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111 号の主な内容
●	リウマチ座談会

	 育児世代のリウマチ患者と現

在の治療環境

●	 平成 23 年度

	 法人賛助会員打合会報告

●	 アナウンスメント

●	 公益財団法人日本リウマチ財団

	 リウマチ登録医に対するアン

ケート調査結果（概要）

●	 画像Quiz	第 7 回

●	 オピニオン

（次ページに続きます）

そのご縁で，本日の司会を務めさせて
いただくことになりました。それでは，
V さんからお願いします。
Vさん　リウマチ歴は 18 年です。長
い間，自分に合う薬が見つからず骨破
壊が進行してしまいましたが，エン

クラブ代表を務めた V さん
リウマチ歴 20 年の T さん

山村　出席者の自己紹介から始めた
いと思います。まず，司会の私から。

ブレルを治験段階から使用して，とて
も効果が上がり，現在も使用していま
す。短大卒業後，大阪で働いていまし
たが，病気悪化のため仕事をやめて郷
里の岐阜に戻り，結婚後は専業主婦で，

現在，岡山済生会総合病院に勤めてお
りますが，去年まで 5 年間，愛知医科
大学に勤務し，そのときに偶然 V さ
んの担当医であったことから，何度
か Club Four Leaves の会合に参加し，

山村昌弘編集委員を中心に，座談会に参加いただいた皆さん

開催日	 2011年 10月 30日（日）
会　場	 名古屋マリオットアソシアホテル「ミーティングルーム」

司　会	 山村昌弘	氏（岡山済生会総合病院医師／公益財団法人日本
リウマチ財団ニュース編集委員）

参加者	 Club	Four	Leaves 会員	V氏，T氏，M氏，S氏

中京地区の育児世代のリウマチ患者を中心に 2003 年に設立されたClub	Four	
Leaves（http://clubleaves.exblog.jp/）。インターネットを通じて知り合った患者
の「オフ会」として開かれているClub	Four	Leaves の会合では毎回，患者と患者，
あるいは患者と医療者との新しい出会いが生まれ，参加者は互いに勇気づけ，励
まし合い，また，治療の成功を喜び合っている。同会設立メンバーを中心とする4
人の会員に集まってもらい，最近の生物学的製剤治療の主な受益者である育児世
代の 30 代，40 代，そして20 代の患者さんたちのインサイトを浮き彫りにするた
め，それぞれ患者さんのリウマチ歴，会の活動内容，リウマチ医療への希望など
を語り合ってもらった。司会は，かつて同会設立者の一人であるV氏の主治医であっ
た山村昌弘編集委員にお願いした。

※本座談会の記事中，出席者の名前は，会員の名を互いにハンドルネームで呼び合う
Club Four Leaves の慣行を尊重し，すべてイニシャルで表記しました。また，患者さ
んは製品名で使用医薬品を認識していますので，あえて製品名の表記としました。

リウマチ対策については，最近では
平成 17 年に厚生労働省より関係機関
等に「リウマチ対策の方向性等」の通
知を行ったが，その通知の中で，5 年
後の対策見直しを予定していたため，
22 年 12 月にリウマチ・アレルギー対
策委員会およびリウマチ対策作業班が
発足し，対策の再検討が行われた。23

年 8 月にその報告書がまとまったの
で，概要を紹介する。

リウマチ対策の最終的な目標とし
て，リウマチに関する予防法や根治的
治療法の確立，各地域の医療連携体制
の整備を掲げているが，これを目指し
ながら，当面の目標として，リウマチ
を「寛解導入が可能な疾患」とするこ
とを目指す。リウマチ専門医には「今
さら」とも思われようが，医師を含む
医療従事者にも国民にも，この考え方

	 講演 1リウマチ対策の
	 	 方向性等について

【座長】西岡久寿樹
 日本リウマチ財団常務理事
【演者】眞野	訓
 厚生労働省健康局疾病対策課

平成 23 年度の法人賛助会員打合会
が 12月13日，東京・千代田区の学士
会館で開催された。はじめに髙久史麿代
表理事の挨拶があり，東日本大震災に
際しての災害時リウマチ患者支援事業な
ど，23 年度財団事業への法人賛助会員
の支援に対し感謝の言葉を述べた。続
いて，厚生労働省健康局疾病対策課の
眞野	訓	氏と，松原メイフラワー病院院
長の松原司	氏がそれぞれ講演を行った。	

厚生労働省健康局疾病対策課 眞野 訓 氏

（5 ページに続きます）

会場の様子
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すか。
V さん　直接声を掛けて誘った人
もいますが，オフ会として始めたの
で，自分たちのウェブサイト（http://
clubleaves.exblog.jp/）を作り，主と
してサイトを通して参加者を募集しま
した。参加したい人は，参加申し込み
ページに，名前をハンドルネーム（ネッ
ト上で使用する仮名）で書き込みま
す。ウェブサイトは誰が，どんな目的
で見ているか分かりませんから，本名
ではなく，ハンドルネームを書いても
らいます。だから，私たちは今も，お
互いをハンドルネームで呼び合ってい
ます。
山村　参加しているのは，どんな人た
ちですか。
Vさん　会のサイトでは，20 ～ 30 代
のリウマチ患者で，同年代のリウマチ
仲間が欲しい人，恋愛・結婚・出産・
子育ての悩みを聞いてほしい人，奥さ
ん・旦那さん・彼女・彼氏のリウマチ
を理解したい人などに参加を呼びかけ
ています。患者・家族・医療関係者の
交流を深めて情報交換する場を目指し
ています。
編集部　患者さんの家族や友人も参加
できるのですか。
Tさん　特に制限はありません。
Vさん　発足当時は，結婚している
人がまだ少なくて，彼氏を連れてくる
人もいましたし，既婚の人では旦那さ
んやお子さんと一緒に来る人もいまし
た。患者だけではなく，家族や周りの
人も巻き込んでいこうというのが当初
からの方針です。

先輩患者の話を聞くことが
一歩を踏み出す力になる

山村　新しい会員は，どんなきっかけ
で入ってくることが多いですか。
Mさん　私が V さん，T さんと知り
合ったオフ会に参加したときのことを
思い出してみると，自分の病気に向
き合って勉強しようという気持ちで，

「リウマチ」をキーワードにインター
ネットを検索したら，ピンとそのオフ
会のサイトがヒットしたので，それで
参加したのです。私が「リウマチに向
き合おう」と初めて思ったきっかけ
は，リウマトレックスを使うか使わな
いかの決断を自分がしなければならな
くなったときでした。恐らく他の方々
も，同じような状況に直面して悩み，

「自分の病気のことをもっと知らなけ
れば」と思ったときに，こういう場に
参加されるのだと思います。
山村　確かに，患者さんがリウマチの
薬を使うかどうかを選択するときに，
副作用の話などを聞かされると，決断
しにくくなると思います。そのとき，
既にその薬を使っている患者さんの話
を聞くことが，一歩を踏み出す大きな
力になるわけですね。勉強会などは，
どんなテーマで行っていますか。私自
身もご依頼をいただいて，妊娠中の患
者さんにも使えるリウマチ薬のお話を
させていただいたことがありました
が。
Vさん　薬のほかに，手術の話題で，
整形外科医の先生に来て話していただ
きました。たまたま会員の中に，現役

4 歳の息子がいます。2003 年に仲間と
一緒に Club Four Leaves を設立し，
5 年間代表を務めました。現在は後方
支援的立場で会を見守っています。同
年代の患者さんから相談を受ける機会
もあり，できる範囲で対応しておりま
す。
山村　V さん，珍しく緊張しています
ね（笑）。肩の力を抜いていきましょう。
では，T さん。
T さん　16 歳で発症し，今年でリウ
マチ歴 20 年になります。29 歳のとき
に左の膝に人工関節を入れました。長
い間リマチルとリンデロンで治療して
いましたが，2 年半ぐらい前からエン
ブレルを使い始め，ステロイドを切る
ことができました。今はエンブレルを
週に 1 回 25mg を投与しています。3
歳になる息子がいます。高校卒業後す
ぐ就職し，事務職として勤めた後，リ
ウマチとは関係ない事情で転職し，今
の会社で 14 年になります。前の会社
も今の会社も社員の健康を気遣ってく
れ，働きやすい職場に恵まれています。
Club Four Leaves には設立当初から
幹事としてかかわり，去年で幹事を卒
業しましたが，今もできることは少し
ずつお手伝いしています。

趣味への復帰も順調な M さん
13 歳から病気と闘う S さん

Mさん　三重県四日市から来た M で
す。リウマチ歴は 12 年です。2005 年
に右肘の滑膜切除を行い，それを機に
レミケードを使い始めましたが，効き
めが悪くなり，2007 年からエンブレ
ルを使用しています。今は非常に体調
が良く，通院は 2 ヵ月に 1 度，エンブ
レルの自己注射も週 1 回で済み，普通
に暮らせる幸せを感じております。大
学を卒業してから食品会社に勤務し，
昨年まで研究開発部門にいましたが，
今年から統括という部署に移り，事務
的な仕事をしています。会社に勤め始
めてからリウマチになり，一時は雑巾
も絞れない状態になったり，通院のた
めに職場を抜けたりすることもあった
のですが，会社の理解があり，とても
良い職場に勤めているなと思います。
病気になる前から山登りや釣りなどが
趣味で，今は全部はできませんが，釣
りを復活してやっています。先々週も
海に行って，アジを 60 匹釣ってきま
した。
Sさん　すごい。売れるね（笑）。私

の理学療法士でご自身もリウマチ患者
という方がいて，装具や補助具の話を
してもらったこともありますし，自分
が受けた手術の体験を会員自身に話し
てもらったこともあります。
T さん　私も手術体験の話をしまし
た。
編集部　講師として医師を呼ぶ場合，
お礼などはどのようにされていました
か。
Sさん　いつも菓子折程度の本当にさ
さやかなお礼でしたね。
Vさん　私たち，企業からバックアッ
プを受けているわけでもないですし，
勉強会だからといって，会員から余分
にお金を集めることもしないので，そ
の辺は先生方もご承知だったのではな
いでしょうか。

生物学的製剤への期待と
効かなくなる不安 副作用の不安

山村　先ほど，皆さんのご病歴をお聞
きしていると，いずれも生物学的製剤
を使っているか，または使ったことが
ある方ばかりでした。ほんの 5 年ほど
前は，生物学的製剤を使っている患者
さんは少数派だったと思うのですが，
今，会員で使っている方は，どれぐら
いいますか。
Vさん　Club Four Leaves の会員の
7 割ぐらいは，生物学的製剤を使って
いると思います。
山村　医者からすると，年齢の若い患
者さんはできるだけしっかり治療した
いという気持ちがあり，そのためにも
生物学的製剤の使用を熱心に勧めると
思うのです。しかし，問題は非常にコ
ストが高いことです。薬代の負担の問
題は，どうでしょうか。
Vさん　私は身障者手帳があるので，
負担がありません。自己負担は，ここ
では M さんだけだと思います。
Mさん　私は結婚していないので，
自分の働きで治療費を賄っています
が，やはり経済的負担は大きいです。
でも，薬がないと働けないし，働くた
めには薬を使い続けなければならな
い。今はそのサイクルがうまくいっ
ているからいい。最近， 週 1 回投与に
なったので，負担も楽になりましたが，
本当は，もう少し安くなってほしいで
す。薬のやめどきも分かりませんし。
山村　最近，生物学的製剤を積極的に
使い，寛解に達し一定の期間安定して
その状態を維持できれば薬をやめて様

は愛知県常滑から来ました。13 歳の
ときに発症して，病歴は 25 年になり
ます。27 歳のときに両人工股関節の
手術をし，その後，両足指のクレイト
ン術を受け，一昨年と昨年，1 年ずつ
かけて両手の指の人工関節手術を希望
して受けました。28 歳のときに右の
人工股関節が感染し，その 2 年後にも
感染しました。32 歳のときに 3 回目
の感染があり，人工関節を取り替えま
した。このときは 1 年ぐらい入院しま
した。ですから私は，右の人工股関節
だけでも 7 回オペをしています。薬に
ついては，子どものころからのリウマ
チなので，プレドニンから始まって，
リマチルやアザルフィジンなど，いろ
いろな薬を使いました。21 歳のとき
にリウマトレックスを使い始め，少し
ずつ増量し，週 12mg までいったとき
に効きが悪くなってきたので，6 年ぐ
らい前にエンブレルを使ってみたので
すが，2 ヵ月で副作用のニューモシス
チス肺炎になり，過去に人工関節の感
染もしていたので，生物学的製剤は
中止し，今も使っていません。今は
リウマトレックス 10mg とプログラフ
1mg で，とても体調良く過ごしてい
ます。Club Four Leaves には，山村
先生が初めて参加された 2006 年の会
合から参加し，2007 年から幹事になっ
て，今も幹事を続けています。職業は
会社員です。長くなりました。
山村　非常に苦労されてきたのです
ね。

「オフ会」として始まった
Club Four Leaves

山村　リウマチ患者さんの会という
と，悩みごと相談会のような側面が
強く出ることが多いのですが，Club 
Four Leaves は，V さんをはじめ，育
児世代の患者さんが意欲を持って，前
向きに，お互いに助け合っているのが，
当時から印象的でした。この会は，ど
のようにして始まったのでしょうか。
Vさん　発足した 2003 年当時，既に
名古屋でリウマチ患者のオフ会（註：
インターネットの掲示板などで知り
合った人同士が日時・場所を決めて顔
を合わせる会）が開かれていて，そこ
に私も参加し，今の T さん，M さん
と知り合いました。若くしてリウマチ
になっている人が，自分以外にこんな
にいるのだということを知って驚いた
のですが，そのときに，オフ会の呼び
かけの方から，「若い人には若い人の
悩みがあるから，若いリウマチ患者の
会を作ってみてはどうか」と言われた
のです。
山村　それは，V さんより年配の人で
すか。
Vさん　そうです。私たちは，オフ会
の参加者の中でも一番若い年齢層だっ
たのです。T さん，M さんもいたし，
ほかにも若いリウマチ患者の友だちが
いたので，それなら，その友人も誘っ
て 5 人で会を作ろうということにな
り，最初のお食事会を開きました。24
名が集まり，若いリウマチ患者がたく
さんいることに改めて驚きつつ，楽し
く食事をしたのを覚えています。
山村　どうやって参加者を集めたので T さん

V さん
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子をみるという臨床試験も行われてい
ますが，主治医の先生は，どのような
方針でしょうか。
Mさん　今はまだ，先生からそうい
う指示は出ていません。でも，自分で
は薬を継続できればいいと思っていま
す。やめたときの不安のほうが大きい
ので。
山村　そうですよね。
Mさん　「またあの生活に戻るのか」
という不安。もう 1 つは，私は最初に
レミケードを使い，それが効かなく
なってエンブレルに変えているので，
エンブレルが効かなくなったら，次は
どうすればいいのかと思います。今は
次々に新しい薬が出てきていますが，
それが自分に合うかどうかは分かりま
せん。現在の体調を維持できるなら，
できるだけ今の治療を続けていきたい
というのが正直な願いです。
山村　生物学的製剤のもう 1 つの問題
として，感染症をはじめとする副作用
があります。S さんは副作用を実際に
経験されていますね。
Sさん　私の場合，薬の効き目も副作
用も強く出たようなのです。エンブレ
ルを最初に打ったときは，体の変化が
自分で分かるぐらいよく効きました。
それだけに，ニューモシスチス肺炎に
なったときは，とても残念でした。で
きることなら治療を続けたかったです
が，仕方ないことだと思っています。
山村　そのときは入院して治療された
のですよね。そういった体験は，これ
から生物学的製剤を始める患者さんが
お聞きになりたい話だと思いますが，
今，もし生物学的製剤を勧められて
迷っている患者さんがいたら，S さん
はこの話をされますか。
S さん　多くのリウマチ仲間に接し
て得た実感として，生物学的製剤は多
くの人によく効き，M さんのように
日常生活を取り戻している人もいるの
で，ポジティブにお勧めします。けれ
ども，もちろんマイナスの面もあると
いうことはきちんとお伝えするべきだ
と思うし，実際にそうすると思います。

母乳をあげたい気持ちと
再燃を抑えたい気持ちの葛藤

山村　リウマチ患者さんの妊娠，出産
をどうするか。以前は妊娠を計画する
に当たって，現在の薬をどのタイミン
グで中止するか，より安全な薬はな
いか，といったことが大きな問題にな

りました。生物学的製剤ができてか
らは，妊娠，出産のハードルが低く
なったのではないかと思いますが，今，
Club Four Leaves の会員で，お子さ
んがいる方は，どれぐらいですか。
Vさん　半分以上，かなりの数の方
に子どもさんがいます。
山村　特に大きな問題もなく，皆さん
妊娠・出産されていますか。
Vさん　問題がないわけではなく，自
然分娩の人はむしろ少ないかもしれま
せん。
Tさん　でも，V さんは自然分娩だよ
ね。
Vさん　股関節に問題がなかったの
で、幸いにして自然分娩で出産しまし
た。
山村　何らかの合併症を持って出産ま
でいく方が多いのですか。
V さん　結構います。T さんも，そ
うだったね。
Tさん　私も血圧が上がって，足のむ
くみもすごかったのです。赤ちゃんが
途中で育たなくなってしまって，予定
日より 1 ヵ月早く帝王切開で子どもを
出しました。でも，リウマチのほうは
落ち着いていて，妊娠中も産後も何も
問題はありませんでした。
Vさん　妊娠中のトラブルを経験す
る人の数が少なくないので，リウマチ
と全く無関係ではないのかなと思っ
て，先生にお話を聞いたりするのです
が，分からないと言われます。そのほ
かに，これも先生方は関係ないと言わ
れるのですが，不妊治療をして妊娠す
る人が結構います。
山村　それはちょっと意外な感じだ
な。出産後に，何か問題のあった方は
いますか。
Vさん　誕生から半年はどうしても
母乳をあげたいというお母さんがい
て，すると，その間は薬が再開できな
いので，リウマチが悪化してしまった
人もいました。
山村　生まれた赤ちゃんはどうでした
か。
Vさん　普通に元気でした。
山村　リウマチは出産後に再燃するこ
とが多いと思います。妊娠前に生物学
的製剤を使っていた場合，産後もでき
るだけ長く薬を断って母乳で育てたい
という気持ちと，もう一方で，薬をや
めたままだとリウマチが悪化して子ど
もを抱っこできなくなるという懸念，
この葛藤は大きいと思いますが，その
ような相談が寄せられることもありま
すか？
Vさん　あります。
山村　どちらを取ることが多いです
か。
Vさん　私の場合は，先に出産をした
先輩たちの例を参考にして，出産後は
リウマチが再燃する前に薬を再開しま
した。母乳は少しの間しかあげられま
せんでしたが，その代わり，リウマチ
が産後に悪化することもありませんで
した。やはり「自分の体が元気であっ
て，初めて子育てもできる」というこ
とをみな十分理解しているので，早い
うちに薬を再開している人がほとんど
だと思います。
山村　会の中でそうする方が多いか
ら，それにならって選択をするという

こともあるのでしょうね。

職場では隠していても
必ず報告せざるを得なくなる

山村　次にリウマチ患者さんの就業の
問題について。3 人の方は会社の上司
の方にも恵まれていると思うのです
が，リウマチになったときには，どの
ようにされましたか。
T さん　最初に勤めた会社は親戚筋
で，病院へ行くときは有休を使ってい
たので，ほかの皆さんにどうこう言わ
れることはなかったし，今の会社も，
社長がすごく社員を大事にしてくれる
会社で，私のリウマチだけでなく，ほ
かの社員の体調が悪くても「ちゃんと
病院へ行け」と言う社長なので，その
点では理解してもらっています。
山村　リウマチが認知される時代に
なったのでしょうか。かつては病気に
なったことを隠す方もたくさんいらっ
しゃいましたから。
Vさん　私はずっと隠していました。
Mさん　私も最初，病気になったと
きは言いたくなかったですね。こっそ
り病院に行っていたのですけれども，
そのうちに「何か様子が違うぞ」と周
囲に思われてしまう。通院の回数が増
えてくると，やはり上司に報告しなけ
ればいけなくなります。仕事の現場で
も，私は右ひじが悪くなったので，重
いものが持てなくなり，人の手を借り
なければならなくなりました。
山村　リウマチと診断されて，どれぐ
らいたってから周りの方に伝えました
か。
Mさん　発症後 1 年ぐらいでぐっと
悪くなってきたので，その頃です。そ
れまでは「ちょっと足が痛いの」とか
言って，リウマチとは言っていません
でした。
山村　周りに伝えるまでに時間がか
かったのは，なぜですか。
Mさん　やはり知られたくなかった
からです。しかし，いよいよ悪化し
て，2003 年にリウマトレックスを使
うようになり，自分の病気をもっとよ
く知らなければと思ったときに，「み
んなの力を借りなければどうにもなら
ない」と思い，病名を伝えることにし
たのです。何かがぷちっと切れる瞬間
があって，もう助けを借りないと生き
ていけないと悟り，その後は，知らな
い人にも「助けてください」と言える
ようになります。
Sさん　確かにそうだね。
Tさん　会社の掃除のときに，雑巾と
かも絞れなかったりすると，「お願い
します」と言うものね。
Mさん　ずうずうしくなる（笑）。そ
うなるまでにも，職場には迷惑をかけ
ましたが，業務を続けさせてくれた上
司には感謝していますし，休むときに

「いいよ」と言ってくれた同僚や先輩
にも感謝しています。

病名を明かした後
職場はどう変わったか

山村　病名を伝えてから，職場の人た
ちの対応などは変わりましたか。
Mさん　その後も，荷物を持てない
ときは持ってくれたりしますし，やは

り小さなことですが，ドアノブなどが
回せないので，さりげなく手を貸して
くれたりします。困っていると，こち
らから言わなくても分かってくれる感
じですね。
山村　患者さんは日常生活で，どうい
うことで困っているのか，医者は案外
知らないのです。会社の人はいつも見
守っているから，そういうことができ
るのだと思います。
Mさん　逆に，今は調子が良いので，
あまり分かってもらえません（笑）。
病気がひどかった時期の私を知らない
若い人も入ってきて，「え，そうなん
ですか？」という感じです。
山村　なるほど。S さんの場合はどう
ですか。子どものころからですから，
病気のことを話して就職されたのでは
ないかと思いますが。
Sさん　それが，話さずに就職したの
です。子どものときに発症しましたけ
れども，10 代の間はあまり悪化する
こともなく，割にスムーズに過ごし，
20 代に入って悪化しました。最初に
入った会社では，リウマチであること
を言わずに普通に働いていましたが，
だんだん股関節の調子が悪くなり，歩
くのが不自由になってきた頃から，自
分にできないことなどを周囲の人に相
談するようになりました。その後，手
術のために休職しなければならなくな
り，病気のことを言わないわけにいか
なくなりました。
山村　では，病気のことを説明したの
は，就職後かなり時間がたってからで
したか。
Sさん　周りの親しい人だけには，調
子が悪くて休むときに話していました
が，それ以外の人には，多分 3 ～ 4 年
ぐらい何も言わなかったと思います。
山村　職場を変わったときは，転職先
で最初に病気の話をされましたか。
Sさん　2 社目も特に話さずに入った
のです（笑）。その後，病気が非常に
悪化したので，そのときに話しました。
杖がなければ歩けず，電車で通勤する
のも大変で，車で送り迎えしてもらっ
たりしていたので，誰の目にも病気は
明らかでした。しかし，周囲には理解
してもらうことができました。今の
会社は 3 社目で，現在，入社 7 年目ぐ
らいですが，身障者手帳を取得してい
たので，最初からハンディキャップが
あることを前提に職を探して入りまし
た。おかげで，雇用保険の助成を使っ
て職場の出入り口に自動ドアを付けて

M さん

S さん
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もらったりしました。1 年ぐらい休職
もしましたが，それも会社の休職制度
を使っているので，とても感謝してい
ます。

良い主治医とはどんな医師？

山村　次に，皆さんの現在の主治医と
の関係ですが，何でも率直にお話しで
きる関係になっていますか。V さんか
ら。
Vさん　まだそこまでには至ってお
りません。山村先生のときは，初めか
ら普通に話せたのです。先生の人柄も
ありますよね，やっぱり。
Mさん　相性はありますね。
Tさん　あります。
Vさん　山村先生は，私が言いたい
ことを言っても，気分を害されること
もなく，上手に受け流してくださった
ので，先生とはすごく相性が良かった
と思っています。
Tさん　私は，「あなたはリウマチで
す」と最初に診断してくれた先生に
ずっと診てもらっています。その先生
は，ぱっと見，本当に頼りないのです

（笑）。頼りないのですけれども，私に
は合っているのです。話もきちんと聞
いてくれるし，良いときも悪いときも
分かってくれているので，安心感があ
ります。
山村　診断から治療まで，一貫して同
じ医師に診てもらうことは非常に大切
だと思います。M さんは，どうですか。
Mさん　私は，診断してもらった先
生は合いませんでした。リウマチだと

分かったときに，「もう治らないね」
と言われたので，その言葉にショック
を受けて，その先生は嫌だと思って，
行かなくなったのです。それから「先
生はちゃんと選ばないと」と思って，
家の近くのリウマチを扱っている整形
外科に行き始め，そこの先生が親身な
先生でした。その後，高度な薬を使う
内科治療も必要になったので，家の近
くの内科にも通い始め，両方を併用し
てずっときていました。元気になって
からは，整形外科の電気治療は要らな
くなり，内科だけになりましたが，今
は、その内科の先生が忙しくなったの
で，元の整形外科の先生に戻りました

（笑）。私は，この 2 人の先生が両方大
好きですし，相性も良いので，このま
まの体制で続けていこうと思っていま
す。やはり相性は大事です。
山村　S さんの場合は，子どものころ
からの同じ医師との付き合いですが，
どうですか。
S さん　10 代のころはあまり病気の
ことを真剣に考えず，不まじめな患者
だったと思います（笑）。最初は近所
の整形外科に行ったのですが，今思う
と専門医ではなかったと思うのです。
治療を受けても良くなっている実感が
なく，親もそう感じたのか，高校に
なってから少し大きい病院に移り，大
学を卒業するまでその病院に月 1 回
通っていました。就職すると，平日の
日中に通院できる機会は限られると
思ったので，夜診療している開業医を
紹介してもらい，会社の近くのリウマ
チ専門医院に変わりました。その後，
股関節のオペが必要になるタイミング

で今の大学病院を紹介してもらい，今
もずっとそこに行っています。今の先
生は話しやすく，治療のこと，生活の
こともひっくるめて相談に乗ってもら
えるので，とても助かっています。
山村　それは理想的ですね。4 人のお
話を伺いながら，患者さんとしっかり
コミュニケーションが取れ，心のケア
もきちんとできる医師が，すべてのリ
ウマチ患者さんにとって頼りになる主
治医なのだと思いました。

悩みと不安を分かち合い
力と勇気を与え合うクラブに

山村　今後，Club Four Leaves をど
のように発展させていきたいとお考え
でしょうか。M さんから。
Mさん　この会に最初に参加される
方は，多分，かなり勇気を奮って参加
されていると思います。ネット上で
は，どんな人が集まっているか分から
ないので。でも，会に参加してみて，
皆の話を聞いて，「力をもらって帰っ
た」という方は多いはずです。私たち
はお医者さんではないので，医療的な
ことはできませんが，心のコミュニ
ケーションが取れて，皆さんの力にな
れればいいと考えています。
Sさん　私は，この 4 人の中では唯一
途中参加ですが，最初に参加したとき
は，やはり，若いリウマチ患者がこん
なにたくさんいるのかという驚きと，
みんなポジティブで元気だなという印
象がありました。また，この会なら，
妊娠・出産など，何かあったら相談で
きるなと思いました。こういう場があ
ること自体がとても心強いので，今も
ずっと続けています。不安や悩みを
持っているリウマチの人がいる限りは
続けていきたいし，幹事はボランティ
アなので，皆が負担にならない程度で
続けていけたらいいなと思います。
Tさん　病気のことだけではなく，日
常生活のいろいろなことを話すだけで
気分が楽になることを，毎回参加する
たびに感じます。この先どうなってし
まうのだろうと不安でも，不安な気持
ちをみんなに分かってもらえると，す
ごく安心するのです。悩んでいるのは
自分だけではない，1 人じゃないとい
うことをすごく感じてきたので，これ
からも，参加する方の不安を少しでも
なくしていけたらいいなと思います。
Vさん　皆さんからメールなどで相談
を受けていると，やはり若い患者は孤
独で不安な人が多いのです。周りに相
談できる相手がいない，自分の話を聞
いてほしいといってこられる方が多い
ので，小さな会ですが，これから先も，
そういう方の受け皿になれたらいいな
と思います。正直言って，ボランティ
アで幹事をやっていくことは大変なの
で，今後どうなるのかと思うこともあ
りますが，持ち回り制で何とかやって
いこうと話し合っています。会を必要
としてくださる方がいらっしゃる以上
は，作った者としても，これからも存
続していってほしいし，協力できるこ
とはできる限りしていきたいと思って
います。

この間も，初めて私たちの会に参加
された先生が，多くの若い患者が集ま

り，妊娠・出産している患者がたくさ
んいることに，とても驚いておられま
した。1 人の先生が診る若い患者の人
数は実はそれほど多くないと思うので
す。ですから，先生方にも，若い患者
がそれぞれ悩みを持ちながらも元気に
頑張っている姿を見てほしいですし，
今後も医療関係の方に少しでも働き掛
けていければいいなと思います。

これからのリウマチ医療への期待

山村　では最後に，今後の日本のリウ
マチ医療に期待することを一言ずつお
願いします。
Mさん　今のリウマチ医療の目覚ま
しい進歩は，患者としてすごくうれし
いです。そのことによって生きていけ
る喜びを感じているのですが，先ほど
も言いましたように，もう少し薬が安
ければと切実に願っています（笑）。
Tさん　治療の面では，どんどんいい
方向に向かっているという実感がある
し，今後もそうあってほしいと思いま
す。本人は痛いのだけれど検査結果に
はあまり現れないような人も取りこぼ
さず，確実に寛解に向かう，そのよう
な治療をお願いしたい。長く罹患する
と少しずつ関節が傷んでくるので，そ
ういう人が少しでも減るといいなと思
います。
山村　お二人とも，それぞれの痛切な
経験に根ざした言葉と受け止めまし
た。続いて，T さん，最後に V さん。
T さん　リウマチの新薬が多数登場
し，治療の選択肢が増えたことは，患
者としてもとても有り難いことです。
しかし，M さんが言われたように，
もっとコストが安くなることを希望し
ます。せっかく良い薬でも，高くて手
が出ないのでは何にもなりません。幅
広く皆が使えるような手頃さを期待し
ます。そうすると，楽になるリウマチ
の患者がもっと増えるだろうと思いま
す。
Vさん　自分が発病したころと比べる
と，今の薬の進歩には本当に目覚まし
いものがありますが，いまだ生物学的
製剤の存在すら知らない人もいます。
治療効果が不十分でもリウマトレック
ス止まりという人もいます。こんなに
いい時代に来ているのに，使える薬を
使わないでいる人はもったいないと思
います。リウマチは徐々に進行してし
まうのが当たり前と思っている人が，
どちらかというと私たちより上の年代
にまだいらっしゃいます。患者自身も
勉強しなければなりませんが，最新の
医療情報が満遍なく行き渡り，どの地
域に住んでいようがスタンダードな治
療が受けられる体制が整っていくと有
り難いと思います。
山村　医療の地域格差を是正しなけれ
ばならないし，医療者としては，もっ
と専門医を育てる工夫をしなければい
けないと思います。

皆さん，今日は長時間，有り難うご
ざいました。

（文責編集部）
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がまだ十分に普及していない実情を踏
まえ，リウマチ治療の正しい知識の普
及を同時に図る。

以上の目標を達成するための施策と
して，①医療提供等の確保，②情報提
供・相談体制の確保，③研究開発等の
推進を行う。以下，各々の施策の内容
を述べる。

①医療提供等の確保は，より具体的
には，リウマチによる関節破壊を阻止
できるように，早期発見・早期診断・
早期治療を可能にする医療体制，かか
りつけ医と専門病院との病診連携体制
を確保する。国は，診療ガイドライン
の改訂，およびガイドラインの普及に
よる診療レベルの地域的不均衡の是正
などにより，側面からこれを支援し，
各都道府県は，集学的な診療体制を有
する病院の確保，リウマチ専門医療機
関の整備，かかりつけ医との連携体制
の強化などに努める。

医療提供等の確保については，この
ほか，リウマチ診療の基本的知識・技
術を持つ医師の育成，各地域における
リウマチ専門医の育成，専門医を育成
する医療機関の確保，小児リウマチ診
療専門医の育成などを進め，さらに，
医師以外の医療従事者の知識・技能の
向上を推進する。また，診療ガイドラ
インの改訂と普及，クリニカルパスの
導入，長期的治療計画の標準化，国や
関係団体による専門的医学情報の提供
などにより，診療の質の向上を図る。

②情報提供・相談体制のうち情報提
供体制については，国は関係団体と連
携し，ホームページやパンフレット，
シンポジウム開催などを通じ，疾病情
報や診療情報を，都道府県や医療従事
者などに提供する。地方公共団体は，
国などの発信する情報や地域の医療機
関などに関する情報を住民に提供す
る。相談体制については，国は全国共
通の相談員養成研修プログラムを作成
し，研修会を実施する。各都道府県は
体系的なリウマチ相談体制を構築し，
各市町村は健康相談などを実施する。

③研究開発については，関節破壊の
阻止と，関節機能の改善を，当面成果
を達成すべき研究分野と定め，重点的
に研究を推進する。この中では，生物
学的製剤のより効果的で安全な使用方
法の確立に向けた研究も行う。医薬品
の開発などにおいては，国は，優れた
医薬品がより早く患者の元に届くよう
に治験環境の確保に努める。

	 講演 2関節リウマチの実臨床に
	 	 おける保険診療の問題点

【座長】井上	博
公益財団法人日本リウマチ財
団医療保険委員会委員長

【演者】松原	司
 松原メイフラワー病院 院長

生物学的製剤は，関節リウマチの治
療において「寛解」を目指すことを可
能にし，臨床現場に大きな変革をもた
らした。しかし，その一方，生物学的
製剤の不奏効例の存在が医療効率を低
下させている問題や，高い薬価により
患者が高負担を強いられ，医療機関は
診療報酬点数の低さから一部の生物学
的製剤の使用を忌避するなど，保険診
療制度の不備により治療の選択が歪め
られる問題が生じている。

生物学的製剤による治療では，投与
例のうち 20 ～ 30％は中等度改善にも
達しないノンレスポンダーである。生
物学的製剤の費用は患者一人当たり 1
年間に 150 万円程度であり，現在日本
で生物学的製剤による治療を受けて
いるリウマチ患者が 10 万人，そのう
ちノンレスポンダーが 20％とすれば，
年間で約 300 億円の医療費が効果を生
まないまま費やされている計算とな
る。

治療前に生物学的製剤が効くか効か
ないかを個々の患者について予測で
きれば，この無駄を避けることが可能
になる。われわれは，遺伝子の多型部
位（SNP）の解析により，このような
予測が可能であるかどうかを検討し
た。全国 11 施設から集めたリウマチ
患者について，遺伝子の SNP と，生
物学的製剤の効果の有無，副作用の有
無との関連を分析した結果，レミケー
ド ® では，治療により寛解に達するか
否か，副作用が出現するか否かをいず
れも 87％の正確さで予測できること
が判明した。エンブレル ® でも同様で
あった。今後，このような方法により
有効性と副作用を事前に予測すること
によって，生物学的製剤による治療を
より効率的に行えるようにすることが
望まれる。

生物学的製剤は，高い薬価が患者に
重い負担となり，時に使用を躊躇さ
せる原因になっていることも，大きな
問題である。もともと日本の医療費の
30％という患者自己負担は，原則無料
のイギリス・オランダ・イタリア・ス
ペイン，定額制のドイツ（年収の 1％
以下）・北欧（月千円程度），定率制の
フランス（小額）などに比べ，かなり
高い。また日本では，医療費自己負担
分の支払いが著しく高額になった場合
のために，高額療養費制度があるが，
その自己負担限度額は，70 歳未満の
場合，標準所得者でおおむね 8 万円程
度，上位所得者でおおむね 15 万円程
度，低所得者で一律 35,400 円と，適
用のハードルがかなり高く，リウマチ
患者の生物学的製剤への支出を十分に
賄えるものとはなっていない。この点
から今後，患者負担の軽減が望まれる。

一方，医療機関から見たとき，生物
学的製剤には，在宅自己注射指導料が
認められるものと，外来化学療法加算

が認められるものがあり，これによっ
て診療所は，生物学的製剤による治療
の利益をかろうじて確保している実態
があるが，オレンシア ® は，短時間で
点滴できるとの理由で外来化学療法加
算が認められず，シンポニー ® は，月
1 回投与で済むという理由で在宅自己
注射指導料が取れない。そのため，一
部の診療所では，経営の観点からこれ
らの製剤を選択しないケースがある
が，薬剤の適正使用の原則から見れば
由々しき問題である。これに対しては，
すべての生物学的製剤に共通した管理
料などの新設により，現行制度の矛盾
解消を望みたい。

最後に，レセプト単価算出の際，生
物学的製剤は例外として，計算から除
外されることを希望する。

お二人の講演を補足する形で続いて
当財団の西岡常務理事より発言があっ
た。

	 補足発言

西岡久寿樹
公益財団法人日本リウマチ財団常務理事

日本で生物学的製剤の普及を阻んで
いるものは，本日，松原司先生が指摘
された診療報酬加算の不整合と，もう
１つは，保険制度上の診断病名と実際
の病気との齟齬の問題である。

リウマチ患者に生物学的製剤による
治療を始める場合の必須事項として，
患者の結核の有無を調べることが診療
ガイドラインで決められている。生物
学的製剤によって治療する患者は形式
上，全員が「結核」という診断となる。
ところが，生物学的製剤は結核患者に
は原則禁忌であり，ここに大きな矛盾
がある。医療技術の進歩に制度が追随
できていないことを示す一例である。

生物学的製剤の利益率が医療機関に
とって極めて低い問題などと併せ，行
政ないし立法府に善処を期待したい。

（文責編集部）

松原	氏のスライドより，生物学的製剤の診療報酬一覧

再診料
注射手技料 在宅自己注射

指導料
外来科学療法
加算（要認定）

計／月
点滴 皮下

レミケード 69 47
420/2M 268

〈非認定施設：58〉

アクテムラ 69 47 420 536

オレンシア 69 47 116

エンブレル 69
18 820 889

〈院内投与は（60＋80）×来院回数〉〈院内投与：174 or 348〉

ヒュミラ 69
18 820 889

〈院内投与は（60＋80）×来院回数〉 〈院内投与：17〉

シンポニー 69 18 87

西岡氏のスライドより，リウマチ患者における結核検査の課題

問題点
1）日本で生物学的製剤の治療患者は全員「結核」となる（保険病名）
2）第2種感染症の政令によると「結核」の医療機関は，都道府県知事に届出をし，
患者は都道府県知事が指定した医療機関での受診が義務付けられている。

3）生物学的製剤の治療はどこで？？？

結核を発見！
直ちに都道府県知事に
届け出る
（第 2種感染症）

生物学的製剤は
結核には原則的に禁忌

ツベルクリン反応ないしは
QTF測定

陳旧性結核または
肺結核（イスコチン投与）

生物学的製剤投与を
開始する前の必須次項

松原メイフラワー病院 院長 松原 司 氏
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H24.3 〜H24.�）］

		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。

4/12（木）19:00　1単位	 秋田
秋田県整形外科リウマチセミナー
武田薬品工業（株）
金沢	好浩
Tel.018-824-5311

4/7（土）17:15　1単位	 福島
県北リウマチ懇話会
旭化成ファーマ（株）
小島	善秀
Tel.024-956-5011

3/23（金）19:30　1単位	 福島
第15回	いわきリウマチ性疾患懇話会
ファイザー（株）
関	麻奈美
Tel.024-923-4717

3/17（土）16:30　2単位	 山形
第24回	山形リウマチ研究会
ファイザー（株）
我妻	賢
Tel.023-633-8720

3/10（土）17:30　1単位	 北海道
第11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

北海道・東北

3/10（土）17:00　2単位	 東京
第38回	東京都リウマチ膠原病懇話会
参天製薬（株）
木村	岳彦
Tel.03-3523-8890

3/8（木）20:00　1単位	 神奈川
第7回	川崎中部リウマチ懇話会
田辺三菱製薬（株）
北目	武史
Tel.045-472-2653

関東・甲信越

4/14（土）15:00　2単位	 北海道
運動器疾患/骨・関節フォーラム	札幌会場
（株）メジカルビュー社
横田	秀夫
Tel.03-5228-2089

4/24（火）20:00　1単位	 神奈川
横浜リウマチ・膠原病研究会
ブリストル・マイヤーズ（株）
湯本	昌代
Tel.045-476-9091

4/14（土）19:00　1単位	 栃木
栃木リウマチネットワーク講演会
アボットジャパン（株）
森	俊勝
Tel.028-632-7081

4/7（土）17:00　2単位	 群馬
第6回	群馬県リウマチ登録医・実地医
家の会
エーザイ（株）
古川	智則　Tel.027-323-6767

4/5（木）19:30　1単位	 群馬
第5回	群馬線維筋痛症を語る会
日本臓器製薬（株）
髙谷	貞良
Tel.027-324-0441

3/30（金）19:45　1単位	 長野
信州骨粗鬆症セミナー
信州大学医学部医学科運動機能学講座
吉村	康夫
Tel.0263-37-2659

3/24（土）18:00　1単位	 長野
第52回	信州リウマチ膠原病懇談会
丸の内病院リウマチ科
山崎	秀
Tel.0263-28-3003

3/10（土）15:45	18:00　各1単位	愛知
第4回	愛知県整形外科医会リハビリテー
ション研究会
帝人ファーマ（株）
西野	毅　Tel.052-249-3910

東海・北陸

5/28（月）19:45　1単位	 神奈川
第9回	藤沢リウマチネットワーク
田辺三菱製薬（株）
松田	英亮
Tel.046-228-2531

5/19（土）18:00　1単位	 東京
第17回	シェーグレン症候群セミナー
参天製薬（株）
磯田	真代
Tel.03-3523-8890

5/12（土）18:00　1単位	 埼玉
第5回	埼玉Biologics研究会
田辺三菱製薬（株）
脇本	文子
Tel.048-645-2937

5/11（金）20:00　1単位	 千葉
印旛市郡リウマチ画像セミナー
中外製薬（株）
吉野	佑一
Tel.043-224-1511

4/21（土）18:10　1単位	 愛知
愛知県整形外科医会研修会
森川整形外科医院
森川	圭造
Tel.0568-77-1739

4/14（土）17:00　1単位	 愛知
第61回	東海関節外科研究会
大日本住友製薬（株）
森下	扶
Tel.0564-28-0352

4/7（土）17:00　1単位	 愛知
第8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

4/7（土）17:00　2単位	 新潟
運動器研究会	in	Niigata
猫山宮尾病院
本間	毅
Tel.025-282-2340

3/31（土）18:30　1単位	 愛知
第10回	西三河リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）
谷村	卓磨
Tel.0564-66-0220

3/15（木）14:15　1単位	 大阪
生野区医師会学術講演会
田辺三菱製薬（株）
高垣	直司
Tel.06-6205-5717

3/10（土）17:00　2単位	 兵庫
第17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.0795-42-8851

3/10（土）15:10　2単位	 大阪
第8回	大阪京阪生物学的製剤を学ぶ会
エーザイ（株）
遠藤	健一
Tel.06-6831-5222

3/8（木）20:00　1単位	 大阪
第20回	南大阪リウマチ研究会
ファイザー（株）
宮本	真樹
Tel.072-238-3323

中国・四国

5/26（土）18:00　1単位	 兵庫
第5回	兵庫リウマチチーム医療研究会
中外製薬（株）
坂本	芳貴
Tel.078-241-6851

5/12（土）17:30　2単位	 大阪
第9回	阪神RA研究会
田辺三菱製薬（株）
佐藤	憲
Tel.0798-22-3241

5/12（土）15:30　1単位	 大阪
第25回	北河内リウマチ膠原病勉強会
エーザイ（株）
槐島	静治
Tel.06-6831-5222

4/21（土）15:15　1単位	 京都
京都北部RAミーティング
田辺三菱製薬（株）
宮崎	耕治
Tel.075-821-7127

九州・沖縄

4/14（土）18:30　1単位	 広島
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

4/14（土）19:00　1単位	 岡山
第288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

3/29（木）19:00　1単位	 山口
第20回	山口県東部地区リウマチ勉強会
参天製薬（株）
岡田	直美
Tel.06-6321-7068

3/17（土）20:00　1単位	 香川
第9回	香川リウマチ研究会総会
香川大学医学部附属病院内分泌代謝・
血液・免疫・呼吸器内科
土橋	浩章　Tel.087-891-2145

3/22（木）19:15　1単位	 熊本
熊本県生物学的製剤適正使用セミナー
アボットジャパン（株）
原	貴光
Tel.096-368-8833

3/16（金）20:00　1単位	 沖縄
第10回	沖縄リウマチ薬研究会
ファイザー（株）
矢野	真二
Tel.098-868-0981

3/15（木）19:30　1単位	 鹿児島
第37回	鹿児島膠原病研究会
旭化成ファーマ（株）
三井	慎也
Tel.099-257-5143

3/24（土）19:00　1単位	 北海道
第3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

5/30（水）19:30　1単位	 静岡
沼津内科医会学術講演会
田辺三菱製薬（株）
田代	明久
Tel.055-964-0537

近畿

3/15（木）19:30　1単位	 神奈川
第13回	神奈川県シェーグレン症候群研
究会
日本化薬（株）
二宮	孝哉　Tel.045-472-0415

3/15（木）19:45　1単位	 千葉
船橋市医師会整形外科医会
みつかリウマチクリニック
三束	武司
Tel.047-409-4032

3/22（木）～3/23（金）22日	12:10	1単位	神奈川
第52回	関東整形災害外科学会
東海大学医学部外科学系整形外科学
佐藤	正人
Tel.0463-93-1121

3/17（土）17:30　1単位	 長野
第4回	信州関節外科フォーラム
長野松代総合病院
堀内	博志
Tel.026-278-2031

3/15（木）19:15　1単位	 静岡
志太榛原地区	関節エコーセミナー
エーザイ（株）
木下	朋之
Tel.054-251-1471

3/10（土）17:00　1単位	 愛知
第12回	瑞穂リウマチ膠原病フォーラム
ファイザー（株）
花谷	一志
Tel.052-231-8611

3/24（土）18:00　1単位	 静岡
第19回	静岡リウマチ治療研究会
ファイザー（株）
黒瀬	直樹
Tel.053-451-5375

3/22（木）19:00　1単位	 愛知
愛知リウマチセミナー
アステラス製薬（株）
吉田	栄一
Tel.052-211-3401

3/17（土）18:00　1単位	 愛知
第29回	東三河リウマチ研究会
旭化成ファーマ（株）
安藤	香織
Tel.080-3592-4836

3/17（土）17:00　1単位	 岐阜
第37回	岐阜人工関節フォーラム
大橋・谷整形外科
大橋	俊郎
Tel.058-272-0011

3/15（木）20:00　1単位	 愛知
第4回	桜山Biologics	Conference
アボットジャパン（株）
遠藤	将行
Tel.052-202-5220

3/15（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）
水田	晴彦
Tel.06-6205-5161

4/7（土）	14:10　1単位	 大阪
第118回	中部日本整形外科災害外科学会・学術集会
第118回	中部日本整形外科災害外科学会・学術集会運営事務局
榊原	理恵・滝澤	明子
Tel.06-6221-5933

3/31（土）19:00　1単位	 兵庫
第6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

3/16（金）19:30　1単位	 大阪
第30回	関西免疫研究会
ブリストル・マイヤーズ（株）
平松	雅之
Tel.06-6391-9361

3/15（木）20:00　1単位	 埼玉
第6回	毛呂山リウマチセミナー
田辺三菱製薬（株）
佐藤	英明
Tel.049-241-3711

3/17（土）16:00　2単位	 京都
第11回	関西膠原病フォーラム
参天製薬（株）
井手尾	健太
Tel.06-6321-7382

3/24（土）17:30　1単位	 大阪
第9回	リウマチ病診連携の会
中外製薬（株）
伊藤	毅
Tel.06-6350-6355

3/8（木）19:30　1単位	 神奈川
第5回	AHURAの会（All	SHowa	
University	RA研究会）
昭和大学横浜市北部病院整形外科
三ツ橋	宏佳　Tel.045-949-7955

3/22（木）19:15　2単位	 群馬
群馬リウマチアカデミー2012.03
旭化成ファーマ（株）
八巻	尚平
Tel.027-320-8393

4/6（金）12:10　1単位	 大阪
4/7（土）12:30　1単位
第118回	中部日本整形外科災害外科学会・学術集会ランチョンセミナー
第118回	中部日本整形外科災害外科学会・学術集会運営事務局
榊原	理恵・滝澤	明子　Tel.06-6221-5933

3/24（土）18:00　1単位	 岡山
第43回	岡山リウマチ研究会
科研製薬（株）
田中	卓麻
Tel.086-246-3232

3/27（火）19:15　1単位	 長崎
第13回	県北骨代謝研究会学術講演会
帝人ファーマ（株）
田中	学
Tel.095-826-6270

4/7（土）17:00　1単位	 兵庫
平成24年度第2回	兵庫県整形外科医
会学術講演会
よしだ整形外科
吉田	竹志　Tel.072-772-5055

3/23（金）19:45　1単位	 福岡
第19回	筑後骨代謝・骨粗鬆症研究会
エーザイ（株）
薮内	毅
Tel.092-924-1113

3/16（金）19:00　1単位	 千葉
茂原市長生郡医師会学術講演会
帝人ファーマ（株）
中野	芳明
Tel.043-245-1014

4/21（土）17:30　1単位	 大阪
大阪臨床整形外科医会（第240回研修会）
堀口整形外科医院
堀口	泰輔
Tel.072-752-1420

3/22（木）19:30　1単位	 山口
第12回	周南地区学術講演会
ヤンセンファーマ（株）
荒木	信勝
Tel.0092-716-9244

4/12（木）19:30　1単位	 大分
大分RA治療戦略セミナー
中外製薬（株）
高瀬	壽裕
Tel.097-537-7151

3/24（土）15:00　2単位	 東京
第2回	リウマチ治療戦略シンポジウム
アステラス製薬（株）
恒川	知里
Tel.03-3244-3300

3/25（日）11:00　1単位	 福井
第9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

3/24（土）16:00　2単位	 愛知
愛知県骨粗鬆症セミナー2012
森川整形外科医院
森川	圭造
Tel.0568-77-1739

4/7（土）18:00　1単位	 大阪
第18回	近畿小児リウマチ・膠原病研究会
中外製薬（株）
橋詰	雅之
Tel.06-6350-6360

3/23（金）19:05　1単位	 茨城
第2回	茨城T細胞研究会
ブリストル・マイヤーズ（株）
岸本	拓也
Tel.029-226-3335

4/7（土）14:45　2単位	 大阪
第25回	大阪リウマチカンファレンス
ファイザー（株）
杉原	祐貴
Tel.06-6575-5211

5/10（木）19:00　2単位	 三重
第15回	骨関節代謝外科研究会
帝人ファーマ（株）
酒井	哲雄
Tel.059-236-7011

3/10（土）16:00　1単位	 愛媛
第19回	愛媛リウマチのケア研究会
エーザイ（株）
長田	雅道
Tel.089-941-6345

3/29（木）19:50　1単位	 大分
第6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）
藤原	寛　Tel.097-540-598

平成 23 年度 三浦記念リウマチ学術研究賞授賞者および
リウマチ性疾患調査・研究助成者

リウマチ性疾患に関する調査・研究助成者が決まりました。
46 名の応募者の中から次の 12 名が選ばれました。助成金は各 100 万円。　
【三浦記念リウマチ学術研究賞授賞者】
助成者 所属 研究題目

岡本　一男
東京医科歯科大学大学院医
歯学総合研究科分子情報伝
達学 助教

自己免疫性 Th17 細胞を制御できる新
規分子標的の探索

授賞式は、6 月3 日東京・丸ビルホールにおいて開催の「リウマチ月間リウマチ講演会」
の場で行われます。

【リウマチ性疾患調査･研究助成者】（50 音順）
助成者 所属 研究題目

池田　　啓
千葉大学医学部附属病院
アレルギー・膠原病内科 助教

末梢血単核球の網羅的遺伝子発現解
析による関節リウマチに対するアバタセ
プトの薬効予測と効果発現機序の解明

一瀬　邦弘
長崎大学病院
第一内科 助教

ル ープ ス 腎 炎 に お ける Calcium/
Calmodulin 依存性蛋白キナーゼⅣのメ
チル化解析

井上　靖道
名古屋市立大学大学院薬学
研究科
医薬品代謝解析学分野 講師

関節リウマチ関連タンパク質 PADI4 に
よるTGF-βシグナル伝達制御機構の
解析

岩崎　倫政
北海道大学大学院医学研究
科 准教授

関節リウマチの病態におけるスフィンゴ
糖脂質の機能的役割

川人　　豊
京都府立医科大学大学院医
学研究科
免疫内科学 教授（学内）

関 節 リウ マ チ に お け る MDSCs
（Myeloid-derived suppressor cells）
の機能の研究

瀬川　誠司
筑波大学医学医療系内科

（膠原病・リウマチ・アレルギー） 
博士課程学生

間質性肺炎病態におけるCD161 陽性
γδT 細胞作用機序の解明

関亦　正幸
山形大学医学部
非常勤職員

炎症性サイトカイン遺伝子発現に関与す
る高次クロマチン構造を分子標的とした
新規リウマチ治療法の開発

藤井　穂高
大阪大学微生物病研究所
准教授

リウマチを防ぐ生体機構の解析

味八木　茂
広島大学病院再生医療部
講師

新規細胞間コミュニケーション因子であ
る分泌 microRNAを含むエクソソーム
の関節リウマチにおける役割

吉藤　　元
京都大学医学部附属病院
免疫・膠原病内科 助教

新規 SLE モデルマウス「抗 DNA 抗体
ノックイン・マウス」におけるBAFF 動
態の解析と制御

若林　邦伸
日本赤十字社医療センター
アレルギー・リウマチ科 医師

リウマチ性疾患における感染症の実態
調査および解析

4/28（土）18:00　1単位	 広島
第139回	備後整形外科医会
寺岡記念病院
小坂	義樹
Tel.0847-52-3140

3/22（木）20:00　1単位	 大分
第100回	大分県リウマチ懇話会
参天製薬（株）
伊崎	篤史
Tel.092-411-0119

ご寄付いただいた方 〜平成 23 年 12 月〜

吉田 健太郎様

●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。

3/17（土）18:00　1単位	 香川
第29回	四国関節外科研究会
香川大学医学部整形外科
真柴	賛
Tel.087-891-2195

3/9（金）19:00　1単位	 熊本
熊本赤十字病院病診連携の会（整形外科）
エーザイ（株）
榮田	修之
Tel.096-356-2611

5/25（金）20:00　1単位	 福岡
第92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
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平成２４年１月	
公益財団法人日本リウマチ財団
代表理事　　髙　久　史　麿

リウマチ登録医制度のあり方検討委員会
委員長　　西　岡　久寿樹

（５）ｅラーニングについて

〈希望する教材テーマ〉
SCE，PSA 等他の疾患，関節リウマチ

だけでなく膠原病全体，痛風，診察手技
やエコーの手技の動画，生物学的製剤に
関するもの，登録リウマチケア看護師の
ためのｅラーニングが上がっている。　

（６）リウマチ情報センターについて（複
数回答）

ア，良く見ていると答えた総数が 106
名（11.0％）で，あまり見ていない
が 533 名（55.4％）で，あまり見て
いない人が多い，

 　良く見ている人の経年群別の見
ている率は，5 年未満が 28.6％であ
り，5 年以上は 9 から 10％である。
経年が長いほど良く見ていない。

イ，見る時間がないと答えた総数 189
名（19.6％），あまり見ていない人
533 名（55.4％）の合計は，722 名

（75.1％）となり，良く見る人が少
ないため，日常診療に関する設問，
情報の新旧に関する設問，財団の
動向に関する設問の回答がほとん
どない。

（７）リウマチ病学テキストについて
ア，理解しやすいが総数 250 名（26%），

理解しにくいは 14 名（1.5%）であっ
た。理解しやすい人を経年群別に
みると，5 年未満の群は 40% が理
解しやすく，５年～ 15 年群で 21%
台，15 年以上群は 28.3% である。

イ，テキストの存在を知らない人が総
数 335 名（34.8%），知っていても
購入の機会がなかった人が 225 名

（23.4%）である

（８） リウマチ登録医の会等の組織につ
いて

ア，登録医の会等への参加は，登録医
の会に 38 名，登録医を含めたリウ
マチ診療医の会に 248 人が参加し
たと答えている。

 　会の開催頻度は１回と答えた人
が 60 名，2 回が一番多く 112 名，
3 回 が 8 名，4 回 18 名，5 回 が 17
名であった。

イ，本人の出席回数は 1 回が 73 名，2
回 が 83 名，3 回 が 20 名，4 回 が
11 名であった。

ウ，参加が役に立つかについては，
大 変 役 に 立 つ が 全 体 で 248 名

（25.8%），役に立たないが 17 名で
あった。

エ，組織がない方で，組織があれば
参加すると答えた人が総数 284 名

（29.5%），他の研修会に参加するの
で地域の組織はいらないと答えた
人は，総数 266 名（27.7%）であった。

（９） 登録リウマチケア看護師制度につ
いて

 注，アンケート調査時点で登録リウマ
チケア看護師は全国で 251 名であ

り，その後，平成 23 年 11 月に 347
名誕生した。

Ⅲ . 地域における病診連携について

 　登録医の所在する地域における病診
連携システムの有無については，なし
との答えが 229 名あった。

Ⅳ . 日本リウマチ財団災害時リウマチ患
者支援事業について

Ⅴ . 治験等への参加について

１．治験等の実施，
（１）治験に参加したかどうかについて

は，参加したが総数 253 名（26.3%），
参加していないが　402 名（41.8%）
であり，今後参加したいが 140 名

（14.6%），今後も参加したいと思わ
ないが 243 名（25.3%）である。

 　治験に参加した人，今後参加し
たい人を合わせると 393 名（40.9%）
となる。

（２）市販後調査へ協力しているかどう
かについては，

ア， 協 力 し て い る が 総 数 497 名
（51.7％），協力していないが 216 名
（22.5％）であり，今後協力したい
が 174 名（18.1%），今後も協力し
たいと思わないが 105 人（10.9%）
である。

イ， 協力している人と，今後協力した
い人を合わせると全部で 671 名

（70.0%）であり，治験参加志向よ
り高い率である。

（自由意見）
リウマチ登録医の現状及び，財団リウマ

チ登録医，日本リウマチ学会専門医，日
本整形外科学会認定医の役割分担，連携
等について，合わせて 582 の自由意見が
寄せられた。大まかに要旨を分別すると，
①リウマチ診療，登録医制度改革に前向
きの参考意見，②財団登録医，日本リウ
マチ学会専門医，日本整形外科学会認定
医を一本化する，又はその類似意見，③
リウマチ登録医制度を肯定する意見，④
リウマチ登録医制度を否定する意見に大
別されるが，登録医制度を肯定する意見
が否定する意見よりは多かった。

これらをもとに，日本リウマチ財団では
登録医制度のあり方について本年 6 月に
根本的改革案をまとめるべく検討してい
る。

リウマチ登録医がリウマチ診療体制の
中でどのような役割を果たすべきか，リ
ウマチ登録医の教育研修がどのようにあ
るべきか，リウマチ登録医の医療環境が
どのような状態にあるかなど等について，
リウマチ登録医の皆さんのご意見を伺い，
今後のリウマチ登録医制度のあり方を検
討するために，昨年 7 月にリウマチ登録
医 3,432 人を対象にアンケート調査を行
いました。大変遅くなりましたが，回答
者 962 人の調査結果の概要を以下にまと
めましたので報告いたします。

今回の調査結果においても地域医療を
支えるためご奮闘なさっている，リウマ
チ登録医の皆さんの日頃のご多忙ぶりが
伺えました。そのようなお忙しい中，大
変多い設問にお答え戴きましたご意見は
大変意義あるものであり，貴重なご意見
であると考えております。登録医の皆さ
んに敬意を表し，厚く感謝申し上げます。

Ⅰ . 登録医の背景について
１. 登録医になってからの経過年数

２. 他の専門医・認定医等資格の有無（複
数回答）

３. 診療の場所
（ １） 回 答 の あ っ た 962 名 中，486 名

（50.5％）は開業医であり，293 名
（30.5％）が総合病院の勤務医，111
名（11.5％）が大学病院の勤務医，
72 名（7.5％）が診療所の勤務医で
あり，開業医数 486 名と勤務医数
476 名とほぼ同数であるが，経過年
数 10 年以上でみると，開業医 431
名，勤務医総数 391 名となり開業
医数がより多くなっている。

（２）都道府県の定める医療圏は回答の
あった 206 は，第 1 次医療圏が 67，
第 2 次医療圏が 109，第 3 次医療
圏が 30 であり，第 2 次医療圏が断
然多い。

 ４．標榜診療科名　（複数回答）

※その他は 10 に満たない少数であり，標
榜科名は 34 種に上る。

Ⅱ . 財団事業に関するリウマチ登録医の
現状評価について

１. リウマチ登録医のメリットについて
（複数回答）

※評価する人の多い財団ニュース，登録
医名簿，リウマチ教育研修会は，経験
年数５年未満の場合より，5 年以上の場
合が評価する人の割合が多く，逆に評
価する人の少ないリウマチ専門職，治
験参加，リウマチの治療とケア研修会，
ｅラーニングについては，5 年未満の
方が評価する人の割合が高い（評価率：
回答数÷経験年数ごと員数）

２. リウマチ教育研修会について
（１）リウマチ教育研修会の評価

（２）リウマチの治療とケア研修会につ
いて（複数回答）

 
（３） ＲＡトータルマネジメントフォー

ラムについて
参加したことがある 82 名（8.5％），病

院スタッフが参加したことがあるが 55 名
（5.7％）と参加率が大変低く，開催を知
らないが 728 名（75.7％）に上っている。

（４）リウマチ財団ニュースについて（複
数回答）
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公益財団法人日本リウマチ財団　リウマチ登録医に対するアンケート調査結果（概要）

財団の動向がわかる

情報が新しい

日常診療に役立つ

財団ニュースをよく読む

0
136

5
137

307
19

195
645

リウマチ財団ニュース（複数回答）

0 100 200 300 400 500 600 700

NO
YES

財団の動向がわかる

日常診療に役立つ

財団ニュースをよく読む

0
136

307
19

195
645

0 100 200 300 400 500 600 700

NO
YES



�	 平成 17年 6月22日　第三種郵便物認可	 日本リウマチ財団ニュース	 　　平成24年 3月1日発行　No.111

QUIZ

画像画像 画 像 ク イ ズ
#7

109 号解答：診断：皮膚筋炎（悪性腫瘍合併）
A.	両側上眼瞼に著明な浮腫性紅斑を認める。典型例は紫紅色を呈し，ヘリ

オトロープ疹と呼ばれる。顔面頬部，内眼角部，前額部にも紅斑を認める。

B.	手指関節の背側に軽度の落屑を伴う角化性紅斑を認める。ゴットロン徴

候と呼ばれ，ヘリオトロープ疹とともに皮膚筋炎に特徴的な皮膚所見で

ある。爪囲紅斑も認められる。

C.	前頚部～上胸部にかけてのV字型の紅斑（V徴候）を認める。

D.	骨盤部MRI:　右卵巣に充実性 /嚢胞性腫瘍を認める。左卵巣にも多房

性嚢胞を主体とする腫瘍を認め，左卵巣転移が疑われる。

　特徴的な皮膚所見	(A,	B,	C)	に加え，血液検査でCK	2331	IU/l，ミオ

解説：山西裕司	氏
	 （広島リウマチ・内科クリニック）
協力：リウマチセンター間連絡会

問題
この疾患は何でしょうか ?
Y.W.　54歳女性

主　訴：手・足趾関節痛

現 病 歴：2001 年春（来院 4年前）頃より、手指、足趾を中心に、関節痛を自覚。

	 2004 年、RAの診断にて治療を開始した。

理学所見：関節痛を訴える場所は、腫脹あり。（関節液貯留を感じさせない。）

	 皮下結節などなし。

検査所見：
血液： 生化学：
白血球 5000/mm3 GOT 26U/L
赤血球 436x104/mm3 GPT 17U/L
Hb 13.5g/dL LDH 199U/L
Plat. 18.9x104/mm3 ALP 246U/L
 Neutro 54.8% TP 8.1g/dL
 Eo 2.0% Alb 5.0g/dL
 Baso 0.5% Y-glob 20.5%
 Mono 6.7%
 Lymph 36.0% CRP 0.1mg/dL
尿検査： ESR 9mm/1h
蛋白 （－） RF 0IU/mL
糖 （－） ANA 陰性
潜血 （－） MMP-3 15.4ng/mL

出題：福田孝昭	氏
	 （久留米大学医療センター
	 リウマチ・膠原病センター）
協力：リウマチセンター間連絡会

Ａ

B

C

D
右卵巣嚢胞性腫瘍部分

左卵巣の多房性嚢胞を
主体とする腫瘍

右卵巣充実性腫瘍部分

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。

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。
■応募方法

申請書用紙は財団ホームページ “リウマチ情報センター”申請書請求フォームまたは FAX にて
事務局へ請求してください。
■登録要件等

リウマチ診療に現在まで 5 年以上引き続き従事している臨床医であって，直近の 5 年間におい
て次の各号を満たすこと。

（1）リウマチ診療患者名簿 40 名（RA3 例以上を含む）を有すること。
（2）（1）のうち 20 名（RA3 例以上を含む）の診療記録を有すること。
（3）リウマチ教育研修単位＊を20 単位以上取得した証明書を有すること。
（＊ 日本リウマチ財団が発行した証明書による単位）

※ 23 年度から新規登録医資格審査料を３万円から１万円に，登録料を８万円から２万円に大幅
に引き下げました。登録の有効期間を３年から５年に延長，登録の更新料についても３万円から
２万円に引き下げ，登録医になるための大幅なコスト削減を実行いたしました。

登録医には財団ニュースの配布，財団主催の教育研修会の受講料減免等の特典があります。

グロビン	380	ng/ml，アルドラーゼ	10.5	 IU/l	と筋原性酵素の上昇を認

め，筋MRI 所見および筋生検所見より皮膚筋炎と診断した。皮膚筋炎は

悪性腫瘍を合併する頻度が高いが，本症例でも腫瘍マーカーのCA	125 が

3000	U/ml	以上と著明に上昇し，多発性の肝・脾・ダグラス窩転移を伴っ

た卵巣癌が確認された。
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医療てんでんこ
言葉をすべて肯定するわけではないが，最

近の激変する日本の医療現場を形容するのに
相応しい言葉ではないかと考えている。また私
は，自分でも予期さえしなかった大変よい傾向が
現れてきたのではないかと驚いている。

3・11 以来人口に膾炙されるようになった「津
波てんでんこ」に相当する事象が医療のあらゆ
る現場で起きつつあり，実際に既に起きている。

説明するまでもないとは思うが，「津波てんで
んこ」とは，津波のような危急の事態に際しては，
他人の事などお構いなくまず自分の身の安全を
計るべし，という非情とも言える危機管理意識で
ある。大震災や津波，原子力関係の事故，戦
争など，人災，自然災害を問わず，われわれは，
四六時中生命を脅かされるリスクに取り囲まれて
いる。今まで生きてくることが出来たのは，単に
運が良かったからとしか考えられないほど危険
に充ち満ちた人生だ。

病気を含めた，自然災害といえども，現代社
会では，人災の要素が少なからず含まれており，
根っからの運命論者であっても，社会システムや
他人の所為にしたがる傾向がある。現在，世界
的に問題となっている肥満，メタボは，生活習慣
病というもっともらしい病名が付けられているが，

自己責任の果ての病気ですよという烙印を糊塗
したにすぎない。なんでも自己責任になるのだ
から，お医者さんも楽な稼業だ。

一説によれば，リウマチも，喫煙が一番のリ
スク因子であるため，生活習慣病に分類する専
門家もいるそうだ。無論，すべての疾患が，遺
伝と環境の複合によって成立するので，この分
類もあながち間違っているわけではない。

この資本主義経済と民主主義の成熟という
か，行き詰まりというか，社会が二進も三進もい
かなくなってきており，ザックリ言えば，厚生労働
省のみならず，社会全体が，自己責任，セルフ
メデイケイションの大合唱だ。

社会全体がそういう態度であれば，パターナ
リズムに慣れ親しんできた患者さんといえども，
態度を急変させざるを得ない。

私が予想もしなかったよい傾向だと考える点
は，この患者さん達の自己意識の急変である。

具体的に言えば，既に，糖尿病や高血圧の
領域では，自己管理による食餌療法や，インシュ
リンの自己注射があり，高血圧では，日々 の食餌
療法や血圧測定記録の歴史は古い。在宅酸素
療法なども自己管理による命綱だ。リウマチ診療
の分野でも，遅ればせながら，生物学的製剤の
自己注射が，数年前から始まり，骨粗鬆症の自
己注射による治療が盛んになってきた。

恥を忍んで告白すれば，私には，パターナリ
ズムに慣れ親しんできた自己決定が苦手な日本

の高齢の患者さんが，生命に直結するインシュリ
ン注射でもない，生物学的製剤やテリパラチッド
などの毎日の自己注射を受け入れるはずがない
と考えていたのだ。

薬価の高価さにも原因があるのだが，大部分
の患者さんは，経済的にゆとりのある患者さんで
さえ，予想どおり，自己注射という手法に対して
激しく抵抗した。治療効果と経済性のバランス
の説明と，ほとんど痛みのない簡単な注射手技
を看護師から懇切丁寧に説明を受けて，しぶし
ぶ治療開始をすると，あーら不思議，すべての
患者さんが，ニコニコ顔である。普通なら，生
物学的製剤やテリパラチッドが，良く効いている
からだ，と世情流布されている宣伝文句を素直
に受け取るだろう。そうだろうか？　　　

ここからが本題なのだが，自己注射を始めた
患者さんたちの意識，意欲の変容は，想像を絶
する。私の最初の予想は，完全に覆されたのだ。
パターナリズムの権化のような９０歳近い老齢患
者さんが，急速に自立し，軽い認知症のあった
患者さん，いつも否定的な態度でリハビリをする
気のなかった患者さん，暗い顔で自分の身の不
幸話ばかりした患者さん，ことある毎に，電話を
かけてきたり，ステロイドの追加を要求する患者
さん，すべての患者さんが，自己注射を始めると，
急速に顔が明るくなり，頭がクリアになって，身
体が締まって，歩行がしっかりし，前向きな発言
になる。

あの依頼心に囲まれた，暗い顔は，どこに行っ
たのだろう。この世の中は，病気ばかりではない。
天災，人災，何が起きるかわからない。大地震
が，もうすぐ来ることは確実だと地震の専門家は
発表し，原子力発電所が，また臨界に達する可
能性もありそうだという。病気があっても，助け
てくれる余裕のある人ばかりではない。医者不
足が叫ばれているうえに，大震災となれば，医
療者といえども，活動不可能となる。非常時には，
自分の身は，自己注射と同じように自分で守らな
ければならない「津波てんでんこ」ならぬ，「医
療てんでんこ」だ。自分で自分を治療する感覚
が，これほどまでに患者意識を激変させる。こ
んなことを予想したヒトがいただろうか？ 自己注
射の効果は，薬効によるというよりも，患者意識
の変化によるほうが大きいのではないだろうか？ 
しかし，EBM やスコア化を多用するガイドライン
ばやりの世界では，こうした効能をどうやって計
測したらよいのだろうか？ 昔ながらの医師－患者
関係の重要性もさることながら，昨今の患者さん
の視点に立った新しい医療を構築する必要があ
りそうだ。

看護師ともども，笑いの絶えなくなった診療の
現場で，誰も想像さえしなかった，昨今の危機
意識に目覚めた患者さん方の頼もしい激変をあ
る意味では喜んでいる。

 （後藤 眞）

リウマチ教育研修会及びリウマチの治療とケア研修会に参加ご希望の方は、事
前申込が必要です。申込先等につきましては、順次掲載します。詳細について
は決まり次第ホームページ「リウマチ情報センター」に掲載します。

平成24年度リウマチの治療とケア研修会　開催予定

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道
･東北

7/28（土）
北海道
ホテルさっぽろ芸文館

佐川昭リウマチクリニック
佐川　昭 院長

関東・
甲信越

8/26（日）
長野県
JA 長野県ビル
アクティーホール

長野赤十字病院
リウマチ科（整形外科）
金物  壽久 副院長 兼リウマチ科部長

 東海・
北陸

9/30（日）
三重県
ホテルグリーンパーク津

鈴鹿医療科学大学
細井  哲 保健衛生学学部長
 理学療法学科教授 

近　畿 10/7（日）
京都府
メルパルク京都

滋賀医科大学 整形外科
松末　吉隆 教授 

中国・
四国

9/9（日）
岡山県
アークホテル岡山

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科
人体構成学 西田　圭一郎 准教授 

九　州 10/28（日）
宮崎県
MRT micc

国立病院機構都城病院
整形外科・リウマチ科
税所　幸一郎 統括診療部長

医師をはじめ，医療関係者等を対象にリウマチの治療とケア研修会を下記のように開催する予定です。

平成24年度リウマチ教育研修会　開催予定

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道
9/17
（月）

札幌市教育文化会館
ＮＴＴ東日本札幌病院
小池　隆夫 院長

栃　木
10/14
（日）

ホテル東日本宇都宮
自治医科大学 アレルギー・リウマチ科
簔田　清次 教授

岐　阜
10/21
( 日）

岐阜都ホテル
岐阜大学大学院医学系研究科
総合病態内科学分野
石塚　達夫 教授

大　阪
11/18
（日）

北浜フォーラム
行岡病院 リウマチ科
村田　紀和 臨床リウマチ研究室長

鳥　取
8/19
（日）

米子コンベンションセンター
鳥取大学 整形外科
豊島　良太 教授

宮　崎
9/23
（日）

宮日会館
宮崎大学医学部附属病院
帖佐　悦男 副院長（整形外科教授）

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。

リウマチ登録医資格更新

リウマチ登録医規則一部改正に伴い，24・25 年度の資格更新はありません．

海外派遣研修医募集

1. 募集人員　	若干名

2. 受入機関・時期・待遇
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 24 年 4 月から平成 25 年 3 月
の間に出発する。

3）  奨学金 各人 100 万円。

3. 応募資格
1）日本リウマチ財団登録医または日本

リウマチ学会の会員であること。
2）　現在及び将来ともにリウマチ学を

志すもの。

４．応募手続き
 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 24 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」に掲載

この制度は、若い優れたリウマチ専攻医を海外に派遣・研修させ、日本のリウマチ
学およびリウマチ治療対策の進歩を期待するものである。

リウマチ情報センター　ホームページ

http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma

opinion
オ ピ ニ オ ン

登録リウマチケア看護師研修会　開催予定

日時：平成 24 年 8 月 5 日（日） 場所：ザ グランドホール品川
 ※要事前申込

平成 24 年度 リウマチ月間 リウマチ講演会

開催日時：平成 24 年 6 月 3 日 （日）
  13：00 ～
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〕
入	場	：無　料

主　　催：日本リウマチ財団
後援（予定）：厚生労働省 日本医師会 

日本リウマチ学会  日
本整形外科学会 日本リ
ウマチ友の会

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について

募集要項等詳細は財団ホームページをご覧ください。
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