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104 号の主な内容

● 新年のご挨拶

● 平成 22 年度財団法人日本

 リウマチ財団法人賛助会員

 打合会報告

● シリーズ

 リウマチと感染症

● ACR 2010 現地リポート

● アナウンスメント

● 特別寄稿

 天気とリウマチ（後編）

● 画像クイズ

（2 ページに続きます）

ルノワールを題材に，内科医，整形
外科医，リハビリなどの先生方がリ
ウマチ専門医としてリウマチ性疾患に
立ち向かっているのがわが国の特徴で
あると述べられ，関節リウマチ薬物治
療の変遷や，今日の主流である目標に
向けた治療（Treat to Target，T2T）
におけるトータルマネジメントの位置
付けについて述べられた。

リウマチ治療における医療連携につ

いては，「国のリウマチ施策の流れ」
「RA 治療システムの構築」「地域ネッ
トワークつくり」「生物学的製剤と地
域医療連携」という４つのパートに分
けて講演された。

リウマチ・アレルギー疾患は，がん，
循環器，エイズ，小児医療，精神医療
とならび国の政策医療であること，地
域医療提供体制の整備のために 2006
年の第５次医療法改正で医療連携体制

が唱えられ，2008 年の新医療計画と
いった大きな流れの中で，1998 年に
提示された「リウマチ医療提供体制の

あけましておめでとうございます。
年頭に当たり一言ご挨拶申し上げま
す。

昨年は，一昨年の世界同時不況以来，
まだまだ，しっかりした足腰の見えな
い経済界，加えて政情不安定に起因し
た国の安全保障に関する問題，高齢者
の行方不明問題等，国民にとって不安
材料の多い年でありました。今年こそ
不安材料を払拭し，国民にとって，心
安らかな年になることを皆さんと共
に，祈念いたしたいと思います。

さて，リウマチ医療界においては，
昨年，新たに国内で５番目の生物学的
製剤が，関節リウマチ適応薬として承
認されました。2003 年に最初の生物

学的製剤が登場して以来，短期間に
５剤の生物学的製剤が登場し，寛解を
目指せるようになったことは，関節リ
ウマチに悩む患者さん，医師を中心と
した医療関係者にとって大変画期的な
朗報でありますが，一方で，生物学的
製剤使用による副作用の問題，高額ゆ
えに，生物学的製剤の治療を受けられ
ない患者さんがおられる等の問題が発
生しており，より徹底した患者さんへ
のインフォームドコンセントの重要性
が増しています。それに対応するため
には，リウマチ医療の現場で日夜診療
に当たるリウマチ登録医等，リウマチ
の治療に当たる医師と他職種が緊密に
連携・協調して，リウマチ患者さんの

医療環境を整備し，患者さんの ADL，
QOL の向上を図る必要があると考え
ます。そのためには優れた人材を育成
する必要があるとの考えから，昨年４
月，「日本リウマチ財団登録リウマチ
ケア看護師制度」を創設，新春には第
１期の登録リウマチケア看護師が誕生
する運びであり，他職種についても同
様制度を展開していきたいと考えてい
ます。

リウマチ教育研修事業，リウマチの
治療とケア研修事業は，財団の主要事
業でありますが，いずれの研修も財団
のリウマチ登録医はじめ，コ・メディ
カルの皆さんに好評であり，受講者が
増加傾向にあります。昨年は，リウマ
チ教育研修用のテキストとして，これ
まで財団独自で発行してきた「リウマ
チ基本テキスト」に代え，「リウマチ
病学テキスト」を日本リウマチ学会生
涯教育委員会との共同編集によって発
行出来ました。リウマチの治療とケア
研修会に関しましては，テキストとし
て現在，「関節リウマチのトータルマ
ネジメント」を発行すべく執筆作業を
進めています。

登録医の皆さんが診療の合間に学習
できる生涯教育ｅラーニングにつき
ましては，昨年「関節診察法 / 間接穿
刺と関節内注射」を製作し，リウマ
チ登録医の皆さん他にお届けいたしま
したので，既に学習なさっていること
と思います。今年は「関節リウマチ
Visual Study」を製作いたします。

調査・研究事業も主要事業の 1 つで
ありますが，リウマチに関する調査・
研究助成事業の一環として，これまで
の事業に加え，新しく「国際学会にお
けるリウマチ性疾患調査・研究発表に
対する助成」を新年度から実施すべく
準備を始めています。リウマチ性疾患
の調査・研究に意欲的に取り組む若手
研究者の意欲を刺激し，活発な研究・
発表を期待するものであります。

新年度には新公益法人としてのス
タートが切れるものと確信しています
が，従前の事業を見直し，時代の要請
に沿った財団事業を展開していきたい
と思いますので，従前同様，関係者の
皆様のご支援・ご指導をお願いいたし
まして，新年のご挨拶といたします。

財団法人 日本リウマチ財団　理事長

髙久 史麿

新年のご挨拶新年のご挨拶

師走恒例の法人賛助会員打合会が 12 月 14 日，東京・千代田区の学士会館で開
催された。法人賛助会員各社の支援に対する感謝の言葉を述べられた髙久史麿理事
長の挨拶に続き，新潟県立リウマチセンター院長 村澤章氏と厚生労働省医薬食品局
審査管理課課長 成田昌稔氏による２つの講演が行われた。

［座長］山本 純己 日本リウマチ財団 理事　［演者］村澤 章 新潟県立リウマチセンター 院長

村澤 章 氏
新潟県立リウマチセンター 院長
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改革案」が現在も基本となっている現
状を語られた。
「RA 治療システムの構築」にあたっ

ては，まず院内医療連携があり，つい
で院外医療連携を考える。院内におけ
るチーム医療では，機能分化にともな
い連携が重要となってくる。リウマチ
を例にとれば，教育入院，クリニカル
パス，リハビリテーション総合計画，
回復期リハビリテーション病棟，NST
など，多くの専門家の連携なくして
は成り立たない。院外においても同様
で，患者家族を中心とした専門家によ
るチームアプローチが行われる。各専
門家が施設，機関に置き換わったもの
が「地域医療連携システム」である。
「地域医療連携」にはセンター方式

とネットワーク方式がある。がんセン
ターのようにリウマチセンターの下に
拠点病院を配し，さらに地域病院があ
るというのがセンター方式である。多
額の予算を必要とするセンター方式を
補うものにネットワーク方式があり，
役割分担，機能分担を各施設が果たし
ている。リウマチ病診連携における，
リウマチかかりつけ医とリウマチ専門
病院も機能の分担，役割の分担を行っ
ている。

この地域医療連携は生物学的製剤の
利用において，もっともその重要性を
増す。新潟県立リウマチセンターを例
にとり，その取組みについて紹介され
た。生物学的製剤が適応となる多くの
患者さんに格差なく使用できるかとい
えば，キャパシティには限界があり，
１つの病院では対応しきれない。そこ
で必須となるのが地域連携である。生
物学的製剤の地域連携を推進するため
に大切なことは，導入は専門病院，維
持はかかりつけ医という機能分担を活
用すること。そして地域連携チームを
結成し，連携方法や勉強会，治療法の
マニュアルを作成し連携方法の検討を
行う。新潟県立リウマチセンターでは，
連携の第１回目に病院チームが連携施
設に直接出向し指導されている。また，
年に２回，地域医療機関の看護師を対
象としてリウマチ疾患・検査・看護に
ついての連絡会を開催されている。こ
うした循環型の地域連携パスが関節リ
ウマチにおいて成果をあげることで，
慢性腎疾患や糖尿病といった他の領域
にまで広がっていくであろうと講演を
締めくくられた。

おりしもこの法人賛助会員打合会が
開催された前日には，厚生労働省の
ホームページに「医療上の必要性の高
い未承認薬・適応外薬検討会議での検
討結果を受けて開発企業の募集又は開
発要請を行った医薬品のリスト」が掲
載された。座長である西岡常務理事の
紹介に続き，成田氏は「医薬品承認審
査の現状について」と題して講演され
た。

ドラッグラグの現状として，欧米で
承認済みで繁用されているにもかかわ
らず，わが国では未承認である医薬品

をみると，2004 年には世界売上げ上
位 100 品目のうち，同一成分などの重
複を除いた 88 品目についてわが国で
は 28 品目が未承認であった。同様に
2007 年においては 90 品目について 21
品目が未承認とされている。

平成 19 年にスタートした「革新的
医薬品・医療機器創出のための５か年
戦略」では，世界最高水準の医薬品・
医療機器を国民に提供し，医薬品・医
療機器産業を日本の成長牽引役とする
ため，①研究資金の集中投入，②ベン
チャー企業育成等，③臨床研究・治験
環境の整備，④アジアとの連携，⑤審
査の迅速化・質の向上，⑥イノベーショ
ンの適切な評価，⑦官民対話の施策が
あげられた。承認審査体制の拡充強化
として，治験相談体制の拡充強化や承
認審査のあり方や基準の明確化で開発
から申請までの期間を 1.5 年短縮し，
審査体制の拡充強化により申請から承
認までの期間を１年間短縮することが
目標として掲げられた。

厚生労働省より審査・調査業務を受
託されている医薬品医療機器総合機構
においては人員体制の拡充が図られて
いること，審査基準の明確化について
は，国際共同治験をはじめ多くのガイ
ドラインが発出され，また検討中であ
ることが報告された。開発期間を延長
することなく，審査機関の短縮を図る

ために事前評価相談制度も設けられて
いる。

また，ドラッグラグ，デバイスラグ
の解消による革新的医薬品の創出を目
指して，①世界に先駆けた革新的医薬
品の創出への取組みとして「事業戦略
相談の創設」「治験のあり方に関する
懇談会」，②世界で先行している未承
認薬等への対応の取組みとして「医療
上の必要性の高い未承認薬・適応外薬
検討会議」（下図）「医薬ニーズの高
い医療機器等の早期導入に関する検討
会」「公知申請における保険上の取扱
い」，③医療機器審査の合理化への取
組みとして「３トラック審査制の導入」
等があることが報告された。

最後に，スイッチ OTC の推進に対
する取組みと現状を報告され講演を締
めくくられた。

［座長］西岡 久寿樹 日本リウマチ財団 常務理事
［演者］成田 昌稔 厚生労働省医薬食品局審査管理課 課長

医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議の検討状況

各企業 検討会議

欧米 4ヵ国
での承認等

中医協

（個別具体的検討については、専門作業班（WG）で実施）

平成 23年秋頃　中医協に開発状況の報告

企業に対し、
薬価上の措置

国内開発
企業が
ない場合

開発企業を募集

2月8日　第 1回検討会議

3月31日　第 2回検討会議

4月27日　第 3回検討会議

5月21日　開発要請 等（第 1回）108件
要請から1ヵ月後　見解の提出

　随時照会等

8月3日～11月10日　第 4～ 6回検討会議
本年中メド　開発要請（第 2回）（74件）

 公知に該当
 （21件）

個別ヒアリング

公知申請

医療上の必要性
の評価

必
要
に
応
じ
て
、
機
構
に
相
談

治験の着手

必要な試験の実施検
討又は公知申請の準
備（申請書、添付文
書案作成等）等

・開発工程表の作成
・必要な試験又は公知
申請への該当性に係
る、エビデンスに基
づく見解の作成

開発の検討の開始

承認申請・
一変申請

審議会の
事前評価

定期的に開発状況を確認

必要な試験の妥当性又は
公知申請への該当性の評価

募集に応じた企業を支援するた
め、必要な試験の妥当性又は
公知申請への該当性の評価

学会・
患者会等
要望
374件

基準に
該当

山本 純己 氏
日本リウマチ財団 理事

成田 昌稔 氏
厚生労働省医薬食品局審査管理課 課長

西岡 久寿樹 氏
日本リウマチ財団 常務理事

災害時リウマチ患者支援事業　災害時支援協力医療機関数・登録医数
平成 22年 12月1日

都道府県 医療機関数 登録医数 都道府県 医療機関数 登録医数 都道府県 医療機関数 登録医数
北海道 22 24 新潟県 17 23 岡山県 13 18
青森県 4 5 富山県 9 12 広島県 14 17
岩手県 5 5 石川県 6 6 山口県 12 12
宮城県 8 7 福井県 7 8 徳島県 5 5
秋田県 5 10 岐阜県 17 21 香川県 5 5
山形県 7 11 静岡県 12 13 愛媛県 8 8
福島県 7 7 愛知県 17 16 高知県 5 5
茨城県 9 9 三重県 9 10 福岡県 34 33
栃木県 13 14 滋賀県 7 8 佐賀県 11 14
群馬県 8 10 京都府 10 10 長崎県 4 7
埼玉県 23 24 大阪府 32 40 熊本県 14 25
千葉県 14 18 兵庫県 38 45 大分県 6 11
東京都 43 73 奈良県 2 2 宮崎県 8 9

神奈川県 26 29 和歌山県 3 3 鹿児島県 8 10
山梨県 4 5 鳥取県 6 9 沖縄県 1 1
長野県 12 15 島根県 2 4

合計 552 676

（財）日本リウマチ財団
法人賛助会員名簿

（平成 22年 12月1日現在）

会社名
旭化成クラレメディカル株式会社＊

旭化成ファーマ株式会社＊

アステラス製薬株式会社
アボット ジャパン株式会社
エーザイ株式会社＊

MSD 株式会社＊

大塚製薬株式会社＊

科研製薬株式会社＊

キッセイ薬品株式会社
株式会社 協和企画＊

グラクソ・スミスクライン株式会社
興和株式会社
サノフィ・アベンティス株式会社＊

三光純薬株式会社
参天製薬株式会社＊

株式会社 三和化学研究所
塩野義製薬株式会社
生化学工業株式会社
ゼリア新薬工業株式会社
第一三共株式会社＊

大正製薬株式会社
大鵬薬品工業株式会社
武田薬品工業株式会社＊

田辺三菱製薬株式会社＊

中外製薬株式会社＊

帝人ファーマ株式会社
富山化学工業株式会社＊

日本化薬株式会社＊

日本ケミファ株式会社
日本新薬株式会社
日本臓器製薬株式会社＊

ノバルティス ファーマ株式会社
久光製薬株式会社
ファイザー株式会社＊

株式会社ファーマ インターナショナル＊

ブリストル・マイヤーズ株式会社＊

三笠製薬株式会社＊

明治製菓株式会社
ヤンセンファーマ株式会社
祐徳薬品工業株式会社＊

＊ は法人賛助会員打合会 出席者
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RA 患者さんの
ウイルス性肝炎再活性化の
リスク ー HBV に注意

後藤　RA 患者さんで，HBV キャリア，
あるいは既往感染者における，RA 治
療を契機とした HBV 再活性化，肝炎
再発のリスクが気になるところです
が。
坪内　現在，大きな問題になっている
のは，悪性リンパ腫のような血液悪性
腫瘍患者で強力な免疫抑制・化学療法
後に発生する HBV の再活性化で，そ
の理由は，劇症化の頻度が高く，かつ
劇症化すると死亡するからです（図 1）。
しかも，図 1 に示すように（自験例）
HBV のキャリアだけでなく，既感染
者からも発症します（表 1）。RA の治
療は，免疫抑制の程度もそれほど強く
なく，HBV の再活性化リスクは高く
ないと考えられていました。しかし，
詳細はまだ不明ですが，今年度の厚
生労働省研究班の劇症肝炎の調査で，
HBV キャリアでメトトレキセートと
タクロリムスの併用で再活性が起こり
劇症化して死亡した RA 症例と，既感
染者でメトトレキセート，ステロイド，
インフリキシマブを併用後de novo B
型肝炎が発生し，最終的に肝移植を受
けた RA 症例（注 1）が集積していま
す。これは，研究班では RA では初め
てのde novo B型劇症肝炎とHBVキャ
リアの再活性化により劇症化例で，大
変驚いています。今後，早急に，RA
におけるde novo B 型肝炎についての
エビデンスを集積して，対応する必要
を感じています。
後藤　RA 治療薬は，生物学的製剤導
入前は DMARDs，中でも MTX が主流
であり，免疫抑制も比較的軽度でした。
しかしながら，MTX の用量は，現行
の 1 週投与量 8mg から 15mg 程度へ増
量する方向に治療や保険適応上でもシ
フトしてきており，今後は，MTX で
も HBV 既往感染者における再活性化，
de novo B 型肝炎発症への不安が多く
のドクターの中に生じることが推測さ
れます。

そこでまず，その不安を払拭する
上でも，日本における現在のウイルス
性肝炎についてオーバービューからお
話いただきたいと思いますがいかがで
しょう。

坪内　わが国では，臨床的に重要なウ
イルス性肝炎は，A 型，B 型，C 型の
3 種類です。A 型は急性肝炎を起こし
ますが，慢性化することはなく，慢性
のウイルスキャリアは存在しません。
問題なのは，ウイルスキャリアの多い
B 型と C 型で，とくに再活性化とい
う点では B 型です。B 型肝炎ウイル
スは，1965 年 Blumberg らによりオー
ストラリア抗原として発見され，わが
国の大河内一雄らにより 1968 年肝炎
との関連が明らかにされました。わが
国に多く存在する HBV キャリアは母
児感染により生じています。HBVキャ
リアは幼小児期は肝障害のない，いわ
ゆる healthy carrier の状態で，成人
になるころに肝炎を発症しますが，70
〜 80％が臨床的に治癒した状態にな
ります。残りの 20 〜 30％が慢性肝炎
の状態になり，その一部が肝硬変や肝
癌に進行します。一方，成人に HBV
が急性感染すると，劇症肝炎になって
死亡するようなことがなければ，一般
に慢性化することなく治癒して（注2），
ウイルスは消失すると考えられてい
ました。この場合，HBV のウイルス
マーカーは，発症時には HBs 抗原と，
IgM 型の HBV のコアに対する抗体

（IgM-HBc 抗体）が陽性となり，治癒
すると HBs 抗原は陰性化し，HBs 抗
体と IgG 型 HBc 抗体が陽性となりま
す。とくに，HBs 抗体は中和抗体で
あることから再感染はなく，こういっ
た状態では何の問題もないと考えられ
ていました。

1996 年に，急性 B 型肝炎で治癒した
症例で，PCR 法により血清中に HBV-
DNA が検出され，末梢血中に HBV 特
異的な細胞障害性 T リンパ球（CTL）
が存在することが報告されました。当
時，その臨床的意義が大きいとは考え
られませんでした。しかし，生体肝移
植後の B 型肝炎発症によって，その
意義が極めて重要であることが明らか
になります。京都大学移植外科と消化
器内科の共同研究で，HBs 抗原陰性で
HBc 抗体陽性の，すなわちいわゆる既
感染者をドナーとして生体部分肝移植
を行うと，移植後のレシピエントに B
型肝炎が発症することが判明したので
す。

（注 1）現在のところ，de novo B 型肝炎疑いで，

詳細は調査中。
（注 2）最近，HBV の遺伝子型の違いにより，慢

性化することが明らかにされた。わが国
の，B 型慢性肝炎の大部分を占める遺伝
子型 C では慢性化しないが，外来種であ
る遺伝子型 A では約 10％が慢性化する。

HBV 増殖を利用した
ステロイド離脱療法と
免疫抑制の考え方

後藤　それは，日本で初めて明らかに
されたのですか。
坪内　ほぼ同時期にアメリカからも報
告されました。B 型急性肝炎が治癒す
るとウイルスは排除されたとされてき
ましたが，実は肝細胞核内にウイルス
複製の起点である cccDNA（covalently 
closed circulal DNA）の形で残存して
おり，生体の免疫監視により増殖が抑
制された状態であったものが，移植時
の免疫抑制薬の使用で免疫による監視
機能が解除され，増殖したものと考え
られます（図 2）。

実は，B 型慢性肝炎患者に免疫抑制
作用のあるステロイドを投与すると，
HBV の増殖が亢進することは以前か
ら知られており，それを利用した，B
型慢性肝炎に対するステロイド離脱

（リバウンド）療法という治療法もあ
ります。これは熊田博光先生（虎の門
病院）が提唱した治療法で，ステロイ
ドを短期間使用して HBV を増殖させ
た後急に中止すると，回復した免疫反
応により肝炎が生じて，HBV の増殖
が抑制され肝炎が沈静化することを目
指した治療法です。

B 型慢性肝炎患者だけでなく，血液
悪性腫瘍の HBV キャリアでは，ステ
ロイドを含んだ治療後に HBV の増殖
がおこり，時に重篤な肝炎が発症する
ことが知られていました。

抗体産生抑制と
ウイルス増殖の関連性と
それによる障害 de novo B 型肝炎

坪内　HBV キャリアの再活性化は知
られていたわけですが，最近，大き
な問題になっているのは，既感染者に
おける HBV の再活性化です。私が班
長をしている厚生労働省“難治性の
肝・胆道疾患に関する調査研究”班で
は，毎年，劇症肝炎のアンケート調査
を行っています。最近は，劇症肝炎

は年間約 80 例程度集積していますが，
2004 年から 2007 年の 4 年間に 21 例
の HBV 再活性化による劇症肝炎が集
まっています。初めにお話しした RA
のde novo B 型劇症肝炎は，今年度の
調査で集まったもので，まだ解析が十
分でなく，今年度の症例はこの中には
含まれていません。そのうち 11 例は
既感染者が悪性リンパ腫などの疾患
で，免疫抑制・化学療法を受けた後劇
症肝炎を発症したものです。このよう
に，既感染者が免疫抑制療法などを受
けた後に発症する B 型肝炎をde novo 
B 型肝炎と呼んでいます（表 1）。とく
に重要なことは，de novo B 型劇症肝
炎症例が増えていることと，劇症化し
たde novo B 型肝炎は全例死亡してい
ることです（表 2，3）。de novo B 型
劇症肝炎の背景疾患は悪性リンパ腫が
多く，治療のレジメとしてはリツキシ
マブ（リツキサン）とステロイドをふ
くんだ R-CHOP 療法（リツキシマブ + 
シクロフォスファミド［CPA］+ 塩酸
ドキソルビシン［DXR］+ ビンクリス
チン［VCR］ + プレドニゾロン［PSL］）
が多いことが特徴です（図 2）。この
治療法では，抗 CD20 抗体のリツキシ
マブは B 細胞を抑制して HBs 抗体の
産生を抑制し，一方ステロイドは直接
的に HBV の増殖を亢進させ，治療終
了後，急激で重篤な肝炎が発症すると
考えられます。HVB 既往感染者でも，
このようなde novo B 型肝炎が起こる
わけですから，活動性の低下している

リウマチ性疾患の病態の背景に自己免疫異常を認める代表的疾患として，関節リウマ
チ（rheumatoid arthritis; RA）があげられます。本邦の RA 患者さんの数は約 80 万
人とされていますが，治療では非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）や少量のステロイド，
疾患修飾性抗リウマチ薬（disease-modyfying antirheumatoid drugs; DMARDs，
メトトレキセート；MTX など），生物学的製剤（TNF- α阻害薬，IL-6 拮抗薬，Ｔ細胞
選択的共刺激調節剤）などが使用されています。これらの薬剤は，『関節リウマチ治療
ガイドライン』において推奨されていますが，RA の内科的治療のストラテジーの基調は，

“免疫抑制”であると考えます。RA の患者さんでは，ウイルス性肝炎のキャリアや既
往感染者の頻度は必ずしも高くないとされていますが，RA 治療によって免疫能がある

程度抑制され，治療を契機に沈静化したウイルスが活性化する懸念は否定できないと推
測されます。

このような患者さんに臨床で遭遇した場合，どのように RA 治療を継続し，どの時
点で肝臓専門医に紹介すればよいのかということについては，資料に乏しく方針は定か
ではありません。

そこで今回，de novo B 型肝炎の権威で，日本における同疾患の初めての指針である，
“免疫抑制・化学療法により発症する B 型肝炎対策ガイドライン”を作成した坪内先生
をお招きし，RA 患者さんを中心とした，ウイルス性肝炎対策のお話をうかがいたいと
思います。

後藤 眞氏 編集委員長 聞き手

桐蔭横浜大学 医用工学部 生命・医工学科 不老科学・加齢制御学部門 教授
話し手  坪内 博仁 氏

鹿児島大学大学院  消化器疾患 生活習慣病学 教授

坪内 博仁 氏
鹿児島大学大学院 消化器疾患 生活習慣病学 教授
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表 1　HBV再活性化

図 1　HBV再活性化による典型的な死亡例（de novo B型肝炎）

表 2　HBV再活性化例の背景と治療（2009 年）

表 3　HBV再活性化による劇症肝炎 （2004 ～ 2008 年）

● HBV キャリア：HBs 抗原持続陽性者において，ステロイドな
どの免疫抑制・化学療法を実施すると HBV が急激に増殖し
（HBV再活性化），治療終了後に致死的な重症肝炎が発症する。
●  HBV 既感染者（　　　　 B 型肝炎）：HBs 抗原陰性で，
HBc抗体陽性もしくはHBs抗体陽性者（既感染者）において，
強力な免疫抑制・化学療法後に HBV が再活性化して発症する
B型急性肝炎

CHDF

FFP ＋

R-CHOP
血漿交換

ALT
PT

T-bil

SNMC
エンテカビル0.5ｍｇ
ラミブジン 100ｍｇ

厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究班」

厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究班」

200ｍｇ

100

80

60

40

20

0

（％）
250

200

150

100

50

0

（IU/L）
30

25

20

15

10

5

0

（mg/dl）
5/28～

5月1日 5月29日 6月26日 7月24日 8月21日 9月18日 10月16日

6/19～ 7/10～ 放射線療法 34.2Gy

76 歳女性、HBsAg（－）、HBsAb（－）、HBcAb（＋）
悪性リンパ腫

HBsAg （－）  （＋） （＋）
HBsAb  （－） （－） （－）
IgM-HBcAb   （－） （－）
HBcAb  8.55 6.81
HBV-DNA（PCR） ＜2.6 7.6以上 6.5 6.0 5.5
HBeAg   （＋） （＋）

HBeAb   （＋） （＋）

B型39例中8例（21%）がHBV再活性化、うち3例（38%）が　　　　 B型肝炎　de novo　

de novo

ステロイド/
核酸アナログ
開始日*

治療内容
発症前
HBs
抗原

薬物療法
その他

　　　　　B型肝炎以外
（n=15）

　　　　　B型肝炎 
（n=14）

基礎疾患転帰病型年齢・ 性

84 男 急性 # 死亡 ML IP PSL ＋ Pulse+IFN+ETV 0/－8

67 女 亜急性 死亡 ML LMV予防投与中 ＋ ETV /－3

58 男 亜急性 死亡 ML R-CHOP  ＋ Pulse+ETV －4/－20

46 女 遅発性 肝移植 乳癌 
CPA Farmorubicin 5FU

 ＋ Pulse+IFN+CyA+ETV －20/－20
    Dexamethasone

69 女 遅発性 死亡 RA MTX Tacrolimus ＋ Pulse+IFN+ETV －5/－5

44 女 急性 肝移植 RA MTX PSL Infliximab － Pulse+LMV －2/－2

76 男 亜急性 死亡 CLL CPA PSL － PSL+ETV 1/－14

86 男 亜急性 死亡 ML R-THP-COP － PSL 0/

年齢 56.5 （29～ 80） 64.1 （48～ 76）

性別（男 /女） 9/6 8/6

病型（急性 /亜急性 /LOHF） 3/4/8 0/14 (100%）/0
転帰（生存 /死亡 /肝移植） 2 （13%）/12/1 0/14 （100%）/0
基礎疾患

 悪性リンパ腫 7 （46.7%） 11 （78.6%）
 その他の血液悪性腫瘍 1 2

 血液以外の悪性腫瘍 2 1

 膠原病（リウマチなど） 4

 その他 1  

前治療

 リツキシマブ 5 （33.3%） 11 （78.6%）
 ステロイド 11 （73.3%） 11 （78.6%）
 末梢血幹細胞移植  1 

肝炎の治療

 核酸アナログ 15 （100%） 14 （100%）

ML;Malignant lymphoma, IP;Interstial pneumonia, RA;Rheumatoid arthritis, CLL;Chronic lymphocytic leukemia

R-CHOP;Rituximab、CPA、ADM、VCR、PSL  R-THP-COP;Rituximab、Therarubicin、CPA、VCR、PSL  

MTX;Methotrexate　LMV;Lamivudine ETV;Entecavir

* 昏睡Ⅱ度以上出現との時期

de novo　 de novo　

抗体産生細胞

抗悪性腫瘍薬
ステロイド

免疫抑制薬

薬物療法治療中止

細胞障害性

Tリンパ球（CLT）

Medical Tec. Vol38. （4）, 413, 2010より作図

HBV

HBV非活動期

抑制

薬物療法による
免疫抑制からHBVの再活性化

肝炎の発症

図２　免疫抑制や化学療法による
HBV再活性化肝炎のプロセス（de novo B型肝炎）

HBs 抗原陰性，HBc抗体陽性の悪性リンパ腫患者にR-CHOPと放射線療法を行ったあと，
HBs 抗原が陽転化し、肝炎を発症し，劇症化して死亡した。

HBV キャリアであっても，免疫抑制・
化学療法を行う際には，HBV の再活
性化には十分な注意が必要で，原則と
して治療前から核酸アナログの投与が
必要です。
後藤　RA の患者さんでは B 型肝炎の
母児感染例が比較的多いのですが，そ
れらの患者さんに対する治療での免疫
抑制の程度はどのように考えたらよい
のでしょうか。
坪内　最も免疫抑制が強い典型例は肝
移植後で，次いで末梢血幹細胞移植，
骨髄移植，あるいはリンパ腫などに対
するリツキシマブやステロイド投与も
強いと考えられます。RA 治療で日常
使われる免疫抑制薬としては，ステロ
イド，メトトレキサート，インフリキ
シマブ（レミケード®）などがあると
思います。血液悪性腫瘍などに比べる
と，投与量が少なく，免疫抑制作用と

してはそれほど強くないと考えられま
す。TNF 阻害薬のレミケード ® の 5000
例の市販後調査では，これは RA や炎
症性腸疾患が主だと思いますが，肝障
害と肝機能障害あわせて 91 例（1.8％）
で，重篤な肝障害は報告されていませ
ん。しかし，RA における HBV 活性
化についてはほとんどエビデンスがあ
りません。はじめにお話ししたよう
に，RA でも免疫抑制薬による治療後
に HBV の再活性化が発生したことか
ら HBV キャリアや HBV 既感染者の
RA 患者で，免疫抑制薬で治療する場
合，とくに併用する場合には十分な注
意が必要です。高齢者では，既感染者
の頻度が高いことからも注意が必要で
す。
後藤　リツキシマブがリウマチ性疾患
に奏効する報告が多くみられ，本邦で
も治療に使われる可能性が否定できな

いので気がかりですね。
坪内　RA の治療にリツキシマブがよ
く使われていることは知りませんでし
たが，リツキシマブの使用では注意が
必要です。

de novo B 型肝炎の予防と
RA 患者

後藤　RA 患者の治療で，肝炎ウイル
スについて再活性化をチェックするこ
とは，推奨されると考えますか。
坪内　HBV の再活性化ということで
は，もともと HBs 抗原陽性の HBV
キャリアの再活性化と HBV 既感染者
の再活性化を分けて考えるべきです。
HBs 抗原陽性の HBV キャリアでは，
healthy carrier，慢性肝炎，場合によっ
ては肝硬変ということもありますか
ら，ALT値だけで判断するのではなく，
ぜひ肝臓専門医に紹介して，対応を相
談してほしいですね。HBV キャリア
であるかあるいは既感染者であるかど
うかは，スクリーニングとして HBs
抗原，HBc 抗体，HBs 抗体の検査が必
要です。RA で免疫抑制療法を行う場
合には，保険の問題がありますが，こ
れらの検査をして確認してほしいです
ね。HBV キャリアということが判明
して核酸アナログが投与されれば，ほ
とんどの患者で HBV の増殖は抑制さ
れ，免疫抑制療法を安心して継続でき
ます。核酸アナログ投与中は，ALT
値と血中 HBV-DNA 検査を定期的に行
い，耐性株の出現に注意します。問題
は，既感染者の場合の対応です。私た
ちが作成したガイドラインは，悪性リ
ンパ腫などの血液悪性腫瘍で強力な免
疫抑制・化学療法を行う際の HBV 再
活性化の予防を念頭に置いて作られた

ものです。RA や炎症性腸疾患などに
対する比較的軽度の免疫抑制療法の際
の HBV 再活性化については，その頻
度や重症化のリスクについてのエビデ
ンスがほとんどありません。ただ，イ
ンフリキシマブによる再活性化の症例
が報告されており，このような免疫抑
制でも再活性化が生じることは事実で
す。

現時点では，RA で免疫抑制療法を
行う場合には，まず，HBs 抗原，HBc
抗体，HBs 抗体を測定し，少なくとも，
検査もせずに HBV キャリアに免疫抑
制療法を実施することのないようにす
ることが大事です。既感染者であれば，
de novo B 型肝炎という病態があるこ
とを十分理解して，肝臓専門医に相談
していただいて，ガイドラインを参考
にしながら，RA の免疫抑制療法に応
じたモニタリングを行うことが大切だ
と思います。
後藤　保険適応となれば測定しやすく
なりますね。
坪内　免疫抑制療法を受ける患者につ
いて，HBs 抗原，HBc 抗体，HBs 抗体
を保険で認可して頂くよう，日本肝臓
学会や日本消化器病学会を通して要望
しているところです。HBs 抗原が陽性
であれば HBV キャリアとして，HBV 
DNA 検査は保険で認可されています
が，HBc 抗体のみ陽性で HBV DNA
を測定する場合は，保険上の問題があ
ります。

C 型肝炎合併例の
インターフェロン療法

後藤　私が担当している患者さんで，
HCV キャリアの方がいるのですが，
RA 治療による HCV 再活性化のリス
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クについてはいかがでしょうか。
坪内　HCV キャリアで，免疫抑制・
化学療法による重篤化症例の報告はほ
とんどなく，現時点では大きな問題と
はなっていません。
後藤　比較的，安心して治療に専念で
きるということですね。
坪内　通常の RA 治療における軽い免
疫抑制でしたら比較的安心だと思いま
すが，肝機能の推移には注意を払うこ
とが必要です。もともと，原因がはっ
きりしているウイルス性劇症肝炎の大
部分は HBV によるもので，HCV に
よる劇症肝炎の頻度は極めて少ないで
す。
後藤　私たちの世代では B 型はあまり
念頭になく，C 型が重要であるとする
傾向が否めません，RA の専門医でも，
C 型を併発している患者さんの対応に
ついて不安を持っている先生が多いよ
うです。
坪内　RA の専門医の先生からよく相
談を受けるのは，リウマチと C 型肝
炎の合併例です。そのような場合は，
RA と肝炎の病態をきちんと評価して
C 型肝炎の治療をどうするかを決める
べきです。C 型慢性肝炎は，大部分が
感染後 20 〜 30 年の長い経過で，肝硬
変や肝癌に進行します。一般に，C 型
慢性肝炎では，まず，インターフェロ
ンを中心とした抗ウイルス療法により
ウイルスの排除を目指します。B 型と
違い，C 型では，治りやすい患者さん
では約 90％，治りにくい患者さんでも
約 60％，治療によりウイルスを陰性化
できます。実際に抗ウイルス療法を行
うかどうかは，治癒の可能性，病期（線
維化の程度など），副作用の問題など
を考えて総合的に判断します。

後藤　その効果は，ウイルス量で評価
するのでしょうか。
坪内　ウイルス側の因子，宿主側の因
子，治療因子が効果に関係しています。
ウイルス側の因子については，ウイル
ス量，遺伝子型が重要だということは
以前から知られていたのですが，最近，
コア領域のアミノ酸の置換も関係して
いることがわかってきました。また，
宿主因子として IL-28B の遺伝子多型
が関与することが明らかにされ，大変
ホットな話題になっています。これら
の因子を総合的に評価することで，そ
れぞれの患者さんの HCV 陰性化の確
率を予測することが可能になってきま
した。さらに，治療を開始して，4 週，
あるいは 12 週後のウイルスの減少を
見ると陰性化の確率がかなりはっきり
します。
後藤　なるほど，そこまで進んでいる

わけですね。
RA の患者さんは，

インターフェロンに反
応しない例が実際には
多いようです。動物実
験でインターフェロン
が RA の悪化を認めた
ことから，RA に C 型
肝炎が併発した例には
インターフェロン療法
は施行しなくなりまし
た。

問題はないとする意見と，ちょっと
問題だとする意見がありますが，大ま
かには問題ないとする場合が多いよう
です。
坪内　もともとインターフェロンはい
ろいろな副作用のある薬ですが，現在
では，おそらく 60 〜 70 万人の C 型
肝炎患者さんに使われています。した
がって，その副作用対策も進んできて，
かなり安全に行えるようになってきま
した。一般に，インターフェロンは自
己免疫疾患を悪化させると考えれてお
り，RA に C 型肝炎を合併した患者さ
んに，インターフェロン治療をすると
RA が悪化する可能性もありますが，
私自身の経験ではとくにそのようなこ
とはありませんでした。やはり，その
患者さんにおける，HCV を排除する
ことの必要性をきちんと肝臓専門医に
評価してもらって，必要なら，肝臓専
門医と相談して，工夫して，注意しな
がら行うということです。
後藤　精神的な，抑うつ状態について
も問題はありませんか。
坪内　インターフェロンの副作用のう
ち，極めて重要なものに，血球減少に
加えて，うつと間質性肺炎があります。
うつの素因があるかどうか治療前に評
価し，場合によっては精神科の先生と
連携し，患者さんとも相談して軽い抗
うつ薬を服用してコントロールするこ
ともあります。

今後の肝炎対策について

後藤　現在の本邦における肝炎対策の
状況と今後の展望についていかがで
しょうか。
坪内　わが国の肝炎対策は，薬害肝炎
救済に端を発しており，2008 年 4 月か
ら C 型肝炎，B 型肝炎のインターフェ
ロン治療に対する医療費助成が始まり
ました。昨年 4 月からさらに医療費の
自己負担が軽減され，B 型肝炎に対す
る核酸アナログも医療費助成の対象に
なり，B 型肝炎，C 型肝炎ともに治療
しやすい状況になってきました。
後藤　ウイルス性肝炎に対して，充実
した対策がとられるようになってきた
わけですね。

RA 治療薬と薬剤性肝障害

後藤　ところで，抗リウマチ薬に限ら
ず，薬剤は肝臓で代謝されるものが多
いのですが，RA 治療における薬物性
肝障害についてはいかがでしょうか。
坪内　RA の治療薬で，際立って肝障
害の恐れが大きいという薬剤はないと

思います。一般に，NSAIDs などの抗
炎症鎮痛薬は肝障害の頻度が高く，臨
床病型としてはその約 50％が肝炎型
で，約 30％が肝内胆汁うっ滞型，約
20％が混合型です。特に注意を要する
のはトランスアミナーゼ値と黄疸であ
り，ビリルビン上昇を認める薬物性肝
障害は，重症化しないか注意が必要で
す。ビリルビン上昇例では，重症化の
評価としてプロトロンビン時間を検査
し，60％以下に低下していれば早急に
肝臓専門医に相談してください。
後藤　欧米での MTX 使用量は高用量
であり，さらに欧米人はアルコール摂
取量が多いことからか，同薬の服用に
よる肝障害に注意を要するということ
が報告されており，本邦への MTX 導
入時には，われわれも慎重に投与した
経験がありますが，肝障害はほとんど
みられませんでした。これは，単に日
本では低用量であるからか，あるいは
民族性の違いや，アルコール摂取量が
少ないからなのか，その辺については
いかがでしょうか。
坪内　薬物そのものや薬物の代謝産物
が，直接肝細胞を障害する場合は，用
量依存性に肝障害が発現します。多
くの薬物は，肝細胞の滑面小胞体に存
在するチトクローム P - 450（CYP）に
より代謝されますが，CYP を含め薬
物代謝酵素には人種差があり，人種間
の副作用発現の相違に関連します。ま
た，その活性もいろいろな状況で，た
とえば，薬物やアルコールなどにより
誘導されたり，阻害されたりしますの
で，そのことも副作用の発現に関連し
ます。薬物肝障害の発生機序としては，
肝細胞障害型とアレルギー型に分けら
れてきましたが，最近，個人に特異的
な薬物代謝が肝障害の発現に関与する

「特異体質性薬物性肝障害」が明らか
となりました。市販が中止されたトロ
グリタゾンでは，軽度の ALT 上昇が
持続し，黄疸が出た時には重篤な肝障
害になっており，死亡する例がありま
した。薬物投与時には定期的な肝機能
のチェックが必要です。

肝炎，RA 合併の患者さんに
TNF 阻害薬使用時の注意

後藤　先ほどインフリキシマブの話
が出ましたが，TNF- αは B 型肝炎の
ウイルスのクリアランスを促進する
利点があるとされる一方，高濃度の
TNF- αは肝障害を起こすといわれて
います。われわれは TNF- αを抑制す
る治療を頻繁に行っていますが，この
辺のバランスの問題についてはどのよ
うに考えればいいのでしょうか。

坪内　実際に TNF 阻害薬を使用した
ときに，例えば，HBV キャリアのウ
イルス量はどうなるかのエビデンスが
ほしいですね。
後藤　キャリアで RA を併発している
患者さんに TNF 阻害薬を投与する場
合は，まず肝臓専門医に相談をしたほ
うが安全ですね。
坪内　先に，お話ししたようにインフ
リキシマブ（レミケード ®）5000 例の
市販後調査では重篤な肝障害は報告さ
れていませんが，クローン病や強直性
脊椎炎に対するインフリキシマブ（レ
ミケード ®）治療時の HBs 抗原陽性例
における HBV 再活性化やde novo B
型肝炎の症例が報告されています。使
用頻度が高くなると，HBV の再活性
化やde novo B 型肝炎の発生が起こる
ことが懸念されます。
後藤　肝臓専門医の TNF 阻害薬など
の生物学的製剤についての認識等は高
いと考えてよろしいのでしょうか。
坪内　de novo B 型肝炎は HBV に関
する最近のトピックで，de novo B 型
肝炎に対する肝臓専門医の認識は高い
と思います。

おわりに

後藤　本日は，坪内先生のお話をうか
がい，RA 治療でも，重篤なde novo 
B 型肝炎の事例は少数と言えども発生
しているようなので，必ずしも，安心
できないと感じた上に，de novo B 型
肝炎を発症すると，場合によっては，
ほとんどの患者さんが死亡するという
ことなので，実際に RA 治療と肝炎治
療の連携はまだみられませんが，今か
ら関心を持って見ていくことが大事で
はないかと思いました。

保険適応の問題は残されています
が，治療前に肝炎の既往例や非活動性
キャリアについて確認し，当該する
RA 症例の患者さんの治療では，肝炎
の再活性化に注意する必要があるとい
うことでした。RA 専門医が必ずしも
肝炎の合併や再活性化に関心があると
はいえない状況であることからも，そ
の点をここで強調したいと思います。

RA 治療によるde novo B 型肝炎の
頻度はさほど高くないにしても，その
可能性がゼロでない限りやはり，臨床
の先生方にとっては患者さんに説明す
る責務が生じるのではないかと考えま
す。坪内先生，本日は貴重なお話をい
ただき，ありがとうございました。

（文責　編集部）

坪内 博仁 氏（左）と後藤 眞 編集委員長（右）

海外派遣医研修医募集

標題研修医を次により募集します。
① 日本リウマチ財団登録医または日本

リウマチ学会員
② 現在及び将来ともにリウマチ学を志

す者
1. 募集人員　若干名
2. 受入機関等

1）1 つのリウマチ・膠原病等診療研
究機関に 4ヶ月以上滞在して研修
する。

2） 平成 23 年 4 月から平成 24 年 3
月の間に出発する

3）奨学金 各人 100 万円
3. 応募手続
1） 財団評議員・専門委員，日本リウ

マチ学会評議員の推薦による
2） 所定の申請書により平成 23 年 3

月末日までに応募
詳細は，ホームページ「リウマチ情報セ
ンター」に記載

http://www.rheuma-net.or.jp/
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2010 年 11 月 7 日から 11 日の 5 日
間，米国リウマチ学会（ACR）年次
総会がジョージア州の州都アトランタ
で行われた。会場はオリンピック公園，
CNN 本社，そしてアトランタが発祥
の地であるコカコーラの博物館に囲ま
れていた。約 1 万 5 千人の参加者と
2300 を超える発表があった。

2010 年に 23 年ぶりに改定となっ
た関節リウマチの新しい分類基準の各
国での実地臨床での検証も多く発表さ
れ，概ね，新基準の早期関節リウマチ
における診断への有用性を支持する結
果であった。また，EULAR で大きく
取り上げられた数値目標を設定した関
節リウマチ診療（T2T; Treating RA to 
Target）に関連して，数多くの臨床的
寛解および低疾患活動性の基準から臨
床研究における SDAI，実地臨床にお
ける CDAI の使用を推奨する理論的な
説明も含めたセッションが最終日に行
われ，今回の ACR の重要性がより明
確となった。

そのほかにも，ステロイド性骨粗鬆
症に対する予防・治療ガイドライン，
若年性特発性関節炎の治療ガイドライ
ンなど多くの実地臨床における重要な
発表が行われた。

臨床的寛解基準

こ れ ま で， 関 節 リ ウ マ チ の 評 価
として画像的にはシャープスコア

（mTSS），機能は HAQ とほぼ統一さ
れてきたが，活動性の指標に関しては
欧州では DAS が標準であるのに対し
て米国ではほとんど普及しておらず，
ACR から 2008 年に出された薬物療法
に関する推奨においても活動性の指標
は特定されていなかった。臨床的寛
解に関しても図 1 のグラフのように，
同じ患者群を異なる指標で評価した
場合に DAS28 では 30％弱が寛解と分
類されるにもかかわらず，CDAI では
10％未満となる矛盾があり，厳格な活
動性のコントロール（Tight Control）
により関節破壊の進行を防止すること
が目標となる現在では DAS28 の寛解
基準は不十分という意見もあり，今回
は SDAI で 3.3 以下，CDAI で 2.8 以下，
もしくは Boolean 方式の単純なすべ
ての項目が 1 以下という基準となった

（表 1）。

関節リウマチの
診断と治療

2010 年の新しい分類（診断）基準（次
頁 図 2）に関しても，欧州（Fransen

氏の発表）や日本などから実地臨床で
の早期診断や関節破壊の進行する患
者の同定に有用であるという報告があ
り，定着を印象付けた。

T2T に 関 し て は， フ ラ ン ス の
Dougados 氏により画像的および機
能的寛解が T2T 群では 32.3％で達成
されたのに対して，従来のケアでは
10.2％であったことが示された。

実際に，T2T のように速やかに治
療を強化する DREAM 試験ではメト
トレキサート（MTX）から開始し
て，その後サラゾピリン（SSZ）の追
加，その後 TNF 阻害薬に変更すると
いうプロトコールで行った場合には，
約 70% の患者で寛解を達成できたと
発表された。MTX ＋ TNF 阻害薬と，
経 口 DMARD3 剤（MTX，SSZ， ヒ
ドロキシクロロキン）併用を比較した
TEAR 試験の 2 年間での関節破壊進
行に関するデータでは，TNF 阻害薬
にはわずかに及ばなかったが，経口 3
剤併用の高い有用性が示された。また，
画期的な経口薬として期待されている
JAK 阻害薬タソシチニブの Phase Ⅱ
およびⅢの結果として，ACR 改善率，
機能スコアにおいて TNF 阻害薬とほ
ぼ同等の効果と報告された。

実地臨床では，ハーバード大学の
Weinblatt 氏が自身の MTX の使い方

として，10 ㎎から開始して 4 週間後
に 20 ㎎に増量，さらに 4 週間後に効
果不十分なら皮下注射に変更すると述
べた。また，McInnes 氏は手術の際
の抗 TNF 製剤に関して，インフリキ
シマブでは 4 〜 6 週間前に中止し 1 週
間以上経過して再開，エタネルセプト
では 2 週間前に中止，アダリブマブで
は 4 週間前に中止，ゴリムマブでは 4
〜 6 週間前に中止しておくという見解
を示した。

超音波による腫脹関節の診断に関し
ては，DAS28 に含まれる関節では臨
床診断と大きな変わりはないが，患者
の訴える圧痛関節との一致度において
MTP 関節では超音波診断が勝るとい
う報告があった。

その他の膠原病および
関連疾患

ステロイド誘発性骨粗鬆症に対する
ACR2010 の推奨が発表された（表 2）。
WHO 骨折リスク計算ツールである
各 国 用 の FRAX（http://www.shef.
ac.uk/FRAX/tool.jsp?lang=jp） を 使
用した層別化により治療が選択されて
いる。

痛風に関しては，ビタミン C の摂
取で尿酸が下がるという報告と，サク

岡田正人 編集委員（聖路加国際病院 アレルギー・膠原病科 成人・小児）

表 1　関節リウマチ寛解基準

表 2　ACR2010 ステロイド性骨粗鬆症治療推奨

寛解 低疾患
活動性

中程度
疾患活動性

高度疾
患活動性

従来の
汎用基準

DAS（44） ＜ 1.6 ＞ 5.1 2.4 ─ 3.7 ＞ 3.7

DAS 28 ＜ 2.6 ＜ 3.2 3.2 ─ 5.1 ＞ 5.1

推奨される
新基準

SDAI＝腫脹関節数（28）＋圧痛関節数（28）＋患者による疾患活動性全般評価（VAS 0
〜10cm）＋医師による疾患活動性全般評価（VAS 0〜10cm）＋CRP（mg/dl）

＜ 3.3 ＜ 11 11 ─ 26 ＞ 26
Boolean：腫脹関節数（28），圧痛関節数（28），患者による疾患活動性全般評価（VAS 0
〜10cm），医師による疾患活動性全般評価（VAS 0〜10cm），CRP（mg/dl）

すべて 1 以下

実地臨床では
推奨とされる
CRPを除いた

基準

CDAI＝腫脹関節数（28）＋圧痛関節数（28）＋患者による疾患活動性全般評価（VAS 0
〜10cm）＋医師による疾患活動性全般評価（VAS 0〜10cm）

＜ 2.8 ＜ 10 10 ─ 22 ＞ 22
Boolean：腫脹関節数（28），圧痛関節数（28），患者による疾患活動性全般評価（VAS 0
〜10cm），医師による疾患活動性全般評価（VAS 0〜10cm）

すべて 1 以下

セッションの様子

図 1　Smolen 氏による関節リウマチ寛解基準の発表
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表 1　関節リウマチ寛解基準

表 2　ACR2010 ステロイド性骨粗鬆症治療推奨

骨折リスク ステロイド
（プレドニゾロン換算） 治療薬

閉経後の女性，
または
50 歳以上の男性

低リスク
（＜10％/10年）

7.5mg 以上を3ヵ月以上
使用または使用予定

アレンドロネート，リセドロネート
（原則として VitD 併用）

中程度
（10-20％ /10 年）

量にかかわらず 3ヵ月以上使
用または使用予定

アレンドロネート，リセドロネート
（原則として VitD 併用）

高リスク
（＞ 20％ /10 年）

量と期間にかかわらず アレンドロネート，リセドロネート
（原則として VitD 併用）

量にかかわらず 1ヵ月以上使用
アレンドロネート，リセドロネート

（原則として VitD 併用），
テリパラチド

脆弱骨折既往のある閉経前女性
（妊娠可能性なし），もしくは 50
歳未満の男性

5mg 以上を1-3ヵ月 アレンドロネート，リセドロネート
（原則として VitD 併用）

3ヵ月以上
アレンドロネート，リセドロネート

（原則として VitD 併用），
テリパラチド

脆弱骨折既往のある閉経前女性
（妊娠可能性あり）

7.5mg 以上を3ヵ月以上
使用または使用予定

アレンドロネート，リセドロネート
（原則として VitD 併用）
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貸切でオープニングセレモニーが行われたアトランタ水族館

No

1つ以上の腫脹関節
（診察）

関節リウマチと
分類しない

関節リウマチと
分類しない

6点以上で
関節リウマチ診断確定

より可能性の高い他の関節炎が考えられる

関節リウマチ

図 2　ACR/EULAR関節リウマチ分類基準 2010

Yes

Yes

Yes

分類基準に当てはまるか
検討（下表へ）

単純X線写真にて関節リウマチに
典型的な骨びらん

No

腫脹または圧痛のある関節数（診察，MRI，US）
大関節の1カ所 0
大関節の2-10カ所 1
小関節の1-3カ所 2
小関節の4-10カ所 3
最低 1つの小関節を含む11カ所以上 5
血清反応
リウマトイド因子，抗CCP抗体の両方が陰性 0
リウマトイド因子，抗CCP抗体のいずれかが低値陽性 2
リウマトイド因子，抗CCP抗体のいずれかが高値陽性 3
罹患期間
6週未満 0
6 週以上 1
炎症反応
CRP，ESRの両方が正常 0
CRP，もしくはESRのいずれかが異常高値 1

小関節　MCP，PIP，1stIP，2-5MTP，手首
大関節　肩，肘，膝，股，足首
OAとの鑑別のためDIP，1stCMC，1stMTP
は除外
最低1つの小関節を含む11関節以上には，顎
関節，肩鎖関節，胸鎖関節なども含める事ができる

陽性基準は施設ごとの正常値を超える場合
低値陽性は正常上限から正常上限の3倍まで
高値陽性は正常値上限の3倍を超える場合
国際基準ユニットができれば変更予定

評価時に腫脹または圧関節痛のうちで，
患者が申告する罹患期間

陽性基準は施設ごとの正常値を超える場合
スコアリングには最低 1つの血清反応
最低 1つの炎症反応の測定が必要

長期罹患患者
以前基準を満たしていた
記録がある場合は，
関節リウマチと分類
記録が残っていない場合は，
単純X線を評価

超満員であった初日の臨床レビューコース

盛況だったポスターツアー

ランボの摂取で発作が 40％減るので
はないかという報告があった。変形性
関節症に関しては，股関節 OA におけ
る FRZB 遺伝子の関連が報告された。
SLE においても生物学的製剤の治験
が進んでおり，BLyS を阻害するモノ
クローナル抗体である Belimumab は
B 細胞を抑制することで効果が期待さ
れており，すでに Phase Ⅲも行われ
近く米国では認可される可能性が高い
と報告された。

ACR と EULAR の共同で作成した
リウマチ性多発筋痛症（PMR）の分
類（診断）基準も発表され，診断に有
用なものとして「50 歳以上，両側の
肩の痛みと朝のこわばりが 45 分以上，
CRP 又は ESR が上昇，股関節痛があ
り，末梢関節炎又はリウマトイド因子
や抗 CCP 抗体が存在しない」，という
項目があげられた。

ベーシック･サイエンス

Lemke 氏が新しい炎症の経路とし
て TAM 経路が自然免疫系において重
要であると発表し，TAM（TYRO-3，
AX1，MER）は感染症などで強い炎
症が起こったのちに発現が亢進し炎症

を抑える negative feedback として働
いており，特にマクロファージと樹状
細胞による炎症作用を抑えるのに重要
であるとした。SLE や炎症性腸疾患
の患者においては TAM 経路に問題
があり，これは TAM 経路を活性化
するためのプロテイン S が SLE，炎
症性腸疾患において低濃度であるた
めだと述べた。また，東京医科歯科
大学の高柳広教授が Gluck 賞を受賞
し，Dr.Gluck 記念講演として骨免疫
学（Osteoimmunology）に関して最
近の研究成果を解説した。

数年前まではメイン会場で ACR と
EULAR の代表が関節リウマチにおけ
るステロイドの使用に関してディベー
トするなど，米国と欧州の相違が感じ
られることが少なくなかったが，今回
の学会では関節リウマチの寛解基準に
関して ACR と EULAR が共同で発表
するなど，新分類基準発表に続いてさ
らに調和が目立つ学会であった。次回
の EULAR は欧州の中で文化的にも
米国に最も近い英国のロンドンで開催
されるのはグローバルスタンダードの
時代を象徴しているようでもある。

ACR 指定のホテルでは，前日の主なセッションが部屋のテレビでも放映されていた

関節リウマチ患者の治療反応性，予後に関して Genome-Wide SNP 解析を行い注目を浴びた松原メイフラ
ワー病院の松原氏 ACR/EULAR2010 基準作成の中心メンバー Aletaha 氏と筆者
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 気候とリウマチ

気候は前に述べているようにやや長期
にわたる天候の動きである。世界には暑
い日が続く地域，乾燥が主体となる地域，
寒冷が特徴となる地域など，気候が異な
るさまざまな地域がある。温帯地域では
春夏秋冬があり，本邦の北海道を除く地
域ではさらに梅雨期が加わる。

こうした気候が変化する地域でのリウ
マチ患者の病状はどうなるかということに
ついては，関節リウマチ（rheumatoid 
arthritis；RA）という疾患概念が確立し
たころから報告がある。

1957 年に出版された Short の教科書
で，236 人のリウマチ患者の病状と季節と
の関係を調べたものがある。半数は季節
に関係ないと答えたが，残りは冬に悪化
する（18％），夏に改善する（16％），夏
に悪化する（3％）であった。

本邦での調査（東，延永）では 7 割
以上の患者に季節性を認め，報告により
梅雨期，冬，春などに病状の悪化を感
ずる患者が多かった。日本各地の 1 年
12ヵ月を対象に調べた調査では，5，6，7

月の梅雨期を含んだ時期に悪化を示す
患者が多かった。

季節変化とリウマチ症状では，おおま
かなアンケート調査に頼ることが多い。そ
の結果は調査する地域によって結果が異
なってくる。

自験例は関東地方に在住する患者を
対象としたが，５月に病状悪化のピークが
あり，6 月，4 月，3 月，7 月と続いた。す
なわち，梅雨前より梅雨期にかけて症状
悪化を示す例が多かった。11 月，1 月，2
月は相対的に病状悪化を示す症例は少
なかった。

 天気による
 関節症状悪化の原因

気象変化，気候変化によって，リウマ
チ患者の病状が変化するとして，その原
因についてはほとんどわかっていないが，
いくつかの推測はなされている。

欧米の多くの研究者が指摘しているこ
とのひとつは，気圧が下がるときの効果に
ついてである。気圧が下がるということは
体を減圧することになり，関節腔を広げ
関節液が増加する効果をもたらす。その

ことが関節痛の増大につながると推定し
ている。しかし実験室でおこなった実験
以外に，気圧の低下が関節症状の悪化
につながるとする報告は少ない。

自験例あるいは学会の報告では，台風
が襲来するような劇的な気圧変化のとき
は，関節痛の増悪がみられるが，普通に
雨が降る程度の低気圧の通過では気圧
の影響は少ない。実験室の中のように，
思い切った気圧変化を短時間でおこすと
き，関節内圧の上昇が痛みとして感知さ
れるのであろう。すなわちゆるやかな気圧
変化には体は適応しやすいと考えられる。

関節リウマチ患者が「天気が変わると，
調子が悪い」というとき，「調子が悪い」
の内容を吟味すると，それは関節痛，関
節違和感，関節のこわばりの増加，全身
の疲労感などであろう。そうすると症状の
中心にあるのは関節痛－疼痛であり，調
子が悪い，病状が悪化するなどの主な原
因は「関節痛が強くなる，増加する」こ
とと考えることが可能だ。

そこで「関節痛と気象変化」と捉えな
おすと，関節痛そのものは，関節リウマチ
とか変形性関節症の内因的病状変化と
は独立して考えることができる。内因的
病状変化とは，関節炎症の進展とか新た
な病巣の発現という意味である。具体的
には，CRP，赤沈，白血球数などの検査
所見とか関節腫脹の程度などで評価され
る疾患活動性の変化である。

欧米の研究者のほとんどが，気象変化
は関節リウマチの病気の本態－疾患活動

性には影響を与えない，すなわち一時的
なものと捉えている。

関節痛が内的病状変化とは独立して
発現されるという考えをさらに発展させる
と，天気とリウマチの関係はもう少し説明
しやすくなる。

関節痛を含めた疼痛という感覚は，最
新の疼痛理論によれば，心理的要因，エ
ンドルフィン，エンセファリンなどの内的要
因の作用，神経線維の働きなどが複合し
て感知されるものだ。痛みは「身体が検
出し，脳が反応する（Patrick Wall）」
のだ。

リウマチ患者に限らず，痛みは脳がコン
トロールしている。極端な場合，銃で撃
たれても逃げるということが優先しておれ
ば，一時的に痛みを感じない。スパッと日
本刀で切られると痛いと思っている暇もな
く死に至る。

リウマチ患者をはじめとする慢性の疼
痛をかかえた患者では，脳の働きにより
疼痛をコントロールしている。疼痛のコン
トロールというのは具体的には，日常の生
活行動に支障がない程度に痛みが抑制
されているということだろう。それに対し，
外的環境である天候の変化は，物理的ス
トレスとなって疼痛をコントロールしている
システムに影響を及ぼす。もう少し言えば，
疼痛コントロールのメカニズムを破綻させ
る。その結果として関節痛の増悪がもた
らされる。

例えば湿度変化を例にとってみる。人
の体は常に熱エネルギーを産生して体温

Announcement
［登録医単位認定研修講演（H22.11〜H23.2）］

		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

※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。	

この研修会は医師のみを対象に
開かれています。

2/25（金）　20:00　1単位 青森
八戸リウマチ研究会
ファイザー（株）リウマチ事業統括部
東日本営業部
高橋 充　Tel.017-735-7061

2/19（土）　19:00　1単位 福島
第8回 臨床リウマチ懇話会
ファイザー（株）郡山オフィス
松本 達
Tel.024-923-4717

2/19（土）　18:00　1単位 宮城
第19回 リウマチ診療研究会-仙台
参天製薬（株）仙台医薬チーム
島田 幸治
Tel.022-276-2206

2/12（土）　17:30　1単位 宮城
第62回 宮城リウマチ外科研究会
全国社会保険協会連合会東北厚生年金
病院整形外科
佐野 徳久　Tel.022-259-1221

2/5（土）　15:55　1単位 宮城
第12回 膠原病肺疾患研究会
エーザイ（株）宮城医薬一部
日比谷 哲志
Tel.022-226-2185

2/4（金）　19:00　1単位 岩手
第12回 岩手軟骨懇話会
科研製薬（株）盛岡営業所
飯尾 昌浩
Tel.019-604-9300

北海道・東北

3/13（日）10:00 2単位 12:30 3単位 秋田
第14回 東北リウマチ医の会
参天製薬（株）
山出 宏文
Tel.022-276-2206

3/5（土）　17:00　1単位 北海道
第36回 北海道リウマチ研究会
科研製薬（株）札幌支店
佐藤 理
Tel.011-222-2754

3/5（土）　17:40　1単位 北海道
第10回 旭川関節疾患カンファランス
旭化成ファーマ（株）
関根 浩一
Tel.0166-24-2805

3/4（金）　19:10　1単位 福島
会津医学会学術講演会
田辺三菱製薬（株）福島第一営業所
高橋 環
Tel.024-932-1800

2/26（土）　19:00　1単位 北海道
第二回 道北臨床リウマチ研究会
中外製薬（株）
藤田 亮介
Tel.0166-24-6311

2/5（土）　16:00　1単位 東京
平成22年度第5回（通算第286回）
東京都臨床整形外科医会（TCOA）統合研修会
田辺三菱製薬（株）東京支店
高瀬 正徳　Tel.03-3230-6700

2/5（土）　16:15　1単位 東京
第16回 臨界リウマチ性疾患談話会
赤坂中央クリニック
日高 雄二
Tel.03-3585-9368

2/4（金）　19:30　1単位 山梨
第5回 山梨リウマチ研究会
山梨県整形外科医会・臨床整形外科医
会 事務局
内藤 久美子　Tel.055-273-8924

2/4（金）　20:00　1単位 千葉
第9回 千葉小児膠原病懇話会
旭化成ファーマ（株）
後藤 将志
Tel.043-221-2626

2/3（木）　19:45　1単位 埼玉
熊谷市整形外科医会講演会
田辺三菱製薬（株）川越営業所
井上 富夫
Tel.048-645-2915

関東・甲信越

2/17（木）　19:45　1単位 埼玉
埼玉県北部線維筋痛症研究会（第2回）
松崎整形外科
松崎 憲次
Tel.048-527-1511

2/15（火）　19:00　1単位 茨城
第7回 取手リウマチ懇話会
ファイザー（株）つくばオフィス
成見 公一
Tel.029-851-6971

2/10（木）　19:00　2単位 埼玉
第18回 埼玉骨・関節疾患研究会
エーザイ（株）
位頭 俊治
Tel.048-647-9961

2/9（水）　19:20　1単位 神奈川
第9回 横浜運動器再建医学研究会
旭化成ファーマ（株）横浜病院第二営業所
田中 俊一
Tel.045-472-2311

2/9（水）　20:00　1単位 埼玉
第12回 川越リウマチ懇話会
参天製薬（株）埼玉千葉抗リウマチ薬チーム
平原 滋
Tel.048-645-8701

2/7（月）　19:15　1単位 埼玉
第4回 関節リウマチの診療を考える会
武田薬品工業（株）越谷サテライトオ
フィス
中村 昌義　Tel.048-641-3025

2/19（土）　18:45　2単位 群馬
群馬リウマチ関節外科研究会
井上病院
井上 博
Tel.027-322-3660

2/19（土）　18:30　1単位 栃木
栃木リウマチネットワーク学術講演会
中外製薬（株）
小俣 敦
Tel.028-623-4681

2/18（金）　19:45　1単位 東京
第7回 城西地区骨を考える会
佐藤整形外科
佐藤 正幸
Tel.03-3331-6300

2/18（金）　19:15　1単位 新潟
第50回 新潟リウマチ研究会
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

2/17（木）　20:00　1単位 神奈川
第5回 川崎中部リウマチ懇話会
田辺三菱製薬（株）横浜支店レミケード部
朝比奈 芳広
Tel.045-472-2653

3/1（火）　20:00　1単位 神奈川
第4回 ASHURAの会（ALL Showa 
University RA研究会）
昭和大学藤が丘病院整形外科
森島 紀子　Tel.045-974-6365

2/26（土）　16:15　2単位 長野
第10回 信州膠原病セミナー
厚生連篠ノ井総合病院膠原病科
鈴木 貞博
Tel.026-292-2261

2/25（金）　19:00　1単位 群馬
第5回 群馬東毛リウマチ研究会講演会
ファイザー（株）
西 謙次
Tel.027-328-6121

2/24（木）　19:45　1単位 神奈川
相模原膠原病RAセミナー
田辺三菱製薬（株）
北目 武史
Tel.042-750-2650

2/23（水）　20:00　1単位 神奈川
第4回 神奈川リウマチ治療ネットワーク
田辺三菱製薬（株）横浜支店
黒田 匡志
Tel.045-830-5921

2/22（火）　19:15　1単位 埼玉
川越市医師会学術講演会
田辺三菱製薬（株）
岡本 正人
Tel.049-241-0511

2/19（土）　18:00　1単位 東京
第14回 城東RAカンファレンス
田辺三菱製薬（株）営業本部レミケード部
霜村 信幸
Tel.03-3647-1211

3/19（土）　18:00　1単位 長野
第50回 信州リウマチ膠原病懇談会
抱生会丸の内病院リウマチ科
山崎 秀
Tel.0263-28-3003

3/19（土） 17:00　2単位 東京
第37回 東京都リウマチ膠原病懇話会
参天製薬（株）
中山 亮一
Tel.03-3523-8890

3/18（金）　19:10　1単位 埼玉
第2回 バイオクリニカルカンファレンス
エーザイ（株）川越コミュニケーショ
ンオフィス
安川 浩平　Tel.048-245-6321

3/17（木）　19:40　1単位 神奈川
The 9th Yokohama Bone & Joint Seminar
横浜市立大学大学院医学研究科運動器
病態学（整形外科）
熊谷 研　Tel.045-787-2655

3/16（水）　19:15　1単位 千葉
第15回 東総リウマチ研究会
成田赤十字病院内科東総リウマチ研究
会事務局
平栗 雅樹　Tel.0476-22-2311

3/12（土）　18:00　1単位 茨城
茨城県臨床整形外科医会学術講演会
旭化成ファーマ（株）水戸営業所
佐藤 俊明
Tel.029-254-5121

3/11（金）　20:00　1単位 新潟
新潟骨粗鬆症マネジメントセミナー
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

3/11（金）　19:00　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー2011.03
田辺三菱製薬（株）レミケード部
倉橋 正和
Tel.027-321-5261

3/10（木）　20:00　1単位 埼玉
第5回 毛呂山リウマチセミナー
田辺三菱製薬（株）川越第二営業所
織田 憲明・友常 陽史
Tel.049-241-3711

3/9（水）　20:00　1単位 東京
町田市整形外科部会 学術講演会
中野クリニック整形外科・内科
中野
Tel.042-793-7776

3/4（金）　19:30　1単位 新潟
整形外科新潟セミナー2011
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

3/24（木）　19:30　1単位 神奈川
第13回 神奈川シェーグレン症候群研究会
日本化薬（株）横浜営業所
二宮 孝哉
Tel.045-472-0415

2/25（金）　19:00　2単位 福井
第7回 嶺南リウマチ研究会
武田薬品工業（株）
久保敷 喬哉
Tel.0776-22-8160

2/19（土）　17:00　1単位 愛知
第6回 関節リウマチ合併症研究会
武田薬品工業（株）岡崎営業所
武内 清和
Tel.0564-25-2400

2/5（土）　15:30　2単位 愛知
第8回 豊明整形セミナー
ファイザー（株）
水野 智弘
Tel.052-231-8611

2/5（土）　18:30　1単位 愛知
第4回 東海小児リウマチ膠原病研究会
参天製薬（株）
中畑 忠士
Tel.052-219-1870

2/5（土）　18:10　1単位 愛知
愛知県整形外科医会教育研修講演会
旭化成ファーマ（株）医薬名古屋支店
平野 要輔
Tel.0564-27-0226

2/5（土）　17:00　1単位 静岡
第36回 静岡リウマチ懇話会
科研製薬（株）浜松営業所
清水 弘幸
Tel.053-450-1265

2/19（土）　17:00　1単位 愛知
第58回 東海膠原病研究会
第一三共（株）東海支店名古屋病院第
二営業所
南 裕人　Tel.052-241-9015

2/5（土）　17:00　1単位 岐阜
第22回 岐阜リウマチ研究会
参天製薬（株）岐阜医薬チーム
長谷部 正樹
Tel.058-266-4571

2/4（金）　19:00　1単位 静岡
静岡関節症研究会
第一三共（株）三島営業所
吉山 信太郎
Tel.055-971-6688

東海・北陸

3/26（土）　18:00　1単位 静岡
第17回 静岡リウマチ治療研究会
ファイザー（株）
川村 義信
Tel.053-451-5375

3/20（日）　11:00　1単位 福井
第8回 福井RAフォーラム
福井総合クリニック
林 正岳
Tel.0776-21-1300

3/19（土）　17:00　1単位 岐阜
第35回 岐阜人工関節フォーラム
松波総合病院整形外科
大橋 俊郎
Tel.058-388-3390

3/12（土）　16:00　1単位 愛知
愛知リウマチセミナー
アステラス製薬（株）名古屋支店学術室
吉田 栄一
Tel.052-211-3401

2/12（土）　16:00　1単位 和歌山
第4回 和歌山りうまちケアの会
参天製薬（株）
吉岡 明彦
Tel.06-6321-7382

2/5（土）　17:30　1単位 大阪
第17回 近畿足の外科症例検討会
久光製薬（株）医薬事業部
筑波 章
Tel.06-6252-2741

2/2（水）　19:30　1単位 大阪
第11回 大阪リウマチ関節ゼミナール
大阪大学医学部整形外科
竹内 彩子
Tel.06-6879-3552

近畿

5/21（土）　18:40　1単位 石川
第11回 石川リウマチ薬物治療研究会
アステラス製薬（株）京都支店
夏目 浩介
Tel.076-263-7750

2/5（土）　17:30　1単位 兵庫
第34回 神戸免疫・膠原病懇話会
参天製薬（株）リウマチ営業グループ
兵庫抗リウマチ薬チーム
黒本 卓司　Tel.06-6321-7382

2/19（土）　15:30　1単位 大阪
大阪府保険医協会 外科・整形外科部会のつどい
大阪府保険医協会 外科・整形外科担当事務局
麻田 真知子
Tel.06-6568-7721

2/16（水）　18:30　2単位 大阪
第3回 RA Sunrise フォーラム大阪
中外製薬（株）大阪支店
奥田 裕子
Tel.06-6350-6360

3/26（土）　16:10　2単位 山形
第22回 山形リウマチ研究会
ファイザー（株）
我妻 賢
Tel.023-633-8720

2/17（木）　20:00　1単位 埼玉
第36回 見沼リウマチ懇話会
大正富山医薬品（株）北関東支店
冨永 大二郎
Tel.048-653-7200

3/3（木）　19:30　1単位 埼玉
武南エリア リウマチ性疾患学術講演会
田辺三菱製薬（株）
赤羽 竜司
Tel.048-665-5213

4/7（木）　19:00　1単位 群馬
第4回 群馬線維筋痛症を語る会
日本臓器製薬（株）高崎営業所
髙谷 貞良
Tel.027-324-0441

2/26（土）　18:00　1単位 愛知
平成22年度春季名古屋市立大学整形外
科開業医会講演会
守山整形外科
高橋 浩成　Tel.052-739-2525

2/19（土） 15:15 16:15 17:15 各1単位 兵庫
第8回 兵庫整形リウマチの会
参天製薬（株）
浅野 益男
Tel.06-6321-7382

2/10（木）　19:15　1単位 三重
第6回 三重県南勢地区慢性疼痛研究会
旭化成ファーマ（株）
名越 久輝
Tel.059-224-0561

2/26（土）　18:00　1単位 愛知
第25回 東三河リウマチ研究会
旭化成ファーマ（株）名古屋支店病院
第二営業所
菊岡 威士　Tel.0564-27-0226
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を一定に保っている。熱を産生するだけ
では止めどもなく体温が上昇してしまうか
ら，熱輻射，および皮膚よりの蒸散という
働きを通して熱を体の外へ逃して，体温
を一定に保つ。湿度が上昇すると体の
蒸散作用，具体的には汗による気化熱の
放出が妨げられる。すなわち「暑苦しい」
という感覚が生じる。ここまでは健常人で
もリウマチ患者でも特に差はない。

湿度が上昇することで，汗腺（エクリ
ン腺）からの汗分泌による蒸散が妨げら
れ，気化熱が得られないため，微小環境
でのうつ熱が生じる。このうつ熱は火傷，
頭部外傷などと同レベルに語ることができ
る身体ストレスとして作用するだろう。健
常人ではこのストレスは呑みこまれ，適度
に吸収，処理される。リウマチ患者では
痛みをコントロールしているメカニズムが
影響を受ける。

その結果リウマチ患者では，身体が検
出し，脳で抑制していた本来的疼痛が噴
出してしまう。これは湿度上昇による関節
痛の増悪を説明する最新の疼痛理論を
取り入れた仮説である。

気温の低下が上昇よりもリウマチ患者
の病状に影響が大きいことも，疼痛コント
ロールの破綻で説明するとわかりやすい。
寒冷刺激は抹梢循環の低下をもたらし，
筋肉のこわばりを増強する。罹患関節周
辺の皮膚，筋肉などは部位への直接の
寒冷刺激と，全身への寒冷ストレスが脳
の疼痛コントロールを乱すと考えられる。

天気の変化は，温度，気圧，湿度など

の物理的刺激を人体にもたらす。これを
物理環境の変化として一括すると，人は
物理環境の変化に適応しながら生きてい
る。したがって適応という体の変化があ
る以上，天気の変化は体に必ず何らか
の影響を与えているということが前提とな
る。その影響は健常人では意識されな
い場合が多いが，リウマチ患者では，居
住地域，住居の状況，着衣などを含めた
微小環境の調整如何によって，患者自身
の症状増悪，特に関節痛の悪化をもたら
している。

 気象感受性（WS）がある
 リウマチ患者に対して

30 年以上前のことだが，東大病院の
物療内科の「中待ち」は冷房を止めて
いた。そのころは外来診察室には通路
の脇に長椅子を並べた「外待ち」と2，
3 人が座れる「中待ち」の待合室があっ
た。中待ちの冷房を止めていたのは，リ
ウマチ患者は冷房があると関節痛が増悪
して大変不調になる，と訴えるものが多
かったからだ。このように一部のリウマチ
患者では冷房に対する感受性が極端に
強く，これは寒冷な気候に対して気象感
受性（WS）があり，すばやい適応が健
常者ほどには働かないことに通ずる。

したがって，リウマチ患者は一般に冷
房を使わないというものが多い。最近の
亜熱帯気味の日本の気候からすると，利
用できる冷房をかけないでいるのは，体
力を消耗するもとになる。汗がだらだら出

るけど，冷房は我慢しているということを聞
くと，汗の不快感と体の消耗感を超えて，
冷房による関節痛が強烈なのだなと想像
する。こうした患者には「冷房はかけなく
とも，ドライだけはかけて冷房は外気温と
の差を１度程度にして少しでもよい睡眠環
境でお休みになってはいかがですか」と
助言する。
「梅雨期の湿度が高い日が続くときには

風通しをよくしなさい，衣服はゆったりした
風通しのよいものにして，寝るときはふとん
を半がけにして体に熱がこもるのを防ぎま
しょう」などと指示する。

また低気圧，台風などがきて不調になり
そうな患者には関節部位にサポーターを
装用することをすすめる。肘，膝，足首
などにサポーターをつけると，関節の無駄
な運動を制限し，かつ関節部の保温にな
るので大変，具合がよい。

一部の関節リウマチで患者では，気象
による症状変化が出現したとしても疾患
活動性とは関連が少なく，一時的な場合
であることを自覚している。晴れたらすぐ
痛みが楽になりますよ，などという必要は
ない。消炎鎮痛剤を増量するなどはとん
でもない話だ。季節によって病状が変化
する患者では，綿密な経過観察をするこ
とが重要だ。冬季および梅雨期を意識
することが多いが，生活上の注意とともに
明らかな疾患活動性の変化なのか，季
節的なものなのかを見極める努力が必要
となる。

 終わりに

天気とリウマチの関係は生身の患者で
はさまざまに現れ，疾患活動性が低下す
るとWS が低下することもしばしば認め
られる。家庭内に重大事象がおこったり，
旅行に出かけたりすることでも天気との関
係は変化する。関節痛は生身の患者の
生身の生活にかかわっている。

こうした点で，一定の法則性は見出し
にくいが，人は常に物理的環境変化の影
響を受け，それなりに対応しているという
ことは，常に前提であり，意識されるべき
ことであろう。

天気とリウマチの関係は気象要素では
湿度，気温の影響が特に大きいと思われ
るが，TNF-α，IL-6，CCP 抗体など内的
プロセスで語られることとは異なって，学
際的に検討されるべきものであり，生気象
学，行動医学，心理学などの一層の発展
が問題を明らかにしてゆくものと考える。
参考文献
１， リウマチ性疾患と気象，行山康，地球
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２， 季節とリウマチ性疾患，行山康，日本生

気象学会誌，40（s）, 285-292, 2004
３， 疼痛学序説「痛みの意味を考える」，

Patrick Wall著，横田敏勝訳，南江
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3/5（土）　17:00　2単位 大阪
第10回 関西膠原病フォーラム
参天製薬（株）大阪抗リウマチ薬チーム
井手尾 健太
Tel.06-6321-7382

3/5（土）　17:20　1単位 滋賀
第8回 びわこリウマチと免疫セミナー
ファイザー（株）
小林 博幸
Tel.077-553-8631

2/26（土）　17:00　2単位 兵庫
第15回 播磨リウマチ膠原病研究会
松原メイフラワー病院
松原 司
Tel.0795-42-8856

2/26（土）　18:00　1単位 大阪
第17回 近畿骨粗鬆症研究会
兵庫医科大学整形外科学教室
楊 鴻生
Tel.0798-45-6452

2/25（金）　19:30　1単位 兵庫
第49回 瑞穂卒後研修セミナー
名古屋市立大学大学院整形外科学教室
松下 廉
Tel.052-853-8236

2/24（木）　19:10　2単位 大阪
第7回 RAネット
田辺三菱製薬（株）
中山 勝裕
Tel.06-6205-5255

3/19（土）　19:00　1単位 兵庫
第5回 神戸西リウマチ性疾患連携の会
神戸大学病院リウマチセンター
柱本 照
Tel.078-382-5680

3/17（木）　19:30　1単位 大阪
第16回 大阪RAフォーラム
田辺三菱製薬（株）大阪支店
南雲 成一郎
Tel.06-6205-5136

3/17（木）　19:45　1単位 大阪
第18回 南大阪リウマチ研究会
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
松本 智成
Tel.072-957-2121

3/5（土）　15:00　1単位 兵庫
兵庫県整形外科医会（整形外科疾患
Up-to-Date）
よしだ整形外科
吉田 竹志　Tel.072-772-5055

3/5（土）　18:00　1単位 大阪
第8回 三島リウマチフォーラム
大阪医科大学整形外科
中島 幹雄
Tel.072-683-1221

2/12（土）　18:00　1単位 島根
第30回 山陰リウマチ性疾患研究会
田辺三菱製薬（株）
樫本 孝史
Tel.0852-25-5250

2/10（木）　20:15　1単位 岡山
第3回 OKAYAMAリウマチネットワーク
エーザイ（株）
吉崎 清悟
Tel.086-254-1811

2/10（木）　19:20　1単位 鳥取
第9回 山陰Boneフォーラム
鳥取大学医学部
萩野 浩
Tel.0859-38-6862

2/5（土）　20:00　1単位 香川
第8回 香川リウマチ研究会総会
香川大学医学部付属病院内分泌代謝・
血液・免疫・呼吸器内科
土橋 浩章　Tel.087－891-2145

2/3（木）　19:40　1単位 高知
第9回 高知リウマチ・サイトカイン治
療研究会
田辺三菱製薬（株）
岡田 尚三　Tel.088-820-5560

2/3（木）　19:30　1単位 山口
第13回 山口臨床リウマチ研究会
ファイザー（株）
平岡 尚文
Tel.082-502-7311

3/17（木）　19:15　1単位 岡山
第8回 美作地区リウマチの会
田辺三菱製薬（株）岡山第二営業所
弘中 大策
Tel.086-232-2402

3/12（土）　18:00　1単位 徳島
第28回 四国関節外科研究会
旭化成ファーマ（株）医薬四国支店学
術担当
加藤 安一　Tel.087-835-1231

3/1（火）　20:00　1単位 岡山
第8回 岡山リウマチ医のための肺障害
研究会
エーザイ（株）
吉崎 清悟　Tel.086-254-1811

2/20（日）　16:00　1単位 広島
第42回 広島リウマチ研究会
中外製薬（株）
煤賀 英司
Tel.082-543-6100

2/19（土）　19:15　1単位 広島
第132回 備後整形外科医会
寺岡記念病院
小阪 義樹
Tel.0847-52-3140

2/12（土） 16:30 17:30 18:30 各1単位 広島
第9回 広島Bone&Jointセミナー
旭化成ファーマ（株）医薬中国支店
村井 弘一
Tel.082-244-5802

2/4（金）　19:30　1単位 大分
第4回 大分運動器疾患研究会
第一三共（株）九州支店大分営業所
大本 貴寛
Tel.097-535-2125

2/4（金）　19:30　1単位 福岡
第13回 福岡南部リウマチ研究会
公立学校共済組合九州中央病院リウマチ科
志田 純一
Tel.092-541-4936

2/4（金）　20:00　1単位 福岡
第87回 福岡リウマチ懇話会
近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一
Tel.092-762-2380

九州・沖縄

4/9（土）　19:00　1単位 岡山
第276回 岡山県臨床整形外科医会研修会
竜操整形外科病院
角南 義文
Tel.086-273-1233

2/19（土）　19:00　1単位 鹿児島
第6回 鹿児島リウマチの臨床とケア研究会
エーザイ（株）鹿児島医薬一部
小山 功
Tel.099-254-9860

2/19（土）　18:15　1単位 熊本
熊本臨床整形外科医会 教育研修講演会
松原リウマチ科・整形外科
松原 三郎
Tel.096-214-0551

2/18（金）　19:30　1単位 佐賀
第11回 佐賀リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）佐賀営業所
前田 知己
Tel.0952-22-7811

2/11（金）～13（日）12日 12:40 13:45 各1単位 沖縄
 13日12:20
第20回 日本小児リウマチ学会総会・学術集会ランチョンセミナー

（株）オフィステイクワン
木村 麗　Tel.052-930-6145

2/11（金） 8:30 10:40 11:40 各1単位 福岡
第10回 久留米関節セミナー
久留米大学医療センター
荒木 貴陽子
Tel.0942-22-6111

2/7（月）　19:30　1単位 沖縄
第14回 沖縄リウマチ医の会
参天製薬（株）
鳥海 勲
Tel.098-862-2851

3/17（木）　20:00　1単位 沖縄
第9回 沖縄リウマチ薬研究会
ファイザー（株）那覇オフィス
矢野 真二
Tel.098-868-0981

5/18（水）　19:30　1単位 福岡
第2回 大牟田リウマチを考える会
永田整形外科病院
金﨑 克也
Tel.0944-53-3879

3/26（土）　17:00　1単位 兵庫
第2回 骨質研究会
兵庫医科大学整形外科学教室
楊 鴻生
Tel.0798-45-6462

3/26（土）　18:00　1単位 岡山
第42回 岡山リウマチ研究会
科研製薬（株）岡山営業所
田中 卓麻
Tel.086-246-3232

2/26（土）　16:30　1単位 宮崎
第26回 宮崎県リウマチ研究会
国立病院機構都城病院
税所 幸一郎
Tel.0986-23-4111

2/24（木）　20:00　1単位 兵庫
第7回 兵庫県女性のQOLと生活習慣病
を考える会
兵庫医科大学整形外科学教室
楊 鴻生　Tel.0798-45-6452

中国・四国
4/7（木）　19:00　1単位 徳島
第1回 徳島リウマチ医の会
アステラス製薬（株）
山田 利春
Tel.088-657-7250

3/17（木）　20:00　1単位 大分
第97回 大分県リウマチ懇話会
参天製薬（株）医薬事業部大分医薬チーム
岩間 徳之
Tel.092-411-0119

　

3/5（土）　16:30　1単位 大阪
第17回 なにわリウマチフォーラム
ファイザー（株）リウマチ事業統括部
大阪第一営業所
青木 史江　Tel.06-6575-5211

2/11（金）～13（日）12日 14:45 各1単位 沖縄
  13日13:30
第20回 日本小児リウマチ学会総会・学術集会

（株）オフィステイクワン
木村 麗　Tel.052-930-6145

3/18（金）　19:45　1単位 福岡
第17回 筑後骨代謝・骨粗鬆症研究会
エーザイ（株）福岡医薬二部
薮内 毅
Tel.092-924-1113

リウマチケア専門職審査委員会審査結果について

審査は「経過措置による登録リウマチケア
看護師制度審査基準（案）」について、下記
の通り審議決定した上で、関係規則及びこの
基準に基づき個別審査を行った結果、次の通
りの審査結果となりました。

登録申請者
 265 名（うち、１名は申請取下げ）
合格者 248 名
不合格者 13 名
判定留保者 3 名
 （不明事項の調査結果により結論）

であります。
13 名の不合格の理由は

（1）過去 5 年間におけるリウマチケア従事歴
が合計３年間に満たないケース。

（2）直近の過去 5 年間に 3 回以上の研修会へ
の発表又は参加の実績がなかったケース。

であります。
（2）の研修会への参加発表については、「リ
ウマチケア専門職教育研修講演単位認定要
綱」により、次の通り認定対象外研修会を規
定しておりますので今後の登録申請に当たって
は、特に注意が必要です。

< 認定対象外研修会 >
（1） 研修会が医師のみを対象にしている場

合は単位認定の対象としない。

（2） 商品名を冠した研修会は単位認定の
対象としない。

（3） 企業単独で行う研修会は単位認定の
対象としない。

＜経過措置による登録リウマチケア看護師制
度審査基準＞
１． 規則第 3 条本則の「現在に至るまで引続

き3 年以上」については、過去５年間のリ
ウマチケア従事期間の合計 3 年間とする。

２． リウマチケア指導症例は、規定通り直近５
年間とする。

＊ ケア指導患者名簿 20 例（RA 3 例以上を
含む）

＊ ケア指導記録 10 例（RA 3 例以上を含む）
３． 直近の 5 年間に 3 回以上の研修会への発

表または参加の実績は、規定通り直近 5
年間とする。

＊ 治験参加、災害時リウマチ患者支援事業
（実地訓練を含む）参加はそれぞれ研修
会参加へ 1 回参加したものと扱い、現在
進行中の治験も対象とする。

平成 22 年 12 月28日
財団法人 日本リウマチ財団
リウマチケア専門職審査委員会

平成22年12月23日(木)、当財団リウマチケア専門職審査会が開催され、平成22年度（財）日
本リウマチ財団登録リウマチケア看護師の登録申請について審査いたしました。
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QUIZ

画像画像 画 像 ク イ ズ
#2

問題
症例は 70 歳，女性。
画像より疾患名を推測してください。

事務局だより

リウマチ登録医募集

財団では，平成 23 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
ぜひ登録をお願いいたしま
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 23
年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま
でであり，審査後登録となり
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
2. リウマチ診療患者名簿 40

名あり（含 RA 3 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）

リウマチ登録医の資格更新

下記年度にリウマチ登録医
になられた方は，平成 23 年
度資格更新者に該当いたし
ますので，手続きをお願いし
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，平成 20 年度
の登録医

なお，更新申請書類は昨年
12 月にお送りしています。

申請期間は平成 23 年 3 月
31 日までです。

出題：齋藤 輝信 氏
 （独立行政法人国立病院機構西多賀病院リウマチ疾患研究センター長）
協力：リウマチセンター間連絡会

解説：吉永 泰彦 氏（倉敷成人病センターリウマチ膠原病センター長）

前号解答　新生児ループス neonetal lupus syndrome（NLE）

母親は，抗SS-A抗体陽性のシェーグレン症候群患者。女児は生
後 1ヵ月より前額部に紅斑が出現し，2ヵ月で環状紅斑を示した。
3ヵ月，紅斑は癒合し，5ヵ月でほぼ消失した。心症状，肝障害，
血液障害は認めず。弟にはNLE症状なし。
NLE は，母親の抗 SS-A 抗体が胎盤を通過して，胎児および新
生児に障害を与える後天性，受け身の自己免疫症候群。皮膚症状
の多くは生後 1～ 3ヵ月の間に皮疹が出現するが，2割は出生
時より認める。皮疹は亜急性皮膚ループスに類似した環状紅斑で，
顔面とくに眼周囲に多く，露光部に出現しやすい。本症例のよう
に，生後 6～ 9ヵ月で母親の自己抗体の消失とともに治癒する。
NLE の症状としては，皮膚症状以外に，心伝導障害，肝障害，
血液障害などがあるが，心ブロック以外は一過性。

①出産時 ② 1 ヵ月 ③ 2 ヵ月

④ 3 ヵ月 ⑤ 4 ヵ月 ⑥ 5 ヵ月
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【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】 委員長：後藤　眞　桐蔭横浜大学医用工学部生命・医工学科不老科学・加齢制御学部門 教授 羽生忠正　長岡赤十字病院 副院長
  岡田正人　聖路加国際病院アレルギー膠原病科 （成人・小児） 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
  仲村一郎　湯河原厚生年金病院リウマチ科 部長 山村昌弘　愛知医科大学医学部腎・リウマチ膠原病内科 教授
  村島温子　（独）国立成育医療研究センター 母性医療診療部部長

あけましておめでとうございます。
本年も財団ニュースへのご支援を宜しくお願い致します。
さて一昨年は長年続いておりました自民党政権から民主党政

権への交代があり，「官僚指導の打破から政治指導へ」という
キャッチフレーズで大いに期待を抱いたのは小生のみではないと
思います。しかしその結果たるや散々なもので外交政策から内
政に至るまで，特に最近の管政権のリーダーシップの無さは政治
の素人集団であったことを露呈し，ここまで酷かったとは誰もが
予想だにしなかったことと思われます。

さてよく言われていた医療崩壊は食い止められたのでしょう
か。

確かに小泉政権からスタートしていた 2, 200 億円の社会保障
費削減は無くなり，また従来までの医療費抑制の方向にやや歯
止めがかかり，僅かながらではありますが診療報酬改定ではほ
んの少し上昇がみられました。一方で子供手当等，財政破綻
状態にもかかわらずマニフェストに固守したばらまき政策を行おう
としています。

あまりにも現政権の内外政策へのお粗末さからか，マスコミも
日々 のニュースに事欠かなくなり医療崩壊についての記事は以前
より取上げられる回数が減ったように思われます。しかし現実に

は医療崩壊は進んでおり，様 な々問題が山積み状態であります。
そんな状況のなか明るいニュースといえばリウマチ治療として

生物学的製剤が５種類に増え，関節リウマチ治療では今や「寛
解」から「治癒」を目指すと言われるまで進歩してきた事でしょう。
ただ一方，強皮症，SLE などの他の膠原病ではまだまだ満足の
いく治療手段は登場しておりません。

リウマチ治療への生物学的製剤の登場は，革命的な治療法
の開発と言っても過言ではないでしょうが，経済不況が依然と続
きその経済格差の中で治療を断念せざるえない患者さんやその
使用に躊躇する患者さんが存在することも事実です。なんとか
もっと患者負担が軽減されるよう，学会や財団も患者団体と力を
合わせて政治に働きかけ頑張っていただきたいと思います。

今後当分の間この厳しい経済状況が続くと思われ，大幅な税
収増加も望めなく，消費税という手段でも使わないと様々な医療
政策に多額のお金をつぎ込むことも難しいでしょう。限られた予
算内で重要な医療政策により多くの配分を得るためには，医師会，
医学界が自己的な視点ではなく協力して政策の優先順位を決
める必要があり，そのためにもいかなる医療政策を推し進めて
いくことが真の国民医療の向上に結びつくかという事を，今一度
考えていただけるよう期待したいと思います。政治の世界同様
に日本医師会も政権交代がありました。ぜひかつての武見医師
会のような発言力をつけて，医療へのオピニオンリーダーとして
国に対してもの申せる強い組織になっていただきたいと切に願っ
ております。

（森本幾夫）

日本リウマチ財団
寄付金ご協力のお願い

【ご寄付いただいた方】
〜平成22年10月〜
（故）林 美榮子 様

●使途　当財団のリウマチ性疾患調
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
にご一報ください。

 （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，事務局にお申し出く
ださい。

地区名 開催日 開催場所 世話人 申込先

埼　玉 平成 23 年
1/23（日）

さいたま市
大宮ソニックシティ

織田　弘美　教授
埼玉医科大学　整形外科

日本リウマチ財団　事務局
①郵送：〒 170-0005 東京都豊島区南大塚 2-39-7 ヤマモト大塚ビル 5F
② FAX：03-3946-7500
③ E-mail：kenshukai@rheuma-net.or.jp

静　岡 平成 23 年
1/16（日）

浜松市
アクトシティ浜松
コングレスセンター

小川　法良 講師　浜松医科大学第三内科
宮本　繁仁 院長　みやもと医院

日本コンベンションサービス（株）　豊田
① FAX:06-6221-5938
② E-mail：ra-shizuoka@convention.co.jp

滋　賀 平成 23 年
1/16（日）

大津市
県立県民交流センター
ピアザ淡海

松末　吉隆　教授
滋賀医科大学　整形外科 

（株）サンプラネットＭＣＶ
①郵送：〒 112-0012 東京都文京区大塚 2-15-6　ニッセイ音羽ビル 1F
②ＦＡＸ：03-3942-6396
③ＷＥＢ申込み：https://www.regconf.jp/rheuma2011shiga/

山　口 平成 23 年
3/13（日）

山口市
山口グランドホテル

田中　浩　診療部長
山口県立総合医療センター　整形外科

（株）ICSコンベンションデザイン
① 郵送：〒 101-8449 東京都千代田区猿楽町 1-5-18　千代田ビル
② FAX：03-5283-6853
③ E-mail：reg-yamaguchi@ics-inc.co.jp

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）
日本リウマチ財団登録医資格更新単位（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〕「○○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，財団登録医は登録医番号を書き，返信用封筒（宛先を書き80 円切手貼付）を同
封の上，申込先へお申し込み下さい。

〔受講料〕 登録医 7,000 円 一般医 10,000 円
〔テキスト〕『リウマチ病学テキスト』（平成 22 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。
 詳細は決まり次第ホームページ等に掲載します。

平成22年度リウマチ教育研修会　開催予定

開催地区名 開催日 開催場所 世話人 申込先

近　　畿 平成 23 年
2/12（土）

大阪市
大阪・毎日新聞ビル
オーバルホール

行岡 正雄　院長
行岡病院

（株）サンプラネットＭＣＶ
①郵送：〒 112-0012 東京都文京区大塚 2-15-6 ニッセイ音羽ビル 1F
②ＦＡＸ：03-3942-6396
③ＷＥＢ申込み：https://www.regconf.jp/rheuma2011osaka/

問合せ先：日本リウマチ財団　TEL：03-3946-3551

医師をはじめ，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
申込方法：参加ご希望の方は，「近畿地区リウマチの治療とケア研修会申込」と記載し，必要事

項（①氏名 ②勤務先・科名または部署名 ③職種 ④所在地 ⑤電話番号 ⑥ファッ
クス番号）をご記入の上，申込先へ事前にお申し込み下さい。

研修単位： 日本リウマチ財団登録医単位　3 単位
 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修単位　4.5 単位
 日本リウマチ学会専門医単位　3 単位
 日本整形外科学会認定医単位　3 単位
 日本手の外科学会教育研修単位　1 単位
 日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨床医生涯教育単位　5 単位
 日本医師会生涯教育単位　5 単位
 理学療法士・作業療法士　受講証明書発行
詳細は，日本リウマチ財団リウマチ情報センターでみることができます。

平成22年度リウマチの治療とケア研修会　開催予定

問合せ先：日本リウマチ財団　TEL：03-3946-3551

年 頭 所 感
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