，普及の

障害になっていることも窺うことが可

能で，超音波検査法の学習や教育につ

いては，欧米の学会に教育的な講習会

があるのに比して，日本ではそれも不

備であること（表3）。実施されれば

参加の意思は7割程度はあるが，基本

的に日本では独学でやっているという

実情が窺われた。

参考例として欧州リウマチ学会

（Eular）の論文では，超音波エコーの

講習会の推奨コースは基礎コースと中

間コースと上級者用の3つの段階のコ

ースがあり，実施するとすれば毎年の

学術集会のときに実施すべきで，2008

年のEularでは4日間かけて20時間程

度の講習が実施されると紹介した。

最後に，「私たちに今何ができるの

か」ということを考えたときに，表4

のような実情を踏まえ，各施設，各研

究者の間で標準化に向けてティーチ・

ザ・ティーチャーの気持ちで展開して

いくべきであると考える，と述べた。

このようにまだまだ課題が山積して

いる状態であるが，今後の動向にも注

目すべきであろう。

② 大野 氏の発表より：

リウマチ医向けアンケート
結果報告から

20歳代�
30歳代�
40歳代�
50歳代�
60歳代以上�
内科�
整形外科�
その他�
10年以内�
20年以内�
30年以内�
30年以上�
診療所�
病院�

研究会参加者�
（74例）�

リウマチ専門医�
（65例）�

年齢�
�
�
�
�
専門�
�
�
臨床経験年数�
�
�
�
勤務施設�
�

1�
13�
28�
25�
7�
53�
20�
1�
8�
26�
19�
20�
3�
71

（1.4%）�
（17.6%）�
（37.8%）�
（33.8%）�
（9.5%）�
（71.6%）�
（27.0%）�
（1.4%）�
（10.8%）�
（35.1%）�
（25.7%）�
（27.0%）�
（4.1%）�
（95.9%）�

0�
1�
20�
28�
16�
37�
26�
2�
0�
15�
27�
23�
7�
58

（0.0%）�
（1.5%）�
（30.8%）�
（43.1%）�
（24.6%）�
（56.9%）�
（40.0%）�
（3.1%）�
（0.0%）�
（23.1%）�
（41.5%）�
（35.4%）�
（10.8%）�
（89.2%）�

**:P<0.01 

**

**

表1 調査対象者背景

実施率�
実施者�
�
�
�

実施年数�
�
�

待ち時間�
�
�
�

�
自分自身�
他の医師�
検査技師�
他の医師と技師�
1年以内�
2-5年�
6年以上�
当日�
3日以内�
1週間以内�
1週間以上�

日本�
（139例）�

�31/139�
11/31  �
9/31  �
8/31  �
3/31  �
2/11  �
7/11  �
2/11  �
11/25  �
3/25  �
10/25  �
1/25  

（22.3%）�
（35.5%）�
（29.0%）�
（25.8%）�
（9.7%）�
（18.2%）�
（63.6%）�
（18.2%）�
（44.0%）�
（12.0%）�
（40.0%）�
（4.0%）�

英国�
（126例）�

（92.9%）�
（35.0%）�

�
�
�

（43.9%）�
（51.2%）�
（4.9%）�
（38.0%）�

�
�

117/126�
41/117�

�
�
�

18/41  �
21/41  �
2/41  �
－/－  �

�
�

Ann Rheum Dis 2007; 66（10）: 1381-3

表2 超音波実施状況（海外データとの比較）

�
独学で学んだ�
講習会で学んだ�
他人から指導を受けた�
�
他のリウマチ医�
検査技師�
放射線科医�
整形外科医�
その他�

学習法�
�
�
�

指導者�
�

日本� 英国�

�
11/68�
57/68�
0/68�
�

23/58�
0/58�
32/58�
0/58�
3/58

（16%）
（84%）
（0%）

（40%）
（0%）
（55%）
（0%）
（5%）

**:P<0.01 
Ann Rheum Dis 2007; 66（10）: 1381-3

�
14/26�
1/26�
11/26�

�
8/13�
4/13�
0/13�
0/13�
1/13

�
（54%）�
（4%）�
（42%）�

�
（61%）�
（31%）�
（0%）�
（0%）�
（8%）�

**

**

表3 超音波検査の教育

わが国のリウマチ領域のUSの実施率は
22.3％であり、欧米に比べ著しく低かった。�

USを実施しない理由は技術が学べないから
だった。�

実施者の多くはUSを独学で学んでいた。�

全体の86％がUSは有用と考え、70％が講
習会の参加を希望していた。�

多くのリウマチ医がUS評価法の標準化が
必要と考えていた。�

リウマチ画像診断研究会ではUSの技術の
習得のための講習会の整備を計画中である。�

□
　�

□ �

 
□�

□�

　
□
　�

□�

表4 結　語

100%

40%

20%

60%

80%

0%
US MRI

100%

40%

20%

60%

80%

0%
US MRI

知っている� 知らない�知っている� 知らない�

n=73 n=74 n=63 n=65

**:P<0.01 

研究会参加者� リウマチ専門医�

5.5%

94.5%

25.4%

74.6%

3.1%

96.9%

100.0%

**

図1 超音波・MRIの認識

�

研究�

臨床�

腱滑膜炎�

滑膜炎�

付着部炎�

びらん�

主根管�

軟部腫瘍�

軟骨変化�

穿刺・関節注射�

疾患活動性�

0 20 40 60 80 100

n=30

超音波検査の対象�

�

肩�

肘�

手�

手指�

股�

膝�

足�

足趾�

腱・靱帯の異常�

軟部組織�

その他�

n=29

超音波検査の部位�
（%）�

0 20 40 60 80 100
（%）�

図4 超音波の対象・検査部位

技術が学べない�

機器が高い�

時間がない�

有用と思わない�

その他�

n=91

0% 20% 40% 60% 80% 100%

67.0%

50.0%

11.0%

13.2%

13.2%

図5 超音波を実施しない理由

*

100%

40%

20%

60%

80%

0%
US MRI

100%

40%

20%

60%

80%

0%
US MRI

どちらかというと有用である�大変有用である� まあまあ有用である�

全く有用でない�どちらかというと有用でない� あまり有用でない�

n=72

9.7% 4.1% 4.6%
n=73 n=65 n=65

 *:P<0.05

研究会参加者� リウマチ専門医�

41.7%

27.8%

64.4%

20.8%

32.3%

38.5%

12.3%

4.6%

58.5%

32.3%26.0%

5.5% 16.9%

図2 超音波・MRIの有用性

100%

40%

20%

60%

80%

0%
US MRI

100%

40%

20%

60%

80%

0%
US MRI

実施している� 実施していない�実施している� 実施していない�

n=74 n=74 n=65 n=65

**:P<0.01 *:P<0.05

研究会参加者� リウマチ専門医�

**

*

67.6%

32.4%

89.2%

10.8%

21.5%

78.5%

9.5%

90.5%

図3 超音波・MRIの実施
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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）

リウマチ登録医で次に該当する方は，
資格更新の手続きをお願い致します。
◎昭和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年度の各登録医の方。
◎上記の年度に登録医になられた方で，
研修単位の取得数等更新要件を満たして
いる方。

なお，申請用紙は昨年11月にお送り
しています。申請期間は平成20年3月31
日までです。

リウマチ登録医募集

リウマチ登録医の資格更新

日本リウマチ財団 寄付金ご協力のお願い

●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。

生田孝一郎様
佐藤順一様
久光製薬株式会社

森本麗子様
寺道由晃様

【ご寄付いただいた方】
（平成20年2月）

平成20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

当財団では，リウマチのケア研修会を下記のように開催する予定です。

医師，薬剤師，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。

各地区の教育研修会及びケア研修会の申し込み先につきましては，次号より順次掲載

します。また，ホームページ「リウマチ情報センター」にはプログラム等決まり次第
詳細を掲載します。

地区名� 開催日�

9月21日�
（日）�

開催場所� 世話人�

ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院��
坪井 声示 副院長�

北海道・�
東北�

11月15日�
（土）�

国立病院構西多賀病院�
リウマチ疾患研究センター�
齋藤 輝信 センター長�

東海・�
北陸�

10月11日�
（土）�

大阪河　リハビリテーション大学��
上好 昭孝 学長�

関東・�
甲信越�

12月7日�
（日）�

未定�

平成21年�
1月25日�
（日）�

未定�

和歌山市��
和歌山ビック愛�
ホエールズホール�

山口大学大学院��
田中 浩 准教授�

九州�
鶴田整形外科�
青柳 孝彦 診療部長�

佐賀市�

宇都宮市��
栃木県総合文化センター�

静岡市��
静岡労政会館�

仙台市��
斎藤報恩会館�

自治医科大学��
アレルギー膠原病学部門��
簑田 清次 教授�

中国・�
四国�

近畿�

平成20年度 リウマチのケア研修会 開催予定 平成20年度 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。
受講者には更新単位取得証明書（教育研修単位記載）をお渡しします。

中　央�
東京都港区��

品川インターシティホール�

東京女子医科大学東医療センター��
井上 和彦 教授�
筑波大学大学院�
住田 孝之 教授�

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�

世話人�
�
�
�

申込先�

7月26日�
（土）�
7月27日�
（日）�

京都地区�
京都市��

メルパルク京都�
8月3日�
（日）�

京都府立医科大学大学院��
久保 俊一 教授�

地区名� 開催日�開催場所� 世話人�

宮城地区�
仙台市��

仙台国際センター�
東北大学大学院��
張替 秀郎 教授�

福井地区�
11月2日�
（日）�

福井市��
福井商工会議所�

国立病院機構あわら病院��
津谷 寛 病院長�

広島地区�
8月24日�
（日）�

広島市��
ホテルグランヴィア広島�

東広島記念病院広島リウマチ･�
膠原病センター��
山名 征三 病院長�

神奈川地区�
横浜市��

産業貿易センター��
横浜シンポジア�

横浜市立大学医学部整形外科��
齋藤 知行 教授�

9月7日�
（日）�

9月14日�
（日）�

沖縄地区�
宜野湾市��

沖縄コンベンションセンター�
琉球大学医学部整形外科��
金谷 文則 教授�

10月12日�
（日）�

開催日時：平成20 年６月６日（金）　13：00～16：00�
開催場所：丸ビルホール　�
 〔東京都千代田区丸の内2-4-1　丸ビル7階〕�

主　催：財団法人 日本リウマチ財団�
後　援：厚生労働省（予定）・日本医師会・�
 日本リウマチ学会・日本リウマチ友の会�
入　場：無　料�

リウマチの最新の薬物療法についての特別講演，リウマチ
患者さんへの支援をテーマにシンポジウムを予定�
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3／6（木） 19:30 1単位 （千葉）
第10回東総リウマチ研究会　
平栗　雅樹　Tel.0476-22-2311
成田赤十字病院内科東総リウマチ
研究会事務局

3／6（木） 20:00 1単位 （大阪）
東大阪インフリキシマブミーティング
工藤　宗芳　Tel.06-6205-5254
田辺三菱製薬㈱レミケード部大阪グループ

3／6（木） 19:15 1単位 （三重）
第3回三重県南勢地区慢性疼痛研究会
永田　晋　Tel.059-224-0561
旭化成ファーマ㈱

3／6（木） 20:00 1単位 （大分）
第87回大分県リウマチ懇話会
末廣　雅彦　Tel.092-271-5155
ワイス㈱　九州支店中九州営業所

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㈱

3／7（金） 19:30 1単位 （熊本）
熊本NSADs研究会
本田　五男　Tel.096-366-3666
熊本整形外科病院

3／8（土） 17:00 1単位 （北海道）
第33回北海道リウマチ研究会
福岡　春海　Tel.011-222-2717
科研製薬㈱　札幌支店

3／8（土） 15:05 2単位 （京都）
第7回関西膠原病フォーラム
岡田　直美　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

3／15（土） 17:30 1単位 （大阪）
阪大阪神整形外科セミナー
小林　大興　Tel.078-412-1401
大日本住友製薬㈱

3／15（土） 17:00 1単位 （兵庫）
兵庫医大整形外科開業医会
（第11回学術講演会）
山下　仁司　Tel.079-426-8800
慶仁会やました整形外科

3／15（土） 16:30 1単位 （山形）
第16回山形リウマチ研究会
中村　麻末　Tel.023-628-5355
山形大学　整形外科

3／19（水） 19:30 1単位 （富山）
富山県呉西臨床整形外科医会（三水会）
勝矢　誠　Tel.06-6203-4592
ワイス㈱京阪神第二支店石川富山営業所

3／21（金） 19:20 1単位（神奈川）
第6回横浜運動器再建医学研究会
中島　邦晴　Tel.045-787-2655
横浜市立大学　整形外科

3／22（土） 17:50 1単位 （大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会　
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815
長谷川整形外科医院

3／22（土） 17:00 1単位 （新潟）
新潟県臨床整形外科医会学術講演会
遠藤　直人　Tel.025-227-2272
新潟大学　整形外科学教室

4／11（金） 11:00 1単位 （滋賀）
4／12（土） 14:35 1単位
第110回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会
西村　知夏　Tel.06-6348-1391
㈱ジェイコムコンベンション事業本部内

5／10（土） 18:00 1単位 （埼玉）
第２回埼玉 Biologics 研究会　
池本・脇本　Tel.048-645-2934
田辺三菱製薬㈱埼玉支店医薬部推進課

5／30（金） 18:30 1単位 （群馬）
群馬東毛リウマチ研究会
西　謙次　Tel.03-6420-6106
ワイス㈱　関東・甲信越支店　

3／28（金） 19:45 1単位 （福岡）
第11回筑後骨代謝骨粗鬆症研究会　
森山　隆　Tel.092-924-1113
エーザイ㈱　福岡医薬二部

3／28（金） 18:45 2単位 （熊本）
プログラフ関節リウマチ研究会
本田　五男　Tel.096-366-3666
熊本整形外科病院

3／29（土） 18:00 1単位 （愛知）
第15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㈱名古屋病院営業所

3／29（土） 19:30 1単位 （香川）
第20回香川県関節外科セミナー
真柴　賛　Tel.087-891-2195
香川大学　整形外科

3／29（土） 18:00 1単位 （岡山）
第39回岡山リウマチ研究会
寺地　学　Tel.086-246-3232
科研製薬㈱広島支店岡山営業所

3／29（土） 17:00 2単位（鹿児島）
第16回鹿児島リウマチ医の会　
山下　浩司　Tel.092-411-0119
参天製薬㈱　鹿児島医療チーム　

5／10（土） 18:40 1単位 （石川）
第5回石川リウマチ薬物治療研究会　
佐野　勝彦　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱　京阪神第二支店

5／29（木） 19:00 1単位 （山口）
第16回山口県東部地区リウマチ勉強会
兵頭　竜也　Tel.082-502-7301
参天製薬㈱山口医薬チームオフィス

7／5（土） 16:15 1単位 （長野）
第7回中信整形外科医会学術講演会　
中田　和義　Tel.0263-86-7711
中田整形外科

5／8（木） 19:30 1単位 （東京）
第14回大田区リウマチ・膠原病研究会　
坂本　百合子　Tel.03-3762-4151
東邦大学　整形外科

5／8（木） 19:45 1単位 （千葉）
第2回かずさ整形外科セミナー
亀井　亨　Tel.043-245-0721
万有製薬㈱千葉支店千葉第三営業所

5／10（土） 16:00 2単位 （兵庫）
東播整形外科医会（第6回学術講演会）
山下　仁司　Tel.079-426-8800
慶仁会　やました整形外科

5／23（金）5／24（土）各11:45 各1単位（北海道）
第81回日本整形外科学会学術総会
ランチョンセミナー
須藤　英毅　Tel.011-716-1161
北海道大学大学院　整形外科

5／25（日）7:45 1単位 （北海道）
第81回日本整形外科学会学術総会　
モーニング
須藤　英毅　Tel.011-716-1161
北海道大学大学院　整形外科

5／29（木） 19:30 1単位（神奈川）
第5回横浜骨粗鬆症研究会
篠田　秀彦　Tel.045-243-0039
中外製薬㈱　横浜支店

6／21（土） 17:00 1単位 （岐阜）
第83回岐阜県整形外科集談会　
清水　克時　Tel058-230-6330
岐阜大学大学院　整形外科

6／25（水） 19:30 1単位（神奈川）
第4回湘南西部リウマチ性疾患症例検討会
藤井　宏　Tel.03-3523-8890
参天製薬㈱

7／4（金） 19:00 1単位 （北海道）
第9回道南関節リウマチ・膠原病懇話会
木村　哲也　Tel.0138-31-6701
旭化成ファーマ㈱医薬札幌支店
函館営業所

3／8（土） 14:00 1単位 （愛媛）
第15回愛媛リウマチのケア研究会　
長田　雅道　Tel.089-941-6345
エーザイ㈱

3／8（土） 17:00 2単位 （大阪）
第6回阪和リウマチ研究会
中西　達也　Tel.072-254-3276
田辺三菱製薬㈱大阪支店堺第二営業所

3／8（土） 16:00 1単位 （兵庫）
兵庫県整形外科医会（整形外科 UPTODATE）
山下　仁司　Tel.079-426-8800
慶仁会　やました整形外科

3／8（土）17:00 1単位 （愛知）
愛知県整形外科医会知多支部研修会
土器　幸村　Tel.052-211-2458
ワイス㈱

4／4（金） 20:00 1単位 （神奈川）
第4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

4／5（土） 18:00 1単位 （長野）
第44回信州リウマチ膠原病懇談会　
山 秀　Tel.0263-28-3003
抱生会　丸の内病院リウマチ科

4／5（土） 16:00 2単位 （東京）
第31回東京都リウマチ膠原病懇話会
村上　勝　Tel.03-3523-8890
参天製薬㈱

4／5（土） 14:45 2単位 （大阪）
第13回大阪リウマチカンファレンス
村田　紀和　Tel.06-6371-9921
行岡病院

3／23（日） 8:30 2単位 （福岡）
第7回アレルギー・臨床免疫医を目指す
人達の為の研究会
岩崎　眞由美　Tel.092-565-5534
（財）日本アレルギー協会九州支部

3／25（火） 19:30 1単位 （福岡）
第3回筑豊膠原病研究会　
松本　陽介　Tel.093-551-5281
エーザイ㈱九州エリア福岡医薬四部

3／25（火） 19:15 1単位 （岡山）
第4回美作地区リウマチの会
服部　孝雄　Tel.086-232-2402
田辺三菱製薬㈱岡山第二営業所

3／26（水） 19:30 1単位 （栃木）
第15回宇都宮市リウマチ研究会　
倉持　英輔　Tel.028-658-8778
倉持病院

3／8（土） 15:55 1単位 （宮城）
第7回膠原病肺疾患研究会
大村　高弘　Tel.022-226-2185
エーザイ㈱　宮城医薬一部

3／22（土） 18:00 2単位（神奈川）
Spring Rheumatology Seminar in
Yokohama
進藤　康宏　Tel.045-830-5921
田辺三菱製薬㈱　横浜南営業所

3／29（土） 18:00 1単位 （静岡）
第11回静岡リウマチ治療研究会　
川村　義信　Tel.070-5577-6849
ワイス㈱

3／22（土） 17:00 2単位 （山形）
第7回山形股関節セミナー　
高木　理彰　Tel.023-628-5355
山形大学運動機能再建・回復学分野
（整形外科）

3／8（土） 16:00 1単位 （東京）
第27回城南骨・関節フォーラム
中村　正則　Tel.03-3784-8543
昭和大学　整形外科

3／22（土） 18:00 1単位 （岐阜）
第7回岐阜抗サイトカイン療法研究会　
森川　幸一　Tel.058-265-5581
田辺三菱製薬㈱

4／4（金） 20:00 1単位 （高知）
第38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㈱

3／29（土） 18:00 1単位 （大阪）
第10回近畿小児リウマチ・膠原病研究会　
松井　英記　Tel.06-6231-0854
旭化成ファーマ㈱医薬大阪支店

4／3（木） 19:00 1単位 （福島）
県北RA学術講演会　
宮田　昌之　Tel.024-534-6101
福島赤十字病院

4／11（金）12（土）各12:20 各1単位（滋賀）
第110回中部日本整形外科災害外科学
会・学術集会びわこセミナー
西村　知夏　Tel.06-6348-1391
㈱ジェイコムコンベンション事業本部内

4／12（土） 18:00 2単位（神奈川）
第3回相模原市大和市整形外科医会学術
講演会
吉川　恭弘　Tel.042-750-5043
吉川整形外科

4／12（土） 18:00 2単位 （群馬）
第１回群馬県リウマチ登録医の会　
井上　博　Tel.027-322-3660
井上病院

4／23（水） 19:00 2単位 （千葉）
第23回柏市整形外科医会　
富田　康之　Tel.04-7165-8887
富田医院

4／24（木） 19:00 1単位 （三重）
第9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㈱

4／24（木） 19:30 1単位 （茨城）
取手市医師会学術講演会　
松崎　信夫　Tel0297-72-0744
取手整形外科医院

4／26（土） 18:00 1単位 （島根）
第3回 Biological Meeting in Tottori
萩野　浩　Tel.0859-34-8114
鳥取大学医学部付属病院
リハビリテーション部

5／14（水） 19:00 1単位 （広島）
尾道市医師会学術講演会　
熊田　智久　Tel.084-991-2735
田辺三菱製薬㈱ 福山営業所

5／16（金） 20:00 1単位 （福岡）
第76回福岡リウマチ懇話会　
近藤　正一　Tel.092-762-2380
近藤リウマチ・整形外科クリニック

5／17（土） 18:30 1単位（神奈川）
第102回神奈川県臨床整形外科医会学術
講演会
根上　茂治　Tel.045-911-7111
センター北根上整形外科医院

5／17（土） 18:30 2単位 （千葉）
第14回千葉リウマチ医の会　
土田　豊実　Tel043-309-1114
ツチダクリニック

5／17（土） 16:00 1単位 （大阪）
第17回北河内リウマチ膠原病勉強会
宮島　茂夫　Tel.06-6992-1001
関西医科大学付属滝井病院整形外科

5／17（土） 14:00 1単位（北海道）
北海道リウマチ性疾患の治療とケア　
大津　貴智　Tel011-851-6172
エーザイ㈱

5／22（木） 13:45 1単位（北海道）
5／23（金） 13:00 1単位
第81回日本整形外科学会学術総会
須藤　英毅　Tel.011-716-1161
北海道大学大学院　整形外科

6／5（木） 20:00 1単位 （神奈川）
第14回神奈川県続発性骨粗鬆症研究会
平向　孝文　Tel.046-223-6011
第日本住友製薬㈱　横浜支店

6／6（金） 19:30 1単位 （広島）
第20回備後リウマチ懇話会　
横竹　均　Tel.082-246-7536
ワイス㈱中四国支店　広島営業所

6／12（木） 19:00 1単位 （大阪）
第１回中之島整形外科研究会・症例検討会
川添　智史　Tel.06-6204-2723
武田薬品工業㈱　大阪支店大阪病院部
大阪第一リージョナルグループ

6／19（木） 20:00 1単位 （大分）
第88回大分県リウマチ懇話会　
久保田　功一　Tel.097-537-7151
中外製薬㈱　大分営業所

6／20（金） 19:00 2単位（北海道）
Rheumatology Update 2008
高荷　孝治　Tel.011-667-0124
ワイス㈱北日本支店札幌営業所

3／1（土） 16:00 1単位 （大阪）
第11回なにわリウマチフォーラム
酒井　清　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱

3／15（土） 17:00 1単位 （岐阜）
第29回岐阜人工関節フォーラム
大橋　俊郎　Tel.058-268-0567
山内ホスピタル整形外科

3／28（金） 19:00 1単位 （秋田）
秋田関節性疼痛セミナー
半田　真理子　Tel.018-884-6148
秋田大学　整形外科

6／21（土） 18:30 1単位 （千葉）
第11回リウマチ薬物治療研究会　
松村　竜太郎　Tel.043-261-5171
千葉東病院アレルギー・膠原病科

6／21（土） 16:00 2単位 （東京）
第15回城北リウマチ膠原病医会　
村上　勝・中山　亮一
Tel.03-3523-8890
参天製薬㈱東京抗リウマチ薬チーム

3／13（木） 20:00 1単位 （大阪）
第12回南大阪リウマチ研究会
金万　和志　Tel.072-221-1700
市立堺病院　腎・代謝内科

3／9（日） 11:00 1単位 （福井）
第5回福井RAフォーラム
林　正岳　Tel.0776-21-1300
福井総合病院

3／13（木） 19:00 2単位（神奈川）
第4回痛みと炎症懇話会
濱田　龍二　Tel.03-3985-1133
大正富山医薬品㈱東京第3支店
横浜第3営業所

3／13（木） 19:30 1単位（神奈川）
第10回神奈川県シェーグレン症候群研究会
二宮　孝哉　Tel.045-472-0415
日本化薬㈱ 横浜営業所

4／5（土） 17:00 1単位 （愛知）
第56回東海関節外科研究会
岩澤　伸裕　Tel.052-201-3341
大日本住友製薬㈱　名古屋支店

4／5（土） 17:00 1単位 （兵庫）
兵庫県整形外科医会
（平成20年度第2回学術講演会）
山下　仁司　Tel.079-426-8800
慶仁会　やました整形外科

4／5（土） 17:30 1単位 （岡山）
第240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

4／5（土） 18:00 1単位 （愛媛）
第36回愛媛リウマチ研究会　
大蔵　誉志夫　Tel.082-246-7536
ワイス㈱中四国支店愛媛徳島営業所

3／27（木） 19:00 2単位 （大阪）
第10回大阪RAフォーラム
柏原　英邦　Tel.06-6205-5171
田辺三菱製薬㈱　大阪支店医薬部
推進課

3／27（木） 18:45 1単位 （愛知）
東海炎症研究会
後藤　元信　Tel.052-241-9012
第一三共㈱東海支店名古屋病院第一営業所

3／27（木） 19:00 1単位 （三重）
第2回三重運動器懇話会　
永田　晋　Tel.059-224-0561
旭化成ファーマ㈱

3／28（金） 19:30 1単位 （愛知）
第37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

3／28（金） 19:30 1単位 （福岡）
第4回リウマチフォーラム 21
城島　宏　Tel.092-801-1011
福岡大学整形外科学教室

3／28（金） 19:30 1単位 （福岡）
第8回福岡南部リウマチ研究会　
志田　純一　Tel.092-541-4936
公立学校共済組合九州中央病院
リウマチ科

4／10（木） 19:00 1単位 （愛知）
愛知リウマチセミナー
吉田　栄一　Tel.052-211-3401
アステラス製薬㈱名古屋支店　学術室

4／11（金） 19:00 1単位 （福岡）
第255回福岡臨床整形外科医会研修会　
前田　朗　Tel.092-431-0306
成田整形外科病院

3／14（金） 19:30 1単位 （東京）
第4回ヒアルロン酸関節注入療法の臨床
と基礎研究会
大門　久志　Tel.03-3346-0211
中外製薬㈱ 東京第一支店新薬第一室

3／14（金） 19:00 2単位 （群馬）
群馬リウマチアカデミー 2008
井上　博　Tel.027-322-3660
医療法人井上病院

Announcement
［登録医研修単位認定講演（H20.3～H20.7）］

※お問い合わせは連絡先または財団へ，時間は認定講演開始時間。

財団主催の教育研修会および単位認定講演については，リウマチ情報

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

問い合わせ先：日本リウマチ財団　TEL.03-3946-3551

この研修会は医師のみを対象に開かれています。
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以前当紙編集長の後藤教授が南米で

開催された国際リウマチ学会での本間

光夫教授の思い出を書かれていたこと

があった。小生は本間教授の愛弟子の一

人として再度先生の思い出を語りたい。

本間教授というとお酒がすこぶるお

好きで，そのためにお酒を飲んだ際の

思い出が多い。ウイスキーのお湯割り

が多かった。私などは，お酒はつまみ

がないとあまりすすまない方であるが，

先生はつまみなしでもかなりすすむ方

なので本当のお酒飲みなのであろう。

お酒を飲んで酔い始めると必ず出る言

葉があった。私は武見太郎氏の「学者

は角熟すべきで，円熟すべきでない」

という言葉が好きで，お酒の席ではよ

くこの言葉を本間先生に言った。当時

は臨床系教授というと非常に権威が強

く，なかなか卒業後3-4年の若輩者と

は一緒にお酒を飲むことなどなかった

のが，先生は例外でむしろ我々のよう

な若者相手に研究や臨床，学問のこと

などについて議論をふきかけて下さっ

た。この武見氏の言葉は「学者たるも

の長いものにまかれる式は駄目で，常

に正論を通していくように」と理解し

ているが，先生は私を気遣って下さり，

何か私の行動で長いものにまかれる式

のことや，上にこびる態度に気付かれ

ると，常に「森本君，学者は角熟しな

ければね」とよく言われた。もう一つ

印象的なのは，先生は慶應教授をやめ

られても慶應旧リウマチ教室の忘年会

には必ず出席されていたが，その際御

自身自ら出席者全員の席をまわられ，

その人の近況を伺い，適切なアドバイ

スや苦言を言われていたことである。

現在，私が接していた当時の先生よ

りも年齢は上になってしまったが，教

室員に対して先生がされていたように

分け隔てなく彼らの特質にあったアド

バイスをし，彼らの持ち味や能力を伸

ばしているかどうか常に自問自答して

いる。本間教授が御存命なら小生にど

ういうアドバイスや苦言を言われるの

か。時折お酒の席での先生の温かい笑

顔が思い出される。

（森本幾夫）

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
医療法人行岡医学研究会　

行岡病院　臨床リウマチ研究室長　村田 紀和

【症例】
47歳，女性　
10年来の全身の

痛みがある。

第24問

骨盤正面像

【解説】

右座骨に斑紋状の骨硬化が明らかで，左座骨にも

軽度変化が見られる。一般的に悪性腫瘍の骨転移巣

は骨融解像を示すが，前立腺癌の骨転移は骨硬化像

を示すことが多い。他に消化管癌，肺癌，膀胱癌で

も骨硬化転移巣が時にみられることがある。

第23問 解 答

前立腺癌骨転移

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

第23問　
【症例】78歳，男性　
腰痛の訴えで撮った際のXP像である。

前 回

骨盤正面

故本間光夫教授の
思い出


