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後援4団体各代表より祝辞
リウマチ医療新体制への期待を表明

講演会の冒頭，先般逝去された当財団の
創設者の一人，故・七川歓次 氏の冥福を
祈って一分間の黙祷が捧げられた後，髙久
代表理事が開会の挨拶を述べ，続いて本講
演会の後援団体代表 4 名の来賓祝辞があっ
た。日本医師会会長の横倉義武 氏（代読・
常任理事道永麻里氏）は，近年のリウマチ
治療の著しい発展の半面で，診療体制の地
域間格差や知識普及の不十分さが指摘され
る現状に触れ，今後，かかりつけ医の研鑽
に努め，専門医とかかりつけ医の有機的連

健行政が行き届き，国民皆保険制度もあっ
て国民の平均寿命は長寿化の一方，健康寿
命と平均寿命の差はあまり短縮されていな
い（図 2）。健康寿命とは，「介護を受けた
り病気で寝たきりにならず，自立して健康
に生活できる」年齢のことである。

2010 年の健康寿命は，男性が 70.42 歳
で，女性は 73.62 歳だった。これに対し，
同年の平均寿命は男性 79.55 歳，女性が
86.3 歳。

つまり，男性は 9 年余り，女性は約 13
年間，健康ではないが介護が必要な状態で
命を維持していることがわかった（図 3）。
また平成 12 年 4 月 1 日から始まった介護
保険により，どのような理由で介護保険を
適応されているかも調査されている。平成
19 年の国民生活基礎調査によると要介護
となる原因の 3 番目（9.1％）が関節疾患
であり，要支援となる原因の 1 番（20.2％）
が関節疾患となっている（図 4）。この事
からも介護を受けずに健康で長生きするた
めには関節疾患のコントロールが重要と
なっている。関節疾患の中でも膝関節は日
本人においては慢性疼痛を示すものが最も

疼痛シリーズの連載について

日本の社会は読者の皆様のご存知のよう
に高齢化社会が進んでおります。世界の中
でも日本は高齢化率が高く，国立社会保
障・人口問題研究所によると 2050 年には
65 歳以上の人口が総人口の 36％に達する
と推計されている（図 1）。日本は戦後保

携と，地域医療体制の再
構築を図りたいとの意向
を述べた。

日本リウマチ学会理事
長の髙崎芳成 氏は，リウ
マチに関する国際学会に
おける研究発表は，日本
の研究者が一番多いこと
を例に挙げ，欧米に匹敵する日本のリウマ
チ研究の活況を指摘する一方，「リウマチ白
書」（日本リウマチ友の会発行）から，日本
のリウマチ患者が治療の現状に不満を抱い
ていることが窺われると述べ，今後，同学
会は日本リウマチ財団と共に，患者の声を

多い。今後は本連載を関節別のシリーズと
して，膝から肩，手，足，脊椎，その他の
関節と進め，折を見て実臨床の登録医の先
生と整形外科の先生をお招きして，鼎談等
も企画する予定である。

今回の連載の第 1 回目として，まず膝
関節から解説を行うこととする。

膝関節の疾患について

もっとも頻度が高いものは変型性膝関節
症である。まず変形性膝関節は変性疾患で
あり，経年性に膝関節内の軟骨が変性，減
少するものである。「痛み」は伴うが熱感
や発赤は伴わない。また「痛み」は主に荷
重時，運動時であり，安静時痛が見られる
ことは少ない。また関節液は黄色透明であ
り，白色混濁がある時は後述する偽痛風や
化膿性関節炎の可能性が高く，化膿性関節
炎の場合は専門的な治療や手術が必要なこ
とがあるため，緊急手術が可能な基幹病院
整形外科に紹介する必要がある。

■変形性関節症（osteoarthritis：OA）
変形性膝関節症は高齢化の伸展とともに

増加している。リウマチクリニックにおいて
も以前は関節リウマチの炎症のコントロール
が困難で膝関節の「痛み」の原因は炎症に
よるものであったが，現在は骨棘形成や膝
関節の靭帯の緩みなど通常の変形性関節症
様の「痛み」の可能性も高くなっている。

【定　義】
変形性関節症は，｢ 関節軟骨の変性・摩

耗が発生し，関節辺縁や軟骨下骨における
増殖性変化や滑膜炎を伴い関節変形をきた
す変性疾患（変形性膝関節症，変形性股関
節症，変形性肩関節症，変形性指関節症な
ど）｣ と定義される。すなわち，関節軟骨
が何らかの原因で変性あるいは摩耗して，
関節に負荷がかかった結果，関節周辺の骨
に変形をきたした状態である。

【疫　学】
変形性関節症は男性より女性に多く，年

令とともに増加する，関節により性別，年
齢による発症頻度は異なる。変形性関節症
に関する世界最大規模の疫学研究 ROAD
プロジェクト＊ 1 によれば，わが国には，
50 歳以上で痛みを伴う変形性膝関節症（膝
OA）患者が 820 万人（男性 210 万人，女
性 610 万人），痛みを伴う変形性腰椎症（腰
椎 OA）患者が 1,020 万人（男性 450 万人，
女性 570 万人）いると推定されている 1）。
発症のリスクは膝 OA では年齢が 1 歳上

聞きながら，より
良いリウマチ診療
を目指すと述べた。

日本整形外科学
会理事長の岩本 幸
英氏（代理・同副
理 事 長 丸 毛 啓 史
氏）は，日本リウ
マチ財団のリウマチ財団登録医，同登録リ
ウマチケア看護師，同登録薬剤師の各制度
への取り組みが必ずやリウマチ性疾患の制
圧を実現することを確信し，当財団の企図
に賛意を表すると共に，最大限協力する意
向を示した。

日本リウマチ友の会会長の長谷川三枝子  
氏は，リウマチ医療の進歩により多くの患
者に劇的な QOL 向上がもたらされている
と同時に，高額な薬剤費負担の問題が未解
決のままである現状を指摘。療養環境の大
きな変化の中でも，患者が納得して人生を
送れるよう，当財団はじめ各方面の支援を
求めた。

リウマチ研究・教育・福祉の
功労者に賞を授与

来賓祝辞に続き，リウマチ性疾患に関す
る調査研究・教育・医療・福祉の功労者に，
日本リウマチ財団から贈られる賞の授与式
が行われた。今回は，今年度より新しく創
設された「塩川美奈子・膠原病研究奨励賞」
の授与も行われ，財団の幸田副理事長が本
賞創設のため，ご寄付をなされた杏林大学
医学部脳神経外科の塩川芳昭教授を会場の
皆さんに紹介，塩川教授が本賞創設の思い，
膠原病研究への思いを語られた。

125 号の主な内容
● 平成 26 年度リウマチ講演会

開催される
● 新連載
 いまさら聞けない慢性運動器

疼痛 第 1 回 膝関節痛
● 平成 25 年度（公財）日本リウ

マチ財団 事業報告
● 企画運営委員会の活動について
● アナウンスメント

（4 ページに続きます）

（公財）日本リウマチ財団が制定した「リウマチ月間」にちなむ恒例のイベント「リウマチ
講演会」が 6月 8 日，東京駅前の丸ビルホールで開催された。本年も，リウマチ患者と家族
のほか，医師，看護師，薬剤師等医療従事者が多数来場して会場はほぼ満席，本年度より
リウマチ財団登録薬剤師制度が始まったことを反映し，医師，看護師よりも多い 80 名ほど
の薬剤師の参加が目立った。厚生労働省疾病対策課長および前厚生労働省審議官の講演か
ら，難病患者を支える新しい制度の仕組みと，国民医療費の現状についての認識を深め，また，
今年度発足したリウマチ財団登録薬剤師制度の創設メンバーによる講演から，同制度を３本
柱の一つとする関節リウマチ・トータルマネジメントのより大きな展開への期待を新たにした。

挨拶を述べる
髙久史麿代表理事

日本医師会常任理事
道永麻里 氏

日本リウマチ学会
理事長 髙崎芳成 氏

日本整形外科学会副
理事長 丸毛啓史 氏

日本リウマチ友の会会長
長谷川三枝子 氏

三木 健司 氏
近畿大学医学部 整形外科

表1
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●三浦記念リウマチ学術研究賞
リウマチ性疾患に関する独創的な研究調

査等を行った若手研究者に授与される。今
年度は，北海道大学大学院医学研究科生化
学講座医化学分野教授の畠山鎮次 氏に贈
られた。授賞対象の研究題目は「リウマチ
性疾患における免疫細胞活性化を制御する
ユビキチン化システムの解明」。

●日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞
リウマチに関する医学教育および患者教

育における多年にわたる功績を顕彰し授与
される。今年度は，名古屋大学名誉教授・
偕行会名古屋共立病院骨粗しょう症・リウマ
チセンター長の岩田 久 氏に贈られた。

●ノバルティス・リウマチ医学賞
リウマチ性疾患の病因・発症機序・画期的

治療法を探索し自然科学の発展に寄与した研
究を顕彰し授与される。今年度は，東京医科
歯科大学大学院医歯学総合研究科分子情報
伝達学分野准教授（分野長）の中島友紀 氏
に贈られた。授賞対象の研究題目は「破骨細
胞を起点とした骨破壊の制御機構の解明」。

●塩川美奈子・膠原病研究奨励賞（第1回）
膠原病（皮膚筋炎）と闘って亡くなった故・

塩川美奈子 氏（杏林大学医学部脳神経外科
教授・塩川芳昭氏の夫人）本人および遺族
の意向により創設された。本年より10 年間
にわたり膠原病の病因・診断・治療・予防・
疫学等に関する独創的な学術調査研究に対
して授与される。今年度は，札幌医科大学
医学部消化器・免疫・リウマチ内科学講座
助教の山本元久 氏に贈られた。授賞対象の
研究題目は「IgG4 関連疾患の発症機構と免
疫エフェクター細胞の動態解析」。

●日本リウマチ財団リウマチ福祉賞
リウマチ性疾患に悩む患者に対する多年

にわたる救済活動を通じ，その福祉向上に
寄与した人に授与される。今年度は，聖学
院大学人間福祉学部人間福祉学科教授の野
口祐子 氏に贈られた。

3人の専門家による講演を通じ
リウマチ医療をめぐる状況に
包括的理解を深める

基調講演

難病の患者に対する医療等に関する
法律案について
座長／髙久 史麿 氏

日本リウマチ財団
代表理事

演者／田原 克志 氏
厚生労働省健康局
疾病対策課 課長

田原克志氏は，本年 2 月に国会に提出さ
れ，5 月 23 日に最終的に可決，同 30 日に
公布された「難病の患者に対する医療等に
関する法律」（来年 1 月１日より施行）の制
定の経緯と意義，新法の内容を詳説し，悪
性関節リウマチなどを含む難病医療の展望
を述べた。

昭和 30 年代後半にスモン（SMON; 亜
急性脊髄視神経症）の研究をきっかけとし
て始まったわが国の難病対策は，その後，

130 疾病を調査研究対象とし，うち 56 疾病
を医療費助成対象とする現在の制度に発展
してきた。従来の難病対策の問題点として，
医療費助成を受けられる 56 疾病と，受けら
れない他の疾病との間に不公平があること，
国と地方自治体が折半すべき事業費負担に
関して国の予算が十分でないため都道府県
の超過負担が生じていることなどが指摘され
てきた。また，難病の患者が増加し，対策
事業費が拡大を続ける一方，国の財政難が
続く中で，難病対策の安定的な実施が危ぶ
まれるようになり，今後の事業の維持とさら
なる充実・発展のための制度的基盤づくりが
強く望まれていた。

これを受けて，厚生労働省の難病対策委
員会は昨年，「難病の克服，患者の社会参
加の支援，難病にかかっても尊厳を持って
生きられる共生社会の実現」などの基本理
念を謳い，公平・安定的な医療費助成や，
福祉・雇用等の施策との連携など具体的な
施策の充実を求める報告書を作成し，その
内容を元に制度設計が行われ，新法の法案
が作成された。

厚生労働省の動きとは別に，政府のいわ
ゆる「社会保障制度改革プログラム法」が
昨年の臨時国会で成立し，この中で，難病
の医療費助成を「制度として確立された医療
の社会保障給付とすること」が規定された。
具体的にいえば，難病の医療費に消費税の
一部を充当することが可能になった。従来，
難病対策は法律に基づかない予算事業とし
て実施されてきたが，これらの新法により明
確に国の義務と位置づけられたことから，よ
り安定的な制度の運営が期待されている。

難病対策の新法では，国が事業費の 2 分
の 1 を負担することが明記された。新法の
施行により，医療費助成の対象疾病は，難
病が現在の 56 疾病から 300 疾病程度に，
小児慢性疾患が現在の 514 疾病から 600
疾病程度に拡大することが想定されている。
また，医療費助成の受給者数は，難病と小
児慢性疾患を合わせて約 89 万人（平成 23
年度）から約 165 万人（平成 27 年度試算）
に増え，医療費助成の事業費は，同じく約
1,600 億円（うち国費約 570 億円，平成 25
年度見込）から約 2,140 億円（うち国費約
1,070 億円，平成 27 年度試算）に増加する
と試算されている。

田原 氏はこの他，新法における難病の定
義，医療費助成を受ける患者のケース別自
己負担限度額，難病患者の雇用支援策の構
想などを詳しく紹介した後，会場からの質
問に回答。「対象患者数が 1.8 倍程度に増
えると予測しているのに比べて，想定されて
いる事業費の規模が小さいように思えるが，
これで事業を賄えるのか」との疑問に対し，

「実際の難病患者の診療レセプトを元にさま
ざまなケースをシミュレーションして得た予
測値なので，大きく外れることはないと思う」
と回答した。

講演1

医療費のしくみ
座長／松野 博明 氏

松野リウマチ整形
外科 院長

演者／麦谷 眞里 氏
東京医科大学医学
総合研究所 教授

前・厚生労働省審議官

今日，「日本の医療費は高すぎる」「医療
費の増加を抑制しなければならない」「いや，
日本の医療費は先進国の中では安いほうだ」
といった議論が盛んに行われているが，そも
そもこのような文脈で，「医療費」という言
葉は何を意味しているのか。麦谷 氏は，ま
ず医療費の概念や実態が国民の間で正確に
理解されていない現状を指摘。さまざまな
数値データを示しながら，日本の医療費の
実態と今後の展望を，ユーモアと風刺を交え
て説いた。

いわゆる国民医療費の概念は，全国民が
1年間に受けたすべての医療の対価を積算し
て求められる実績値であるが，このような数
値の把握は不可能であるため，実際には直
接把握可能な数値，つまり全国の医療機関
が社会保険診療報酬支払基金や国民健康
保険中央会などに請求した保険診療の診療
報酬の総計と，患者の自己負担分の総計，
および難病等に対する公費負担医療の総計
を合算して得た数値を，厚生労働省が「概
算医療費」として発表している。自費診療
の医療費はここに含まれず，また，正常な妊
娠・分娩，健康診断・人間ドック，予防接種，
市販薬・サプリメントの購入などの費用も含
まれていない。

現在得られている最も新しい国民医療費
の推計値は，平成 24 年度の 37 兆 4 千億円
である。麦谷氏 は，この金額は決して高く
ないとした上で，さらに医療費の主要な問題
点について，主流となっている見解を紹介し
た。

医療費は年に2％～3％程度の割合で年々
増加している。医療費が増加する主な要因
は２つ考えられ，１つは医療の高度化，もう
１つは高齢化による医療需要の増加であり，
どちらも現在の日本では不可避的である。
また，医師・看護師など医療従事者の増加
も，医療費を押し上げる大きな要因となって
いる。医療費が増加しても，国民所得が医
療費と同等かそれを上回る増加率で拡大す
れば，おそらく問題視されることはないが，
昨今のように国民所得の大幅な拡大が望め
ない状況では，医療費の増加はすなわち国
民経済に対する圧迫要因とみなされる。し
たがって，国民所得の伸び率よりも医療費
の増加率を小さくすることが，医療費抑制政
策の目標となっている。

医療費の増加が問題視されるもう１つの理
由は，医療費の国庫負担の問題である。医
療費の財源は複数あり，最も大きな部分を
占めるのが国民から徴収した保険料収入で
あるが，次に大きなものが国庫からの支出
であり，医療費全体の約4分の1（26％）を賄っ
ている。したがって，医療費の増加は必然
的に国庫負担を増大させ，国家財政を圧迫
するといわれる。
「日本の医療費は高くない」と主張する麦

谷氏は，一般企業の売り上げが伸びても少
しも非難されないのに，医療機関の売り上
げである医療費が増加するとなぜ非難の的
になるのかと，今日の論調に対する疑問を
表明し，最後に医療費の今後を占った。医
療費の拡大傾向は今後も変わらないが，医
療機関の売り上げ増が続くと考えれば，む
しろ望ましいことであり，現在，国民医療費
に算入されていない病院のホテル機能，予
防・健康管理事業などを充実させることによ
り国民と地域社会の納得を得ながら医療を
さらに発展させていく道を示唆した。

 

講演 2

新しい展開を迎えた
関節リウマチの
トータルマネジメント
―リウマチ財団登録薬剤師制度の発足―

座長／川合 眞一 氏
東邦大学医学部医
学科内科学講座膠
原病学分野 教授

演者／松本 美富士 氏
桑名市総合医療セ
ンター リウマチ・
膠原病内科 顧問

日本リウマチ財団が創設準備を進めてきた
「リウマチ財団登録薬剤師」制度がこのほど
発足し，リウマチ財団登録医制度，同登録
リウマチケア看護師制度と合わせて，いわ
ゆる「3 本の矢」が出揃い，関節リウマチ
の新しいトータルマネジメントの体制作りに
向けた準備が整った。実際にどのような多
職種間連携によるケア体制を作り出すかは
それぞれの現場に任されているが，当財団
としてどのような連携モデルを構想している
のか，また，登録薬剤師はその中でどんな
役割が期待されているのか。同制度創設に
大きなやくわりを果たした松本美富士 氏が，
リウマチ性疾患の特性や，最近の関節リウ
マチ医療の発展などと併せて解説した。

日本リウマチ財団が対象とする疾患は，
関節リウマチだけでなく，広くリウマチ性疾
患全般を含む。リウマチ性疾患では運動器
に障害を受けることから ADL の低下が主
たる問題となる疾患と受け取られがちである
が，本来は全身性疾患であり，たとえば関
節リウマチの患者は平均寿命が健常者に比
べ短いこと，心血管疾患の高いリスクを抱え
ていることなどを常に考慮すべきである。

また，日本リウマチ友の会が 5 年に１度
発行する「リウマチ白書」の 2010 年版に，
リウマチ患者が不安に思うこととして，リウ
マチ患者の 3 大不安といわれる「悪化・進行」，

「日常生活動作の低下」，「薬の副作用や合
併症」が変わらず挙げられていることを医
療者は心に留め，何らかの対応を考えなけ
ればならない。

近 年， リウマチ治 療 に T2T（Treat to 
Target；目標達成に向けた治療）の概念が
普及しているが，治療方針の決定は医療側
の意向で一方的に行うべきでなく，患者と医
療者が協調して決めるべきことが謳われて
いる。

一方，医学・医療が高度に進歩し細分化
し，膨大な専門知識・技術が個々の医療者
の許容量をはるかに超えた今日の状況では，
医療は一人のカリスマ医療者の手に委ねられ
るべきものではなく，安全で質の高い医療
の実現のためにチーム医療が必須となって
いる。また，患者の病院から在宅へのスムー
ズな移行のために専門的な治療・ケアを適
切に提供する必要があり，そこでは医療者
の機能分化とともに，異職種間の連携と協
働が求められる。

医療チームには，構成員間の協調のあり
方により multidisciplinary，interdisciplinary，
transdisciplinary の 3 つ の 類 型 が あ り，
multidisciplinary か ら transdisciplinary へ と 
発 展 の 経 過をたどるといわ れて いる。
Multidisciplinary は従来型の多職種チーム
で，個々の職種が患者に対してそれぞれ手
術，投薬，看護，服薬指導，リハビリなど
を行うが，メンバー相互の連絡がなく，チー
ムとしての成果に対して責任を負わない。
Interdisciplinary は，multidisciplinary
より進んで，メンバーが相互に意思疎通を
図り，同じ目標に向かって協働し，チーム
としての成果に責任を持つが，各職種の
独立性は保たれている。これらに対して
transdisciplinary なチームは，それぞれの
職種が互いに意思疎通を図るのみならず，
個々の専門領域を越え，できることは積極
的にカバーし合いながら協働する「相互乗り
入れ型」の特徴を持つ。Transdisciplinary
なチームにあっても，医師には医師の，看

日本リウマチ財団
リウマチ福祉賞
野口祐子 氏

日本リウマチ財団
柏崎リウマチ教育賞
岩田久 氏

ノバルティス・
リウマチ医学賞
中島友紀 氏

三浦記念リウマチ学術
研究賞
畠山鎮次 氏

塩川美奈子・
膠原病研究奨励賞
山本元久 氏

田原 克志 氏

松本 美富士 氏

麦谷 眞里 氏

2
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護師には看護師の法的な務めがあり，これ
を侵すことはできないが，これに触れないケ
アの部分については相互に融通し合うことに
よって，患者の QOL を高めるような効率的
なケアの実施が期待できる。以上より，今日
のチーム医療にあっては transdisciplinary
なチームの構築が望まれる。

チーム医療の中で，薬剤師にはどんな役
割が期待できるか。日本薬剤師会のウェブ
サイトに患者・家族向けのページがあり，こ
こには，「こんなことがあったら，お近くの
薬局へ相談してください」として，「服用して

いる薬が効いていない気がする」，「他
の薬局で出された薬との飲み合わせが
悪くないか確認したい」，「副作用が出
ている気がして心配」などの相談事項
が記載されている。患者さんや家族の
このような相談に随時応じますという調
剤薬局からのメッセージであり，同様の
役割を病院の薬剤師にも期待し得るで
あろう。

薬は「物」であると同時に，「情報を
持った物」である。薬剤師は薬という「物」
を管理すると共に，薬に付帯する「情報」を
患者に，担当医に，看護師に，専門家の立
場から提供する極めて重要な役割を負って
いる。

松本 氏は最後に，リウマチ財団登録薬剤
師制度の詳細を解説し，同登録医，同登録
リウマチケア看護師を合わせた「3 本の矢」
によるリウマチトータルマネジメントの発展
への期待を述べて講演を閉じた。

（文責編集部）

がるごとに男性で 8％，女性で 11％，BMI
が 1 上がるごとに女性で 11％上昇。一方，
腰椎 OA では年齢が 1 歳上がるごとに男
性で 7％，女性で 6％，BMI が 1 上がるご
とに男性で 9％，女性で 4％上昇する 1）。
白人よりも罹患率が高い日本人では 80 歳
以上の女性では 60％が痛みを伴った変形
性膝関節症に罹患している 2）。

【病　因】
病因によって“一次性”と“二次性”に

分類される。
●一次性変形性関節症

加齢や経年性変化で軟骨強度が低下し，

亢進症など），結晶性関節炎（痛風，偽痛
風など），神経病性関節症（脊髄ろう，糖
尿病など），ステロイド性関節症，その他（軟
骨無形成症，凍傷など）がある 4）。

【症　状】
関節周囲に疼痛や腫脹が認められる。動

作開始時の疼痛は典型的な症状である。荷
重関節では，軽度な運動（イスから立ち上
がる，歩くなど）の動作開始時に疼痛を訴
える。症状はゆっくりと進行し，最初は 1
カ所または数カ所の関節が侵される（指節
関節，親指の付け根，頸部，下背部，足の
親指，股関節，膝関節など）。初期症状は
痛みで，通常，運動により増悪し，安静に
より軽減する。朝のこわばりが起こること
があるが，通常約 15 〜 30 分の運動で消失
する。さらに進行すると関節は動きにくく
なる。軟骨，骨，靭帯，腱，関節包，およ
び滑膜による炎症・増殖反応により滑膜炎
が起こると関節は腫脹し，圧痛が起こる。

関節軟骨や半月板の変性・摩耗が進むと，
関節を動かした際にきしみ音や不快感が現
れる。膝関節の熱感や発赤，激烈な痛みは
認めない。認める時は後述する化膿性関節
炎などを疑う必要があり，緊急性がある。

【診　断】
問診，視診・触診で関節の隙間の圧痛，

動きの制限，腫れ，変形などを調べ，変形
性関節症が疑われたら単純 X 線検査を行
う。
●診察
・ 問診：年齢，痛みの状態，症状の進行スピー

ド，生活状況，けがの履歴（病歴）など
が重要である。

・ 視診・触診：手足の変形，腫れの有無，
痛みの場所，関節の隙間の圧痛，膝関節
可動域（可動域制限や運動時痛）などを
調査する必要がある。
●単純X線検査

変形性関節症の場合は X 線写真で以下

そこに何らかの負荷がかかって発症する。
発症・進行に関与する要因は，遺伝，肥満，
関節不安定症，繰り返される亜脱臼・脱臼，
労働，スポーツなどによる関節への負荷な
どが挙げられる。病因としては特発性のほ
か，全身性変形性関節症，びまん性特発性
骨増殖症が考えられている 3）。変形性関節
症の多くは一次性で，症状は特定の関節に
限局して現れるとされているが，複数の関
節に現れる場合もある。
●二次性変形性関節症

軟骨の微小環境を変化させる条件が原因
となって発症する。病因としては骨折や靭
帯・半月板損傷などの外傷，股関節の先天
的形態異常，代謝内分泌疾患（アルカプト
ン尿症，Wilson 病，ヘモクロマトーシス，
Kashin-Beck 病，末端巨大症，甲状腺機能

いまさら聞けない慢性運動器疼痛 続き

図 1　世界の高齢化率の推移
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厚生労働省国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推移人口（平成 9年 1月推移）」
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図 2　日本人の平均寿命と健康寿命の推移
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図 3　健康寿命と平均寿命
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健康寿命（平成 22年）は，厚生労働科学研究費補助金
「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」

会場の様子
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弔　辞

日本リウマチ財団名誉埋事長
塩川優一

この度，七川歓次先生がご逝去（平成 26
年 4月21日 享年 93 歳）になりました。特に
私の最も尊敬する，最高の盟友でした。悲し
みに耐えません。
先生は，一生をリウマチ学の研究，リウマ
チ患者の診療，リウマチの世間への普及に捧
げてこられました。しかも先生は，最初から最
後まで，わき目も振らずご一生を，ただ一筋，
リウマチに絞って専念されて来られました。す
なわち，日本で唯一人の，他に類のない，純
粋のリウマチ専門医と言ってよい方であったと
いうことです。
日本の関節リウマチ対策は，60 年前の19 
54 年，清水源一郎（大阪大学整形外科教授），
児玉俊夫（東京大学，後，岡山大学整形外科
教授），鳥居敏雄（北海道大学内科教授）の
3先生が，スイスのジュネーブで開かれた第 8
回国際リウマチ学会に参加したのにはじまりま
す。そこで皆さんは，関節リウマチが悲惨な
病気であり，世界的に研究が行われているこ
とを知って，日本では清水先生らにより文部省
の研究班が組織されました。そして清水教授
の指令により，門下であった七川先生がリウ
マチの研究を開始されたのです。そこで，初
期からの日本のリウマチ草創期を知っているの
は，清水教授門下の七川先生亡き後，児玉俊
夫教授門下の山本純己さんと鳥居教授と同門
の大島良雄教授（東京大学）門下の塩川の二
人のみになりました。
七川先生は日本リウマチ学会を主催され，
臨床リウマチ学会を創始されるなど，多くのリ
ウマチ関係学会も主催，関係されました。特
に驚いたのは，40 年以上続いている和歌山
県田辺地区のリウマチの疫学調査です。また，
20 年以上続いていている“中之島リウマチセ
ミナー”は，その結果を立派な書籍として出
版し，広く読まれました。
七川先生と私は，まったく意気投合した親
友であり，まさに盟友と言ってよいでしょう。
そして長年の間，ともにリウマチのために尽力

してきました。特に，以前からあった日本リウ
マチ協会はほとんど活動がなかったので，私
はそれを改編して日本リウマチ財団を設立しよ
うと考えました。そして，七川先生と二人で，
そろって厚生省に申請に行きました。そして，
財団設立のためには資金が必要であるという
厚生省の指示を受けました。難しい問題でし
たが，二人で相談を重ね，『リウマチ登録医』
という制度を考え出しました。リウマチでは，
他の医学の専門科と異なって，全身の診察を
することが必要で，そのために特に臨床に専
念する優れたリウマチ専門医が必要と考えた
からです。そこで応募した約千人の医師の登
録の申請料により，1憶 5 千万円の財団の基
金を生み出して厚生省に報告し，財団の認可
に至りました。また，日本リウマチ財団の設立
に際しては七川先生に副理事長をお願いしまし
た。なお，優れたリウマチ臨床医の養成とい
う目的で作られたリウマチ登録医制度が，新
しく作られる専門医制度の中で埋没しないよう
に，皆様にも御尽力をお願いしたいと思います。
以上に記したように，今日の膠原病，リウ
マチ医学の発展に生涯を捧げた七川歓次先生
のご功績をたたえ，重ねてご冥福をお祈りし
ます。

リウマチの歴史については，私の書いたも
のがありますので，興味がある方は，財団事
務所にお申出下さい。

平成 19年　国民生活基礎調査より

図 4　国民生活基礎調査：要介護・要支援となる原因
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図 5　慢性疼痛の発生部位
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与は消化管障害の出現を減少させる可能
性が高い。

〈外用薬〉
非ステロイド性抗炎症薬─貼付（パップ）

剤，外用（塗布）剤：ジクロフェナクナト
リウム，インドメタシン，ケトプロフェン，
ロキソプロフェンナトリウム水和物，フル
ルビプロフェンなど。副作用が少なく使い
やすいが，光線過敏症の発生に注意する。
〈関節腔内注射〉
・ ヒアルロン酸ナトリウム：適応は変形性

膝関節症や関節リウマチ。膝関節腔内に
1 週間毎に 5 回連続して投与。初期には
有効ですが，進行した膝関節症には効果
は少ないとされています。化膿性関節炎
のリスクがあるため，効果がみられない
場合は他の治療法を選択すべきであると
されている。

・ ステロイド注射剤（トリアムシノロンア
セトニド，デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウムなど）：滑膜炎の強い症例
には抗炎症効果が高く疼痛を改善します
が，ステロイド関節症発症のリスクがあ
ります。また，感染のリスクを高め，全
身の副作用発現の可能性もあり，慎重に
使用すべきである。

●手術療法
関節温存手術（鏡視下手術，骨棘切除術，

骨切り術など）と人工関節置換術がありま
す。

【鏡視下手術】
比較的早期で，疼痛が主体の場合に選択

するが，近年その長期的な効果には疑問が
呈されている。

【骨切り術】
関節変形が強くない中年者，比較的若い

高齢者に適応。変形性膝関節症では，アラ
イメント不良が内外側の荷重不均衡を生
み，大腿脛骨関節の内外側いずれかの関節
性変化を進行させるため，高位脛骨骨切り
術で下肢アライメントを外反に矯正しま
す。

【人工関節置換術】
骨切り術では対応できない末期変形性膝

関節症に適応。変形が比較的強くない高齢
者が適応となる単顆型（障害側のみを置
換），関節破壊が進行した状態が適応とな
る全置換型がある。単顆型関節置換術は侵
襲も少なく再建された関節機能も優れます
が，適用には十分注意が必要である。全置
換型は除痛，変形矯正などに優れている。
人工関節置換術は術後感染（インプラント
挿入後何十年経過した後でも発生する），
ゆるみや周術期の深部静脈血栓症などの問
題も指摘されている。

参考資料：
1） ROAD（Research Osteoarthritis Against 

Disability）プロジェクト：全国 4 地域でのコ
ホート調査により変形性関節症の発生率，有病
率，転帰・予後の検討，危険因子の同定，ゲノ
ム解析などを行う研究。2005 年から開始され参
加者は現在約 3,500 人を数え，世界最大となっ
ている。http://www.h.u-tokyo.ac.jp/research/
center22/contribute/rinsyo_undouki.html

2） Muraki S, Oka H, Akune T, Mabuchi A, En-
yo Y, Yoshida M, Saika A, Suzuki T,Yoshida 
H, Ishibashi H, Yamamoto S, Nakamura K, 
Kawaguchi H, Yoshimura N.Prevalence of 
radiographic knee osteoarthritis and its 
association with knee pain in the elderly of 
Japanese population-based cohorts: the ROAD 
study.Osteoarthritis Cartilage. 2009 Sep;17

（9）:1137-43
3） 川合眞一：薬理と治療 35（7）：785-795, 2007
4） 斎藤泉：整形外科研修ノート（診断と治療社）：

P.228
5） リウマチ情報センター（日本リウマチ財団）

の特徴的所見が認められることが多い。
・ 骨棘形成 ・関節裂隙の狭小化 ・軟骨下骨

の硬化 ・関節裂隙の消失
●MRI

精査または他疾患との鑑別診断に有用。
MRI 検査は軟部組織の描出に優れていま
す。また，関節軟骨の評価ができます。関
節水腫や滑膜炎，腫瘍などの鑑別が可能で
ある。
●血液検査

CRP，赤沈などの炎症所見は陰性。陽性
の場合，関節リウマチなどの炎症性疾患，
化膿性関節炎などを疑います。多発性病変
存在例では，血液検査で炎症反応やリウマ
チ性病変の存在を否定し，必要なら補助
診断のために関節症マーカー＊を使用しま
す。
＊： 関節症マーカー：2 型コラーゲン，

MMP（マトリックスメタロプロテ
アーゼ），TIMP（メタロプロテアー
ゼ阻害物質），COMP（カーテリッジ
オリゴメトリックマトリックスプロテ
イン）など

◎鑑別を要する疾患
関節リウマチ，化膿性関節炎，閉塞性動

脈硬化症

【治　療】
基本は保存療法である。体重減少やタン

パク質摂取などの生活指導，大腿四頭筋訓
練を含む運動療法，理学療法，膝関節装具
や足底板などの装具療法，オピオイドを含
んだ薬物療法があり，これらを組み合わせ
る。保存療法で効果がない場合，手術療法
が選択される。

●保存療法
【生活指導】

体重減量を指導，関節に負担がかかる重
労働や過度の運動を制限，過度に軟らかく
深いいすやリクライニングチェア，膝の下

の枕の常用を避ける，関節を冷やさないな
どを指導する。

【運動療法】
適度な運動（ストレッチ，筋肉の強化，

姿勢訓練など）は，健常な軟骨と関節可動
域を維持し，腱や筋肉の能力を増強。体へ
の負担が少ない有酸素運動（ウオーキング，
水中歩行など）も有用である。自転車，エ
アロバイクは大腿四頭筋訓練にもなり，ま
た膝関節への負担も少ない。

【理学療法】
・ 温熱療法：血行および結合組織の伸長を

促し，関節の硬直，疼痛，筋肉の痙攣を
減少させ，炎症，水腫，浸出液を軽減。
超音波による深部温熱療法も有用である。

・ 冷却療法：筋痙攣や急性疼痛を緩和する。
・ 電気刺激：経皮電気神経刺激が痛みを軽

減する。
【装具療法】

関節の動揺を制御する装具の使用：固定
具（スプリント），支持装具（つえ，松葉づえ，
ギプス，歩行器など），足底板など。

【薬物療法】
対症療法として炎症を抑え，痛みを軽減

する目的で使用される。
〈内服薬〉
・ 非ピリン系解熱鎮痛薬：鎮痛にはアセト

アミノフェン 1 回 300 〜 1,000mg の経口
投与が有用。投与間隔は 4 〜 6 時間以上
とし，1 日総量 4,000mg を限度とします。

［アセトアミノフェンは変形性関節症に
伴う軽度〜中等度の痛みに対して，米国
リウマチ学会（ACR），米国疼痛学会，
欧州リウマチ学会（EULAR）などの主
要な治療ガイドラインで，第一選択薬と
して推奨されている 5）。］

・ 非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDS）：
強い疼痛または炎症の徴候（腫脹や水腫
など）を有する場合には，セレコキシブ

［シクロオキシゲナーゼ（COX）-2 阻害
剤］投与を考慮する。COX-2 阻害剤の投

高齢化社会と慢性疼痛患者の増加は切り離せない。
レッドフラッグ（器質的な疾患で特に生命などに重
篤な疾患）を見逃さないように。

5
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平成 25年度（公財）日本リウマチ財団　事業報告
１．調査・研究事業

調査研究事業については，前年度に引き続
きリウマチ性疾患の病因，診断・治療，予防・
疫学等に関する広範な調査・研究の助成等
を行った。

（1）リウマチに関する調査・研究の助成
① 調査研究助成

リウマチ性疾患の病因，治療，予防，疫学
等に関する調査研究 8 件について，各 100
万円の助成を行った。（申請件数 33 件）

②三浦記念リウマチ学術研究賞
調査・研究助成のうちからとくに 1 件選考

して授賞
③塩川美奈子・膠原病研究奨励賞

膠原病の病因，診断・治療，予防・疫学
等に関する独創的な学術調査研究を顕彰し，
助成することを目的に公募を行った。賞金は
100 万円とし，平成 26 年度（初年度）の公
募を行った。

（2） 平成 25 年度医学賞の授与と平成 26 年度
授賞者の募集

リウマチ学の発展・進歩に大きく寄与する
独創的な研究を顕彰し，助成することを目的
とする「ノバルティス・リウマチ医学賞」授
賞者1名を選考し，賞金300万円を授与した。

 受 賞 者 ： 梅原 久範 金沢医科大学血液免
疫内科学講座 教授

研究課題： IgG4 関連疾患の病因病態関連蛋
白および関連遺伝子の探索

（申請件数 1 件）
平成 26 年度についてはノバルティス・リウ

マチ医学賞の公募を行い，3 件の応募申請
があった。

（3） 平成 25 年度（第 16 回）「日本リウマチ財
団柏崎リウマチ教育賞」の授賞

リウマチ性疾患に関する医学教育を通じ，
リウマチ学の進歩・発展に著しく貢献のあっ
た者を顕彰 ･ 助成することを目的とする「柏
崎リウマチ教育賞」の授賞を行った。

受 賞 者 ： 鳥巣 岳彦 大分大学名誉教授 ・九
州労災病院名誉院長

賞 　 金 ： 100 万円
（4） 平成 25 年度「日本リウマチ財団リウマチ福

祉賞」の授賞
リウマチ性疾患に悩む患者に対して永年

にわたる医学的又は社会的救済活動を通じ
て，著しく貢献のあった個人又は団体を表彰
することを目的とするリウマチ福祉賞（記念
盾，賞金 20 万円）の授賞を行った。

受 賞 者 ： 成田 すみれ 青葉台地域ケアプラザ
（横浜市） 所長

（1）平成 24 年度三浦記念リウマチ学術研
究賞 及び （2），（4），（5）の各賞については，
平成 25 年 6 月9 日開催のリウマチ月間リウ
マチ講演会の場において授賞式を行った。

授賞式に先立ち 5 月 24 日，厚生労働記
者会，厚生日比谷クラブ，本町記者会，重
工クラブに，各賞の趣旨，授賞理由，功績
等の資料を提供することにより広報した。

２．普及啓発事業
（1）機関紙「日本リウマチ財団ニュース」の発行

名 　 称 ： 「日本リウマチ財団ニュース」第
118 ～ 123（4 色刷り，7 ～ 11 頁）

部 　 数 ： 年 6 回発行，各約 4,400 部
配 布 先 ： リウマチ財団登録医，賛助会員，

日本リウマチ友の会（支部），厚生
労働省，都道府県等

 （2） 平成 25 年度リウマチ月間啓発ポスターの
印刷・配布

制 作 数 ： リウマチ月間 12,150 部，リウマチ月
間リウマチ講演会 5,600 部

配 布 先 ： リウマチ財団登録医，リウマチケア
看護師の所属する医療機関，保健
所，市町村保健センター，患者団体
等

（3） 平成 25 年度リウマチ月間リウマチ講演会の
開催

リウマチ性疾患に関する正しい知識を一
般に普及するとともに，リウマチ性疾患の征
圧を推進するための啓発運動の一環として
実施した。

日 　 時 ： 平成 25 年 6 月9日（日）
午後１時～ 4 時 40 分

会 　 場 ： 丸ビルホール 東京都千代田区丸の
内 2-4-1 丸ビル 7 階

後 　 援 ： 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

参加者：200 人
（4）リウマチ情報センターの運営

医療情報委員会（委員長 高林 克日己 
千葉大学医学部企画情報部教授）において，
インターネットホームページによる情報の提供
をしており，対象とする病気，関節リウマチに
ついては，新たに「妊娠と育児」｢T2T｣ 等

の項目を追加掲載した。適応薬が出た「線
維筋痛症」の内容を更新した。

その他，「よくある質問と答え」の内容更新，
各種講演会等の開催案内，調査研究発表な
ど助成報告書等新規掲載した。それらの影
響かアクセス数が大幅に伸びた。

サーバー： スターティア株式会社（4 月～ 9 月ま
で）株式会社大塚商会（10 月～）

ホームページアドレス：
 http://www.rheuma-net.or.jp/
電子メールアドレス：inform@rheuma-net.or.jp
平成 25 年度中訪問数：805,791 件（724,969）
ページ閲覧数：2,909,140 件（2,652,790）

（5） 医療保険委員会（委員長 井上 博 井上病
院理事長）において，リウマチ医療に係る診
療報酬制度上の問題点等を検討し，「アバタ
セプト製剤の在宅自己注射指導管理料の算
定について」を始めとした要望書を提出す
る等，在宅自己注射指導管理料の見直しを
厚生労働省に求めた。

併せて，当財団，日本リウマチ学会，日本
整形外科学会，日本臨床整形外科学会の 4
団体で「リウマチ診療制度検討会」を構成し，
平成 26 年度診療報酬改定に向けた議論と
活動を重ねた。

３．教育研修事業
（1） 教育研修委員会（委員長 山本 一彦 東京

大学大学院医学系研究科教授）において，
リウマチ財団登録医とリウマチ診療に従事す
る医師等を対象に全国 6 地区においてリウ
マチ教育研修会を実施，参加者数延べ 322
名（登録医 208 名，一般医 114 名）であった。
また，「リウマチ病学テキスト」については，

日本リウマチ学会生涯教育委員会との合同
により全面改訂作業を実施する方針を固め
た。

（2） リウマチのトータルマネジメント推進のため，リ
ウマチの治療とケア研修会及び RAトータル
マネジメントフォーラムを開催した。また，平
成 22 年に創設したリウマチケア看護師の登
録申請資格取得の機会を設けるため，登録
リウマチケア看護師を対象とする研修会を東
京で開催をした。
①  リウマチのケア研究委員会（委員長 山

本 純己 一番町リウマチクリニック顧問）
において，保健，医療，介護，福祉，行
政等に従事する医師，看護師，薬剤師等
を対象に全国 6 地区でリウマチの治療と
ケア研修会を開催，参加者数延べ 649 名

（医師 103 名，看護師 399 名，薬剤師
27 名，その他 120 名）であった。

②  リウマチケア専門職制度検討会（委員長 
松本 美富士 桑名市総合医療センター・
桑名東医療センター内科・リウマチ科顧
問）において，企画，運営した登録リウマ
チケア看護師研修会には，178 名の参加
があった。

③  RAトータルマネジメント研究会（委員長 
山本 純己 一番町リウマチクリニック顧
問）が，各地区で行ったリウマチのケア
研究活動の成果に関し，当財団と研究会
等が共催で 第 15 回 RAトータルマネジメ
ントフォーラムを東京で開催し，644 人の
参加があった。

（3）リウマチ医（リウマチ財団登録医）の会の開催
「都道府県リウマチ登録医の会の指定に

ついて（平成 3 年運営委員会決定）」に基
づき，リウマチ財団登録医等リウマチ診療医
を対象に研究及び研修を実施した。

13 都道府県で延べ 17 回開催した。
（4）財団主催以外の教育研修会について 

①  医師を対象とした教育研修単位の認定を
行った。認定申請数及び認定数は，692
件である。

②  看護師を対象とした教育研修単位の認
定を行った。認定申請数及び認定数は，
555 件である。

（5）日本リウマチ財団海外派遣研修医について
若い優れたリウマチ専攻医を海外に研修

のため派遣した。
派遣人員： 米国 4 人，英国 2 人，計 6 人（応

募者 16 人）
奨 学 金：各人 100 万円

（6） 日欧リウマチ外科交換派遣医選考委員会（代
表世話人 越智 隆弘 大阪警察病院院長）
において，「日欧リウマチ外科交換派遣医制
度要綱」に基づき，欧州へ 2 名の研修医を
派遣した。

（7） 国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研
究発表の助成
「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要鋼」に基づき，意
欲ある若手研究者に対して，ヨーロッパリウマ
チ学会 3 名（30 万円）の助成とアメリカリウ
マチ学会 3 名（25 万円）の助成を行った。（申

請件数 ヨーロッパリウマチ学会：3 名，アメリ
カリウマチ学会：4 名）

４．リウマチ財団登録医等養成事業
①  登録医制度運営委員会（委員長　松原 司 

松原メイフラワー病院院長）において，平成
25 年度の新規リウマチ財団登録医 36 名の
個別審査及び登録を行った。

また，リウマチ性疾患診療記録の記載方
法を見直し，簡略化を図った。

② 登録医名簿の発行
名　称： 公 益 財 団 法 人日本リウマチ 財 団

登 録 医 名 簿（ 新 規 登 録 医・変 更
登 録 医 ）平 成 25 年 6 月 1 日現 在 
リウマチ財団登録医数 3,493 名

部　数：全国版 3,800 部
配布先：リウマチ財団登録医，患者団体等

５．リウマチケア専門職審査委員会
リウマチケア専門職審査委員会（委員長 

松本 美富士 桑名市総合医療センター・桑名
東医療センター内科・リウマチ科顧問）にお
いて，平成 25 年度登録リウマチケア看護師の
審査及び登録ならびに平成 22 年度登録リウ
マチケア看護師の更新及び登録を行った。

６．災害時リウマチ患者支援事業
平成 23 年 3 月11日に発生した東北地方

太平洋沖地震災害における災害時リウマチ患
者支援事業実施結果反省点等を踏まえた検
証を引続き行い，今後の支援事業推進方策と
して平常時訓練実施要項の作成等を協議検
討した。

７．法人賛助会員との懇談会の開催 
平成 25 年 12 月10日，学士会館において

法人賛助会員との打合会を開催し，前厚生
労働省審議官，世界保健医療人材連合理事
会議長の麦谷眞里先生が「TPP の導入によ
り日本の医療保険制度はどのように変化する
か」について講演した。

８．関連団体等への助成
次の助成を行った。

・公益社団法人日本リウマチ友の会
・ 日本温泉気候物理医学会 2014 年度第 39 回

ISMH 及び第 79 回総会・学術集会
・小児リウマチ専門医育成スカラーシップ制度

９．後援名義の使用承認
次の事業に対して後援名義の使用承認を行っ
た。
①第 1 回築地 RAフォーラム・看護師セミナー
②第 21 回熊本リウマチのケア研究会
③ 日本線維筋痛症学会診療ネットワーク教育

研修会
④  4th Tokyo Expert Rheumatoid drug 

User Seminar for Nurse 
⑤第 3 回大阪リウマチネットワーク研究会
⑥第 4 回東東京 RA 病診連携フォーラム
⑦第 4 回木更津リウマチセミナー
⑧第 2 回築地 RAフォーラム・看護師セミナー
⑨ 第 9 回群馬県リウマチ登録医・実地医家

の会
⑩ 久留米アバタセプト皮下注製剤新発売記念

講演会
⑪群馬リウマチアカデミー
⑫第 3 回築地 RA 連携フォーラム
⑬佐世保リウマチ病診連携セミナー
⑭第 4 回築地 RA 連携フォーラム
⑮ RA Nurse seminar in sapporo
⑯武蔵野 Biologics ナースセミナー
⑰日本リウマチ友の会第 54 回全国大会

10．理事会等の開催状況
（1）理事会

第 5 回理事会
開催年月日： 平成 25 年 6 月25日（火）

午後 3 時～ 4 時
開催場所： 学士会館 320 号室 東京都千代

田区神田錦町 3-28
出席者数：理事 10 名 監事 2 名
議　　題： 第１号議案  平成 24 年度事業報

告に関する件
第２号議案  平成 24 年度決算に

関する件
第３号議案  公益財団法人日本リ

ウマチ財団登録リウ
マチケア看護師規則
の改正（案）に関す
る件

その他
・  理事長等の職務状況の報告に

関する件
・  平成 25 年度リウマチ月間行事等

年間行事の件

・ その他
第 6 回理事会
開催年月日： 平成 25 年 6 月25日（火）

午後 4 時 30 分～ 4 時 45 分
開催場所： 学士会館 320 号室 東京都千代

田区神田錦町 3-28
出席者数：理事 10 名 監事 2 名
議　　題：第１号議案  理事長の選任に関す

る件
第２号議案  副理事長の選任に関す

る件
第３号議案  専務理事の選任に関す

る件
第４号議案  常務理事の選任に関す

る件
その他
※  現理事が任期満了となるため，

第 3 回定時評議員会で新た
な理事を選任し，そのあと新
理事長等の承認，議決を得る
為，第 6 回理事会を開催した。

第 7 回理事会
開催年月日： 平成 26 年 3 月25日（火）

午後 4 時～ 5 時
開催場所： 学士会館 202 号室 東京都千代

田区神田錦町 3-28
出席者数：理事 10 名 監事 2 名
議　　題： 第１号議案  平成 25 年度収支予

算の補正に関する件
第２号議案  平成 26 年度事業計

画に関する件
第３号議案  平成 26 年度収支予

算に関する件
第４号議案  日本リウマチ財団リウ

マチ登録薬剤師規則
の制定に関する件

第５号議案  日本リウマチ財団登
録リウマチケア看護
師規則の改定に関す
る件

第６号議案  塩川美奈子・膠原病
研究奨励賞の制定
に関する件

その他
・  理事長等の職務状況の報告に

関する件
・その他

（2）評議員会
第 3 回定時評議員会
開催年月日： 平成 25 年 6 月25日（火）

午後 4 時～ 4 時 30 分
開催場所： 学士会館 320 号室 東京都千代

田区神田錦町 3-28
出席者数： 評議員 10 名 理事 10 名 監事 2 名
議　　題： 第１号議案  平成 24 年度事業報

告に関する件
第２号議案  平成 24 年度決算に

関する件
第３号議案  公益財団法人日本リ

ウマチ財団登録リウ
マチケア看護師規則
の改正（案）に関す
る件

第４号議案  理事の選任に関する件
その他
・  リウマチ登録薬剤師（仮称）

制度に関する件
・ 平成 25 年度リウマチ月間行事

等年間行事の件
・その他

第 3 回臨時評議員会
開催年月日： 平成 26 年 3 月25日（火）

午後 5 時～ 5 時 30 分
開催場所： 学士会館 202 号室 東京都千代

田区神田錦町 3-28
出席者数：評議員 11 名 理事 10 名 監事 2 名
議　　題：  第１号議案  平成 25 年度収支予

算の補正に関する件
第２号議案  平成 26 年度事業計

画に関する件
第３号議案  平成 26 年度収支予

算に関する件
第４号議案  日本リウマチ財団リウ

マチ登録薬剤師規則
の制定に関する件

第５号議案  日本リウマチ財団登
録リウマチケア看護
師規則の改定に関す
る件

第６号議案  塩川美奈子・膠原病
研究奨励賞の制定
に関する件

その他
・その他
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企画運営委員会の活動について

平成２６年５月，６月開催の企画運営委員会の審議要旨を次の通り報告します。

企画運営委員会　委員長 西岡 久寿樹

日　時：平成 26 年 5 月13 日（火）18：00 ～
場　所：学士会館 303 号室
出席者：西岡委員長，井上委員，岡田委員，狩野委員，川合委員，中村委員，村澤委員，

髙久理事長，幸田副理事長，森専務理事
欠席者：越智副委員長，松原委員，山本委員

会議に先立ち，幸田副理事長より次の事を報告し，濵砂氏を紹介，濵砂氏が簡単な挨拶をした。
財団ホームページにおいて公募した当財団事務局長については，濵砂英一氏の応募があり，応
募書類審査，面接の結果，採用することとし，6 月開催の理事会に提案し承認を求めることとする。

議　題
（報告事項）
森専務理事より次の通り報告した。

１．委員会の開催について
（１）第 2 回リウマチ病学テキスト改訂検討会について

当財団教育研修委員会と日本リウマチ学会生涯教育委員会の合同検討会を5 月9 日に
開催し，

１） 目次，改定内容，追加，削除の項目について，各委員及び委員の所属する大学，医
療機関等の若手医師の意見を整理検討した。

２） メディア化について，全体をCD-ROM 化，図表など一部をCD-ROM 化する方向で
製作経費を見積ることとした。

３） 著者については，すべて新しく選定することとし，第 1 版の著者に推薦依頼をすること
とした。

４） 出版社の選定については出版に関する条件を示し，企画書を求めて選定する。
概ね以下の事を決め，第 3 回検討会を7 ～ 8 月に開催することとした。

（２）リウマチ診療制度検討会について
当財団，日本リウマチ学会，日本整形外科学会，日本臨床整形外科学会で構成するリウ

マチ診療制度検討会を6 月29 日に開催し，平成 26 年度診療報酬改定の内容を検証し，
次期改定へ向けての作戦を検討する。

２．平成 26 年度リウマチケア専門職制度研修会について
7 月20 日に東京で開催する。従来は日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修会と

して開催してきたが，リウマチ財団登録薬剤師制度が本年度から発足したことに伴い，薬剤師
も受講対象とするため，リウマチケア専門職制度研修会として開催する。ヤンセンファーマ株
式会社との共催である。

3．その他
日本リウマチ学会に対して，財団の医療保険委員会委員の推薦をお願いしていたところ，松

原司先生の推薦があった。同じく医療保険委員会アドバイザー就任をお願いしていた，東京
医科大学医学総合研究所教授の麦谷眞里先生から就任の了解を得た旨を報告した。

（審議事項）
1．第 29 回医学会総会 2015 関連市民向けイベントについて

来年 3 月28 日から4 月5 日までの間，神戸国際展示場において，セミナーや公開講座な
ど市民向けのイベントを開催しないかとの日本医学会からの案内について，4 月の企画運営委
員会で審議し，財団として参加することを決めているがこれに関する費用について検討し，講
師謝金，旅費，運営の人件費，広報費用等として 150 万～ 200 万円を目安とすることを決
めた。

会場費，会場付帯設備費については，日本医学会が負担することとなっている。
企画については，ご当地の事情に詳しい，越智副委員長，松原企画運営委員会委員に任

せており，現時点では概ね次の通り企画しており，今後さらに両者で詰めていくことになっている。
なお，本企画の実施に当たっては，公開講座への参加などについて，日本リウマチ友の会等，

患者関係団体へ協力要請することとした。

企画（素案）
患者さん等，市民向けリウマチに関する公開講座を開催する。
患者さん等が集まりやすい。日曜日の午後にしたい（3 月29 日）。
会場として 700 人規模，400 人規模の会場があるが 400 人規模を考え，事前に新聞
で広報，事前登録制としたい。

2．リウマチ財団登録薬剤師制度広報座談会について
制度を広く周知するため，参議院議員の藤井基之議員へ協力を求めたところ，財団ニュース

への寄稿等協力するとのことであり，藤井議員と西岡常務理事が対談し，財団ニュースへ掲載
したいとの提案を了承した。

5 月12 日，参議院議員の藤井基之事務所を西岡常務理事と森専務理事が訪問，リウマ
チ財団登録薬剤師制度制定に関する協力の御礼をし，制度の概要を説明している。

また，本案件は 5 月9 日発刊の薬事ニュースの 1 面で取り上げられ，大きなインパクトを与
えている。

日　時：平成 26 年 6 月 10 日（火）14：00 ～
場　所：学士会館 303 号室
出席者：西岡委員長，越智副委員長，川合委員，中村委員，松原委員，髙久理事長，

森専務理事
欠席者：幸田副理事長，井上委員，岡田委員，狩野委員，村澤委員，山本委員

議　題

（報告事項）
１．平成 26 年度リウマチ月間リウマチ講演会について

6 月 8 日に開催したリウマチ月間行事は，式典，講演会とも無事に終わったことが森専
務理事より報告された。

300 人近い参加があった中で，薬剤師が 80 名，看護師も 60 名程度の参加があり，
残りが一般の参加であった。リウマチ財団登録薬剤師制度制定，リウマチケア看護師制
度の浸透が影響していると考えられる。

２．委員会の開催について
（１）日欧リウマチ外科交換派遣医選考委員会について

森専務理事，越智副委員長より次の通り報告があった。
5 月24 日，神戸市において会議を開催し，ヨーロッパリウマチ外科学会から派遣される医

師の受け入れについて協議した。
例年は関東地区における研修が多かったが，今回は先ず，大阪，京都で受入れ，その後，

名古屋，新潟で受入れることを決めた。名古屋から新潟への移動の機会には，状況が
許せば，理事長表敬訪問を計画する。

３．リウマチ教育研修会，リウマチの治療とケア研修会について
平成 26 年度中国・四国地区リウマチの治療とケア研修会が 7 月 27 日，出雲市に

おいて，平成 26 年度九州・沖縄地区リウマチ教育研修会が，8 月 3 日，大分市で開
催される旨，報告があった。

西岡常務理事から，リウマチ教育研修会に関し，生物学的製剤が中心であるが，将来
をみすえてウイングを拡大するために，今後，骨粗しょう症や疼痛等，時代の要求する教
育をすべきとの意見が出され，山形大学医学部整形外科学講座の高木教授が世話人と
なって 25 年 6 月に開催した，北海道，・東北地区リウマチ教育研修会の演題が参考に
なるとのことで，高木教授を教育研修委員会委員に委嘱したらという提案がなされ，教育
研修委員会の山本委員長に相談することとした。

（審議事項）
１．第 8 回理事会について

平成 25 年度事業報告（案）及び平成 25 年度決算（案）について審議し，原案通
り理事会に提案することを決めた。

２．平成 27 年度リウマチ月間行事開催日程について
会場確保の都合から，27 年度の開催日を 6 月 14 日（日）にすることを決めた。

３．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要綱の改正について
リウマチケア看護師，リウマチ財団登録薬剤師のモチベーションを高めるため，助成対

象として，看護師，薬剤師を明記し，助成後 2 年度間は，助成の対象としないことを内容
とする助成要綱の改正を決めた。

■学会点描■ JCR2014 第 58 回 日本リウマチ学会総会・学術集会　基礎と臨床のクロストーク

　於　:グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール
日　時 : 平成 26 年 4 月24 日～ 26 日
会　長 : 髙崎芳成 順天堂大学 医学部膠原病内科 教授

生物学的製剤の新規参入も一息つき，リウマチ学にもう一度じっく
り取り組むべき時期が到来している。本学術集会の会長である髙崎
芳成氏がホームページの会長挨拶で「生物学的製剤を用いた治療を
実践するなかで，免疫担当細胞を特異的に抑制する製剤が，臨床的
に抗サイトカイン製剤とほぼ同等の効果を有する事が示されました。こ
の事実は，これまで我々が考えていた以上に RA における免疫異常
が病態の進展や維持に大きな役割を担っていたことを示す結果だと考
えられます。」と述べていらしたように，臨床の経験は十分すぎるほど
蓄積されつつあり，今や分子ターゲット治療の段階に至っていることが

改めて強調された学会であった。一方，同氏が「膠原病の発症に関
与する遺伝的な素因や環境因子に関する基礎的な研究もめざましい
進歩をとげ，（中略）疾患における免疫異常の誘導や維持に関与す
る分子の解析も精力的に進められ，その結果に基づく新たな分子標
的療法が開発され，現在その臨床治験も進められています」と述べて
いるように，プログラムにおいても基礎的な発表にも力が入り，学術
集会の冒頭を飾るシンポジウム１では“Roles for Innate Immunity 
in Autoimmune：Diseases Translation from Basic to Clinical 
Medicine”において，三宅健介氏（東京大学医科学研究所）と髙
崎会長自らの座長により，最新の情報が提示された。

学会場は，会場のスペースによるところもあるが盛況であった。写
真は，展示会場の一コマで，昨今のブームが医学会会場にも及んで
いるワンシーン。
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H26.7 〜H27.1）］ 		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/rheuma/）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。

9/3（水）19:00　1単位 北海道
十勝骨粗鬆症学術講演会
中外製薬㈱
玉木 雄士
Tel.011-271-5311

8/22（金）18:35　2単位 北海道
第13回 北海道リウマチ医の会
参天製薬㈱
古田 泰則
Tel.0120-310-106

8/2（土）16:40　1単位 北海道
Sapporo Rheumatology Seminar
ファイザー㈱
中村 進二
Tel.080-3584-4386

7/23（水）19:30　1単位　 北海道
第12回 新さっぽろリウマチ・膠原病懇話会
エーザイ㈱
杉本 克夫
Tel.011-851-6171

7/18（金）19:45　1単位 北海道
釧路リウマチフォーラム2014
アステラス製薬㈱
葛谷 静雄
Tel.0154-32-7816

7/17（木）19:30　1単位 北海道
第三回 旭川 T Cellセミナー
ブリストル・マイヤーズ㈱
岩井 正人
Tel.0166-22-0768

北海道・東北

9/10（水）19:10　1単位 山形
山形整形外科研究会 リウマチセミナー

（第29回 山形リウマチ研究会）
旭化成ファーマ㈱
森 貴裕　Tel.023-624-3762

7/17（木）19:15　1単位 秋田
第6回 秋田リウマチ治療セミナー
中外製薬㈱
海保 英治
Tel.018-837-3145

7/21（月）8:00　1単位 宮城
第27回 日本臨床整形外科学会学術講
演会 モーニングセミナー
もりた整形外科医院
森田 裕己　Tel.018-816-0880

7/20（日）～7/21（月）12:30 各日1単位 宮城
第27回 日本臨床整形外科学会学術講
演会 ランチョンセミナー
もりた整形外科医院
森田 裕己　Tel.018-816-0880

9/13（土）17:10　1単位 岩手
RA User's Meeting in Iwata−第5回 盛
岡臨床整形外科医会共催学術講演会−
ヤンセンファーマ㈱
掛川 丈太　Tel.080-2006-7012

8/31（日）9:00　1単位 岩手
第25回 安比夏季セミナー
岩手医科大学医学部整形外科学教室
村上 秀樹
Tel.019-651-5111

9/20（土）17:15　1単位 北海道
第11回 Current Opinion Forum
旭化成ファーマ㈱
吉田 篤史
Tel.011-261-5445

8/20（水）19:30　1単位 茨城
リウマチT2Tセミナー
小野薬品工業㈱
山田 匡哉
Tel.029-822-4361

7/25（金）19:30　1単位 茨城
JAK阻害剤研究会
ファイザー㈱
加藤 誠
Tel.080-3918-1941

関東・甲信越

9/12（金）19:45　1単位 福島
第17回 いわきリウマチ性疾患懇話会
武田薬品工業㈱
髙橋 佑弥
Tel.024-932-1231

8/29（金）19:00　1単位 福島
会津医学会学術講演会
ファイザー㈱
片山 哲也
Tel.080-3584-8403

7/26（土）16:55　1単位 福島
T-Cell Forum
小野薬品工業㈱
塚田 裕崇
Tel.024-932-6966

7/25（金）19:00　1単位 福島
会津医学会学術講演会
中外製薬㈱
渡辺 英里
Tel.024-933-6303

9/5（金）19:20　2単位 栃木
第29回 栃木リウマチ研究会
中外製薬㈱
吉田 泰祐
Tel.028-623-4681

7/18（金）20:10　1単位 栃木
第23回 栃木膠原病と腎カンファランス
旭化成ファーマ㈱
木下 量平
Tel.028-636-9162

9/3（水）19:30　1単位 茨城
第4回 水戸アバタセプト講演会
ブリストル・マイヤーズ㈱
飯泉 昭夫
Tel.029-226-3335

9/11（木）19:45　1単位 埼玉
第11回 埼玉西部リウマチ性疾患研究会
埼玉医科大学リウマチ膠原病科
三村 俊英
Tel.049-276-1462

9/8（月）19:30　1単位 埼玉
第2回 南埼玉リウマチ臨床検討会
国立病院機構東埼玉病院 リウマチ科
中嶋 京一
Tel.0480-22-6522

8/27（水）19:30　2単位 埼玉
第10回 リウマチ関連疾患研究会
ファイザー㈱
小針 康一
Tel.048-649-2777

7/25（金）19:45　1単位 埼玉
第63回 埼玉リウマチ研究会
埼玉医科大学 リウマチ膠原病科
三村 俊英
Tel.049-276-1462

7/16（水）19:30　1単位 埼玉
第19回 川越リウマチ懇話会
参天製薬㈱
平原 滋
Tel.0120-310-106

9/5（金）19:00　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー
ヤンセンファーマ㈱
安本 龍祐
Tel.080-1016-3682

7/19（土）17:30　1単位 千葉
第24回 千葉膠原病セミナー
旭化成ファーマ㈱
白石 泰士
Tel.043-351-7373

7/18（金）19:30　1単位 千葉
第17回 東総リウマチ研究会
成田赤十字病院 東総リウマチ研究会事務局
平栗 雅樹
Tel.0476-22-2311

12/3（水）20:00　1単位 埼玉
第5回 埼玉抗IL-6療法研究会
中外製薬㈱
小林 典広
Tel.049-247-3151

11/21（金）20:00　1単位 埼玉
第9回 さいたまサイトカイン研究会
ファイザー㈱
梶浦 章正
Tel.048-649-2777

9/27（土）16:00 18:10 各1単位 埼玉
ロコモ対策 運動器疾患/骨・関節
フォーラム さいたま会場
㈱メジカルビュー社
横田 秀夫　Tel.03-5228-2089

9/18（木）19:30　1単位 埼玉
熊谷市リウマチセミナー
田辺三菱製薬㈱
古郡 弘雅
Tel.049-241-0511

7/19（土）15:40　1単位 東京
第4回 西東京関節リウマチセミナー
ブリストル・マイヤーズ㈱
高橋 宏明
Tel.042-314-0666

7/16（水）20:00　1単位 東京
第7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

7/15（火）19:30　2単位 東京
第40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㈱
浅原 健太　Tel.03-3829-3171

9/6（土）17:50　1単位 千葉
千葉リウマチトータルマネージメント
フォーラム
エーザイ㈱
田浦 隆玄　Tel.043-241-7361

7/27（日）10:30　2単位 東京
日本線維筋痛症学会診療ネットワーク教育研修会2014
日本線維筋痛症学会診療ネットワーク教育研修会 事務局
川島 千世・竹内 亮子
Tel.03-3580-8531

9/27（土）17:00　1単位 東京
第11回 東京リウマチトータルマネジ
メント研究会
エーザイ㈱
桜井 将悟　Tel.03-3637-3571

9/12（金）20:00　1単位 東京
第4回 城東リウマチ病診連携研究会
アッヴィ合同会社
相良 和正
Tel.03-4577-1143

9/7（日）12:10　1単位 東京
第25回 痛風研修会 ランチョンセミナー

（公財）痛風財団
植松 美香
Tel.03-3597-9394

9/7（日）10:00　2単位 東京
第25回 痛風研修会

（公財）痛風財団
植松 美香
Tel.03-3597-9394

9/6（土）17:00　2単位 東京
第11回 東京抗サイトカイン療法研究会
田辺三菱製薬㈱
中内 亮
Tel.03-3377-6881

8/26（火）19:30　1単位 東京
関節診研究会
エーザイ㈱
草野 修一
Tel.03-5325-0167

8/2（土）17:20　1単位 東京
第23回 臨海リウマチ性疾患談話会
ファイザー㈱
尾坂 有輝子
Tel.03-3258-5401

10/1（水）20:00　1単位 神奈川
第3回 膠原病の腎障害研究会
参天製薬㈱
木村 岳彦
Tel.080-1486-2484

9/13（土）19:00　1単位 神奈川
第11回 大和リウマチ懇話会
武田薬品工業㈱
中村 栄一
Tel.046-224-2585

8/28（木）20:00　1単位 神奈川
関節リウマチ治療カンファレンス
田辺三菱製薬㈱
岡本 正人
Tel.042-750-2650

7/17（木）19:30　1単位 神奈川
第14回 生物学的製剤治療研究会
田辺三菱製薬㈱
田村 純也
Tel.046-228-2531

7/16（水）19:40　1単位 神奈川
第11回 神奈川リウマチ治療ネットワーク
田辺三菱製薬㈱
佐々木 究
Tel.045-830-5921

9/26（金）19:15　1単位 新潟
第59回 新潟リウマチ研究会
新潟大学医学部整形外科学教室
桑原 美智子
Tel.025-227-2272

8/30（土）13:20　2単位 新潟
第26回 中部リウマチ学会
新潟大学保健管理センター
黒田 毅
Tel.025-227-2040

8/30（土）12:10　1単位 新潟
第26回 中部リウマチ学会 ランチョンセミナー
新潟大学保健管理センター
黒田 毅
Tel.025-227-2040

9/27（土）16:00　2単位 長野
第4回 信州リウマチセミナー
丸の内病院 リウマチ科
山﨑 秀
Tel.0263-28-3003

9/19（金）19:15　1単位 長野
長野県臨床整形外科医会講演会
中外製薬㈱
松本 伸一
Tel.0263-34-1373

H27/1/17（土）15:30　1単位 神奈川
第16回 神奈川リウマチのリハ・ケア研究会
参天製薬㈱
稲上 直也
Tel.0120-310-106

10/3（金）20:00　1単位 神奈川
第14回 川崎・横浜骨粗鬆症とリウマ
チを語る会
誠医会宮川病院
小酒井 治　Tel.044-222-3255

9/25（木）19:15　1単位 福井
福井県臨床整形外科医会リウマチ研究会
武田薬品工業㈱
中村 高祐
Tel.0776-22-8160

8/31（日）12:00　1単位 福井
第21回 福井県リウマチケア研究会
新田塚医療福祉センター 福井総合病院
林 正岳
Tel.0776-59-2200

7/26（土）19:10　1単位 石川
第17回 石川リウマチ薬物治療研究会
アステラス製薬㈱
山口 哲成
Tel.076-263-7750

9/13（土）17:30　1単位 富山
RA Expert Meeting in Toyama2014
富山大学大学院医学薬学研究部
松下 功
Tel.076-434-7353

東海・北陸

9/19（金）19:10　1単位 福井
第5回 福井県痛みを考える会
福井大学医学部器官制御医学講座整形
外科学領域
替地 真美江　Tel.0776-61-8386

7/26（土）16:00　1単位 愛知
第10回 中部ロコモサイコソマ研究会
中外製薬㈱
平塚 真吾
Tel.052-961-9937

7/19（土）17:30　1単位 愛知
第65回 東海膠原病研究会
参天製薬㈱
上野 英雄
Tel.0120-310-106

9/27（土）18:00　1単位 静岡
第24回 静岡リウマチ治療研究会
ファイザー㈱
久松 圭
Tel.052-231-8611

9/27（土）16:00　2単位 静岡
ロコモ対策 運動器疾患/骨・関節
フォーラム 静岡会場
㈱メジカルビュー社
横田 秀夫　Tel.03-5228-2089

9/20（土）17:00　1単位 岐阜
第42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

8/23（土）17:00　1単位 岐阜
第29回 岐阜リウマチ研究会
ファイザー㈱
竹内 一哲
Tel.080-3583-8904

10/4（土）17:00　1単位 京都
第12回 中丹リウマチ研究会
牧整形外科医院
牧 陽一
Tel.0773-23-4881

9/20（土）17:30　1単位 京都
第17回 比叡RAフォーラム
京都大学医学部整形外科学教室
川内 清智
Tel.075-751-3366

8/23（土）18:10　1単位 京都
第11回 KZ-RA update 研究会
ファイザー㈱
原田 和彦
Tel.075-315-5721

近畿

10/2（木）19:15　1単位 三重
第16回 伊勢志摩地区骨粗鬆症リウマ
チ研究会
武田薬品工業㈱
櫻井 大輔　Tel.059-226-1505

9/25（木）19:20　1単位 三重
第14回 骨・関節免疫研究会
武田薬品工業㈱
鵜飼 紗夕子
Tel.059-226-1505

9/20（土）18:00　1単位 愛知
第2回 愛知DMARDs研究会
参天製薬㈱
中畑 忠士
Tel.0120-310-106

9/13（土）16:30　1単位 愛知
第36回 ESRの会
参天製薬㈱
中畑 忠士
Tel.0120-310-106

9/6（土）17:00　1単位 愛知
第12回 関節リウマチ合併症研究会
武田薬品工業㈱
武内 清和
Tel.0564-25-2400

8/30（土）18:30　1単位 愛知
第11回 東海小児リウマチ・膠原病研究会
中外製薬㈱
平塚 真吾
Tel.052-961-9937

8/30（土）16:00　2単位 愛知
ロコモ対策 運動器疾患/骨・関節
フォーラム 名古屋会場
㈱メジカルビュー社
横田 秀夫　Tel.03-5228-2089

8/23（土）17:00　1単位 大阪
大阪臨床整形外科医会（第266回研修会）
整流会 みやしまリウマチ整形外科クリニック
宮島 茂夫
Tel.072-837-3100

8/23（土）14:45　2単位 大阪
第32回 大阪リウマチカンファレンス
参天製薬㈱
小池 正道
Tel.0120-310-106

8/2（土）17:00　1単位 大阪
第18回 膠原病症例検討会
参天製薬㈱
多田 正則
Tel.0120-310-106

7/26（土）17:00　1単位 大阪
第3回 リウマチ手足の外科研究会
参天製薬㈱
田島 啓行
Tel.0120-310-106

7/24（木）12:00　1単位 大阪
第32回 日本骨代謝学会学術集会 ラン
チョンセミナー
日本コンベンションサービス㈱
榊原　Tel.078-303-1101

7/24（木）～7/26（土）24日 10:50 大阪
 26日 13:10 各1単位
第32回 日本骨代謝学会学術集会
日本コンベンションサービス㈱
榊原　Tel.078-303-1101

10/4（土）17:10　2単位 京都
第14回 臨床免疫セミナー in KYOTO
旭化成ファーマ㈱
関 陽介
Tel.075-352-3537

9/3（水）19:30　1単位 大阪
第18回 大阪リウマチ関節外科ゼミナール
大阪大学 医学部 整形外科
竹内 彩子
Tel.06-6879-3552

8/30（土）～8/31（日）30日 16:50 1単位 大阪
 31日 9:20 2単位
第43回 リウマチの外科研究会
国立病院機構 大阪南医療センター 臨床研究部
内芝 恵子　Tel.0721-53-6290

8/30（土）～8/31（日）30日 12:40 大阪
 31日 11:30 各1単位
第43回 リウマチの外科研究会 ランチョンセミナー
国立病院機構 大阪南医療センター 臨床研究部
内芝 恵子　Tel.0721-53-6290

8/30（土）16:10　2単位 大阪
第23回 近整会夏期研究会
近畿大学医学部整形外科学教室
西村 俊司
Tel.072-366-0221

8/23（土）17:30　2単位 大阪
関西リウマトロジー研究会
エーザイ㈱
遠藤 健一
Tel.06-6831-5222

9/13（土）16:00 18:10 各1単位 大阪
ロコモ対策 運動器疾患/骨・関節
フォーラム 大阪会場
㈱メジカルビュー社
横田 秀夫　Tel.03-5228-2089

7/16（水）19:40　1単位 福岡
福岡RA生物学的製剤治療研究会（第2回 セ
ルトリズマブペゴルのRA適正使用研究会）

（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一　Tel.092-762-2380

9/27（土）18:00　1単位 愛媛
愛媛リウマチ研究会
ファイザー㈱
牧野 充
Tel.080-4071-1348

九州・四国

9/2（火）19:00　2単位 徳島
第15回 徳島リウマチ医の会
ブリストル・マイヤーズ㈱
山形 喜見
Tel.080-6853-9973

8/7（木）19:00　1単位 香川
第2回 香川GOAL研究会
アッヴィ合同会社
西川 大
Tel.080-2194-6191

9/24（水）19:15　1単位 山口
下関整形外科医会学術講演会
時任整形外科リウマチ科
時任 毅
Tel.083-246-0575

8/28（木）19:30　1単位 山口
第6回 下関関節リウマチ懇話会

（医）時任整形外科リウマチ科
時任 毅
Tel.083-246-0575

7/16（水）19:15　1単位 山口
下関整形外科医会学術講演会
時任整形外科リウマチ科
時任 毅
Tel.083-246-0575

9/24（水）19:20　1単位 広島
第8回 呉リウマチ地域連携ネットワーク講演会
エム・エム会 マッターホルンリハビリ
テーション病院
白川 泰山　Tel.0823-22-6868

9/7（日）14:00　2単位 広島
第49回 広島リウマチ研究会
アッヴィ合同会社
龍光寺 亮
Tel.080-2194-6234

8/21（木）20:00　1単位 徳島
第14回 徳島リウマチ医の会
田辺三菱製薬㈱
横山 繁夫
Tel.088-655-2550

7/30（水）18:30　2単位 広島
第5回 広島RAトータルケアフォーラム
アッヴィ合同会社
黒川 政幸
Tel.03-4577-1148

9/27（土）19:00　1単位 岡山
第4回 TKAフォーラム
科研製薬㈱
大前 裕祐
Tel.086-246-3232

9/25（木）20:00　1単位 岡山
第10回 OKAYAMAリウマチネット
ワーク研究会
エーザイ㈱
谷口 方敏　Tel.086-254-1811

8/28（木）19:00　2単位 岡山
岡山MTX適正使用セミナー
参天製薬㈱
岡田 直美
Tel.06-4802-9370

中国・四国

8/23（土）18:00　1単位 兵庫
第2回 東神戸リウマチ性疾患連携の会
エーザイ㈱
臼井 淳
Tel.078-360-5630

8/23（土）16:50　2単位 兵庫
第22回 播磨リウマチ膠原病研究会
ファイザー㈱
横山 明彦
Tel.078-361-6171

8/2（土）17:30　1単位 兵庫
第7回 膠原病サマーセミナー in KOBE
神戸大学医学部附属病院 膠原病リウマチ内科
千藤 荘
Tel.078-382-5111

7/31（木）19:30　1単位 兵庫
第5回 東播リウマチ診療連携研究会
武田薬品工業㈱
浅場 和寿
Tel.079-288-3955

8/2（土）17:30　2単位 岡山
岡山県臨床整形外科医会研修会・岡山
県内科医会
竜操整形外科病院
角南 義文　Tel.086-273-1233

7/17（木）18:30　2単位 兵庫
第10回 兵庫骨粗鬆症懇話会
兵庫医科大学整形外科学教室
楊 鴻生
Tel.0798-45-6452

10/18（土）15:30　2単位 大阪
第13回 大阪京阪生物学的製剤を学ぶ会
中外製薬㈱
通 崇夫
Tel.06-6993-3733

9/27（土）17:00　1単位 大阪
第47回 大阪整形外科症例検討会
参天製薬㈱
小池 正道
Tel.0120-310-106

8/23（土）16:00　1単位 福岡
第33回 福岡県リウマチのケア研究会
エーザイ㈱
桜井 克之
Tel.093-551-5281

8/19（火）19:05　1単位 福岡
第11回 筑後Biologics Meeting
田辺三菱製薬㈱
大墨 伴来
Tel.0942-36-2570

8/1（金）20:00　1単位 福岡
第101回 福岡リウマチ懇話会

（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一
Tel.092-762-2380

7/19（土）15:30　3単位 福岡
第20回 福岡県リウマチ医の会
参天製薬㈱
平田 真生
Tel.0120-310-106

7/17（木）19:30　1単位 熊本
第36回 熊本膠原病研究会
くまもと森都総合病院 リウマチ膠原病内科
中村 正
Tel.096-364-6000

7/18（金）19:40　1単位 佐賀
第18回 佐賀リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
増田 全紀
Tel.0952-22-7811

11/20（木）19:00　1単位 福岡
第17回 久留米リウマチ懇話会
参天製薬㈱
平尾 拓人
Tel.080-2439-8265

11/14（金）20:00　1単位 福岡
第102回 福岡リウマチ懇話会

（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一
Tel.092-762-2380

9/10（水）19:30　1単位 福岡
福岡RA生物学的製剤治療研究会（第2回 ア
バタセプト皮下注射のRA適正使用研究会）

（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一　Tel.092-762-2380

7/16（水）18:30　2単位 長崎
第31回 長崎骨粗鬆症研究会
武田薬品工業㈱
杉山 雄亮
Tel.080-4131-9482

8/30（土）19:30　1単位 宮崎
第34回 宮崎整形外科セミナー
武田薬品工業㈱
井上 浩文
Tel.0985-24-6763

8/23（土）16:30　1単位 宮崎
第29回 宮崎県リウマチ研究会

（独法）国立病院機構都城病院
税所 幸一郎
Tel.0986-23-4111

11/20（木）19:50　1単位 大分
第108回 大分県リウマチ懇話会
中外製薬㈱
田中 愛
Tel.097-537-7151

10/24（金）19:00　1単位 大分
第8回 二豊リウマチフォーラム
川嶌整形外科病院
川嶌 眞之
Tel.0979-24-0464

7/31（木）19:30　1単位 大分
大分RA治療戦略セミナー
中外製薬㈱
高瀬 壽裕
Tel.097-537-7151

7/17（木）19:15　1単位 沖縄
第2回 関節リウマチ治療薬適正使用セミナー
アステラス製薬㈱
濱﨑 光里
Tel.098-860-6753

8/4（月）19:30　2単位 沖縄
第18回 沖縄リウマチ医の会
参天製薬㈱
坂本 太郎
Tel.0120-310-106

10/9（木）～10/10（金）9日12:10 鹿児島
 10日12:30 各1単位
第29回 日本整形外科学会基礎学術集会 ランチョンセミナー
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科整形外科学
川畑 るみ Tel.099-275-5381

10/10（金）7:25　1単位 鹿児島
第29回 日本整形外科学会基礎学術集
会 モーニングセミナー
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科整形外科学
川畑 るみ　Tel.099-275-5381

9/4（木）19:00　2単位 鹿児島
第13回 サイトカイン制御療法研究会
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
上村 てるみ
Tel.099-275-5381

10/9（木）～10/10（金）9日 14:00 10:50 鹿児島 
 10日 11:10 各1単位
第29回 日本整形外科学会基礎学術集会
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科整形外科学
川畑 るみ　Tel.099-275-5381

10/11（土）18:00　2単位 沖縄
第3回 沖縄リウマチ・膠原病診療
フォーラム
田辺三菱製薬㈱
内藤 健　Tel.098-869-5515

7/26（土）17:00　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー
ファイザー㈱
若生 将希
Tel.027-328-6121

10/18（土）16:25　1単位 東京
第10回「リウマチと感染症」研究会
大正富山医薬品㈱
石黒 一彦
Tel.03-3985-8163

8/2（土）17:40　1単位 愛知
第39回 東三河リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
山本 翔
Tel.0564-66-0082

9/13（土）16:30　1単位 大阪
第24回 なにわリウマチフォーラム
参天製薬㈱
多田 正則
Tel.0120-310-106

7/17（木）19:30　1単位 福岡
第8回 大牟田リウマチを考える会 学
術講演会
アステラス製薬㈱
名倉 悠介　Tel.0942-36-3120
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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 東京女子医大東医療センター整形外科・リウマチ科客員教授 練馬光が丘病院リウマチ内科 羽生忠正 長岡赤十字病院 リウマチセンター長
  岡田正人 聖路加国際病院アレルギー膠原病科 （SLE，関節リウマチ，小児リウマチ） 森本幾夫 順天堂大学大学院医学研究科免疫病・がん先端治療学講座 教授
  仲村一郎 帝京平成大学健康メディカル学部 教授・湯河原厚生年金病院客員部長 山村昌弘 岡山済生会総合病院 特任副院長 / リウマチ・膠原病センター長
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医師を対象にリウマチ教育研修会を次のように開催する予定です。今年度からは，新たに前期・
後期臨床研修医，大学院生も参加対象とします。
※開催場所等変更する場合があります。詳細等はホームページでご確認ください。

お問い合わせ：日本リウマチ財団 03-3946-3551

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道
･ 東北

9/21
（日）

リンクステーション
ホール青森

（青森市文化会館）

弘前記念病院
三浦 孝雄 先生
青森県立中央病院 医療顧問
村田 有志 先生

関東・
甲信越

11/23
（日）

新潟日報
「メディアシップ」

新潟県立リウマチセンター
名誉院長 村澤 章 先生

東海・
北　陸

12/7
（日） ミッドランドホール 藤田保健衛生大学 リウマチ感染症内科

教授 吉田 俊治 先生

近　畿 11/9
（日） KBS ホール 京都大学大学院医学研究科 整形外科学

教授 松田 秀一 先生

中国・
四　国

11/24
（月・振替）

徳島大学
大塚講堂

美摩病院吉野川リウマチセンター
院長 四宮 文男 先生
徳島大学大学院 呼吸器・膠原病内科分野
教授 西岡 安彦 先生

九州・
沖　縄

8/3
（日）

大分県労働福祉会館
ソレイユ

大分大学 医学部整形外科学
教授 津村 弘 先生

平成 26 年度 リウマチ教育研修会 開催予定

研修国 氏　名 所属機関 専門科目

米国 若林 邦伸

昭和大学医学部
内科学講座
リウマチ膠原病内科学部門 
助教

リウマチ科

米国 小松 一成 聖路加国際病院
形成外科 フェロー 整形外科

イタリア 岡野 匡志 大阪市立大学整形外科
登録医 整形外科

ドイツ 中沢 大悟

北海道大学
大学院医学研究科
免疫・代謝内科学分野
第二内科 医員

内科

オーストラリア 穂坂 邦大 日本大学附属板橋病院
整形外科 助教 整形外科

平成 26 年度海外派遣研修医

平成 26 年度 リウマチの治療とケア研修会 開催予定
医師をはじめ，医療関係者を対象にリウマチの治療とケア研修会を次のように開催する予定です。
※開催場所等変更する場合があります。詳細等はホームページでご確認ください。

地区名 開催日 開催場所 世話人
北海道
･ 東北

9/7
（日）

仙台市情報・
産業プラザ (AER)

NTT 東日本東北病院
名誉院長 佐々木 毅 先生

関東・
甲信越

11/22
（土）

東京ステーション
コンファレンス

筑波大学医学医療系
内科 ( 膠原病・リウマチ・アレルギー )
教授 住田 孝之 先生

東海・
北　陸

10/19
（日） 本多の森会議室

石川勤労者医療協会城北病院
リウマチ科
村山 隆司 先生

近　畿 10/5
（日）

ナレッジキャピタル コングレ
コンベンションセンター

行岡病院 臨床リウマチ研究室長
村田 紀和 先生

九州・
沖　縄

11/3
（月・祝）

ホルトホール
大分

大分大学 医学部整形外科学
教授 津村 弘 先生

お問い合わせ：日本リウマチ財団 03-3946-3551

私は臨床研修「プログラム責任者」とし

て，初期研修および専門医研修のプログラ

ム実施を管理・調整・評価している。一方，

リウマチ専門医である私は，一人でも多く

の研修医が将来リウマチ専門医を志してほ

しいとの思いがあり，全身性疾患としての

リウマチ・膠原病，全身管理を要する免疫

抑制療法など，リウマチ医の幅広い総合診

療能力をアピールするように心掛けてい

る。しかし，中々思うようにはいかないの

が実情である。

不明熱の高齢者が抗菌薬を使用しても

解熱せず，一通りの悪性腫瘍スクリーニン

グした後に，膠原病の可能性についてコン

サルトされることは多い。研修医と一緒に

ベッドサイドに行くと，大関節に関節腫脹

があり，膝関節に多量の関節液が貯留して

いる。結局，塗抹・培養は陰性で，急性期

反応の強い血清反応陰性の高齢発症関節リ

ウマチと判明することも少なくない。研修

医に関節炎所見の取り方を指導すると喜ん

でくれるが，その後も同じようにコンサル

トしてくる。どうも，リウマチ・膠原病の

知識・技能はプライマリケアに必要な能力

とは考えないようである。卒前教育，初期

研修では，リウマチ・膠原病の専門性や稀

少性だけでなく，総合診療で役立つ基本的

な関連知識や診察能力の習得にもっと時間

を掛けるべきだろう。

2017 年度からわが国の専門医制度は，初

めての大改革が実行される。今後，「総合診

療医」を中核とした地域医療体制の構築に

向けて大きく舵が切られることになる。そ

の中で「リウマチ専門医」を研修医にとっ

て魅力ある専門領域に発展させるために

は，専門医研修だけでなく，卒前教育，初

期研修にも積極的に貢献していくことが大

切である。現在，リウマチ・膠原病はハイ

テク治療が導入され大きな治療成果を上げ

ている。しかし，研修医は病態の複雑さを

嫌い，内視鏡など手技を好む傾向が強い。

若手リウマチ医の発掘と養成も，現在活躍

されるリウマチ専門医の先生方の責務では

ないだろうか。

（山村昌弘）

岡山済生会総合病院　特任副院長 /

リウマチ・膠原病センター長

財団ホームページ　リウマチ情報センター http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/

リウマチ財団登録薬剤師・リウマチケア看護師募集
財団では，平成 26 年度登録リウマチ財団登録薬剤師・リウマチケア看護師を募集してい

ます。
詳しくは財団ホームページをご覧ください。

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。

市民公開講座等，一般（患者さん等）向けの
講演会を開催予定の登録医へ

リウマチ情報センター「患者さん向け講演会」のコーナーに，主催，世話人，演者等でリウ
マチ財団登録医が関係する患者さんやそのご家族に向けての公開講座，講習会等を掲載しま
す。詳しくは財団 HPをご覧ください。

お名前，登録医番号，eメールアドレスを明記の上，会の名称，開催日時，場所，内容（プ
ログラム），ＨＰのある場合はＵＲＬ等詳細を下記のアドレスまでお送りください。開催日の 1カ
月前までにご連絡ください。

但し，掲載は以下の要件を満たすこととします。
・リウマチ財団登録医が主催，世話人，演者等であること。
・内容がリウマチ性疾患であること。
・対象が一般市民（患者さんやその家族等）であること。
・営利目的ではないこと（商品名が会の名称にあるもの等は許可しない）。

e-mail：inform@rheuma-net.or.jp

平成 26 年度塩川美奈子・膠原病研究奨励賞受賞者

受賞者：山本 元久氏
所　属：札幌医科大学医学部 助教
研究題目：IgG4 関連疾患の発症機構と免疫エフェクター細胞の動態解析

国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助成者

EULAR2014

氏　名 所　属　等

藤岡　数記 京都府立医科大学大学院免疫内科学教室　大学院生
蔭山　豪一 神戸大学医学部附属病院膠原病リウマチ内科　助教
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