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107 号の主な内容
● 緊急座談会 前編

 MTX16mg/ 週の実現

● 平成 23 年度

 リウマチ講演会 開催報告

● EULAR 2011 学会速報

● アナウンスメント

 「画像クイズ」は都合により

休載します。（次号掲載予定）
（3 ページに続きます）

代表理事・挨拶

講演会開催にあたって，髙久代表理
事は，財団がこの 4 月から公益財団法
人となったことを報告した。また東日
本大震災について触れた折り，先年の
リウマチ月間講演で，災害時のリウ
マチ患者支援についてのテーマがあっ
たことを述べ，当時は想定もしていな

かったことであるが，災害が現実のも
のとなったとき，このときの実施要綱
にしたがっての服薬指導などの支援体
制が被災地での一助になったであろう
と語った。ちなみに財団の活動につい
ては財団 HP に「日本リウマチ財団災
害時リウマチ患者支援事業に基づく災
害情報」として掲載されている。また，
平成 22 年度に日本リウマチ財団登録
リウマチケア看護師制度が発足し，す

（次ページに続きます）

当日本リウマチ財団が主催する恒例のリウマチ月間リウマチ講演会（平成 23年度）が公益財団法人として認定後初めて 6
月 6日，東京の丸ビルホールにて開催された。前日までの天候不順で出足が心配されたが，多くの参加者をみて盛況裡に進行
した。本号では，その講演のハイライトをお届けするものである。

平成23年6月6日　於：丸ビルホール（東京都千代田区）

開催にあたり，ご挨拶される髙久代表理事

ご出席者
（話し手）鈴木康夫 氏
	 東海大学医学部内科学系リウマチ内科	教授
（聞き手）神田 健博 氏
	 神田整形外科	院長（横浜市）
司　会
後藤 眞 氏
 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	
	 （日本リウマチ財団ニュース編集委員長）

後藤：本日はお忙しいところお集まり
いただきましてありがとうございま
す。日本でもようやくメトトレキサー
ト（以下 MTX）の用量が関節リウマ
チに対して週 16mg まで増量可能に
なったわけです。今までフラストレー
ションが溜まっていたわけですが一歩
前進でしょう。まだまだ欧米並みの
20 mg ，30 mg とはなっていないの
ですが，かなり日本人にとっては治療
しやすくなったと思います。

一方，その中で生物学的製剤も含め，
薬物療法がけっこう複雑になっている
わけです。多くの先生がたにとっては
大変な時代になっているかもしれませ
ん。今日はその代表という形で，私の
知己である神奈川県横浜市緑区で開業
されている整形外科医 神田健博 氏に
お越しいただいて，日本リウマチ学会

（JCR）の MTX 診療ガイドライン（編
集 ：日本リウマチ学会 MTX 診療ガ
イドライン策定小委員会）作成の責任
者である東海大学鈴木康夫 氏と，実
際に外来あるいは入院先で MTX を使
う時の上手な使い方を実学的に意見交
換していただければと思います。

MTXガイドライン策定が
改訂に先駆け進んだ訳

鈴 木： 今 回， 日 本 リ ウ マ チ 学 会 で
MTX の診療ガイドラインの作成に
至った経緯についてまずはお話ししま
しょう。

きっかけは，今回承認された MTX
の用法・用量あるいは適応に関する

「公知申請」ということが非常に大き
かったと思います。日本では欧米から
約 10 年遅れた 1999 年に MTX がリウ
マチの治療薬として初めて承認されま
したが，当時，海外では MTX は通常
7.5mg からスタートして 15mg に増や
すという使用法が主流なのに 6mg か
らスタートして最大 8mg までという
用法・用量でした。

日本リウマチ学会では最初の承認以
来欧米並みの投与量まで成人用量が増
量できないかと厚生労働省に打診を続
け，2008 年の 6 月に「もし 8mg を超
えた投与量における有効性と安全性に
関するエビデンスが提出されれば，公
知申請をふくめて前向きに検討する」
という回答がえられました。

そこで，日本リウマチ学会（JCR）

は「MTX の週 8mg を超えた使
用の有効性と安全性に関する研
究 : 日本の 3 つの RA 患者のコ
ホ ー ト（IORRA, REAL, NinJa） 
研究とエタネルセプト市販後
全例調査のデータベースの解析
を し，「MTX は 必 要 に 応 じ て
週 16mg まで増量することによ
り，RA 治療の有効性は向上し，
安全性には有意の変化は認めら
れない」という結論を厚生労働
省及び医薬品医療機器総合機構

（PMDA）に提示しました。
厚生労働省は，日本では薬剤

性間質性肺炎による死亡例が他
の薬剤を含めて非常に多いとい
うことから，MTX 増量に伴う間
質性肺炎の発生増加を強く懸念
していました。そして「投与量増量に
伴う肺の安全性」に関して，日本呼吸
器学会に諮問したという経緯がありま
す。その結果は，日本呼吸器学会から
は「基本的には投与量が増えても間質
性肺炎は増えないだろう。ただし，少
し感染症が増える可能性がある」との
回答がなされました。このような経
過から，厚生労働省では MTX 投与量

の増量を認めようという方向で話が進
み，昨年 2010 年 3 月に公知申請され
たわけです。

日本リウマチ学会では今後 MTX の
投与量が全般に増えることが見込まれ
るので，学会として MTX の正しい使
い方に対して道筋をつけようというこ
とでガイドラインの策定が計画され，

鈴木 康夫氏
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第 1 回ガイドライン策定の委員会を開
かれたのが 2009 年 10 月です。安全性
への対策も十分に周知徹底していると
いう事実を，厚生労働省に向かって基
本的には示したい，と行動を起こした
わけです。そして 1 年後の昨年 9 月に
ガイドラインの第 1 版がホームページ

（http://www.ryumachi-jp.com/info/
newsMTX-text_2011.html）に掲載さ
れたのです。

ホームページにガイドラインを公表
した当時は，まだ現在の用法用量が承
認されていたわけではありません。正
式な投与量は上限 8mg まで，適応に
関しては「少なくとも NSAID および
抗リウマチ薬の効果が不十分であった
時に使用する」という基本的には第一
選択薬としては使用できない縛りはま
だ残っていました。ただ，今後は明ら
かに高用量を使用する必要があるとい
うことと，適応に関しても第一選択薬
として使用できるということを，ガイ
ドラインの中にその当時から少しだけ
でも盛り込んでおきたくて，第一選択
薬としての可能性についても言及し，
なおかつ 16mg までの有効性に関して
も言及した経緯があります。その約半
年後，今年の 2 月 23 日に正式に今回
の公知申請が承認され，添付文書が改
訂されました。我々の期待通り，添付
文書上も第一選択薬として使えるよう
になり，また，最高で週 16mg まで使
用可能になったということです。今回
の，添付文書の改訂に伴い，ガイドラ
インの適応と用法・用量については，
一部改訂を行い，3 月に 2011 年度版
ガイドラインを書籍として刊行しまし
た。

公知申請によって実現された
添付文書の改訂

後藤：「公知申請」とはどういうこと
なのですかね？
鈴木：公知申請は，「すでに承認され
ている医薬品の適応外使用について，
その有効性，安全性に関して公知の事
実であると認められる場合は，臨床試
験を免除して承認しよう」というシス
テムです。すなわち，海外においては
承認されていて，実際，医療において
相当数の実績がある場合，信頼できる
学術雑誌に掲載論文あるいは国際機関
で評価された総説がある場合，公的事
業の委託研究など倫理性，信頼性，科
学性が確認できる臨床試験がある場合
が，この制度の対象になります。元々
は故 水島 裕 先生が参議院議員の時に
起案されたという点で，日本リウマチ
学会とも関連が深い制度です。
後藤：適応外使用自体が認められつつ
あるということなのですか？
鈴木：いいえ，認められてはいません
が，適応外使用を容認するのではなく

「臨床試験なしに適応を加えよう」と
いう道筋ができたということです。今
回の MTX 投与量や適応の拡大と同じ
ように公知申請のシステムを使って，
リウマチ性疾患関連ではシクロホス
ファミド（エンドキサン），アザチオ
プリン（イムラン）が膠原病に対して
正式に使用できるようになったのも同
じ形です。

MTXを
約 8割に使っている現実

後藤：では実際に実地診療で日夜
MTX をたくさん使用している，神田
先生からご質問いただきたいと思いま
す。神田先生の診療の概略をまずお話
しいただきますか。
神田：整形外科，リウマチ科，リハビ
リテーション科の 3 つを標榜している
のですが，ほとんどの患者さんが整
形外科の患者さんです。リウマチ治療
の専門医資格を持っていますので，リ
ウマチ患者さんもみていますが，予約
制ではありませんのでなかなか患者さ
んをゆっくり診察する時間が取れませ
ん。そこで MTX を上手に使いたいこ
ともそうなのですが，肺の問題や感染
症などの副作用が出た時の対処法に不
安があります。
後藤：何人ぐらいの患者さんに MTX
を使っていますか？
神田：40，50 人は使っていると思い
ます。現在は多くの患者さんが MTX
をファーストラインで使っています。
最初のころはシオゾールも使いました
し，ブシラミン，サラゾスルファピリ
ジンなどを使っていましたが，無効な
人や副作用などで途中で MTX に変え
ていく患者さんもいらっしゃいます。
ファーストチョイスでは使えなかった
のですが，途中から MTX に変えてい
くとよく効きます。今も来院している
患者さんは MTX を使っている方が一
番多いです。
鈴木：私の患者さん（東海大学医学
部付属病院）で昨年調べた限りでは
78％，約 8 割が MTX を服用してい

ます。内訳としてその半分
ぐらいが MTX 単剤で，残り
が生物学的製剤あるいは他の
DMARDs との併用療法にお
いて MTX を基本薬（ベース
薬）として使っているケース
です。
神田：私もそのぐらいだと思
います。
後藤：私もほぼ 8 割ぐらいで
す。たぶん専門的にみる人は
7，8 割が MTX を使ってい
るのではないですかね。その中で他の
DMARDs を組み合わせたりあるいは
生物学的製剤を組み合わせたりという
ことを実践していると思います。

MTXの投与量が増えた
いくつかの意義と増量のタイミング

神田：増量において一番怖いのはやっ
ぱり整形外科医としては副作用です。
8mg まで使っている患者さんがい
るのですが，そのような患者さんに
10mg 以上を使い始める「指標」とい
うか，何か特に決まりはないのでしょ
うか ?　たとえば DAS-28 ではどのく
らい，CRP，MMP-3 などではどのく
らいというような。それから臨床的な
腫張や痛みならばどうなのかです。
鈴木：まず，今回の添付文書の改訂
で，「以前とどこが変わったか」とい
うところを簡単にお話します。大き
く変わった点の 1 つは，最大投与量が
16mg まで増量できるようになったと
いう点。もう 1 つは今まで第一選択薬
として使えなかった縛りが外れて第一
選択薬として使えるようになったとい
う点です。

そのほかに，「投与開始後どのくら
いのタイミングで増量するか」につい
て，その期間を以前の添付文書では

「2 ヵ月間経っても効果が不十分であ
れば増量を考える」と謳っていたのが，
今回は「4 〜 8 週間」と短期的に増量
できるようになった点もあります。増
量のタイミングについてはガイドライ
ンと同じ記載です。それから「増量す
る時には週 2 〜 4mg 単位で増量がで
きる，ということで 2 カプセル（4mg）
を一度に増やしてもいい」という点も
今までなかったことです。
後藤：1 回に 2 カプセルというのはど
ういうことですか。
鈴木：たとえば 6mg で使い始めた時
に，次に 8mg を超えて 10mg に増や
してもかまわないということです。添
付文書には，増量する時には 2 ないし
4mg 増量できると記述されています。
実際それがほんとうに必要かどうかは
また別として，添付文書上はそういう
ことが可能になったといえます。そし
てまた，添付文書上は明確ではないの
ですが，葉酸の使用に関して少し言及
されているという点です。葉酸を使う
ことによって肝障害（肝酵素上昇），
消化管症状，血球減少など MTX の用
量依存的副作用を軽減ができる事実が
添付文書に明記されたことです。葉酸

（フォリアミン）は適応外使用なわけ
ですから，適応外使用を添付文書中に
入れたのは非常に画期的なわけです。
このことによって葉酸を臨床現場で使

うことが正当化されたといえると思い
ます。

このように，今回の改訂によって
我々としては，いろいろの面で MTX
がより使いやすくなったのではないか
と思います。

先ほどの，何を目安に MTX を増量
するかということですが，個々の症例
のリスク : ベネフィットを考えて判断
することになると思います。最近の
RA 治療戦略では「リウマチの治療目
標は寛解あるいは低活動性」であり，
治療目標に向かって短期的に治療を調
整してゆく「T2T（Treat to Target）
の概念」が定着しつつあります。診療
の現場では「この患者さんはどこを治
療目標にしよう」，ということがある
はずです。患者全員を寛解に持って行
くのはなかなか難しいと思います。特
に，Stage Ⅲ以上の機能障害のある患
者さんでは，DAS 28 などの疾患活動
性指標を用いた評価で臨床的寛解まで
到達するのは難しいと思います。症
例ごとに医師が自分の目標を定めて，
MTX を週 8mg まで使用しても，そ
の目標に到達できなければそこで，さ
らに増量する，という形が必要です。
後藤：それは医者の技量による差なの
ではないですか。
鈴木：患者さんの年齢，合併症，進行
度などに応じて目標を設定することが
重要です。基本的にはまだ機能障害が
ないような早期の患者さんでは，私も
目標は寛解でいいと思います。ただし，
すでに進行している患者さんは，炎症
活動性が低下しても，患者評価の健康
度は必ずしもよくならないので，今の
基準では寛解に到達しない場合があり
ます。炎症活動性が著明に改善した場
合，寛解基準を満たしていなくても X 
線写真上，骨びらんが改善する場合も
あるので，治療目標は患者さんごとに
設定しています。

週6mgでスタートして8mgに増量，
それでも効果が不十分であればまた増
量する。その際，早期リウマチの患者
さんで寛解を目標に，積極的な MTX
増量を考えるという方向性だと思いま
す。

MTXはどの用量が
スタンダードと考えるべきなのか

鈴木：一方，実際に MTX を使ってい
るとどのくらいの用量で一番効いて
くる患者さんが多いのか，という点も
気になるところだと思います。私の患
者さんの MTX 投与量をみると，今一
番処方数が多い患者さんは週 10mg の
患者さん。ついで 12mg と 8mg です。
つまり，週 8 〜 12mg で目標に到達す

神田 健博氏

座談会出席者，
左から神田 健博氏，鈴木 康夫氏，後藤 眞編集委員長

後藤 眞編集委員長
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祝辞を頂いた，上段左から，外山 千也氏（代読 難波氏），宮坂 信之氏，
下段左から，原中 勝征氏，長谷川 三枝子氏（代読 三浦氏）

でに 250 名超の登録リウマチケア看護
師が誕生したことにも触れた。

次いで，厚生労働省健康局長 外山
千也氏（代読 難波氏），日本医師会会
長 原中勝征氏，日本リウマチ学会理
事長 宮坂信之氏，日本リウマチ友の
会会長 長谷川三枝子氏（代読　三浦
氏）から祝辞を受け，その後各賞の授
賞式が行われた。

祝辞の中で原中氏は，自身が大腸が
んに罹患した経験も披露しつつ，医師
の生命倫理観とその使命について述べ
た。また，現在 110 余の学会が存在し
毎月勉強会が実施されているが，医学
者と臨床家の協力が常に重要であると
語り，今回の震災で全国から 1,000 以
上の医療チームが現場で協力している

「弱者を救う」という日本の医師の態
度は誇りであると締めた。

次いで壇上に立った宮坂氏は，現在，
関節リウマチは早期に発見し治療を開
始できるようになって来ていることを
説明し，これまで痛みを和らげること

が主体であったことが，いまは「寛解」
が目標であることが当たり前になった
こと，その治療の中心の MTX は用量
も増量して使えるようになり大いに貢
献していることを述べた。現在は炎症
を抑えることに治療の目が向いている
が，いずれは変形にも効く薬剤が出る
であろうと展望も述べた。

また長谷川氏（代読三浦氏）は，今
回の震災に触れ，被災地のリウマチ患
者の支援について財団の提唱している
災害時リウマチ患者支援事業をともに
推進していくことを述べた。

授賞式

リウマチ月間リウマチ講演会と同時
に催される当財団の各賞授賞式が行
われ，日本におけるリウマチ性疾患の
征圧に寄与した方々の功績が讃えられ
た。各賞の内容は以下のとおりである。

三浦記念リウマチ学術研究賞

本賞はリウマチ性疾患に関する独創
的な研究調査で若手研究者に贈られる

ものである。
本年度は，「C 型レクチンによる自

己免疫疾患発症制御機構の解明」を
テーマに研究発表した，千葉大学真菌
医学研究センター・感染免疫分野特任
准教授　西城 忍氏に贈呈された。

日本リウマチ財団
柏崎リウマチ教育賞

多年にわたりリウマチに関する医学
教育および患者教育に専念したこと等
に対する賞である。

受賞者は，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 センター長：前東
京女子医大附属膠原病リウマチ痛風セ
ンター教授）であった。

受賞者の所属する西多賀病院も震災
で被害を受けたが，氏は災害時リウマ
チ患者支援にも尽力したとアナウンス
が追加され，会場からの拍手が起きた。

ノバルティス・
リウマチ医学賞

この賞は，リウマチ疾患の発症の病
因・発症機序・画期的治療に関する独
創的な研究で，自然科学の発展に寄与
した研究を顕彰するものである。

本年は，松本 功氏（筑波大学大学
院人間総合科学研究科疾患制御医学専
攻臨床免疫学 准教授）の「関節リウ
マチの発症メカニズムの解明とその制
御」の研究に対して贈られた。

日本リウマチ財団
リウマチ福祉賞

本賞は，リウマチ性疾患に悩む患者
の方々に対して，永年にわたって社会
的救済活動を通して，その福祉向上に
著しく貢献したと認められる人に贈ら
れるものである。本年は，社団法人リ
ウマチ友の会　熊本県支部会員，　日
本音楽療法学会所属　認定音楽療法士
の，八木 恵美子氏に贈呈された。

当日の開演前には，氏の演奏する音
楽が会場に流れており，参加者には安
らぎのひとときであった。

講演 1

座長　原中 勝征氏
日本医師会会長

この日，来賓祝辞を述べた原中氏が，
そのまま座長として司会を務めた。

原中氏は，自身は研究者としてはブ
ランクがあるので司会には不適と辞退
したが西岡氏からのたっての依頼で受
けたと述べ，恒例に従って西岡氏の三
重大学卒業から始まる略歴やその主な
研究分野である「難治性疾患創薬・育
薬」の話や ACR での受賞の話などを
含め，現在の活動状況を語った。西岡
氏の講演で明らかになるのであるが，
原中氏は 1980 年代から TNF α研究
で多くの文献がある。

リウマチ性疾患治療の最前線から
〜関節リウマチと線維筋痛症を中心に〜

西岡 久寿樹氏
東京医科大学医学総合研究所所長

西岡氏は，金製剤などから始まるリ
ウマチ治療の歴史をひも解きながら，
現在・将来の治療はどうあるべきか，
多くのスライドを駆使し，説明した。
現在主流である生物学的製剤について
も，その原因である TNF αと RA の
関係についてわかりやすく説明すると
同時に，生物学的製剤での費用負担が
大きいことを憂い，Bio-Free 戦略（Bio
を数年＜最長 5 年＞やったら止めるこ
と）や，低分子化合物の開発をすれば
安くなるはずだ，との持論を展開し，
さらにバイオ製剤を用いる医療関係者
への提言 6 か条を示した。

氏は，この日の次のテーマとしての
線維筋痛症について，リウマチ患者の
3 倍にあたる 200 万人の患者が国内に
いるにも関わらず医療関係者にも熟知
されていない疾患であることを述べ，

る患者さんが多いといえますので，最
低 10mg ぐらいまでは増量しては，と
いうのが個人的な見解です。もちろん
ケースバイケースで 8mg の段階で生
物学的製剤を導入するという考えもあ
ると思います。一方，実際に生物学的
製剤を MTX 週 8mg で投入したもの
の効果が不十分だった場合は，生物学
的製剤を導入後，MTX をさらに増量
して効果が現れる患者さんもいます。
ですから，MTX を週何 mg まで使っ
てから生物学的製剤を投与するという
点を，厳密に決めなくてもいいような
気がしています。生物学的製剤を導入
後に，MTX の用量を再調節してもよ
いわけですから。ただ，私が生物学
的製剤を使用している患者さんでは，
MTX の投与量が 10 〜 12mg で導入
した方が多いのも事実です。

神田：そうですね。私も先日 1 人の患
者さんで 10mg に増量したらすごく良
くなりました。たった 2mg ですごく
違うことに少し驚いています。
鈴木：週 8mg で効果不十分で，さら
なる増量で効果が期待できるのかは
難しい判断ですが，6mg から 8mg に
増量した時の反応性が肝心です。週
6mg から 8mg への増量で，十分とは
いえないまでも，症状や検査所見に少
しでも改善する傾向があれば，その方
が 10mg への増量で，さらに良くなる
ことは，かなりの確率だと思います。
そして「10mg で低疾患活動性まで改
善した場合，12mg までさらに増量す
ると寛解に到達する可能性がある」，
そういう考えでいいのではないかと思
うのです。
後藤：この微妙に投薬量を変えた時の

患者（疾患）の反応性というのを医者
が的確に判断して，この人は MTX が
いいのだなっていう感覚的に使うよう
にならないと，やみくもに増やしても
いけないでしょうね。
鈴木：そうですね。たとえば週 12mg
を超えても，全く改善傾向ががない
患者さん，具体的には 14mg で全く効
果がなかった患者さんが，16mg への
増量で，著明に改善するという経験
は，ほとんどありません。ただし，週
14mg で効いていた患者さんの治療効
果が減弱した場合は，16mg への増量
は選択肢です。
神田：6mg から 12mg に増量したよ
うな際の評価も第 4 週から 8 週目ぐら
いで判断すればよいのでしょうか。
鈴木：それでよろしいと思います。治
療開始時に効果と比べて，増量した際

の効果は意外と早く，4 週目ぐらいで
見られることが多いと思います。です
から，1 ヵ月後の反応性で増量がうま
くいったかどうかがわかることが多い
と思います。
後藤：そうですね。意外にその増量で
効く人はほんとにすぐ効くという感じ
がありますね。
鈴木：そうです。
神田：その患者さんも 1 週間飲んだら
感じが違ったと言っていました。1 ヵ
月後にはすごく喜んでいらっしゃいま
した。効果は用量依存に発揮されるの
ですが，副作用は用量依存には出ない
ということを聞いていますが果たして
そうですか。
鈴木：副作用の種類によって，MTX
用量と密接に関連するものとそうでな
いものがあります。（次号に続きます）

西岡 久寿樹氏
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使える新診断予備基準も出たことでも
あり，リウマチ専門医はその治療に取
り組むべきであると，現状使用薬物の
効果などを示しつつ強く語った。同病
についてのガイドラインは今月（7 月）
刊行される。

講演 2

吉川 敏一氏

座長　吉川 敏一氏
京都府立医科大学学長

大学病院では待ち時間は長くて診察
時間は短いのに反して，ホームドク
ターや家庭医であれば，診察時に話を
よく聞いてくれるというのは周知の事
実である。

ただ，大学病院は薬については最新
のものを提供してくれるという利点も
あるので，患者さんにとっては，両方
の長所を生かした対応をしてくれるの
がよいはずだ。どうすればそのような
ことができるかを，地域連携という視
点から実践している松田氏に講演して
いただくと，座長は述べた。

リウマチ専門医と
総合診療医の連携について
〜地域全体で考えるリウマチ診療〜

松田 隆秀氏
聖マリアンナ医科大学総合診療内科教授

この日の講演で，松田氏は 3 つの
テーマを語った。最初に地域医療を考
えるというテーマである。

ここでは，実態にそぐわない理想論
を説く危険性も考慮して，氏が勤務
する聖マリアンナ医大のある川崎地区
の現状に限って言及したが，来院患者
さんの実態を調べてみると，いくら行
政が医療圏として地域を区分けして
も「生活圏」を考慮する必要があるこ
と，またシステム構築には連携する多
職種についても考慮の必要があること
など，医療・診療体制の確立について
述べた。

2 つ目は，リウマチ専門医と総合診
療医の連携についてである。

友の会会員は，ほぼリウマチ専門医
師にかかっており，かつ通院できる医
療機関が複数あるという結果が出てい
るのは良いことであるが，リウマチに
精通した総合診療医の育成が重要であ
り，さらにはリウマチケア看護師の増
加が望まれるとした。

最後に，医師の卒前・卒後教育での

リウマチ教育について氏は，医師の卒
前・卒後教育にどのようなことが行わ
れているかを図示し，すべての医学生
はリウマチ性疾患についてしっかり勉
強しているので安心してもらってよい
が，患者さんが若手の医師をどんどん
教育することもお願いしたいと，地域
全体で捉えるリウマチ診療体制の患者
さんによる啓発を望んで締めくくった。

特別講演

座長　髙久 史麿氏
自治医科大学学長（当財団代表理事）

恒例の演者紹介では，麦谷氏の新潟
大学卒業後現在にいたる略歴が述べら
れ，本日のテーマに期待する旨が語ら
れた後，講演となった。麦谷氏は当日
南米へ旅立つというあわただしい状況
下であったが，用意周到な講演がなさ
れた。

国際的にみたリウマチ治療における
看護師等の医療従事者育成プログラム

麦谷 眞里氏
厚生労働省大臣官房審議官
世界保健医療人材連合議長

麦谷氏は厚生労働省の国際担当審議
官という立場から，世界のリウマチ事
情を皮切りに述べた。

国際保健事情はどうなっているか，
その中でリウマチに特化した看護師・
あるいは医療従事者の養成はどうなっ
ているのかなどである。一部海外では
眼科と精神科の看護師は特化されてい
るが，残念ながら現在の日本では，診
療報酬点数上にリウマチ専門看護師は

存在しないことを氏は示し，恐らくそ
の点が日本リウマチ財団をはじめとす
るリウマチ医療に関与する人たちの不
満なのであろうと述べた。

例えば褥瘡については保険点数があ
る。一方，リウマチにないのはなぜか
と言えば，カテゴリーの違いであり，
さらにリウマチに点数をつけるなら他
の診療科目にもつけねばならないだろ
うという制度上の問題や看護師の評価
をだれが行うかなどという問題に帰趨
する。と，本テーマの重要性は十分に
認識できるとしながらも氏の立場上，
制度上の問題提起にとどまった。

その後，麦谷氏は世界の保健事情と
そこにおける日本の立場などを，分か
りやすく説明し講演を終えた。

麦谷 眞里氏

閉会の辞

西岡 久寿樹氏
日本リウマチ財団常務理事

講演時の立場とは異なり日本リウマ
チ財団常務理事として西岡氏は，厚生
労働省の麦谷氏にはリウマチ専門看護
師の制度確立にサポートをお願いした
いと述べつつ，多くの参加者に長時間
の聴講を感謝して閉幕となった。

三浦記念リウマチ学術研究賞 西城 忍氏 日本リウマチ財団 柏崎リウマチ教育賞
齋藤輝信氏

ノバルティス・リウマチ医学賞
松本 功氏

日本リウマチ財団 リウマチ福祉賞
八木 恵美子氏

リウマチ登録医制度のあり方について

日本リウマチ財団においては，リウマチ登録医制度のあり方検討委員会を設置

し，これまで 2 回の会議を開催しました。

あり方の検討に当たっては，短期的検討課題と長期的検討課題に分け，第 1 回

の会議においては，短期的課題として「リウマチ登録医規則」等について検討，

検討結果については，企画運営委員会，理事会，評議員会の議を経て，平成 23

年 3 月 22 日「リウマチ登録医規則施行細則」の一部改正を行いました。

改正内容

1．施行細則第 3 条第 1 項に規定する審査料 3 万円を 1 万円に引き下げる。

2．施行細則第 3 条第 2 項に規定する登録料 8 万円を 2 万円に引き下げる。

3．施行細則第 3 条第 3 項に規定する登録更新料３万円を２万円に引き下げる。

第 2 回の会議においても第 1 回同様，短期的課題について検討，検討結果につ

いては，第 1 回同様の手続きを経て，平成 23 年 6 月 21 日に「リウマチ登録

医規則」の改正を行いました。

改正内容

｢ リウマチ登録医規則 ｣ 第 6 条に定める登録の有効期間を 3 年から 5 年に延長

すること。有効期間延長に伴う教育研修単位を増やす内容である。

なお，長期的課題については，リウマチ登録医を対象に，近日中にアンケート

調査を実施し，その結果を踏まえて検討，今年度中に結論を出す予定である。

リウマチ登録医制度のあり方検討委員会委員は次の通り

委 員 長  西岡久寿樹

副委員長 腰野　富久

委　　員 井上　博　

 狩野　庄吾

 川合　眞一

 中村　耕三

 山本　一彦

各賞受賞のみなさん

松田 隆秀氏
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2011 年 5月 25 日から 5月 28日まで，ロンドンで EULAR（欧州リウマチ
学会）の第 12回年次総会が開催された。2008 年のパリでの EULARの口演発
表の 270 のうち 120，ポスター発表の 1462 のうち 482 が 2011 年 1月まで
に論文として掲載されており，そのうちの200の論文は EULARおよび米国リウ
マチ学会ACRの学会誌に発表されている。まさにメジャーな雑誌で得られる情報
を先取りできる大変レベルの高い学会となっている。

学会初日はアイルランドの火山の噴
火の影響で，午後からの学会開始に
合わせて英国に入る予定だった欧州各
国の医師が到着できず閑散としていた
が，最終的にはこれまでの記録を塗り
替える 1 万 6 千人の参加者があり，日
本からも約 200 人の医師が出席した。

来年のオリンピックに備え郊外では
会場の新設や道路の整備が進められて
いたが，ロンドン市内の中心部の欧州
的な街並みは最初に訪れた 25 年前か
らもほとんど変化は見られなかった。
数十年ぶりに関節リウマチ（RA）の
分類基準や寛解基準が改訂されるとい
うような，大きな学会主導の最近の動
きに対して，今回の学会では実臨床に
おける新基準の検証に関する多くの発
表があり，新基準に対するその有効性
の証明と弱点の指摘が数多くなされ
た。

関節リウマチ診療を行っていくうえ
で，新基準を理解し，うまく活用し
ていくというリウマチ医にとっての重
要な役割が示された意義のある学会で
あった。

関節リウマチ（RA）と歯肉炎，
喫煙の関係をさらに示唆

発症に関与する環境因子として，喫
煙と歯肉炎が蛋白のシトルリン化に寄
与し，抗 CCP 抗体を誘発するなどの
機序がすでに報告されているが，今
回もブリックマン係数が 200 以上では
抗 CCP 抗体陽性率が 1.5 倍に上昇す
るという報告があった。また，予後に
関しても，スクリーニングで無症候
性の歯肉炎と診断された RA 患者さん
では，歯肉炎のない RA 患者さんと比
して TNF α阻害薬をはじめとする薬
物治療への反応性が著しく低下すると
いう報告があり，喫煙もインフリキシ
マブと DMARD ３剤併用を比較した
SWEFOT 試験のサブ解析において，

既存骨びらんがあり CRP が
3.5mg/dL 以上というハイリ
スク群において，喫煙者では
63%，非喫煙者では 29% と
関節破壊進行の認められる割
合に大きな差があることが示
された。

RA 分類基準に関しては，
初期に基準を当てはめてから
6 ヵ月後の臨床的 RA 診断と
の一致率を見た研究で，感度

85.9%，特異度 80.5% と報告された。
発症時に血清反応陰性患者さんが基準
で 6 点未満となってしまうことが少な
くないことが感度を下げている理由と
され，また基準ぎりぎり 6 点の患者さ
んのなかに RA ではない患者さんが含
まれる率が高いことが特異度が低く
なっている原因とされた。感度を確保
するためにも診断時に 28 関節ではな
く，基準に含まれるすべての関節にお
いて腫脹・圧痛をしっかり検索するこ
と（図 1），またスコアリングに入る
前に RA 以外の明らかな関節炎の原因
がないかを，病歴や診察に加えて抗核
抗体を含む血液検査や，画像診断など
でしっかりと鑑別することの重要性が
示された。

また，抗 CCP 抗体陰性患者さん
の多くで新しい重要な抗体として
Carbamylation に 関 係 す る 抗 CarbP
抗体が陽性であり，抗 CarbP 抗体陽
性患者さんでは画像的進行のリスクが
高いことが報告された。

新規作用機序の JAK 阻害薬
Tofacitinib は，治療の変革を
引き起こす可能性が示された
治療に関しては，DMARD 多剤併

用療法，初期のステロイド併用，早期
の生物学的製剤など多くの有効性を示
す発表があったが，細胞内シグナル
伝達経路を標的とした経口の低分子化
合物の有効性を示す発表があった。な
かでも JAK 阻害薬であるトファチニ
ブの phase III では，主に MTX など
の DMARD にて効果不十分例に対し
ての 10 ㎎経口投与にて ACR20 58.5%, 
ACR50 36.6%, ACR70 16.2%, DAS28
寛解　14.8% と生物学的製剤と同等の
効果が示された。また，画像的にも関
節破壊抑制効果が認められ，副作用と
して懸念されている高脂血症に関して
もスタチンを併用することで克服でき
ることが示された。

新しい作用機序の薬剤で
あり，市販後の長期安全性
調査にも注意は必要である
が，RA 治療の大きな変革
を期待させる薬剤であるこ
とは確かなようである。

T2T（数値目標を持った
RA 診療）においては，関
節破壊が進む前の早期寛解
導入とその後の寛解維持の
重要性が強調されている
が，TNF α阻害薬ではイ
ンフリキシマブに続き，ア
ダリムマブでも中止後の寛
解・低活動性の維持が多く
の患者で達成できること，
エタネルセプトでは週 25
㎎への減量と中止の両方の
有効性を検証する試験が行
われている。TNF α阻害
薬中止後の寛解維持は，中
止時の病勢が臨床的寛解の
定義のみでなくより低けれ
ば 低 い ほ ど よ く，DAS28
が 1.9 未満では成績が良い
ことが産業医科大学 教授 田中良哉氏
により発表された。また，BeSt スタ
ディの 7 年間の観察におけるサブ解析
で，抗 CCP 抗体陰性患者さんの方が
Drug free（すべての抗リウマチ薬中
止）が達成されやすいことが報告され
た。また，トシリズマブは長期に寛解
を維持できる理由として，実際の薬効
である IL-6 の阻害効果が２次無効の
原因となる中和抗体産生を抑制する機
序が示された。

リウマチ専門ナースを
推奨する動き

本邦でもリウマチ専門ナース制度が
導入され，より包括的な RA 患者ケア
を目指す方向が整いつつあるが，今回
EULAR Nursing Task Force からは
リウマチナースに関する推奨の試案が
発表された（表 1）。英国のリウマチ
ナースは，特別な 1 年ほどの研修期間
を経てリウマチ医とほぼ同等の仕事を

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）

図１．新分類基準使用時に注意深く
 診察されるべき関節
 （第１MTP は含まれない）

腫脹○　圧痛×　　○小関節　○大関節

1 患者は常に看護師から病気と治療に関する理解を深めるための教育を受
ける機会を与えられるべきである。

2 患者が必要に応じて看護師と連絡がとれるようにすることで，治療の満
足度の改善が得られるようにすべきである 

3 看護師が対応する電話サービスへのアクセスを確保し常にサポートが得
られるようにすべきである

4 看護師が包括的な治療の一員として疾患活動性のコントロール，症状の
緩和と患者の望む治療目標の達成に寄与すべきである。 

5 看護師は患者の精神的な問題に関しても評価を行い，患者の不安を和ら
げ抑うつとなるリスクを最小限に抑える役割を果たすべきである。 

6 看護師は患者に自己管理に関する指導をし，患者が積極的に治療に参加
できる環境を構築するべきである。

7 看護師は公的なガイドラインに沿ったプロトコールを基に治療に参加す
べきである。

8 看護師は生涯教育講習に参加し常に知識と手技を向上させる努力するべ
きである

9 看護師は専門教育を修了したのち，それぞれの国の制度に則り患者ケア
における役割を広げるように支援されるべきである

10 医療経済的な観点からも看護師は包括的治療の一員として治療と治療効
果のモニタリングにおいて医師と役割を分担すべきである

表１　リウマチナースに関する推奨
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事務局だより
リウマチ登録医募集

財団では，平成 24 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 24 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

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）

平成 23 年度　新規リウマチ登録医一覧

◇ 北 海 道 ◇
安達 正晃

◇ 栃 木 県 ◇
湯川 龍雄

◇ 群 馬 県 ◇
岡邨 興一

◇ 千 葉 県 ◇
常岡 未知留

◇ 東 京 都 ◇

上地 英司

佐久間 行雄

眞鍋 典世

友利 裕二

◇ 愛 知 県 ◇

鴨居 史樹

◇ 大 阪 府 ◇
河崎 美也子

◇ 兵 庫 県 ◇
武田 拓之

◇ 香 川 県 ◇
野上 みか

◇ 愛 媛 県 ◇
城山  一男

◇ 福 岡 県 ◇
姫野  信吉
寶來  吉朗

◇ 熊 本 県 ◇
山﨑  裕子

以上 16 名

た。成人スティル病にはトシリズマブ，
Canakinumab の効果が報告されてい
た。

膠原病関連肺動脈性肺高血圧症に
関しては，心エコーのみでなく BNP, 
DLCO を組み合わせたスクリーニン
グ検査の有効性，右心カテーテル検査
における PVR（肺血管抵抗）がその
後の肺動脈性肺高血圧症発症予測に役
立つことなどが発表された。

欧州リウマチ学会は ACR と比して
会期も短く，朝早くから夜まで密度
の濃いセッションが続くが，一方で
学会ディナーは真夜中の 12 時までハ
リーポッターやビートルズの催し物で
賑わう欧州らしい社交の場ともなって
いる。あくまで会場での緊張感のある
ディスカッションを重要視し，ハンド
アウトも配布されず，DVD などの記
録媒体も作成されないが，国や地域を
越えて臨床医としてより高い目標を達
成するための情報交換の場であり，す
でに来年のベルリンでの開催が待ち遠
しく感じられる。

高い有効性が報告されており，急性発
作時の短期的使用であれば医療経済的
にも十分考慮可能であるという見解で
あった。高尿酸血症に関しては，アロ
プリノールと同様のキサンチンオキシ
ダーゼ阻害薬ではあるが重篤な副作用
が少なく効果の強いフェブキソスタッ
ト，尿酸の代謝分解を促すペグロティ
ケースなど新しい薬剤が登場し，メタ
ボリック症候群と高尿酸血症の関係，
尿酸の炎症誘発に関する発表などが
あった。

膠原病領域の話題

米国では SLE に対して Belimumab
（Blys 阻害薬）が認可され，今回も
PhaseIII の結果が発表されていた。
RA に対する INF α阻害薬にあたる
様な劇的に効果のある薬剤ではない
が，他の免疫抑制薬および少量ステロ
イドにても寛解を維持できない患者
さんにおいては「追加併用薬として
よい適応になる」とのことであった。
SLE に対する生物学的製剤
としては，TFN α阻害薬で
あ る Sifalimumab な ど 多 く
の生物学的製剤が開発されつ
つある。ANCA 関連血管炎
に関しては，リツキシマブの
シクロホスファミドとの同等
性を示す臨床試験の長期結果
が発表された。リツキシマブ
は米国では TNF α阻害薬無
効 RA などでとても閾値が低
く使われており，今後より広
い分野での臨床応用が進む可
能性が指摘されていた。脊椎
関節炎に関しては，NSAID
の骨新生を抑える疾患修飾薬
としての効果を再確認する発
表，また早期に使用した際に
は TNF α阻害薬にも同様の
作用があることが初めて示
された。IL-17 阻害薬の有効
性も RA のみでなく脊椎関節
炎においても報告されてい

しょう」と，一流の教育者であり研究
者である彼の明確な思考回路を垣間見
るようで大変勉強になった。

 

Basic Science における
歯肉炎の検討

Bartold 教授により，歯肉炎と RA
に関する研究が発表された。RA 患
者さんは中等度以上の歯肉炎に 3.6
倍罹患しやすく，逆に歯肉炎のあ
る患者さんは RA のリスクは 2.2 倍
と報告されている。関節リウマチ
患 者 の 滑 膜 と 歯 肉 炎 の 部 位 で は，
OPG（osteopretegrin） と RANKL

（receptoRActivated nuclear factor-
kappaB ligand）の発現が亢進してお
り，炎症部位での RANKL により血
管損傷のみではなく破骨細胞が活性化
され骨吸収の原因になるとのべた。ま
た，Prophyromonas gingivalis の よ
うな歯肉炎の起因菌の DNA が滑膜か
らも検出されうるため，今後歯肉炎の
治療により RA 自体の関節炎症へ効果
があるかを検証することが課題とな
る。

EULAR Abstract Award
受賞

臨 床 研 究 と 基 礎 研 究 に お い
て， そ れ ぞ れ 6 人 ず つ の EULAR 
Abstract Award が 授 与 さ れ た。 日
本 人 と し て も 京 都 大 学 の Terao 氏
に，autoimmune regulator （AIRE） 
gene 内に RA 発症と強い相関のある
SNP を発見した業績に対して Basic 
science 部門の賞が与えられた。

痛風・高尿酸血症について

痛風発作が，アルコールのみでなく
砂糖入りのソフトドリンクの摂取と量
的相関があること，また逆に毎日の果
物摂取が痛風予防効果を有する可能性
が報告された。急性発作治療薬として
は IL-1 阻害薬である Canakinumab の

している。開業施設を独立してもち診
察，検査，患者さん教育のみでなく，
生物学的製剤以外の処方も自由にでき
る制度となっており，必要に応じて医
師に相談や生物学的製剤が必要な患者
の治療依頼をする。しかしながら，こ
のような制度はあくまで例外であり，
ポスターセッションで直接ヨーロッパ
各国や北米の医師に尋ねたところ，英
国以外では看護師が関節の診察をし，
罹患関節数をモニタリングするのは臨
床治験においてのみであり，患者教育
も含めほとんどを医師のみで診療して
いるのが現状であった。現時点では本
邦と同様に注射製剤の投与などに限ら
れたケアへの参加となっているとのこ
とである。今回の推奨は本邦の制度
においても現実的に達成可能な内容と
なっており，今後日本のリウマチナー
ス制度がさらに発展するための良い指
標となるかもしれない。

ポスターセッション

今回の EULAR では，主題ごとに
あらかじめ選択されたポスターを巡
るポスターツアーが組まれており，各
ツアーの定員に入るために朝早くか
ら行列を作り整理券の配布を受けた。
SLE のポスターセッションでは，司
会は米国の NIH 時代にループス腎炎
の治療確立に大きな貢献をされ，現在
は母国のギリシャに戻り活躍されて
いる Boumpas 医師であった。彼は，
各ポスターの筆頭著者にまず 1 行で

「Clinical Question は何であったか」
を述べさせ，今回の研究で得られた
Answer を次に述べさせるのみで，そ
れ以外の 10 数分をディスカッション
にフルに使うという手法を貫いた。

慣れていない発表者の中には，背景
や研究方法をだらだらと話そうとす
る医師もいたが，数秒で彼に遮られ，

「そうではなくなぜこの研究をしよう
と思ったかとその得られた結論だけを
話しなさい，それ以外はポスターを見
ながらみんなでディスカッションしま

ポスターセッションの様子 米国で SLE に対して認可された生物学的製剤 Belimumab に関して
熱心にコメントする M Petri 氏

学会長の英国リーズ大学 Emery 教授と筆者（オープニングパーティにて）

日本発のトシリズマブに関して，有効性を発表した札幌の佐川昭先
生

関節リウマチの治療戦略の今後に関して，熱弁する次期 EULAR 学
会長のパリ大学の Dougados 教授
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登録リウマチケア看護師を目指す看護師さん

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師を目指す皆さんのために本年も研修
会を開催いたします。
参加実績 2 回（経過措置期間）、5 単位の取得が可能です。

（公財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修会
開催日：平成 23 年 8 月 7 日（日）　10:00 ～ 16:00
開催場所：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）８階展示場
名古屋市中村区名駅 4-4-38（ＪＲ名古屋駅徒歩５分）
受講料：5,000 円　単位取得証明書料：1,000 円（5 単位取得）

10:00-10:05
開会の挨拶
松本 美富士

（日本リウマチ財団リウマチケア専門職制度検討会 委員長）

10:05-10:55
座長：岡本 連三（大口東総合病院 顧問）
①「なぜ今、リウマチケア看護師制度が必要か」
西岡 久寿樹（東京医科大学医学総合研究所 所長）

10:55-11:45
②「全身疾患である関節リウマチのマネジメント」
岡 寛（東京医科大学八王子医療センターリウマチ性疾患治療セ
ンター 教授）

11:45-12:00 ～休　憩～

12:00-12:50

③ランチョンセミナー
座長：近藤 正一（近藤リウマチ・整形外科クリニック 院長）

「リウマチクリニックにおける生物学的製剤治療の実際－医師
と看護師の役割－」
近藤 正一（近藤リウマチ・整形外科クリニック 院長）
望橋 晴美（近藤リウマチ・整形外科クリニック 看護師）

12:50-13:00 ～休　憩～

13:00-13:50
座長：澁谷 美雪（虎の門会グループ 看護統轄部長）
④「日本リウマチ友の会の活動とリウマチ患者の現状」
長谷川 三枝子（社団法人日本リウマチ友の会 会長）

13:50-14:40

座長：元木 絵美
（甲南病院加古川病院看護支援センター 慢性疾患看護専門看護
師）
⑤「チーム医療と看護倫理」
友竹 千恵（公益社団法人日本看護協会看護研修学校 教育研究
部継続教育係）

14:40-14:50 ～ 休　憩 ～

14:50-15:40

座長：松本 美富士
（藤田保健衛生大学七栗サナトリウム 内科教授）
⑥「関節リウマチのトータルマネジメントと災害時患者支援策」
村澤 章（新潟県立リウマチセンター 院長）

15:40-16:00 ⑦「財団登録リウマチケア看護師制度の概要と昨年の審査結果」
松本 美富士（藤田保健衛生大学七栗サナトリウム 内科教授）

申込方法等は財団ホームページをご覧ください。
http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/index.html

日本リウマチ財団：03-3946-3551

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師募集

財団では、平成 23 年度登録リウマチケア看護師を募集しています。申請書類をご希
望の方はメールまたは FAX でお知らせください。
なお、規則の一部改定により平成 23 年度から保健師、看護師の資格を持つ看護系教
育機関の教員も制度の対象になりました。
詳しくは財団ホームページをご覧ください。

申請受付期間：平成 23 年 8 月 1 日より 10 月 31 日

FAX:03-3946-7500

申請書申込専用メール：nursejrf@rheuma-net.or.jp

平成 23 年度 日本リウマチ財団・海外派遣研修医

平成 23 年度の海外派遣研修医 9 名が決定しました。当財団では昭和 62 年度からリ
ウマチ性疾患の調査研究のため海外に研修医を派遣しています。今年度で 25 回とな
り230 名を派遣することになります。

研修国 氏名 所属機関 専門科目

米　国

吉田 健
東京慈恵会医科大学 内科学講座

リウマチ・膠原病内科 講師

内科

リウマチ科

笠木 伸平
神戸大学医学部附属病院 免疫内科

内科特命助教

内科

リウマチ科

下島 恭弘
信州大学医学部附属病院

脳神経内科，リウマチ・膠原病内科 講師

内科

リウマチ科

古賀 智裕 長崎大学病院 第一内科 医員
内科

リウマチ科

三輪 真嗣 金沢大学 整形外科 大学院生 リウマチ科

カナダ 松本 佳則

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

腎・免疫・内分泌代謝内科学

客員研究員

内科

リウマチ科

スウェーデン

（あるいは

イギリス）

首藤 敏秀

社会医療法人泉和会

千代田病院

リウマチ科・整形外科 部長　

整形外科

リウマチ科

スイス 安井 哲郎 
東京大学医学部附属病院

整形外科 助教

整形外科

リウマチ科

ドイツ 柏木 聡
尼崎医療生協病院

整形外科･リウマチ科 医長
整形外科

日本リウマチ財団 寄付金のご協力

【ご寄付いただいた方】
〜平成 23 年 4 月・5 月〜

大山 靖子様

社団法人日本リウマチ友の会 香川支部

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。
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Announcement
［登録医単位認定研修講演（H23.7 〜H23.10）］

		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。

7/14（木）　19:50　1単位 神奈川
第5回 横浜リウマチ・膠原病研究会
田辺三菱製薬（株）
竹下 優子
Tel.045-472-2653

7/13（水）　20:00　1単位 神奈川
第20回 三浦半島リウマチ懇話会
ファイザー（株）
佐藤 達哉
Tel.046-222-7476

7/13（水）　19:30　1単位 千葉
松戸市整形外科医会教育研修講演会
中外製薬（株）
矢口 裕明
Tel.047-363-8585

7/12（火）　19:50　1単位 東京
第37回 東京整形外科・内科合同リウ
マチ性疾患研究会
旭化成ファーマ（株）
小池 範和　Tel.03-3829-3171

関東・甲信越

8/11（木）　19:00　1単位 北海道
三木会学術講演会
旭川医科大学整形外科学教室
研谷 智
Tel.0166-68-2511

北海道・東北

7/15（金）　19:40　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）
安川 浩平
Tel.049-245-6321

7/15（金）　19:00　2単位 茨城
抗リウマチ薬研究会 第30回記念講演会
日本新薬（株）
大石 巧
Tel.029-224-9141

7/27（水）　20:00　1単位 東京
第1回 城北線維筋痛症研究会
日本大学医学部内科学系呼吸器内科学
分野
村上 正人 Tel.03-3972-8111（内3222）

7/23（土）　18:45　1単位 栃木
第2回 栃木リウマチネットワーク
ファイザー（株）
渡邉 千晶
Tel.028-634-3372

7/21（木）　19:50　1単位 新潟
第10回 新潟骨・関節フォーラム
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

7/21（木）　19:20　1単位 神奈川
第7回 横浜リウマチ・関節の外科研究会
参天製薬（株）
小島 英一
Tel.03-3523-8890

7/16（土）　18:30　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー
ブリストル・マイヤーズ（株）
佐藤 順一
Tel.027-328-1310

7/15（金）　19:05　1単位 長野
アダリムマブ学術講演会in中信
アボットジャパン（株）
相良 和正
Tel.0263-36-7141

8/6（土）　17:10　1単位 東京
平成23年度第2回（通算289回） 東京都
臨床整形外科医会（TCOA）統合研修会
エーザイ（株）
加持 剛彦　Tel.03-5997-7281

7/30（土）　17:00　2単位 神奈川
第64回 神奈川リウマチ医会
ファイザー（株）
中尾 高浩
Tel.046-222-7476

7/27（水）　19:40　1単位 神奈川
第5回 神奈川リウマチ治療ネットワーク
田辺三菱製薬（株）
黒田 匡志
Tel.045-830-5921

7/30（土）　17:00　1単位 愛知
第7回 関節リウマチ合併症研究会
武田薬品工業（株）
武内 清和
Tel.0564-25-2400

7/22（金）　19:30　1単位 愛知
第51回 瑞穂卒後研修セミナー
名古屋市立大学大学院医学研究科
松下 廉
Tel.052-853-8236

7/10（日）　11:30　1単位 石川
第40回 北陸リウマチ・関節研究会
科研製薬（株）
定国 光宏
Tel.076-263-2211

東海・北陸

8/6（土）　17:20　1単位 東京
第17回 臨海リウマチ性疾患談話会
ファイザー（株）
久松 圭
Tel.03-4481-4028

7/14（木）　20:00　1単位 大阪
第10回 大阪骨疾患治療研究会
エーザイ（株）
石川 亨
Tel.072-238-4986

近　畿

9/18（日）　16:10　2単位 富山
第10回 日本リウマチ実地医会
参天製薬（株）
荒山 孝洋
Tel.06-6321-7068

8/6（土）　17:40　1単位 愛知
第27回 東三河リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）
嶋田 嘉典
Tel.0564-66-0082

8/6（土）　18:00　2単位 大阪
第1回 関西リウマトロジー研究会
エーザイ（株）
井上 一三
Tel.06-6831-5222

7/30（土） 18:00　1単位 兵庫
第4回 膠原病サマーセミナーin KOBE
神戸大学大学院医学研究科免疫内科学
三枝 淳
Tel.078-382-5111

7/30（土）　17:00　1単位 大阪
第41回 大阪整形外科症例検討会
参天製薬（株）
吉田 公彦
Tel.06-6321-7382

7/28（木）　19:00　1単位 兵庫
阪神骨形成塾
西宮渡辺病院
佐々木 健陽
Tel.0798-74-2630

7/23（土）　16:30　2単位 兵庫
第7回 兵庫骨粗鬆症懇話会
兵庫医科大学ささやま医療センター 整
形外科
楊 鴻生　Tel.079-552-1181

7/23（土）　15:20　2単位 兵庫
第32回 兵庫県リウマチ登録医の会（リ
ウマチ医の会）学術講演会
参天製薬（株）
黒本 卓司　Tel.06-6321-7382

7/22（金）　19:30　1単位 奈良
第6回 NARA meeting
奈良県立医科大学整形外科
今田 晶代
Tel.0744-22-3051

8/6（土）　16:15　1単位 大阪
第4回 北河内整形外科フォーラム
星ヶ丘厚生年金病院 整形外科
石井 正悦
Tel.072-840-2641

8/6（土）　14:45　2単位 大阪
第23回 大阪リウマチカンファレンス
参天製薬（株）
小池 正道
Tel.06-6321-7382

8/3（水）　18:30　2単位 広島
第2回 広島RAトータルケアフォーラム
アボットジャパン（株）
龍光寺 亮
Tel.082-261-3040

7/30（土）　19:00　1単位 岡山
第279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

中国・四国

10/15（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

8.20（土）　16:30　1単位 大阪
第18回 なにわリウマチフォーラム
参天製薬（株）
古谷 典久
Tel.06-6321-7382

7/17（日）　12:00　1単位 長崎
第24回 日本臨床整形外科学会学術集
会ランチョンセミナー1
あじさいクリニック
松本 智子　Tel.095-893-6000

7/14（木）　19:30　1単位 熊本
第30回 熊本膠原病研究会
熊本整形外科病院
中村 正
Tel.096-366-3666

九州・沖縄

8/4（木）　20:00　1単位 大分
第98回 大分県リウマチ懇話会
ファイザー（株）
喜渡 正
Tel.097-534-5100

8/1（月）　19:30　2単位 沖縄
第15回 沖縄リウマチ医の会
参天製薬（株）
鳥海 勲
Tel.092-411-0119

7/29（金）　19:30　1単位 佐賀
第12回 佐賀リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）
前田 知己
Tel.0952-22-7811

7/23（土）　17:40　2単位 熊本
第4回 トシリズマブ適正使用講演会
熊本整形外科病院
本田 五男
Tel.096-366-3366

8/20（土）　18:00　1単位 熊本
熊本県臨床整形外科医会 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

8/19（金）　19:40　1単位 大分
第5回 大分エリア生物学的製剤適正使
用研究会
アボットジャパン（株）
堀 三郎　Tel.097-540-5986

8/19（金）　19:00　1単位 熊本
第2回 熊本市東部地区地域連携関節リ
ウマチ懇話会
中外製薬（株）
原 篤史　Tel.096-359-6311

8/5（金）　19:30　1単位 大分
第4回 トシリズマブ適正使用検討会
中外製薬（株）
田中 愛
Tel.097-537-7151

8/20（土）　19:30　1単位 広島
第172回 広島県臨床整形外科医会研修
講演会
原田リハビリ整形外科
原田 英男　Tel.082-870-5555

7/28（木）　19:00　1単位 長崎
第11回 長崎県央地区リウマチセミナー
中外製薬（株）
重富 宣雄
Tel.095-825-4772

登録医ネットワーク化委員会　災害時リウマチ患者支援事業推進委員会　合同会議開催される

出席者
登録医ネットワーク化委員会：狩野委員長，腰野委

員，後藤委員，高林委員，西岡委員
災害時リウマチ患者支援事業推進委員会：山本委

員長，飯野委員，大地委員，立石委員，長谷川委員，
村澤委員

厚生労働省：健康局疾病対策課　富永課長補佐，長 
係長

東日本大震災について当財団が展開した「災害時
リウマチ患者支援事業」を検証し、登録医の関与等、
今後の支援事業のあり方について検討するため、災
害時リウマチ患者支援事業推進委員会と、登録医ネッ
トワーク化委員会の合同会議を、去る４月２５日、
都内学士会館において開催した。会議にはリウマチ
対策を所管する厚生労働省疾病対策課の担当官を招
き意見を求めた。

会議は財団が実施した次の支援事業の概要を森専
務理事より説明し、これを基に議論した。

（財団が実施した事業の概要）
１．リウマチ関連製薬企業に対し、医薬品の被災地

への流通・確保に関する情報収集。
２．被災地の支援協力医療機関の被災状況、診療体

制について情報収集。
３．全国の支援協力医療機関に被災地への医療支援

に関する意向調査。
４．リウマチ患者支援カード（受療状況）情報の提供。
５．ホームページ、文書により、国、地方公共団体 { 保

健所等 }、関係団体への情報提供

財団が実施した支援事業の説明が終わった後、災害
時リウマチ患者支援事業推進委員会山本委員長の司
会で、意見交換、討議を行ったが、実際に被災地に
足を運んだ高林委員は、現地の写真を提示しながら、
別表１のような提言をなされた。

今回の支援事業実施の現時点での反省点として、
１．平常時の訓練が必要ではないか。
２．登録医中心の支援協力医療機関でなく、支援協

力医療機関を拡大する必要がないか。
３．調剤薬局などの支援事業への参加が必要ではな

いか。
４．登録リウマチケア看護師への啓発、参加が必要

ではないか。
があげられ今後の検討課題となった。会議後半、狩

野委員長の司会で登録医ネットワーク化委員会とし
て、ｅラーニングの今後の進め方、具体的作業のた
めの作業部会の設置等について検討したが、生物学
的製剤の導入以降、地域におけるリウマチ診療連携
ネットワーク化が求められていること、今回の被災
地においてリウマチ医のみならず、全体として医師
不足の問題が指摘され、災害時リウマチ患者支援事

業においても、診療連携ネットワーク構築が必要で
あるとの提案がなされた。

表１　震災時のリウマチ患者診療対策

個別に見回る
理想：特別な患者群に関しては可（在宅酸素など）

前もって情報を持つ必要

連絡を受ける：Internet は非常時にも強い

Homepage などの接続先を明示する必要

専門医以外に任せる：現実的にどのような治療を最低
限行わせるのか，標準化を

連絡先をどのようにするのか

患者への指導：常日頃から薬剤の保管の重要性など
を説く（HP にある）

後方支援：被災地からの離脱ができれば最も有効

合同会議の様子

司会の山本純己理事
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メトトレキサート（MTX）が 16mg/
W まで承認されたのを受けて，緊急座
談会が企画された。そこで，私も MTX
治療の歴史を振り返ってみた。1948 年
白血病に対する MTX 療法の有効性が
示されて以後，MTX は制がん剤として
広く用いられてきた。1951 年 Gubner ら
により初めて関節リウマチ（RA）と乾
癬に対する有効性が報告された。しか
し，重篤な副作用の出現などから一般化
されずに経過した。1967 年 Gross らの
MTX50mg の週１回投与法，そして 1980
年 Willkins らの低用量パルス療法へと

改善され，1988 年米国 FDA は抗リウマ
チ薬として承認した。これを受けて本邦
でも，患者さんとの同意書作成の上，抗
リウマチ薬のサードラインと表して使
う専門医が目立つようになった。MTX
錠は 1 錠 2.5mg で，薬価が 50 円程度で
あり，7.5 〜 10mg/W くらいの使用で骨
関節破壊の遅延効果や反応性アミロイ
ドーシスの減少に関与したように思える。
しかし，薬価が安いからか，製薬会社はなかなか
適用拡大の治験を始めようとしなかった。
3mg，6mg，9mg の 3 群で比較し 6mg 群
と 9mg 群では効果が同等で，副作用の
発現率が高かったとする報告がまとまっ
た。

欧米に遅れること 11 年，1999 年に
やっと本邦でも，上限 8mg/W で承認さ

れた。抗がん剤としての MTX 錠と区別
するために，商品名リウマトレックス ®

2mg カプセルとして発売された。薬価は
当時 449.1 円で，制がん剤ではなく抗リ
ウマチ薬なので，こちらであれば副作用
に対して救済条項が適用されると説明を
受けた。私の外来でも 2002 年 1 月の時
点で約半数の患者さんが使用するように
なった。しかし，海外の臨床試験では 7.5
〜 25mg/W の投与量で容量依存性の効果
が見られて，高用量でも副作用率は変わ
らないと報告されていた。本邦でも 2003
年から生物学的製剤の時代に入った。高
疾患活動性の患者さんへの適応を考える
とき，私は 8mg/W 以上の効果を見た上
でとした。そこで，2.5mg 錠を 1 錠加え
て 10.5mg/W としてみると炎症のパラ

メーターの改善を見た。どうしようかな
と考えていたら，支払基金から適用外使
用は直ちにやめるようにという指導を受
けた。しかたなく，“8mg/W 投与では効
果不十分で 10mg/W を認めてください”
とコメント加筆を続けなければならな
かった。今後は，体重あたり 0.2mg を目
安として増量が可能で，生物学的製剤の
適応率や効果減弱例でのスイッチ率が下
がり，医療費の抑制にもつながるかもし
れない。患者さんには，副作用につなが
りやすい症状をよく説明し，“しないで
ください”と“申し出てください“とい
う指導を徹底して，副作用の早期発見と
対応に努め，さらに安全性を高めよう
ではありませんか。

（長岡赤十字病院 副院長 羽生忠正）

平成 23 年度リウマチ教育研修会　開催予定

地区名 開催日 登録医単位 開催場所 世話人 申込方法

秋　田 11/6
（日） 未定 秋田市

秋田大学医学部附属病院
秋田大学大学院 整形外科学講座
島田 洋一 教授 未定

東　京 9/11
（日） 6

東京都港区
東京コンファレンスセンター・
品川

順天堂大学 医学部膠原病内科
髙崎 芳成 教授

（株）レディオコム内　東京地区リウマチ教育研修会事務局
7 月11 日より申込受付を開始いたします。
① Web:http://radiocom.co.jp/tokyo2011/
② 郵送：101-0047 東京都千代田区内神田 2-7-10 松楠ビル 7F

石　川 11/13
（日） 未定 金沢市

ホテル金沢
金沢医科大学 血液免疫内科学
梅原 久範 教授 未定

兵庫・大阪 7/31
（日） 6

大阪市
新大阪イベントホール
レ ルミエール

兵庫医科大学 内科学講座リウマチ・膠原病科
佐野 統 主任教授

（株）ICSコンベンションデザイン内
兵庫・大阪地区リウマチ教育研修会事務局
① Web：https://amarys-jtb.jp/hyogo-osaka/
② E-mail：rheumatic@ics-inc.co.jp
③ FAX：03-5283-6853
④ 郵送：〒 101-8449 東京都千代田区猿楽町 1-5-18 千代田ビル 6F

愛　媛 平成 24年
2/19（日） 未定 松山市

総合コミュニティセンター

愛媛大学大学院 医学系研究科生体統御内科学
長谷川 均 准教授
愛媛大学大学院 医学系研究科運動器学 （整形外科）
渡部 昌平 准教授

未定

福　岡 12/11
（日） 未定 福岡市

福岡国際会議場
久留米大学医療センター リウマチ膠原病センター
福田 孝昭 教授 未定

医師を対象にリウマチ教育研修会を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 5 年間で 20 単位）
研修会に参加ご希望の方は、事前申込が必要です。
受講料：登録医　7,000 円　　一般医　10,000 円

申込方法：「○○地区リウマチ教育研修会申込」と記載し、①氏名 ②勤務先・科名 ③連絡
先住所 ④電話番号  ⑤ FAX 番号 ⑥ E-Mail ⑦ 登録医は登録医番号をご記入の
上、各地区の申込先へお申込みください。

取得単位：日本リウマチ財団リウマチ登録医研修単位は下記に掲載しています。
日本リウマチ学会専門医研修単位及び日本整形外科学会研修単位、日本医師会
生涯教育単位については、各地区申請を予定しています。

平成 23 年度リウマチの治療とケア研修会　開催予定

地区名
単　位

開催日 開催場所 世話人 申込方法
医師 看護師

北海道
･東北 3 3.5 9/18

（日）
福島市
コラッセふくしま

福島赤十字病院（内科）
宮田 昌之 副院長

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

関東・
甲信越 未定 未定 11/20

（日）
新潟市
朱鷺メッセ

新潟県立リウマチセンター
村澤 章 院長 未定

 東海・
北陸 未定 未定 10/2

（日）
名古屋市
中小企業振興会館

名古屋大学大学院医学系研究科
整形外科・リウマチ学　石黒 直樹 教授 未定

近畿 未定 未定 10/16
（日）

奈良市
奈良県新公会堂

近畿大学医学部奈良病院
整形外科・リウマチ科　宗圓 聰 教授 未定

中国・
四国 4 4 8/28

（日）
米子市
米子コンベンションセンター

鳥取大学医学部整形外科学教室
豊島 良太 教授

（株）サンプラネットMCV 事業本部
中国・四国地区リウマチの治療とケア研修会担当宛
① Web:https://www.regconf.jp/rheuma2011yonago/
② FAX:03-3942-6396
③郵送：〒 112-0012 東京都文京区大塚 2-15-6 ニッセイ音羽ビル 1F

九州 未定 未定 11/27
（日）

長崎市
長崎ブリックホール

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
展開医療科学講座（第一内科）
川上 純 教授

未定

医師をはじめ、看護師、薬剤師、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　※単位をご希望の方は別途単位料が必要です。
研修会に参加ご希望の方は、事前申込みが必要です。
申込方法：「○○地区リウマチの治療とケア研修会申込」と記載し、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 FAX 番号 ⑦ E-Mailをご記入の上、
各地区の申込先へお申込みください。

取得単位： 日本リウマチ財団リウマチ登録医及び登録リウマチケア看護師研修単位は下記に掲
載しています。

 日本リウマチ学会専門医研修単位、日本整形外科学会研修単位、日本リハビリテー
ション医学会（プログラムによる）については、各地区申請を予定しています。

 日本理学療法士協会履修ポイント基準－ 10 ポイント、日本作業療法士協会生涯教
育制度基礎ポイント対象。

上記研修会の詳細は日本リウマチ財団ホームページ "リウマチ情報センター " に掲載しています。　リウマチ情報センター http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/index.html
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