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129 号の主な内容
●	 平成 26 年度
	 日本リウマチ財団・法人賛助会
員打合会

●	 連載
	 いまさら聞けない慢性運動器
疼痛

	 第 5回		肘関節周囲の疾患の鑑
別について

●	 シリーズ　リウマチ人
	 松山赤十字病院リウマチセン
ター名誉所長

	 一番町リウマチクリニック顧問
	 山本	純己	氏

（次ページに続きます）

（次ページに続きます）

平成 26年度の法人賛助会員打合会が12月9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が挨拶を述べ，リウマチケアにおける多職種人材の育成に
努めている財団の活動状況を報告した後，薬害オンブズパースン会議事務局長，弁護士の
水口真寿美氏と，国立障害者リハビリテーションセンター総長の中村耕三氏がそれぞれ講演
を行った。多くの賛助会員の皆様の参加を得て盛会であった。

は，医薬品という未知の新しい物質が体内
に入り，それによって未経験の事態が生じ，
健康被害が引き起こされるため，投与した
薬と症状との関連が気付かれにくく，被害
発生の機序の解明も一般に困難であること
などである。また，薬害問題では，直接の
健康被害と同時に，事態のあまりの理不尽
さに本人が懊悩する例や，原因となった薬
剤の自己注射を手伝ったり服用を勧めたり
した家族が自責の念に苛まれるケースも多
い。さらに，薬剤エイズ事件でみられたよ
うに，周囲の無理解や偏見に苦しめられる
こともあり，ここに薬害特有の深刻さがあ
る。

また水口氏は，薬害事件が繰り返される
ことの背景に，「有効性の過大評価と危険
性の過小評価」「不十分な情報提供と過剰
な宣伝」「システムの不全」「専門家と製薬
企業との不健全な関係」「患者の利益より

企業利益を優先す
る文化」などの問
題の存在を指摘し
た。このうち，「有
効性の過大評価と
危険性の過小評価」
については，「5 つ
の too」 で 表 さ れ
る現状：①臨床試
験における症例数

が不十分 ②投与方法が限定されている ③
適格条件，除外条件が厳しい ④高齢者や
小児が除外されている ⑤観察期間が短い。
これらの改善が必要であると述べた。「不
十分な情報提供と過剰な宣伝」については，
参考例として，肺癌治療薬ゲフィチニブの
副作用による間質性肺炎多発の事例を挙
げ，同事例では，早めの安全性情報の提供
と十分な注意喚起により副作用事例の多発
を防止できたであろうとの見解を述べた。

最後に水口氏は，薬害防止活動には，多
くの薬害被害者や家族が，自己の利益を顧
みず，ただ同様の事件の根絶を願って日々
懸命に関わっていることへの理解を求め，
講演を結んだ。

 講演 2
ロコモティブシンドロームの予防と
治療について
演者：中村	耕三	氏

国立障害者リハビリテーションセンター 総長
座長：越智	隆弘	氏

公益財団法人日本リウマチ財団 常務理事
大阪警察病院 院長

ロコモティブシンドロームは，日本整形
外科学会が 2007 年に提唱した概念で，「運
動器症候群」と訳され，運動器の衰えによっ

肘関節機能は，ヒトにとって案外重要で
ある。「食事を口に運ぶ」「顔を洗う」「お
尻に手を回す」など肘関節機能が保たれて
いないと不自由になる日常生活動作は多
い。特に関節リウマチ患者のように手関節
の可動性が低くなっている場合，肘関節機
能は重要である。解剖学的に肘関節は上腕
骨と橈骨，尺骨からなり，それぞれ腕尺関
節・腕橈関節・近位橈尺関節の 3 種の関節
から構成されている（図 1）。この事が肘
関節の多様な動きを可能としている。

腕尺関節と腕橈関節が合わさり上腕骨下
端関節面を構成している。上腕骨下端関節
面は上腕骨軸に直行せず，回転中心は約 6
度外反している。この事により体幹より外
側にアプローチしやすくなっている。また
側面から上腕骨下端関節面を観察すると屈
伸方向の回転中心は上腕骨軸からより前方
に位置し，上腕筋，上腕二頭筋の屈曲力を

「レバーアームを大きくする」ことで増幅
している。

正常の肘関節の屈伸方向の可動域は 0 か
ら 145 度であるが，日常生活としては 30
度から 130 度が最も重要である。近位橈尺
関節が存在することで前腕の回旋運動が可
能となる。前腕の回旋運動軸は，橈骨頭と
尺骨の遠位の茎状突起基部を結ぶ線で，比
較的直線上の尺骨の周りを橈骨が回旋して
いく形をとっている。その回旋可動域は大
きく 180 度程度である。日常生活としては
回内，回外で各々 50 度が重要な可動域で
ある。

上腕骨外側上顆炎（テニス肘）
（lateral epicondylitis of the humerus （tennis elbow）

【定　義】
通称テニス肘。肘周囲の疾患で頻度が高

い。上腕骨外側上顆炎は「肘外側の有痛性
の障害」で，「肘外側部痛を呈する疾患群
のひとつ」とも捉えられている。一般に，
腱付着部への慢性的な運動の繰り返しが引
き起こす「伸筋群（腱）起始部の障害であ
る」と考えられている ｡1）多くの場合，肘
関節の機能は障害されず，組織では明らか
な炎症ではなく腱付着部の変性所見だけが
認められる ｡2）

一方，肘関節内側に痛みが現れるのが上
腕骨内側上顆炎（通称ゴルフ肘）である。
内側上顆炎も外側上顆炎も，腱付着部への

三木 健司 氏
近畿大学医学部 整形外科

上腕骨

腕尺関節

近位橈尺関節

尺骨橈骨

腕橈関節

図 1　肘関節の構成

 講演 1
ファーマコビジランスについて

演者：水口	真寿美	氏
薬害オンブズパースン会議 事務局長
弁護士
座長：西岡	久寿樹	氏

公益財団法人日本リウマチ財団 常務理事
東京医科大学医学総合研究所 所長

血液製剤による薬害エイズの被害者救済
活動の経験を基盤に，弁護士登録当初より
一貫してわが国における“ファーマコビジ
ランス”（医薬品監視）の仕組み作りに患
者の立場から尽力してきた弁護士の水口真
寿美氏が，医薬安全の現状と問題点を，自
らの活動の軌跡と重ね合わせて語った。

医薬品被害の問題が，他の一般的な欠陥
商品の問題などと大きく異なるポイント

挨拶を述べる髙久史麿代
表理事

講演される
水口 真寿美 氏

座長を務められる
西岡 久寿樹 常務理事
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過度の運動がストレスとなって発症する
が，その多くは外側上顆炎で，内側上顆炎
の頻度は高くない ｡2）

【疫　学】1）

上腕骨外側上顆炎は 10 歳代 20 歳代の
若年層での発症は少なく，30 歳代後半か
ら 50 歳代にかけての発症が多いとされて
いる。テニスとの関連では，30 歳以降に
テニスを始めた人に発症率が高い傾向がみ
られるとされている。テニスのみが原因と

は限らないが，テニスプレーヤーの 30 〜
50％は上腕骨外側上顆炎と考えられる肘外
側の疼痛を経験している。実際の臨床で
はスポーツが関係するのは 5％以下で，ス
ポーツとは特に関係のない一般人にも多く
みられる。肘関節障害を主訴とした 1,298
例に対する検討 3）では，上腕骨外側上顆
炎と診断された症例は 233 例で，テニスが
原因と判断した者は 36 例 36 関節（2.7％）
で，平均年齢 35.3 歳，年齢層では 31 〜 40
歳が 15 例，41 〜 50 歳が 14 例と 30 〜 50
歳の患者が多数を占めていたと報告されて
いる。

【病　因】1）4）5）

上腕骨外側上顆から起始する手関節・手
指の伸筋群のうち，特に短橈側手根伸筋の
起始部が障害（腱微小断裂，変性・瘢痕化）
された結果，運動痛や自発痛をきたすと考
えられている。さらに輪状靭帯の部分断裂
や狭窄，また腕橈関節内の滑膜炎，滑膜ひ
だの嵌入，関節内水腫なども疼痛のひとつ
の原因になるとされている。伸筋群（腱）
起始部に繰り返して牽引力が働くような動
作，つまり使いすぎが原因となる。中年以
降のテニス愛好家に生じやすいのでテニス
肘とも言われるが，必ずしもテニスが原因
ではなく，肘に負担がかかるスポーツや家
事・仕事，生活習慣などによる力が過度に
蓄積されて引き金になるとされている。ま
た，加齢による伸筋群（腱）起始部の変性
も一因と考えられている。

【症　状】5）

手を使ったときに肘ないし前腕の橈側に
（肘外側から前腕にかけて）生じる痛みが
主症状である。ドアノブを捻る，タオルを
絞る，回内位で物を持ち上げる，掃き掃除
をするなどで痛みが出現する。多くの場合，
安静時の痛みは無い。

【診　断】
肘の外側上顆周辺に圧痛があり，疼痛誘

発テストが陽性なら上腕骨外側上顆炎（テ

ニス肘）と診断できる。

●疼痛誘発テスト（図２）5）

肘・手関節伸展位で行い肘関節外側（上
腕骨外側上顆部）に痛みが誘発されれば陽
性とする。
・トムゼン（Thomsen）テスト：手関節の

抵抗下伸展テスト。 握り拳を作らせ第
中手骨を掌屈するように力を加える（屈
曲位の手関節に抵抗を加えながら背屈を
強制）。

・チェアテスト：肘・手関節伸展・前腕回
内位でいすを持ち上げさせる。

・中指進展テスト：肘・手関節伸展・前腕
回内位で進展させた中指に抵抗を加え
る。

●画像検査 2）

・ X 線：一般に異常は認められない。
・ MRI：短橈側手根伸筋腱の肥厚・変性や

腕橈関節に介在する滑膜ヒダなどを認め
ることがある。

◎鑑別を要する疾患 4）5）

変形性肘関節症，関節リウマチ，橈骨神
経深枝の絞扼性神経障害，尺骨神経麻痺など

【治　療】
上肢の安静を原則に，まず保存療法を試

みる。90％ 4）が保存療法で治癒する。保
存療法が無効な場合，手術療法を考慮する。

　
●生活指導 4）5）

・ 原因となったスポーツや労働を制限し，
上肢の安静をとるよう促す。

・ 疼痛を誘発する肢位をとらないように指
導する。

・ 物を持つときは関節伸筋起始部に負荷が
かからないように，回外・屈曲，すなわ
ち手のひらを上に向けて（手関節回外位）
持ち上げる，手・肘関節を同時に伸展す
る動作を避けることなどを指導する。

・ 伸筋腱のストレッチを指導する。
●装具療法 4）5）

テニス肘バンド，サポーターの装着：該
当する腱付着部のやや遠位（上腕骨外側上
顆の約 2 横指遠位部）を圧迫し，伸筋腱起
始部にかかる牽引力を減らし，疼痛を緩和
する。
●物理療法 1）

ストレッチング，寒冷療法，超音波，深
部マッサージ，エクササイズなどが有用で
ある。
●薬物療法 2）6）

他の保存療法と並行して，非ステロイド
系消炎外用剤（ジクロフェナクナトリウム，
インドメタシン，フェルビナク，ロキソプ
ロフェンナトリウム水和物など），消炎・
鎮痛パップ剤（ケトプロフェン，フルルビ
プロフェンなど）を用いる。必要に応じて
経口非ピリン系解熱鎮痛薬（アセトアミ
ノフェン＊ 1 など）または非ステロイド性
抗炎症薬（インドメタシン ファルネシル，
エトドラク，フルルビプロフェン アキセ
チル，ロキソプロフェンナトリウム水和物
など）を処方する。いずれも，漫然と続け
ないようにすることが重要である。

痛みが強いときは，上腕骨外側上顆の圧
痛部に副腎皮質ホルモン剤（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）と局所麻酔薬（リ
ドカイン注射液など）の混合液を局所注射
する。副腎皮質ホルモン剤＊ 2 の局所投与は
短期的には有効だが，頻回投与，長期的投
与は避けるように注意する。
*1： アセトアミノフェン：鎮痛目的で

1 回 300 〜 1,000mg を 経 口 投 与。 投
与 間 隔 は 4 〜 6 時 間 以 上，1 日 総 量
4,000mg を限度とする。副作用のため
に NSAIDS 投与を躊躇する場合には，
比較的副作用が少ないアセトアミノ
フェンを考慮する。欧米での運動器疼
痛への第一選択薬となっている。日本
では最近，解熱剤としての使用だけで
なく，上限用量が緩和され，鎮痛剤と
して使用されるようになってきた。

*2： 副腎皮質ホルモン剤：組織の萎縮によ
る陥没や色素沈着などに注意する。

●手術療法 2）4）7）

保存療法を 6 ヵ月以上続けても症状が改
善しない難治例には，手術が考慮される。
伸筋腱の変性部分を除去し腱の緊張を緩和
するための術式（筋膜切開術，切除術，前
進術，肘関節鏡視下手術など）から，適切
なものを選択する。
・ Nirschl 法（直視下手術）：肘外側を縦切

開し，伸筋腱の変性部分を切除して筋膜
を縫合する方法。直視下手術の代表的な
方法。

・ 肘関節鏡視下手術：伸筋腱起始部の変性
部分を鏡視下に切除します。病変を確認
できる，筋肉へのダメージが少ない低侵
襲手術であることが特徴です。

胸郭出口症候群

腕神経叢が，鎖骨下動脈や鎖骨下静脈と
もに圧迫されて発生する。種々の誘発テス

図 2　誘発試験

a：Thomsenテスト

b：中指伸展テスト

ｃ：チェアテスト

図 3　アドソン テスト

図 4　ライトテスト

て，主に起立機能と歩行機能が低下し，要
介護となるリスクが高まった状態のことを
いう。この概念の中心的な提唱者で，同名

の著書もある中村耕三氏が，ロコモティブ
シンドローム（以下，ロコモ）の実際と，
その予防法などについて述べた。

入院して運動器の手術治療を受けた患者
の数を年齢別に調べた日本整形外科学会の
データを見ると，50 歳から急激に手術患
者数が増えていることが分かる。このこと
は，50 歳までは運動器の不調があっても
何とか我慢してやり過ごしているが，50
歳以降，症状が顕在化し，痛みに耐え切れ
なくなり，ついに手術となる例が急増する
ことを示している。一方，要介護となる原
因疾患の 1 位が脳血管障害，2 位が認知症，
3 位が老衰であることはよく知られている

が，4 位と 5 位に並んでいる骨折・転倒と
関節疾患を合わせた数字，すなわち運動器
障害は老衰より多くなり，これが 3 位とな
る。つまり，50 歳を過ぎると増える運動
器障害はロコモを来たし，その行き着く先
は「要介護」である。

ロコモを来たす運動器障害の具体的なも
のとして，骨では骨粗鬆症，骨折，筋肉と
靭帯では筋肉減少症，エンテソパチー，関
節では変形性膝関節症，変形性腰椎症など
がある。重要なことは，骨粗鬆症は運動不
足がリスクファクターとなり，変形性膝関
節症，変形性腰椎症などでは逆に軟骨にか
かる機械的負荷の過剰がリスクファクター

となることである。したがって，中高年者
にロコモ予防の運動を勧める場合，運動負
荷が不足にも過剰にもならないメニューを
考えなければならない。現在，高齢者に適
した運動として勧めているのは，片脚立ち
とスクワットである。これは既にロコモが
ある程度進んだ人にも推奨できる。

中村氏は最後に，超高齢社会に突入した
わが国で，最近ようやく運動器の健康への
国民の関心が高まってきたことを心から歓
迎したいと述べ，一層の知識普及に意欲を
示した。 （文責　編集部）

会場の様子

法人賛助会員打合会 続き

いまさら聞けない慢性運動器疼痛 続き
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　手指，手関節は日常生活にもっとも重要である。
 診察の際には必ず手を診る（触る）ことで，伸筋腱の
脱臼や尺側偏位も含め，早期の治療が可能となる。
診察の基本は“ヒトとヒトとのふれあい”である。

トにて診断される。
腕のしびれや痛みのある側に顔を向け

て，そのまま首を反らせ，深呼吸を行なわ
せると鎖骨下動脈が圧迫され，橈骨動脈の
脈拍が減弱するか触れなくなる（アドソン 
テスト陽性）（図 3）。

座位で両肩関節 90 度外転，90 度外旋，
肘 90 度屈曲位をとらせると，橈骨動脈の
脈拍が減弱か触れなくなり，手への血行が
低下し白色化する（ライト テスト陽性）（図
4）。

また，同じ肢位で両手の指を 3 分間屈伸
させると，手指のしびれ，前腕のだるさの
ため持続ができず，途中で腕を降ろしてし
まう（ルース テスト陽性）（図 5）。

座位で胸を張らせ，両肩を後下方に引か
せると，橈骨動脈の脈拍が減弱する（エデ
ン テスト陽性）（図 6）。

この症候群での痛みやしびれは，他疾患
に比べその範囲が曖昧なことが多い。
●薬物療法 8）および運動療法

消炎鎮痛薬を発症から 2 週間程度投与す
る。しかし，効果が少ないなどの場合は消
炎鎮痛薬にノイロトロピンやメコバラミン
の投与を追加する。不眠を訴える患者が多
いことからもクロナゼパムなどが使用され
る。副作用である眠気を利用するために夕
食後または眠前に投与することも良い。た

だベンゾジアゼピン系であるため依存性に
注意する必要がある。また近年は神経障害
性疼痛治療薬としてのプレガバリンも使用
される。本剤は高齢者の場合，腎機能が低
下しているため 25mg などの低用量から開
始することが重要である。

運動療法は僧帽筋や肩甲挙筋などの強化
運動訓練が重要で，常に良い姿勢が重要で
ある。「壁押し腕立て伏せ」が簡便である。
肩甲帯が下がってしまうなど姿勢が悪い症
例には肩甲帯を挙上させる装具（KS バン
ド　熊本大学整形外科）も使用される。重
要な事は良好な姿勢と運動療法を生涯続け
させることである。手術療法もあるが，術
後成績が安定せず，電気生理学的に神経の
圧迫が明らかな症例以外では保存療法が優
先される。日本整形外科学会のホームペー
ジがに解説がある。

https://www.joa.or.jp/jp/public/sick/
condition/thoracic_outlet_syndrome.html

肘部管症候群

尺骨神経が肘関節の尺側にある肘部管に
て圧迫絞扼され発症するものである。肘部
管に Tinel サインがあることが多く，尺骨
神経支配領域の痛み，知覚障害，筋力低下，

筋萎縮を伴う。この症状は，
薬物療法にて根本的に改善
することは少なく，電気生
理学的検査にて診断が明ら
かで，筋萎縮を示すときは
手術が第一選択となる。手
術までの待機期間や手術希
望が無い場合には，表 1に
示すような治療を行う。

肘は上肢の中間に有るた
め，疾患の原因が肘周辺に
なく，頸部や肩などに起因
することも多い。そのため
神経支配なども考慮して疾
病の治療を行わねばならな
い。プライマリケア医に適した教科書とし
て「南江堂 運動器の痛み プライマリケア 
肘・手の痛み 菊地臣一 編集」を推薦する。

参考資料：
1） 上腕骨外側上顆炎診療ガイドライン：日本整形

外科学会診療ガイドライン委員会，上腕骨外側
上顆炎ガイドライン策定委員会 編集

2） 島田幸造：今日の治療指針 2012：P.924
3） 岡田雅晴ほか：東日スポーツ医研会誌：4149-4153, 

1983（上腕骨外側上顆炎診療ガイドラインより）
4） 和田卓郎：整形外科研修ノート 2010：P.456
5） 金谷文則：標準整形外科学（第 11 版）：P.436
6） 堤 智史，高岸憲二：今日の処方（改訂第 4 版）：

P.732
7） 日本整形外科学会

（http://www.joa.or.jp/jp/public/sick/condition/
lateral_epicondylitis.html より）
8） 肘・手の痛みについて　各種治療手技の実際と

注意点　薬物治療　三木健司
「運動器の痛み　プライマリケア 肘・手の痛み」
104 － 110，2011 年 7 月 10 日 南江堂 東京都

表1　肘部管症候群	待機時期の治療方法

経
過

２週間以内 ２週間以降 ３ヵ月以降

投
薬

消炎鎮痛薬のみ 消炎鎮痛薬減量
ノイロトロピン４錠分２
メコバラミン（メチコ
バールⓇ）３錠分３

ノイロトロピン４錠分２
クロナゼパム（リボト
リールⓇ）0.5mg 夕食後
もしくは
プレガバリン（リリカⓇ） 
75mg 眠前

（高齢者は 25mg）から
開始

図 6　エデン

図 5　ルース

企画運営委員会の活動について
平成 26年 11月，12月，平成 27 年 1月，2月開催企画運営委員会の審議概要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
平成 26 年 11月　企画運営委員会	議事録
日　時：平成 26 年 11 月11 日（火）18：00 ～
《報告事項》
1. 研修会の開催について　濵砂専務理事が報告

10 月19 日に東海・北陸地区リウマチの治療とケア研修会を金沢市で，11 月3 日に沖縄・九州地区リウマチの治療とケア研修
会を大分市で，11 月9 日に近畿地区リウマチ教育研修会を京都市でそれぞれ開催し，合計 223 名が参加した。

2. 委員会の開催について
・11 月9 日（日）リウマチ診療制度検討会　診療報酬について討論。
・12 月9 日 ( 火 )　平成 27 年度リウマチの治療とケア研修会世話人打合会

地区毎の世話人は次のとおり。
北海道・東北地区 : 中通総合病院整形外科 宮本 誠也
関東・甲信越地区 : 群馬大学医学部附属病院整形外科 高岸　憲二
東海・北陸地区 : 浜松医科大学医学部附属病院免疫・リウマチ内科 小川 法良
近畿地区 : 奈良県立医科大学附属病院整形外科 田中 康仁
中国・四国地区 : 広島大学病院リウマチ・膠原病科 杉山 英二
九州・沖縄地区 : 佐賀大学医学部附属病院リハビリテーション科 浅見 豊子

3. 第 5 期リウマチケア看護師の登録申請状況について
今回の申請者は 69 名であり，これは経過措置期間終了の影響と考えられる。

4. 第 29 回日本医学会総会 2015 関連市民向けイベントについて
平成 27 年 4 月5 日開催に向け準備を進める。

《審議事項》
1. 平成 27 年度海外派遣研修医の推薦方依頼について

今後の募集要項について意見を交わした。
2. 平成 26 年度海外派遣研修医の留学先変更について

留学先が変更となった者について狩野委員（登録医学術研究助成委員会委員長）から説明。問題なしと了承。
3. 教育研修委員会委員の委嘱について

中国・四国地区の槇野委員が多忙のため辞退し，後任に岡山大学大学院医歯薬学総合研究科の准教授西田圭一郎先生を委嘱。
教育研修委員会山本委員長も了承。

4.リウマチのケア研究委員会委員の退任ついて
体調不良等のため 3 名の委員辞退の申し出があり。後任の委員推薦をお願いする。各委員会には女性委員が少ないので登用を

図るべき等意見があった。
人選は企画運営委員会で検討をする。

その他
※リウマチ教育研修会の参加人員が少ない。さらに質の高い知識や技術を望む看護師，薬剤師には参加を認めてもいいのではないかと
の意見があった。

平成 26年 12月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 26 年 12 月9 日（火）18：00 ～
《報告事項》
1. 研修会の開催について　濵砂専務理事が報告

11 月22 日に関東・甲信越地区リウマチの治療とケア研修会を東京都千代田区で，11 月23 日に関東・甲信越地区リウマチ教
育研修会を新潟市で，11 月24 日に中国・四国地区リウマチ教育研修会を徳島市で，12 月 7 日に東海・北陸地区リウマチ教育研
修会を名古屋市で開催し，合計 273 名が参加した。

※ 本年度研修会は終了。
2. 委員会の開催について

・ 1 月29 日　平成 27 年度リウマチ教育研修会世話人打合会
地区毎の世話人は次のとおり。

北海道・東北地区：東北大学血液免疫病学　張替秀郎
関東・甲信越地区：群馬大学整形外科　高岸憲二
東海・北陸地区：国立病院機構あわら病院　津谷寛
近畿地区：近畿大学医学部奈良病院整形外科・リウマチ科　宗圓聰
中国・四国地区：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
九州・沖縄地区：佐世保中病院　植木幸孝

3.12月1日　内閣府公益認定等委員会立ち入り検査　報告
・平成 23 ～ 25 年度を調査し，調査結果は適正に事業が行われていると評価があった。
4.「塩川美奈子・膠原病研究奨励賞」の応募について。

・14 名の応募があった。
5. 第 29 回日本医学会総会 2015 関西について

・会場の広さから，300 名位の参加者を見込んでいる。
・広報媒体は，財団ニュース，財団ホームページ等，関係機関に協力依頼。
・参加申し込みはハガキ，ファックス，電話，e-mail で受付け。

《審議事項》
1. 平成 27 年度リウマチ財団リウマチ福祉賞について

・リウマチ福祉賞の募集について，手続き開始。
2.リウマチ性疾患調査・研究助成の応募要項について説明。
3.その他

・財団ホームページは英語版を作ったらどうか。

平成 27年１月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 27 年 1 月6 日（火）18：00 ～
《報告事項》
３. 平成 27 年 4月5日（日) 第 29 回日本医学会総会 2015 関西について

・広報用のポスター等の原案を了解した。
《審議事項》
１. 平成 27 年度柏崎リウマチ教育賞授賞者選考について

審議の結果，候補者の中から橋本博史氏（順天堂大学名誉教授）を選考。
２. 第 5期リウマチケア看護師登録申請について

看護師審査部会村澤部会長から報告。平成 26 年度の新規登録申請者は，69 名であり，全員が合格。今夏には，例年通り「リ
ウマチケア専門職制度研修会」を開催。

３. 第 1期リウマチ財団登録薬剤師登録申請について
平成 26 年度の新規登録申請者は 185 名全員が合格。

４. 医療情報委員会委員の委嘱について
筑波大学附属病院薬剤部副部長神林泰行氏の委員就任了承。

５.リウマチ教育研修会・リウマチの治療とケア研修会における受講対象者の整理について
・平成 27 年度は教育研修会にコメディカル職種も参加するようにする。   
６. 平成 27 年度リウマチ月間講演会（6月14日開催）について

2 月の企画運営委員会で講演者等プログラム（案）を議論する。そのため，企画運営委員会委員にアンケートを実施。
◆第 10 回理事会・第 4 回臨時評議員会を3 月24 日（火）に開催
◆第 11 回理事会を6 月2 日（火）に開催
◆第 5 回定時評議員会を6 月23 日（火）に開催

平成 27年 2月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 27年 2月10日（火）18：00～
《報告事項》
研修会の開催結果等について濵砂専務理事が報告。
１. 平成 26 年度研修会開催結果報告について

・2 月7 日の RAトータルマネジメントフォーラムですべての研修会が終了，フォーラム参加者は 600 名を超えた。
２. 医療情報委員会の開催について

・来年度に向けた案件検討，アクセス件数の推移検証。
３. 平成 27 年度リウマチ教育研修会及びリウマチの治療とケア研修会の開催

日程の調整状況報告。
４.その他

・登録医制度運営委員会（松原委員長）が 4 月の日本リウマチ学会開催時に実施希望。
《審議事項》
１. 平成 27 年度日欧リウマチ外科交換派遣医について

派遣要綱など一昨年と同様であるが，すでに受け入れについて欧州からの文書もきている。
また，なるべく早く選考委員会を開催し，派遣者を決定し，8 月下旬には出発出来るようにすることを了承。

２. 平成 27 年度リウマチ月間講演会（6月14日開催）について
テーマは，村澤委員提案の「バイオ時代の患者セルフマネジメント」とし，医師・看護師・薬剤師・患者等で演者を編成し，その他に「病

診連携」を加える案で大筋了承。
３. 第 67 回保健文化賞候補者の推薦について

福島県や岩手県，また東北地方やへき地等でリウマチ医療の確保と向上に著しく貢献をしたリウマチ財団登録医を推薦することで合
意。

６.リウマチ教育研修会受講対象拡大に伴う受講料の設定について
去る1 月29 日の教育研修会世話人打合会で，山本一彦委員長より27 年度より医師以外の参加を拒まない旨説明。

７.日本リウマチ友の会への助成について
平成 26 年度助成金について，100 万円支出を了承。
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聞き手　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

松山赤十字病院リウマチセンター名誉所長
一番町リウマチクリニック顧問 山本 純己 氏

オリジナルの人工膝関節と
RA早期治療の先駆けとして

題字・仲村一郎 編集委員

今回は，松山赤十字病院リウマチセンター名誉所長で，一番町リウマチクリニッ
ク顧問の山本純己氏をお訪ねした。山本氏は，岡山大学医学部を卒業後，整形外科
学教室の児玉俊夫教授のもとで世界初となる全人工膝関節置換術（TKA）の開発 1）

の主要メンバーとして活躍，その後松山赤十字病院に移り日本初となるリウマチセ
ンターを開設した。また，『関節リウマチのトータルマネジメント』の提唱者とし
ても知られるなど，常にわが国のリウマチ治療の最前線にあるリウマトロジストで
ある。そこで今回，本誌編集委員長・後藤	眞	氏とリウマチ臨床の歴史的展開から
今後のあるべき姿までを幅広くお尋ねした。

関節リウマチのトータル
マネジメントに至った道すじ

後藤：山本先生といえば，私は「関節リウマ
チ（RA）のトータルマネジメント」というイメー
ジを強く持っています。そこで，すでに多く
の方がよくご存知とは思いますが，トータル
マネジメントの考え方について簡単にお話し
いただけませんか。
山本：RA の治療は，薬物療法，リハビリ 
テーション，手術療法，ケアの 4 本柱の支
えで成り立っているので，治療と言わずにマ
ネジメントと表現することが多くなっています

（図1）。
では，マネジメントの目標は何かというと，

RA の場合には患者さんの QOL の向上であ
るといえます。RA 患者の QOL は，図 2の
ように身体的要素，精神的要素，社会的要
素のから成り立っているため，これらの 3 要
素を総合的に判断して QOL の向上を目指
す必要があるということになります。そして，
QOL の向上にはこの 4 本柱を十分理解し
た，多職種によるチーム医療が欠かせない
ということです。
後藤：先生がトータルマネジメントの考えに
至った経緯についてお聞かせください。また，
RA 診療に関わるきっかけはどのようなこと
だったのでしょう。
山本：一言でいうと，児玉俊夫先生との出会
いということになります。学生の頃から人格
者である児玉先生を敬慕しておりました。一
人前の医師になるために児玉先生の指導を
受けたいという思いで，整形外科の先生のも
とに弟子入りしました。それが 1964 年です。
後藤：なるほど。
山本：ですから，今も児玉先生の教えを実
践しているだけなのです。
後藤：当時は RA 治療といっても，その手
段はかなり限られていたと思います。まだ

DMARDs もなく，使用できたのはステロイ
ド製剤と NSAIDsと金製剤程度でしょうか。
その時代から，岡山大学ではトータルマネジ
メントに基づく診療を実践されていたという
ことですか。
山本：児玉先生の考え方というのは，RA は

「多面的に診なければならない，そのために
はチーム医療が大切である」ということが基
本でした。ですから，私は当時の先生の教
えを守って今日に至っているというだけです。
後藤：多面的診療とチーム医療という児玉先
生のお考えについて，何かエピソードはあり
ますか。
山本：1970 年に欧州リウマチ視察団として，
日本から約 20 人のリウマチ医を志す医師
がヨーロッパ各国のリウマチ施設 10 ヵ所ほ
どを回りました。その一つで英国では Bath
の Royal National Hospital for Rheumatic 
Diseases（RNHRD）を訪問しました。その
ときに児玉先生が非常に印象的なことをい
われました。それは，RNHRD の玄関にあ
る絵についてです（http://www.rnhrd.nhs.
uk/your-min）。その絵は，RA 患者を内科
の医師と外科の医師が一緒に診察している
絵でした（写真１）。

その絵について先生は，「これが RA 治
療のあるべき姿，診療体制だと思う。RA の
診療というのは，内科と外科のチームで診
なければいけない」とおっしゃったのですが，
それを非常に感銘深く覚えています。それか
ら「多面的なアプローチが必要だ」というこ
とと，さらには「RA の専門病院が要る」と
いうことですね。それを盛んに口にされてい
ました。
後藤：なるほど。当時の岡山大学の内科は
大藤 眞（おおふじ ただし）先生ですか。そ
のころから一緒に診られていたのですか。
山本：はい，一緒に RA を診ていたという 
か，症例検討を中心に定期的に合同カンファ

レンスをしていました。
後藤：私は，大藤先生とは縁あって親しくし
ていましたが，RA にそこまで熱心に取り組
まれていたというのは少し意外です。
山本：そんなことはないですよ。内科では故
江沢英光先生が RA 診療のグループ長でし
たが，当時からすでに，整形外科と内科が
一緒に診療するという考えはよく理解されて
いました。
後藤：なるほど。山本先生はそれを継承・発
展させてこられたということですね。

全人工膝関節置換術（Total knee replacement with the 

Kodama-Yamamoto knee prosthesis）を世界で初めて開発

後藤：一方，児玉先生，山本先生といえば，
全人工膝関節置換術（TKA）の開発ですが，
あれは世界最初ですか。
山本：そうなりますね。
後藤：どのような経緯で，そのような画期的

なことを始められたのですか。
山本：当時は，股，膝関節破壊が進んだ
RA の患者さんの多くは，結局は寝たきりに
なりました。歩けなくなって。それを何とか
歩けるようにしてあげたいということで，手
術法を考えたのです。当時，1960 年代には
現在のような TKA は世界中で全く行われて
いませんでした。
後藤：でも，よく用途に合う材質がありまし
たね。
山本：最初は試行錯誤の連続です。人工膝
関節の発想を最後にひと押ししてくれたのは
1970 年の欧州リウマチ視察団で研修したと
きに，英国 Wrightington Hospital の John 
Charnley 先生の話を聞いたことが一つの
きっかけです。 
後藤：人工股関節置換術で有名な Charnley
先生ですね。
山本：Charnley 先生の人工股関節に関する
考えを聞いたときに，「ああ，この考えを膝

写真1　RNHRD玄関の絵図1　RAのト－タルマネジメントの概念図
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関節にも応用できるな」と思ったのです。そ
して 1970 年，岡山大学で児玉先生が執刀
されたのが，現在の TKA の源流として世界
第 1号でしょうね。その後 4 〜 5 例経験して，
その成績を私が学会発表したのは1972 年で
した。しかし，国内からは批判・反発も多かっ
たのです。
後藤：どうしてですか。
山本：結局は，教科書にも載っていない非
常識な手術法ではないかということだと思い
ます。
後藤：当時はまだ，そのような雰囲気だった
のですね。
山本：世界的に文献にも全く出ていないし，
当初は「そんなものは手術法として成り立つ
わけがない」という受け取り方が多かったの
です。
後藤：それは残念ですね。
山本：そうなのです。けれども，こちらもそ
の批判に明解に反論できるだけの，理論的
裏付けがなかったのは確かです。

そこで私は，児 玉先 生にお願いして，
1974 年 に Royal London Hospital と
Imperial College London に 1 年間留学しま
した。そこでバイオメカニクスという新しい
分野の学問を勉強して，その理論的な裏付
けをもって膝人工関節を改良していったので
す。その結果，何とか学会も認めてくれると
いうことになりました（写真２，３）。
後藤：Charnley 先生は，人工股関節置換
術をそれ以前に施行されていたのですか。
山本：ええ，1960 年前後には施行されてい
ました。
後藤：かなり早かったのですね。しかし，
人工関節というのは人類に最も貢献した医
療法として，20 世紀のエポックの１つだと
いうことになっていますね。その意味で，
Charnley 先生と山本先生の研究と開発は股
関節と膝関節という違いはありますが，大き
な功績といってよいのではないでしょうか。
山本：いえいえ，とてもとても。私は児玉先
生の指導と後押しがあって初めてこの仕事
ができたのですが，人工関節の開発という
のかデザインというのは，ただ形を考えれば
よいというものではないのですね。
後藤：ええ，機能のことでしょうか。
山本：はい，材質とか材料の組み合わせとか，
摩耗の問題もあります。一方では，人間の
膝が持っている機能とか，解剖学的・生理
学的な特徴などを全部ミックスして，そして
初めて人工関節ができるのです。だから私
が昔からいっているのは，「人工関節は総合
芸術である」と（図 3）。
後藤：そうですね，確かに。
山本：また，手術手技を完成させ，手術適
応までを系統的に考えないと，人工関節手
術は成り立たないといってきました。苦労し
ましたが，おかげで現在は世界で最も普及
した整形外科手術の一つになったわけです。
後藤：すごいですね。この成果は英文にされ
ているのですか。
山本：はい，出しています。整形外科領域
では世界で最も知られている，学会誌 The 
Journal of Bone and Joint Surgery（JBJS）
をはじめとし成績，手術手技などを論文発
表しています 2, 3, 4）。

後藤：すごいですね。しかし，日本であまり
知られていないですね。私があまり知らな
かっただけかしら。
山本：わが国には明治以来の，医学は欧米
から輸入という風潮が残っていたのかも知れ
ません。
後藤：なるほどそうですか。それは先生，随
分苦労されたわけですね。

わが国のメトトレキサート
（MTX）使用の先駆けとして

後藤：私は，先生が RAの取り組みを始めら
れたころから少し経た，1973 年に医学部を
卒業したのですが，1973 年当時でも薬剤の
選択肢は少なかったので，手術療法が多かっ
たと思います。やはり整形外科医というのは，
手術が主たる治療で，薬物療法はある意味
では二の次みたいなところがありました。

そのような中で，メトトレキサート（MTX）
を先生が日本では最初期のころから使われ
たという経緯についてお聞かせください。
山本：それは，やはり児玉先生の教えだった
ということが大きいでしょう。児玉先生の考
えは，RA は薬物療法がまず中心的な位置
づけだということでした。その治療の中で手
術やリハビリがどのぐらい役立つかという認
識でした。だから（整形外科医なのに）手
術よりも薬物療法を重視していたのです。お
かげで私たちも，当時は「整形“内科”」と
呼ばれたり，「手術もせずに薬だけ出してい
る」と陰口をいわれたぐらいでした。つまり，
私たちは「RA の治療にはまず薬を考えなけ
ればいけない」という発想でした。だから，
MTX 自体も私は特に意識して使い始めたと
いうことはなかったですね。
後藤：MTX について知るようになられたきっ
かけは何ですか。
山本：それは 1989 年のことです。当時，も
う 80 年代の後半には Smyth のピラミダル
プラン（1972 年）（図 4）からの『RA 治療
のパラダイムシフト』が提唱されていました。
後藤：そうですね。
山本：世界的には MTX が注目されていて，
MTX があるからということで，パラダイムシ
フトに言及するようになったのだと思います。
そのような折の 1989 年にウイーンで，早期
RA の国際会議が開かれました。
後藤：早期 RAですか。そんな時代にもう。
山本：ええ，そこに私と当時の慶應義塾大
学の秋月正史先生の 2 人が代表として参加
しました。あの当時は，日本ではまだ早期
RA に対しては金製剤のオーラノフィンが主
流でした。
後藤：ええ，そうですね。
山本：「早期 RA といったらオーラノフィン」
といった認識を持ったまま気楽に行ってみる
と，状況はもう全く違っていました。
後藤：アグレッシブな治療に変わっていたの
ですね。
山本：そうですね。会議では MTX の話ば
かりでした。「MTX をいかに使うか」「RA
のどの時期から使うのか」という。これはカ
ルチャーショックでした。それで，これは勉
強しなければいけないと思って，帰国後に
勉強して，そうするとやはり，MTX なしに

RA の薬物療法は考えられないことがわか
りました，アメリカではもうRA 患者さんの
60％前後に処方されていました。
後藤：それほどでしたか。
山 本：Harvard University の Michael E. 
Weinblatt 先生がその後発表１）しています
が，1990 年には 60％だということでした。
それで，これはうかうかしていられないなと
いうので勉強して，そして使い始めてみると，
それはもう従来の RA 治療薬とは全く違って
いました。
後藤：その当時はどのようにして使ったので
すか。RA 治療には，MTX は適応外だっ
たのではないですか。
山本：MTX は日本では他の薬効で薬剤とし
て承認されていましたから。ただし，RA は
保険適応外ということですね。
後藤：でも，安い薬だったから（良かった）。
山本：ただ，保険請求ができないような薬
を使うとなると，またいろいろな問題があり
ますよね。けれども，それはまた別の話で，
MTX が RA の患者さんに良いとわかれば，
やはり使わなければいけない，という意識で
したね。
後藤：しかし，副作用はいかがでしたか。
山本：従来の DMARDs とあまり変わらない
という印象でした。ですから，今までどおり
副作用にもきちんと対応できるような体制を
とったうえで使いました。
後藤：投与量は何 mg ぐらいでしたか。
山本：当時はそんなに高用量は使っていませ
んが，それでも 8 〜 10mg は使いました。
ただ，大切だと思っていたことですが，私
たちはただ使うだけではなく，客観的に
判断していただくため，その臨床成績を逐
一論文にして発表してきました。英文では
1996 年 に 英 国 の Journal of Orthopedic 
Rheumatology6）に出しました。ただ，この
雑誌は現在では廃刊になっています。

後藤：そうですね。今はないですね。
山本：その論文は，田窪伸夫先生の仕事を
まとめたものですが，RA 発症 1 年以内の
DMARDs 未治療の早期 RA の患者さんを，
MTX を使うグループとオーラノフィンを使う
グループに分けて，約２年にわたり追跡しま
した。

そのときの関節破壊の進行を Sharp スコ
アで評価しました。1990 年代に，です。そ
のころはまだ，レ線判定は Steinblocker 法
や Larsen 法の時期でしたから。
後藤：よくそこに目を付けましたね。
山本：Sharp スコアで評価すると，やはり
MTX がオーラノフィンに比べて関節破壊の
進行を抑えているということも判明しました。
当時は早期 RA はオーラノフィンなどでゆっ
くり治療するという考えが一般的だったの
ですが，われわれは RA は早期に診断し
て，早期から強力にたたくのが重要だと考
え，早期から MTX を使ったのです。Sharp
スコアで評価した結果が，例えば治療開始
してから 2 年後の Sharp スコアで，関節破
壊が少なかった症例と，関節破壊が進んだ
症例との相違点は，結局，炎症の強さとそ
の継続・持続時間の積分値の違いだという
ことが山田一人先生の仕事ですがわかりまし
た 7）。
後藤：いわば掛け算ですね。
山本：ですから，強力に RA の全身の炎症
を抑えることと，その継続時間をなるべく短
くすることが RA の関節破壊を阻止するため
に重要であるといえるわけです。
後藤：今，広く選　択されている治療を，も
う全部実行してしまっていたわけですね。
山本：1990 年代にきちんとデータを出して，

「MTX が RA の DMARDs として良い」と
いうことを確認したわけです。ですから，根
拠もなくMTX が良いといったのではないの
ですね。私は，MTX を早く導入して，きち

写真 2，3

1974 年ロンドン Insutitute of Mechanical 
Engineering で Kodama-Yamamoto Knee を発
表する山本先生（右），児玉先生（中央）

手術中の Sir. Mr. J Charnley
1974 年 Wrightington 病院にて

図２　関節リウマチのマネジメントとQOLの概念図
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1972 年に Smyth が発表したピラミダルプランが，しばらくRAの治療計画の
立て方の基本のように考えられていました。
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んと理論的にも説明したから，今でもあの
一連の仕事は良かったと思っています。（以
下次号）
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H27.3 〜H27.7）］

		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。

Announcementは，平成27年3月号までの掲載となります。5月より財団ホームページをご覧くださいますようお願い申し上げます。

この研修会は医師のみを対象に
開かれています。

3/24（火）19:00　1単位	 福島
会津医学会学術講演会
アステラス製薬㈱
松井	和哉
Tel.024-528-9305

3/19（木）19:30　1単位	 福島
会津医学会学術講演会
アッヴィ合同会社
清田	博光
Tel.080-2008-9888

3/19（木）19:00　1単位	 秋田
出羽リウマチセミナー
アステラス製薬㈱
記田	大樹
Tel.018-825-5177

3/29（日）10:00	12:30	14:40	2・3単位	 岩手
第16回	東北リウマチ医の会
参天製薬㈱
岡田	直美
Tel.06-4802-9370

4/3（金）19:30　1単位	 北海道
第5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

3/28（土）17:30　1単位	 北海道
第14回	旭川関節疾患カンファランス
旭化成ファーマ㈱
田尻	健太
Tel.0166-24-2805

北海道・東北

3/17（火）20:05　1単位	 東京
第6回	さくら関節RAセミナー
田辺三菱製薬㈱
保坂	敦
Tel.03-5372-6290

5/9（土）18:00　1単位	 埼玉
第8回	埼玉Biologics研究会
田辺三菱製薬㈱
脇本	文子
Tel.048-645-2937

3/19（木）20:00　1単位	 埼玉
第9回	毛呂山リウマチセミナー
田辺三菱製薬㈱
工藤	健太郎
Tel.049-241-3711

4/11（土）17:30　2単位	 群馬
第12回	群馬県リウマチ登録医・実地
医家の会
エーザイ㈱
古川	智則　Tel.027-323-6767

4/2（木）19:15　1単位	 群馬
第8回	群馬線維筋痛症を語る会
日本臓器製薬㈱
橋本	隆広
Tel.027-324-0441

関東・甲信越

3/28（土）17:15　1単位	 福島
福島県リウマチケアセミナー
ファイザー㈱
片山	哲也
Tel.080-3584-8403

3/28（土）15:10　2単位	 東京
第5回	リウマチ治療戦略シンポジウム
アステラス製薬㈱
原	孝純
Tel.03-3244-3300

4/10（金）～4/11（土）10日	11:50	11日	12:10	
	 各1単位	 石川
第124回	中部日本整形外科災害外科学会	ランチョンセミナー
金沢大学大学院機能再建学
高木	知治　Tel.076-265-2374

東海・北陸

4/4（土）16:00　2単位	 長野
第5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

4/8（水）19:30　1単位	 神奈川
川崎北部リウマチセミナー
小野薬品工業㈱
五十嵐	浩紀
Tel.045-472-9611

3/19（木）19:30　1単位	 神奈川
第16回	神奈川県シェーグレン症候群研究会
日本化薬㈱
野村	佑輔
Tel.045-472-0415

5/12（火）19:30　1単位	 東京
第39回	ひがし東京リウマチ研究会
エーザイ㈱
清水	義晴
Tel.03-5325-0167

3/26（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㈱
斉藤	圭一
Tel.052-211-3401

3/21（土）18:00　1単位	 愛知
第3回	三河骨粗鬆症研究会
中外製薬㈱
山本	完治
Tel.0564-24-3191

4/11（土）18:15　2単位	 静岡
静岡リウマチネットワーク学術講演会
トファシチニブ適正使用講演会
ファイザー㈱
久松	圭　Tel.052-231-8611

3/29（日）11:00　1単位	 福井
第12回	福井RAフォーラム
福井総合病院
尾島	朋宏
Tel.0776-59-1300

3/24（火）19:30　1単位	 福井
第13回	嶺南リウマチ研究会
国立病院機構	福井病院
川原	英夫
Tel.0770-25-1600

7/26（日）11:30　1単位	 石川
第44回	北陸リウマチ・関節研究会
金沢大学	整形外科
加畑	多文
Tel.076-265-2374

5/14（木）19:00　1単位	 三重
第1回	三重リウマチ臨床セミナー
参天製薬㈱
中畑	忠士
Tel.0120-310-106

近　畿

4/4（土）17:30　1単位	 愛知
第64回	東海関節外科研究会
大日本住友製薬㈱
本吉	伊作
Tel.059-227-3271

4/4（土）18:30　1単位	 大阪
第15回	リウマチ病診連携の会
ブリストル・マイヤーズ㈱
西脇	文明
Tel.06-6391-9361

4/4（土）18:00　1単位	 大阪
第23回	近畿小児リウマチ・膠原病研究会
中外製薬㈱
村上	陽一
Tel.06-6350-6360

4/3（金）20:00　1単位	 大阪
第6回	早期RA治療の会
近畿大学医学部堺病院
菊池	啓
Tel.072-299-1120

3/28（土）17:30　1単位	 大阪
第9回	城北整形外科フォーラム学術講演会
成宏会	伊藤外科整形外科
伊藤	智康
Tel.06-6953-0071

3/28（土）16:00　2単位	 大阪
第14回	大阪京阪生物学的製剤を学ぶ会
ヤンセンファーマ㈱
白井	孝幸
Tel.080-2098-6011

4/4（土）19:10　1単位	 島根
島根県リウマチセミナー
中外製薬㈱
佐藤	康仁
Tel.0859-34-3521

中国・四国

5/30（土）18:00　1単位	 奈良
第10回	NARA	meeting
中外製薬㈱
山下	貴史
Tel.080-1327-7979

5/21（木）～05/24（土）12:00	1単位	 兵庫
第88回	日本整形外科学会学術総会
ランチョンセミナー
大阪大学大学院医学系研究科
中	紀文	Tel.06-6879-3552

5/21（木）～05/24（土）21日9:45	22日9:35	23日
9:15	24日14:30各	1単位1日最大2単位まで	 兵庫
第88回	日本整形外科学会学術総会
大阪大学大学院医学系研究科
中	紀文　Tel.06-6879-3552

5/16（土）17:40　2単位	 大阪
第12回	阪神RA研究会
田辺三菱製薬㈱
松崎	浩介
Tel.0798-22-3241

4/18（土）17:30　1単位	 大阪
大阪臨床整形外科医会（第273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

3/19（木）19:00　1単位	 山口
周南整形外科医会（第12回学術講演会）
田辺三菱製薬㈱
須藤	悠太
Tel.083-972-5311

4/25（土）19:10　1単位	 広島
第157回	備後整形外科医会
寺岡記念病院	整形外科
小坂	義樹
Tel.0847-52-3140

4/18（土）19:00　1単位	 岡山
第325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

九州・沖縄

3/21（土）16:00　2単位	 愛媛
リウマチ臨床セミナー2015
田辺三菱製薬㈱
椋野	雅彦
Tel.0899-21-1414

3/26（木）19:30　1単位	 山口
第17回	山口臨床リウマチ研究会
ファイザー㈱
鳥居	謙吾
Tel.082-502-7311

3/26（木）19:00　1単位	 山口
第23回	山口県東部地区リウマチ勉強会
参天製薬㈱
花内	順邦
Tel.0120-310-106

4/16（木）19:45　1単位	 長崎
長崎リウマチネットワーク研究会
ファイザー㈱
落合	尊則
Tel.080-3584-8824

5/29（金）20:00　1単位	 福岡
第104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

5/16（土）19:00　1単位	 福岡
第19回	五月セミナー学術講演会
福岡大学医学部整形外科学教室
金澤	和貴
Tel.092-801-1011（内線3467）

3/24（火）19:30　1単位	 福岡
第22回	筑豊膠原病研究会
参天製薬㈱
平田	真生
Tel.0120-310-106

4/4（土）16:10　2単位	 沖縄
第3回	琉球整形外科フォーラム
中外製薬㈱
東浦	由佳
Tel.080-2130-6807

4/3（金）19:30　1単位	 熊本
第7回	熊本市東部地区地域連携関節リ
ウマチ談話会
中外製薬㈱
吉川	徹　Tel.096-359-6311

※ 詳細等はホームページでご確認ください。

平成 27 年度 リウマチ教育研修会およびリウマチの治療とケア研修会 開催予定

リウマチ教育研修会
地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道 ･
東北

10/12
（月・祝）

仙台市情報・
産業プラザ

東北大学病院／血液・免疫科
教授 張替 秀郎 先生

関東・
甲信越

9/6
（日） 未定 群馬大学大学院医学系研究科

大学院教授 高岸 憲二 先生
 東海・
北陸

11/1
（日） 未定 国立病院機構あわら病院

院長 津谷 寛 先生

近　畿 平成 28 年
2/14（日） なら 100 年会館

近畿大学医学部奈良病院
整形外科・リウマチ科
教授 宗圓 聰 先生

中国・
四国

8/23
（日） 未定

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
機能制御学講座人体構成学分野
准教授 西田 圭一郎 先生

九州・
沖縄

平成 28 年
2/7（日） アルカス SASEBO

佐世保中央病院
臨床研修・研究統括部長
植木 幸孝 先生

リウマチの治療とケア研修会
地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道 ･
東北

10/10
（土） フォーラムアキタ 中通総合病院 整形外科

宮本 誠也 先生
関東・
甲信越

11/15
（日）

ステーション
コンファレンス東京

群馬大学医学部附属病院 整形外科
高岸 憲二 先生

 東海・
北陸

10/18
（日） 未定

浜松医科大学医学部附属病院
免疫・リウマチ科
小川 法良 先生

近　畿 10/25
（日） 奈良県新公会堂 奈良県立医科大学附属病院 整形外科

田中 康仁 先生

中国・
四国

9/27
（日）

広島市文化
交流会館

広島大学病院
リウマチ・膠原病科
杉山 英二 先生

九州・
沖縄

9/13
（日） 佐賀市文化会館

佐賀大学医学部附属病院
リハビリテーション科
浅見 豊子 先生

平成 26 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・研究助成者決まる

三浦記念リウマチ学術研究賞授賞者
38 名の応募者の中から7 名（三浦記念リウマチ学術研究賞授賞者 1 名）が選ばれました。
助成金は各 100 万円。
本賞は平成 27 年 6 月14 日（日）の「リウマチ月間・リウマチ講演会」の席において授賞式を執
り行います。

助成者 所 属 研究題目

一瀬　邦弘
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） 助教

ANCA 関 連 血 管 炎 に お け る
microbiome 研究

小松　紀子
東京大学大学院医学系研究科
免疫学
特任助教

自己免疫性関節炎における滑膜線維
芽細胞と免疫細胞の相互作用の病理
的意義

近藤　直樹
新潟大学大学院医歯学総合研
究科 機能再建医学講座整形外
科学分野 助教

骨関節疾患における活性酸素制御に
おけるユビキチン特異的プロテアー
ゼ 10 の機能

  田中　繁
千葉大学医学部附属病院
医員

Sox5 による強皮症線維化病態形成
機構の解明

  坪井　洋人
筑波大学医学医療系内科
講師

新規疾患「IgG4 関連疾患」における
CCL18-CCR8 シグナルと疾患特異
的治療標的分子の探索

  丸山　健太
大阪大学
免疫学フロンティア研究セン
ター自然免疫学 助教

神経関節クロストークによる関節炎
病態の解明を目指した遺伝学的基盤
の構築

助成者 所 属 研究題目

岡田 随象

東京医科歯科大学
大学院医歯学総合研究科
疾患多様性遺伝学分野
テニュアトラック講師

HLA imputation 法を用いた関節リ
ウマチの病態解明およびバイオマー
カー探索

リウマチ性疾患調査 ･ 研究助成者（50 音順）
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ご寄付いただいた方 〜平成 26 年 12 月〜

間瀬 俊道 様 宮本 勝昌 様 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。

【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 Immuno-Rheumatology Center 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
  村島温子 国立成育医療研究センター　周産期・母性診療センター主任副センター長

私はモラトリアム世代であり，フェミ

ニズム思想にも程遠く，ちょっと上の世

代の先輩たちの後ろにくっついてここま

で来たと思っている。それが，先輩たち

が引退しはじめて，自分が現役の長老格

となってきたようで，リウマチ学会の女

性医師支援委員会や内科学会の男女共同

参画の仕事が回ってきた。でも，これま

で深く考えないで人生を送ってきたせい

か，中々いいアイデアがない。挙句の果

てに「人生いろいろ」，著作権は作詞家に

あるのか元首相にあるのか，そんなこと

はいいとして，このことばの持つ意味の

大きさに引っかかってしまった。

女性医師に実力を発揮して活躍しても

らうためにはどうしたらよいか。でも「女

性医師もいろいろ」であって，そんな簡

単なものではない。若くて自分の力に自

信がある女性にとっては「余計なお世話」

だろうし，QOL を優先して働きたい女性

にとっては「うざい！」となりかねない。

ベテラン女性医師同士であっても，これ

までの職場環境や家庭環境が違えば「考

えいろいろ」である。

「金魚鉢理論」，友人から聞いてまさに

「目からうろこ」だった理論。ウェブ検索

では出てこなかったので，この名前は怪

しいが，これは「多数の黒い金魚が泳い

でいる金魚鉢に一匹の赤い金魚が入れら

れた。その赤い金魚は周りをみて自分も

黒い金魚だと思い込んだ。そこへさらに

一匹の赤い金魚が入ってきた。すると，

先に入った金魚は後から入ってきた金魚

を黒くない金魚，すなわちよそ者として

攻撃する。」ということのようだ。男性の

社会に少人数で女性が入っていると，そ

の女性たちはいつの間にか男性的思考，

男性的行動をとってしまいがちになる，

ということの例えととれる。多様性のあ

る女性医師に活躍してもらうためには，

我々ベテラン女性医師の意識改革が優先

されるのかもしれない。

女性医師がここまで増えてきた現状に

あっては，社会も職場も家庭も「いろいろ」

な視点を大事にしたものに変わっていか

なくてはいけないと思う。自分は後から

入ってきた赤い金魚たちの声に耳を傾け

ることから始めたほうが良さそうだ。

（村島温子）

国立成育医療研究センター

周産期・母性診療センター

主任副センター長

平成 27 年度　リウマチ月間リウマチ講演会　開催予定
開催日時 ：平成 27 年 6 月14 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〕
リウマチ財団登録医，リウマチケア看護師，リウマチ財団登録薬剤師単位取得予定。

財団ホームページ　リウマチ情報センター

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

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。

注） 1. 教育研修会とは，財団が主催する教育研修会，又は認定する教育研修講演をいう。
 2. 研修単位は財団証明書によるもの。
 3. 研修会出席回数は，同一学術集会において複数の研修講演に出席しても 1 回である。
 4. 単位証明書及び研修会出席の有効期間は，過去 5 年以内。

・登録の有効期間は 5 年です。
・更新の要件は以下のように分かれます。

更新料　 2 万円
但し，日本リウマチ学会リウマチ専門医及び
日本整形外科学会認定リウマチ医は１万円

登録医資格再審査（更新）特例
要　件

次の者は更新資格要件不要。
1．65 歳以上の者で 10 年以上継続して登録医
2．15 年以上継続して登録医
3．日本リウマチ学会リウマチ専門医
4．日本整形外科学会認定リウマチ医

手続き
登録資格更新申請書

登録医資格の再審査（更新）
要　件

引続きリウマチ性疾患の診療に従事してい
るリウマチ財団登録医であって，診療患者
名簿 20 名以上を有し，下記のいずれかを満
たす者。
1． 教育研修会，e ラーニングで 20 単位以上
2． 教育研修会に 5 回以上出席し，e ラーニン

グを含む教育研修単位 10 単位以上
手続き

１．登録資格更新申請書
２．要件を満たすことを証する書類

登録医資格再審査・更新手続（リウマチ財団登録医規則による）

規則及び申請方法につきましてはホームページをご覧ください。

資格再審査（更新）
下記年度にリウマチ財団登録医になられた方は平成 27 年度資格更新者に該当いた

しますのでご留意ください。

昭和 61 年度，平成元年度，平成 4 年度，平成 7 年度，平成 10 年度，
平成 13 年度，平成 16 年度，平成 19 年度，平成 22 年度

申請受付期間 平成 27 年3月1日～ 5 月31日

平成 27 年度 リウマチ財団新規登録医募集

資　格
≪要件≫
１．3 年以上リウマチ性疾患の診療に従事している医師
２．過去 5 年間において

（１）リウマチ性疾患診療患者名簿 …………………30 名以上
（２）リウマチ性疾患診療記録（上記名簿のうち）…20 名
（３）財団主催・認定の教育研修会，eラーニング修得による教育研修単位 20 単位以上

審査料 （申請時） ………… 1 万円
登録料 （審査に合格後） … 2 万円
登録有効期間  …………… 5 年間

規則及び申請書類一式はホームページよりダウンロードできます。

申請受付期間 平成 27 年 3 月 1 日～ 5 月 31 日

リウマチ財団登録医を募集しています。

第 29 回日本医学会総会 2015 関西
疾患啓発イベント〜分かちあう気持ち，支えあう笑顔〜

「リウマチ・ロコモ予防フォーラム」

このたび，日本リウマチ財団は第 29 回日本医学会総会 2015 関西が京都で開催されるに
先立ち，4月5日（日）に，神戸国際会議場国際会議室にて～分かち合う気持ち，支えあう笑
顔～リウマチ・ロコモ予防フォーラムと銘打って疾患啓発イベント( 市民公開講座 )を開催するこ
ととなりました。

ポスターをお送りいたしましたので，ご周知いただければ幸いに存じます。

日　 程： 平成 27 年 4月5日（日）13：00 ～ 15：00
場　所 ： 神戸国際会議場　3 階　国際会議室
主　催 ： 公益財団法人日本リウマチ財団
共　催 ：  第 29 回日本医学会総会 2015 関西
  エーザイ株式会社，小野薬品工業株式会社，参天製薬株式会社，田辺三菱製薬株

式会社，中外製薬株式会社，日本化薬株式会社，ブリストル・マイヤーズ株式会社
後　援：  公益社団法人日本医師会，一般社団法人日本リウマチ学会，公益社団法人日本整

形外科学会，一般社団法人日本臨床リウマチ学会，公益社団法人日本看護協会，
公益社団法人日本薬剤師会，一般社団法人日本病院薬剤師会，公益社団法人日本
リウマチ友の会

基調講演「労働寿命とロコモ予防」
演者：坂口　　力 氏 元厚生労働大臣 国際医療福祉大学 特任教授
座長：越智　隆弘 氏 大阪警察病院 院長 日本リウマチ財団 常務理事

パネルディスカッション「ロコモ予防で，活き活き自分らしく」
コーディネーター／岡部 まり氏（エッセイスト）
演者： 茅原　聖治 氏 南海福祉専門学校 非常勤講師
 松原　 司 氏 松原メイフラワー病院 院長　日本リウマチ財団 理事
 洪　　愛子 氏 日本看護協会 常任理事
 神林　泰行 氏 筑波大学附属病院薬剤部 副部長

平成 27 年度リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続


