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132 号の主な内容
●	 レポート	新潟県立リウマチセン
ター	移転後 9 年目の今（後編）

●	 いまさら聞けない慢性運動器疼痛	
第 7 回	腰痛・背部痛の原因と
鑑別疾患

●	 福岡・近藤クリニックの歩み
から，リウマチ専門クリニッ
クの継続性を考える

（次ページに続きます）

（4 ページに続きます）

話し手：村澤	章	氏／新潟県立リウマチセンター	名誉院長
聞き手：後藤	眞	編集委員長／練馬光が丘病院	リウマチ内科

8年前に取材した新潟県立リウマチセンターは，当時最先端の設備を備え，開業し
たばかりであった。その後，生物学的製剤（Bio）の登場や国策としての地域包括ケ
アなど，同センターもリウマチ医療の転換期を経験したが，村澤氏を先頭に時代を先
読みしたアイデアを取り入れて乗り越えて来たことは，前編のとおりだ。
後編では，村澤氏の育ててきたスタッフ，8年間フル活用されてきた病院設備につ

いてお訊きし，この“新潟モデル”が他の地域でも応用可能かどうかを検証する。

後藤：いやいや，急に黒子になる必要はな
いですよ。先生は今，どういう勤務体制に
なっているのですか？
村澤：私は今“エルダー医”なんです。エ
ルダーは老人，オールド，シニアなどとい
う意味です。
後藤：エルダー医なんて呼称を使うのです
か？
村澤：わざわざ新潟県の条例として作った
のですよ。理由は簡単です。医師不足といっ
ても，定年を迎えて辞めていく医師はたく
さんいます。総合病院の院長など管理職で
あっても同様に。このエルダー医というの
は，リタイアしたが管理職であった医師に
それなりの条件を与えて現場に残ってもら
い，医師不足を解消するというシステムな

のです。1 年契約で院
長が任命します。
後藤：このエルダー医
制度は全国に広められ
ますか？
村澤：モデルはあって
も，地域に合わせて制
度化するのが難しいで
しょう。それから，医
局をまとめるには誰か
核になる人が１人必要
です。誰かが飲みニケー
ションでも何でもいい
のですが，核になって周
囲を巻き込んでいかないと駄目なのですよ。

整形外科医と
内科医のタッグ体制

後藤：現在センターで診療を担当されてい
る先生方をご紹介ください。
村澤：2013 年からは，中園清先生が院長
を務めています。中園先生は新潟大学の整
形外科から瀬波病院に赴任して来た医師の
１人で，2006 年にこの新潟県立リウマチ
センターを設立する際には副院長を務めま
した。現在，彼を中心にセンター全体でリ

村澤名誉院長，
“エルダー医” になる

後藤：だいぶ話が進みましたね。先生とし
ては，今の状況に満足ですか？
村澤：いいえ。今できていることは継続し
ていきますが，リウマチ医療はどんどん変
わります。これまでの流れからいって，リ
ウマチの世界は 10 年経てばひっくり返っ
ています。いつまでも Bio の勢いが続くわ
けではないのです。私はいくつかの転換期
を経験し，自分自身も先を読んで行動して
きたと思っています。今度は黒子となって，
後輩たちがリウマチ医療の流れを先取りで
きるようにサポートしてあげることが大事
です。

手前の左より後藤編集委員長，中園清院長，村澤章名誉院長。奥の左より
根本哲也リウマチ科医長，小林大介リウマチ科医長，阿部麻美診療部長，
伊藤聡副院長，石川肇副院長。

腰の疾患は痛みやしびれの原因が多岐にわたり，また悪性腫瘍
や感染，麻痺など緊急的な治療が必要な疾患から非特異的腰痛と
呼ばれる中枢機能の問題まで様々である。もっとも重要な事は脊
髄や神経根，馬尾がどのレベルで障害されているかどうかを診察

所見から類推し，画像所見と照らし合わせることである。
特に高齢者の場合は，症状と画像所見が一致しないことが多

く，神経所見を正確に取ることが重要である。そのためにはデル
マトーム（図 1）を知っておくことが重要である。

腰痛の原因

腰痛は，有訴率 1 位の頻度の高い痛みで
ある。そのうち，原因の特定できない腰痛
は 85％みられる。（図 2）

非特異的腰痛，特異的腰痛の鑑別として
内臓疾患，婦人科疾患，悪性腫瘍，皮膚
疾患，圧迫骨折など，必ずしも整形外科疾
患でないこともある。非特異的腰痛の多くは
椎間板，椎間関節，腰背部の筋など，腰椎
やその周囲組織に痛みの原因がある可能性

が高く，特異的な理学所見や画像所見に乏
しい 1）。

腰痛の原因の中でも「骨折 ・感染 ・腫
瘍 ・神経脱落所見 （運動麻痺・感覚障害・
膀胱直腸障害）」は重篤な疾患であること
が多いため，注意が必要である。チェッ
クすべきレッドフラッグ（赤信号）として
ヨーロッパ腰痛ガイドライン（http://www.
backpaineurope.org/index.html　2015 年
9 月確認）では，以下に注意すべきとしてい
る。
・年齢：20 歳以下または 55 歳以上 

・高エネルギー外傷（高齢者は軽い外傷も）
・徐々に痛みが出現し強くなっている
・4 〜 6 週以上続く痛み 
・安静時にも痛い（夜間痛など） 
・寝る・起きるの動作で激痛 
・胸部痛 
・がん，糖尿病，HIV 等感染症の既往 
・ステロイド治療，免疫抑制剤等の有無 
・発熱 
・栄養不良 
・原因不明の体重減少 
・構築性の脊柱変形 
・広範に及ぶ神経症状（排尿・排便，四肢

の動き・症状等） 
レッドフラッグサインを除いた場合，重篤

な疾患が潜んでいる確率は 0.04％とされて
いる。

腰痛診断の際の心構え

腰痛は比較的誤診が発生しやすい疾患と
知られており，常に表の様な思考が働くこと
に注意が必要である。

三木 健司 氏
大阪大学大学院医学系研究科疼痛医学 准教授

早石病院 疼痛医療センター センター長 

中園院長を中心にセンターを挙げて技術向上を目
指すフットケア。
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ウマチ患者さんの足のケアに取り組み，そ
の体制づくりが進んでいます。
村澤：もうひとり整形外科医で，センター
の看板ともなっているのが，“手の外科”の
石川肇副院長です。彼のもと，世界的にも
その診療内容は充実してきました（図 1）。
研修や研究の観点からいっても，資料は
揃っていますし，日本で一番のリウマチの
手の外科だと思います。

私はセンター規模のリウマチ医療は，整
形外科医と内科医の連携によるものが望ま
しいと考えています。その内科のトップは，
伊藤聡副院長です。瀬波病院で 2 年間一緒
に働いたことのある彼は，国内外の施設で
腕を磨いたのちに，志願して当センターに

赴任してきました。Bio の成績の向上に取
り組みつつも，整形外科医と内科医を両輪
のように機能させるというセンターの方針
を理解し，Bio の効果のみを過信すること
のない内科医です。患者さんの安全・安心
を目指した Bio 適正使用のマニュアルづく
りを完成させ，実地医への啓発活動も進め
ています。（図 2）
後藤：整形外科医と内科医が 1 人の患者を
2 人で診察することもあるそうですね。
村澤：必要があれば行います。当センター
の運用で，整形外科医と内科医の連携を象
徴しているのが外来です。あいだにナース
のデスクを挟んで，“振り分け型”のよう
になっていますが，一体化された外来です。
整形外科医と内科医が同じ部屋で仕事をす
るなんて，かつては考えられなかったこと
です。

研究と研修が
センターを継続稼働させる

後藤：新潟県立リウマチセンターの３本柱
は診察，研究，研修だとうかがいました。
診察においては整形外科医と内科医の連携
が一番の特色だと感じましたが，研究・研
修についてはどうでしょうか。全国のリウ
マチセンターから医師が視察に来ると思い
ますが，貴センターならではのアピールポ
イントはどこになりますか？
村澤：研究部門ですが，医局は毎年，日本
リウマチ学会（JCR），欧州リウマチ学会

（EULAR），米国リウマチ学会（ACR）を
中心に，その他，国内の学会や研究会への
参加・発表を義務としています。また，依
頼講演なども積極的に引き受けています。
後藤：研修についてはいかがですか？
村澤：医師研修に関しては，この春までの
８年間に内科系リウマチ医，整形外科系リ
ウマチ医の約 33 名が全国公募によって集
いました。彼らは，約 1 年間の研修期間を
経て全国に広がっていきました。病院併設
の新たなアレルギー膠原病センターの立ち
上げに参加したり，既存の外来にリウマチ
外来を新設したり，大学にリウマチ講座を
開講するなどその活動はさまざまですが，
確実に日本のリウマチ医療の担い手となっ
て活躍しています。
後藤：羽ばたいていくのは良いことですが，
また人手が減りますね。
村澤：そうですね。研修医が必ずしも十分
に確保されない年もあり，将来にわたって
余裕のある研修制度を維持できるかが問題
になっています。今年の春は 4 名のリウマ
チ研修医が羽ばたき，1 名の外科系リウマ
チ医が赴任しました。3 名の人員減です。
しばらくは残った高齢医師に負担がかかる
のではと懸念されます。

医師の確保という面では，回復期リハビ
リテーション病棟の脳血管担当リハ医の転
出は大きな痛手となり，その後任決定まで
は茨の道が続くものと覚悟しています。

看護師，リハスタッフにも
研究・研修を奨励

村澤：医師だけでなく，看護師やリハビリ
テーションスタッフによる院内研究を，日
本臨床リウマチ学会や日本リウマチ財団の

「リウマチのケア研修会」などに発表して
います。

メディカルスタッフの研修は，看護部門
の独自の院内研修制度があって継続されて
います。またリウマチ財団の「リウマチケ
ア専門職制度」による「登録リウマチケア

看護師認定」が始まり，当センターからは
13 名が合格しました。合格者はリウマチ
病棟や外来の核となって活躍しています。
今年度からは登録薬剤師制度も始まり，期
待が高まります。

研究，研修への努力と情熱は当センター
のスタッフの真髄でもあり，さらなる発展
のため機会，資金，時間などへ最大限の支
援を行いたいと思います。

今後の課題は，
RA治療へのさらなる挑戦

後藤：今後も課題として残った部分はあり
ますか？
村澤：薬剤，とくに経口 JAK 阻害薬の導
入ですね。新規薬剤の治験にも参加してい
きたいと考えています。手術では手指，足
趾手術のさらなる発展と肩，肘，手関節，
足関節人工関節への挑戦です。

また ACR，EULAR のガイドライン，
JCR の 2014 年のガイドライン遵守による
RA 治療を行っていく考えです。「T2T 治
療コンセプト」による，患者さんにも治療
方針決定に参加していただく診療を極め，
対象疾患を SpA（脊椎関節炎）や未だ病
態が解明されていない FM（線維筋痛症）
などへも広げていきたいと考えています。

将来展望

後藤：今後のリウマチ医療において，村澤
先生が行う取り組みを教えてください。
村澤：黒子となった私は今，若手リウマ
チ医師の育成と活躍のための場を整える
ことに専念しています。そのひとつが

“Rheumadvance 研究会”です。将来のリ
ウマチ医療を背負っていく 40 代前後の優
秀な先生方を 10 人ほど集めて実施してい
ます。続けていれば卒業も新たな参加もあ
りますが，半数は内科，半数は外科系の先
生に保たれています。将来は教授やセン
ター長など，トップの立場となって，日本
のリウマチ医療を牽引してもらいたいです
ね。また私は，リウマチ財団によるメディ
カルスタッフのリウマチケア専門職委員会
部会長，JCR 監事として，当センターで
働く RA 医療従事者，さらに全国のリウマ
チ関連機関とのパイプ役になろうとしてい
ます。
後藤：最後に，この“新潟モデル”には汎
用性があると思われますか？
村澤：いいえ。新潟県立リウマチセンター
を作ったけれども，あとに続く施設はあり
ません。RA 医療は単科ではやはり無理だ
と思います。たとえリウマチ専門施設に呼
吸器や循環器の先生を揃えたとしても，「そ
の先生は普段はどうしているの？」となる
でしょう。呼吸器の先生がリウマチも好き
ならいいけれども，そうはいかない。私は
呼吸器センター，循環器センター，リウマ
チ専門病院の 3 つが集まって病病連携を取
ることが，今の時代に即した最も現実的な

“リウマチセンター”なのではないかと思っ
ています。
後藤：そう考えれば，総合病院と同一敷地
内に併設された貴センターは，理にかなっ
ているのではありませんか？
村澤：そうです。移転は県の政策という流
れに乗った面もありますが，内容は Bio の
登場を 1 つの起因としてネットワーク化の
一途をたどっています。ただし，独立性を
保って専門家の立場で医療を行うという

「Niigata Rheumatic Center」への私の思
いは変わりません。私の目の黒いうちは，
リウマチ医療の独立を守りますよ。

（文責編集部）

レポート 新潟県立リウマチセンター 続き

村澤先生の案内で，広く明るいリハビリ訓練室を
見学する後藤編集委員長。

月 1 回，外来ロビーで行っている講演会の様子。
取材当日は伊藤副院長が担当。

整形外科と内科で仕切りのない外来診察室。

図 1　新潟県立リウマチセンター 部位別手術件数（3年毎）
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県立リウマチセンターでは，手指の手術件数が伸長。現在，最も多く実施されている。
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図 2　新潟県立リウマチセンター Bio 症例数推移（製品別）
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また，以下の特異的腰痛の症状の特徴に
ついては精通が必要である。
・腰椎椎間板ヘルニア
・腰椎分離すべり症
・腰椎変性すべり症
・腰部脊柱管狭窄症
・腰椎変性側弯症
・圧迫骨折
・脊椎腫瘍
・悪性腫瘍の脊椎への転移
・脊椎脊髄損傷
・化膿性・結核性脊椎炎

特異的腰痛は見逃さないようにすること
が重要である。しかし，多くの非特異的な
腰痛では原因がはっきりせず，姿勢，肥満，
運動不足，筋力低下，心理的・社会的スト
レスにて発生することもある。

代表的な特異的腰痛

①腰椎椎間板ヘルニア
片側の神経根症状が出現する後側方への

脱出が多く，髄核が椎間孔や，もっと外側
の椎間孔外に脱出して神経根を圧迫するこ
ともある（外側ヘルニア）。椎間板ヘルニアの
変性により，髄核が線維輪を穿破して，お
もに硬膜外腔に膨隆，脱出して生じる。Ｌ
4/ Ｌ 5，Ｌ 5/Ｓ1 に好発し，20 ～ 30 歳代
の男性に多い。 
●症状
・腰痛
・神経根症状：障害神経根の支配領域に一

致した疼痛，しびれ，筋力低下，知覚障害，
腱反射の消失または低下などがみられる。

（デルマトームで確認すること）
・馬尾神経症状（馬尾症候群）：両下肢の

疼痛，知覚障害，運動麻痺の他に，膀胱
直腸障害，会陰部のしびれや感覚障害が
生じる。尿閉などがあれば緊急手術が必
要である。

●徒手検査
・L2/3 または L3/4 ヘルニアでは，大腿神

経伸展テスト（図 3）にて大腿前面に疼痛
を生じる。

・L4/5 または L5/S1 ヘルニアでは，下肢
伸展挙上テスト（図 3）にて坐骨神経に沿っ
た疼痛を生じ，挙上が制限される。

●画像検査
頸椎椎間板ヘルニアと同様で，MRI 検査

では椎間板の変性やヘルニア塊の突出（髄
核の脱出），脊髄や神経根の圧迫が認めら
れる。（図 4）

●治療
まずは，以下の保存的治療を行う。ヘル

ニアの約８割は保存的治療で軽快する。
・安静
・鎮痛薬（NSAIDs）
・硬膜外ブロック
・選択的神経根ブロック

椎間板ヘルニアの手術適応について，膀
胱直腸障害をきたしたときは可及的早期に
手術となる。また，2 ～ 3 カ月の保存的治
療でも改善しないとき，筋力低下が残存・
進行するときも手術適応となる。近年，神
経障害性疼痛治療薬の投与により麻痺が出
現しても痛みがあまりない症例が出現して
おり，手術時期が遅れてしまう傾向があり，
注意が必要である。

②変形性腰椎症
腰痛を主訴に来院した患者のレントゲン所

見において椎間板高の減少，骨棘形成など
の加齢的変化が腰痛の原因であると診断さ
れた場合の総称。必ずしも患者の症状を示
しているとは限らない。

③腰部脊柱管狭窄症
脊柱管が何らかの原因で狭窄し，馬尾神

経や神経根の圧迫性，絞扼性障害を呈する。
原因としては，（1）先天性，（2）退行変性（椎
間関節，黄色靭帯の肥厚），（3）椎間板ヘル
ニアの合併，（5）脊椎すべり症などが考えら
れる。50 歳以上の男性に多い。
●症状
・腰痛，間欠跛行（馬尾型，神経根型，混

合型），下肢痛およびしびれ感・冷感，脊
椎の伸展制限などが認められる。

・腰痛，下肢痛は前屈位で軽減する（血管
性との鑑別）。

・馬尾型は膀胱直腸障害を伴うことがある。
●検査 / 診断

CT，MRI，脊髄造影などで脊柱管の狭
窄が認められる。

④間欠跛行
病態としては，主に①血管性，②脊髄性，

③馬尾性の３種類に分類される。神経性間
欠跛行では，姿勢の変更（腰椎を前屈する
こと）により下肢の症状が速やかに消失する
ことが特徴であり，血管性間欠跛行との鑑
別に有用である。
●治療

保存療法として，投薬（NSAIDs，プロス
タグランジン製剤），硬膜外ブロック，選択
的神経根ブロック，コルセットの着用（後屈

位を制限する）がある。手術療法としては，
後方除圧が基本である。不安定性や椎骨の
配列異常を伴えば，後方除圧＋固定術を行
う。

⑤脊椎すべり症
椎骨（主に腰椎）が，何らかの原因で直

下に椎骨に対して前方へ変位した状態であ
る。脊椎すべり症には，椎弓が分離して起
こる脊椎分離すべり症と，椎弓の分離を伴
わない変性脊椎すべり症（40 歳以上の女性
に多い）がある。
●症状

腰痛が主な症状，進行すると脊柱管狭窄
症の症状を呈する。
●治療

まずは保存的治療を行う（投薬やブロック
治療）。無効例では手術（椎体間固定術）を
実施する。

⑥炎症性脊椎痛
腰部，背部，頸部の脊椎の疼痛が既往に

ある，または現在存在し，以下の４項目以
上を満足する。
・45 歳以前の発症
・潜行性に発症する
・体操や運動によって軽快する
・朝のこわばりを伴う
・３カ月以上継続する

脊 椎 関 節 炎（SpA） の 疾 患 群（ESSG 
1991）としては，強直性脊椎炎 （AS），乾
癬性関節炎 （PsA），反応性関節炎 （ReA），
炎症性腸疾患に伴う関節炎（AIBD），分類
不能の脊椎関節炎（uSpA）などが挙げられ
ている。炎症性腰痛という概念についても
念頭に置いての診察が好ましい。

米国内科学会と米国疼痛学会がまとめた
臨床診療ガイドライン「腰痛の診断と治療　
2007 年度版」では，腰痛の分類を容易にす
るため，既往歴の聞き取り，身体検査を行
うべきとされている。また，重症の慢性腰
痛の予測因子である心理社会的危険因子も
評価するべきとしている（エビデンスレベル：
中，推奨 Grade：強）。

さらに，同ガイドラインでは，プライマリ
ケアで治療を受ける患者の 85％以上が，原
因が特定できない腰痛を持つとされている。
プライマリケアで特定された腰痛の原因疾患
とその頻度を複数の報告からまとめると，が
ん 0.7％，圧迫骨折 4％，脊髄感染症 0.01％，
強直性脊椎炎 0.3 ～ 5％，脊髄狭窄症 3％，
症候性椎間板ヘルニア 4％，馬尾症候群
0.04％などであった。

C4：鎖骨

C7：中指

T4：乳頭

T10：臍

L1：鼠径

L2：大腿前面

L3：膝関節周囲

L4：下腿内側

L5：足背

図１　デルマトーム
 （皮膚分節知覚帯）
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いまさら聞けない慢性運動器疼痛 続き

表　診断の見逃しや誤りに導かれ
る思考傾向

● Availability
 自分が想起しやすい診断を行いやすい
● Base rate neglect
  疾患の真の頻度を無視して，非常に

稀な診断を追求しやすい
● Representativeness
  特定の疾患に典型的と思われる事項

を過大評価しやすい
● Confirmation bias
  仮説を確認するためのデータを探し

やすい
● Premature closure
  他の適切な考えの可能性なしで即決

しやすい

Norman G: Adv Health Sci Educ Theory 
Pract 14（suppl.1）; 37-49, 2009 より引用

特異的腰痛（原因が特定できる腰痛）
・椎間板ヘルニア＊

・脊柱管狭窄症＊

・脊椎圧迫骨折
・感染性脊椎炎 レッドフラッグ（1～5％）
・がんの脊椎転移
・内臓疾患　1％未満
＊腰痛よりも、下肢症状（坐骨神経痛など）が主訴

非特異的腰痛
（原因が特定しきれない腰痛）

Bogduk N: Med J Aust 173（8）; 400-401, 2000より作図

図 2　原因が特定できる腰痛，できない腰痛

85％

15％

図 3　大腿神経伸展テストと下肢伸展挙上テスト

大腿神経伸展テスト

下肢伸展挙上テスト＊

70°以上

＊Straight Leg Raising test（SLR テスト）：Laségue sign（ラゼーグ徴候）
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腰痛診断の手順

腰痛についてはさまざまな可能性を考慮し
て，問診，触診（圧痛の場所），腰椎可動
域測定，神経反射，知覚検査，筋力テスト
を行うべきである。画像検査はそれらを行っ
てから考慮すべきである。画像での異常所
見が必ずしも症状を示していないことに腰痛
診療の難しさがある。

日本整形外科学会診療ガイドライン委員
会および腰痛診療ガイドライン策定委員会が
策定した「腰痛診療ガイドライン 2012」には，

「Clinical Question 6　腰痛患者が初診し
た場合に必要とされる診断の手順は」とし
て図 5の様に記載されており，十分な問診，

診察が重要である。
また同ガイドラインでは，神経症状として，

急速進行性または明らかな筋力低下を合併
する重篤な神経脱落症状，膀胱直腸機能障
害の有無を評価すべきであるとしている。特
に，尿閉は馬尾症候群の合併を示唆する。

神経根障害の合併は，以下の点があれば
示唆される。
・片側の下肢痛が腰痛よりも強い。
・足部や足趾に放散する疼痛
・同じ部位のしびれと感覚麻痺
・下肢伸展挙上テストの陽性

危険信号や神経根障害を有していない一
般的腰痛が非特異的腰痛であり，腰痛の中
で最も多い。

非特異的腰痛
（いわゆる腰痛症）について
いわゆる腰痛症（low back pain）とは，

｢ 運動時や安静時に腰部に痛みを感じる疾
患の総称で，特に原因を特定できない非特
異的な腰痛 ｣ の症候学的診断名である。

平成 22 年の厚生労働省による国民生活
基礎調査の統計では，腰痛の自覚症状があ
る人の割合＊（有訴者率：人口千人当たり）は，
男性で 89.1%（第 1 位），女性で 117.6％（第
2 位）であったと報告されている。また，腰
痛症で通院している人の割合＊（通院者率：
人口千人当たり）は，男性で 40.4%（第 5 位），
女性で 57.5%（第 4 位）であった。

一方，海外のデータでは，腰痛の有病
率（point prevalence）は 15 ～ 30％，1 カ
月有 病率 （1-month prevalence）は 19 ～
43％， 生 涯 有 病 率（lifetime prevalence）
は 60 ～ 80％とも報告されている2）。
＊ 症状別有訴者率，傷病別通院者率：いずれ

も複数回答

●治療3）

患者本来の日常生活をいかに早く取り戻す
かを最終目標に，保存療法を組み合わせた
多面的な治療が行われる。

【急性腰痛】
適切な情報を提供し，日常生活を制限す

るような腰痛は数日から数週間で軽減するこ
とを伝え，患者の不安を軽減させる。痛み
に応じた活動性の維持がより早い痛みの改
善につながり，再発予防にも効果を期待で
きる。職業性腰痛に対しても，痛みに応じ
た活動の継続は休業期間の短縮と慢性化予
防に効果を期待できる。

【慢性非特異的腰痛】
家庭や職場でのストレスなどを探り，患者

を指導する。医療従事者が患者と一体となっ
て治療に当たることで，患者の前向きな意欲
を引き出し，生活への適応力向上をはかる。
• 運動療法

急性腰痛には効果を期待できない。亜急
性～慢性腰痛には効果がある。運動の種類
についてどんな運動が良いかについては統

一見解が得られていないが，運動療法の継
続は効果があるとされている。
• 薬物療法

NSAIDs やアセトアミノフェンの投与を行
うが，薬物療法のみではなく生活指導（安
静はむしろ良くない）を行うことが重要であ
る。
• 理学療法

温熱療法は，急性・亜急性腰痛に対して
短期的効果を期待できる。また，腰椎コル
セットは，機能改善や職場復帰に効果を期
待できる。
• 患者教育

医療従事者による患者教育は慢性腰痛に
効果を期待できる。慢性腰痛に対しては，
活動や運動をすすめる認知行動療法 3）の可
能性が注目されている。

心理社会的因子と精神的苦痛は，身体検
査の結果，痛みの重症度および期間よりも，
患者転帰との関連性が強いため評価すべき
である。回復が遅れている患者を発見し，
集中的な介入を行うためには，心理社会的
因子の評価が役立つ。腰痛の転帰を悪化さ
せる心理社会的因子には，抑うつ気分，問
題対処への消極性，仕事への不満，高度の
身体障害，協議中の補償請求，うつ病に伴
う身体症状が含まれる。坐骨神経痛の合併
有無を問わず，腰痛の予後は一般に良好で，
1 ヵ月以内に十分な改善が望めることを患者
に伝えるべきである。

また，診療の初期段階では，頻回の画像
検査や他の検査で原因を正確に特定するこ
とは難しく，検査を繰り返しても転帰改善は
望めず，費用負担が増大することを説明する。
急性または亜急性の非特異的腰痛では，横
になって安静に過ごすよりも，活動性を維持
した方が腰痛改善に効果的であるため，活
動的な状態を保つようアドバイスする。

参考文献：
1） Deyo RA, et al: JAMA 268（6）; 760-765, 1992
2） Nachemson A: The Lumbar Spine（3rd ed）; 

3-10, 2004
3）紺野慎一 : 今日の治療指針 ; 892, 2012

　腰痛の診断には，多数の検査よりも念入りな問
診，診察（どういった姿勢で痛むのか？ どこが痛
むのか触診）が重要である。
　機械よりヒトの目と手を重要視しよう。昔と違っ
て今は腰痛でも動くほうがいいらしい。

速 報
リウマチ月間 リウマチ講演会

　本年度も、6月に「リウマチ月間リウマチ講演会」が行われ、「バイオ時代の患者セル
フマネジメント」をテーマに、医師、看護師、薬剤師、そして患者が一同に語り合う場と
なりました。詳しい内容は、次号（133号）の本誌にてレポートします。

後方へ移動した
髄核

圧迫された
神経根

馬尾

線維輪

図 4　腰椎椎間板ヘルニアのMRI 画像

写真提供／近畿大学整形外科 三木先生

図 5　腰痛患者が初診した場合に必要とされる診断の手順

腰痛患者

＊危険信号：下記参照

患者教育
自己管理

・画像検査または侵襲的検査
・危険信号の再評価
・心因性要素の再評価

疼痛と機能障害に応じて
4～6週間の保存的治療

改善あり 改善なし

神経症状なし

非特異的腰痛

危険信号＊なし

神経症状あり

危険信号＊あり

画像検査や血液検査
などにて精査する

原疾患の特定

原疾患に応じた治療

不可能 可能

注意深い問診と身体検査

《要約》
注意深い問診と身体検査により、red flags（危険信号）を示し、腫瘍、炎症、骨折
などの重篤な脊椎疾患が疑われる腰痛、神経症状を伴う腰痛、非特異的腰痛をトリアー
ジする。（Grade A）
腰痛患者に対して画像検査を全例に行うことは必ずしも必要でない。（Grade A）
危険信号が認められる腰痛、神経症状を伴う腰痛、または保存的治療にもかかわらず
腰痛が軽快しない場合には、画像検査を推奨する。（Grade A）
神経症状がある持続性の腰痛に対しては、MRI での評価が推奨される。（Grade B）

Grade A：行うよう強く推奨する。強い根拠に基づいている。
Grade B：行うよう推奨する。中等度の根拠に基づいている。

《腰痛の診断手順》

《重篤な脊椎疾患（腫瘍、炎症、骨折など）の合併を疑うべき red flags( 危険信号）》
・発症年齢＜20歳または＞55歳
・時間や活動性に関係のない腰痛
・胸部痛
・がん、ステロイド治療、HIV※感染の既往
・栄養不良
・体重減少
・広範囲に及ぶ神経症状
・構築性脊柱変形
・発熱
※HIV：Human Immunodeficiency Virus

「日本整形外科学会診療ガイドライン委員会／腰痛診療ガイドライン策定委員会：腰痛診療ガ
イドライン 2012，26-27，2012，南江堂」より許諾を得て転載 .

新しい指定難病制度について解説
する西岡久寿樹日本リウマチ財団
常務理事と参加者の皆様（会場：
丸ビルホール）。
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図 1　25 年間の関節リウマチ患者のCRP値の推移

BUC
発売
↓ SASP

↓
MTX
↓

0.3 以下 0.31～1.0 1.1～2.0 2.1 以上

IFX
↓
ETN
↓

ADA
TCZ
↓ ABT

↓
GLM
↓

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

（％）

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

2012 年 N＝1407

2001 年 N＝1233

1987 年 N＝257

図 2　関節リウマチ外来診療における治療薬の変遷
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高齢化するリウマチ患者像

後藤：前回の取材から，約 10 年の月日が
経過しました。近藤先生をお手本に，日本
中にリウマチ専門クリニックが誕生したよ
うに思います。とはいえ，リウマチ医療を
取り巻く事情も変化し，苦戦しているクリ
ニックもあるでしょう。本日は新たな問題
点とその打開策を，生みの親である近藤先
生に訊きに来ました。先生，最近はどうで
すか？
近藤：相変わらず週 5 日，朝 9 時から夕方
6 時までずっと診察しています。患者数は
10 年前と変わらず 1,500 人ですが，医者も
歳を取ると話が長くなりますね。患者さん
が知りたいだろうと思うと，ついついリウ
マチのいろいろな話をしてしまいます。
後藤：同感です。

近藤：そして，私が歳を取るように患者さ
んも歳を取っていっています。先日，“エ
タネルセプトの 10 年”を発表しました。
エタネルセプトは 2007 年発売ですが，そ
の年に私が処方した 23 人の患者さんを
フォローした研究結果です。結論は，「エ
タネルセプトの長期処方は有効だけど，10
年も経てば患者が高齢化し，服薬管理や通
院のほうが問題だ」となりました。これが
他の薬剤でも同じで，リウマチの経過は良
いのですが，老化が問題となってきます。
後藤：私がリウマチ医療のネットワーク化
を訴えてきた一番の理由は，近くのクリ
ニックが高齢化にともなう問題をある程
度，解決できるようなシステムにすべきと
思っているからです。
近藤：一般のクリニックが認知症や合併
症のリスクを背負ってまで生物学的製剤

（Bio）の患者さんを引き受けるでしょうか。
当院にしても，通院困
難のために，より近く
のクリニックに戻って
いく人の多くは，Bio
を中止しています。と
くに在宅診療となる
と，往診するのは一般
内科医ですから，メト
トレキサート（MTX）
を処方してもらうこと
も厳しい。使いやすい
免疫調節剤と，ステロ
イドに変更してお願い
している状況です。
後藤：リウマチの往診
を行っている医師を調

べているのですが，ほぼゼロですね。
近藤：在宅ケアに入った患者さんを積極的
に治そうとするムードもないようです…。
後藤：リウマチ医療を年齢で切らなければ
いけないのか，という議論ですね。他の疾
患にも共通する話であり，日本老年医学会
では時々取り上げられます。
近藤：ある先生が言っていました。リウマ
チを上手くコントロールし続けて，その患
者さんが認知症になって治療ができなく
なったら，高齢化でリウマチが悪くならず，
むしろ認知症が問題となればリウマチの治
療としては成功だと。
後藤：それはどうでしょうか。認知症に
なっても，例えば痛みなどは別で，治療が
必要だと私は思います。つまり，リウマチ
医療の行き着くところは老人問題なのです
よ。
近藤：私の外来では患者さんの高齢化が顕
著です。若い患者さんが減っているのは私
のところだけなのか分かりませんが，実感
はあります。

症状の変化と患者の死因

後藤：私も若くて症状の重い患者さんは
減ったと感じています。今日は若い人が来
たなと思って診察してみると，結局，更年
期障害であるというケースなどが多くて，
本物のリウマチではない。
近藤：治験のデータを見ても，若くて活動
性の高い治験は最近ないですね。発症が
減ったのか，最初から治療がいいのか。
後藤：だから，治験ができませんよ。
近藤：そうでしょうね。治験の条件も，昔
は「CRP が 2.0 以上」だったのが，今では

「CRP が正常以上」ですから。これは私の
勤務医時代からの 25 年間の外来データで
すが，今では 7 割の患者さんが 0.3 以下の
CRP です。（図１）
後藤先生がおっしゃるように，高齢化した
リウマチ患者さんをどうケアしていくのか
が，これから重要になってきますね。最
近，患者さんが立て続けに亡くなったんで
すよ。

後藤：死因は？
近藤：間質性肺炎の肺がん合併症で亡くな
る方が増えていて，私のところに連絡が
あっただけで 4 例です。間質性肺炎の患者
さんでは，がんを疑って診る必要がありま
すが，発見されたときには化学療法ができ
なかったり，手術したことがかえって死期
を早めたり，治療は困難を極めます。今，
私にできることは呼吸器科にお願いして間
質性肺炎を厳重に管理し，可及的早期に発
見してもらうことくらいです。

RA治療薬の変遷

後藤：薬剤という観点では，どのように処
方が変遷しましたか？
近藤：2012 年の集計では，MTX がどんと
増えました（図 2）。Bio も 2003 年以来増
加し，今 Bio を投与しているのは 384 名で
す。高齢者にもかなり Bio を処方するよう
になってきました。
後藤：Bio を 使 っ て い る 高 齢 者 に も，
MTX を使いますか？
近藤：併用しています。ただ，どちらも高
齢者には不利な薬ですから，容量を加減す
るなど，非常に用心して使用しています。
Bio も副作用を考慮して選ぶことになりま
す。ケースバイケースですが，比較的若く
て元気な人にはトシリズマブ。あとはアバ
タセプトが選択肢として残ってくるでしょ
う。アバタセプトは面白い薬です。効かな
い人には全然効かないけれど，効く人には
効く。また，いずれの薬剤も効き始めると
継続して効きますから，今，処方している
患者さんはかなりの人数になります。（図2）
後藤：つまり，患者の高齢化にともない薬
剤の選択や容量の加減が難しくなった，そ
こが 10 年間の変化ですね。
近藤：寛解に持ち込めるような薬が開発さ
れていますから，やりがいはあります。僕
が大学でリウマチ領域を引き継いだときに
は，注射金剤と NSAIDs しかありません
でしたから。

話し手：近藤	正一	氏／近藤リウマチ・整形外科クリニック院長
聞き手：後藤	眞編集委員長／練馬光が丘病院	リウマチ内科

平成 18 年 3 月発行のリウマチ財団ニュース 75 号では，後藤編集委員長×近藤氏
対談が行われた。「これからのリウマチ医療は，クリニックの時代だ！」―そんな気
運を受けての企画だった。当時開業 7年目だった近藤氏は，この対談を皮切りに，臨
床の最前線に立つ開業医師を読者として意識した連載『RA診療のコツ』も開始した。
そこで披露した患者への気配り／効率のよい診療法／スタッフの活用術などの“コツ”
は今も有用だが，RAを取り巻く事情は変わった。これからのリウマチ専門クリニッ
クの心得，舵取りについて近藤氏に訊く。

左より後藤編集委員長，近藤院長
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診療報酬改訂と
消費税UPの影響

後藤：17 年間には大きな診療報酬の改定
もありましたが，影響はありましたか？
近藤：自己注射管理料がなくなった影響
が，一番大きいです。800 点あったので，
月に 70 ～ 80 万円の減収ですね。代わりに
Bio の管理料を付けて欲しいです。
後藤：本来の意味では，難病管理料の復活
ですね。
近藤：高血圧や糖尿病に管理料があって，
なぜリウマチにはないのでしょうか。内科
に行くと高いから，患者さんは血圧やコレ
ステロールの薬を，私から欲しがります。
処方箋料も私が開業したころは 90 点くら
いでしたが，今は 60 点くらいになってい
ます。しかも当時，30 日分以上の長期処
方はできなかった。患者さんは，なにがな
んでも毎月来ないといけなかった。その分
の再診料も減収です。

もう一つ影響があったのが，消費税です。
Bio を月に 2,000 万円分くらい使用します
が，購入時にかかる消費税は全額，医療機
関の負担です。患者さんからいただくわけ
にはいかないし，まったくの赤字です。診
療報酬に上乗せになるという話も時代とと
もになくなり，しかしこのまま消費税が上
がり続ければいずれ診療点数に消費税をか
けることになるのではないかと思います。
どちらがいいか，分かりませんが…。この
まま消費税が 10% になったら，大変なこ
とです。

専門性の維持こそ，
開業医の肝

後藤：いろいろ厳しくなった面はあります
が，今もリウマチ医療は開業医がベストだ
と思いますか？
近藤：そう思いますね。やはり，外来が中
心の病気ですから。患者さんも専門医がい
ることをだんだん分かってきたのではない
でしょうか。大きな病院に行って，何時間
も待たされるよりも，専門医のところで診
てもらったほうがいいという雰囲気はあり
ます。

だから開業医として最も大事なのは，専
門性を維持することです。あのクリニック
に行けば，専門的な早期の診断，治療がで
きるという評判を立てておかないと。私の
場合は最初こそ病院から患者さんを連れて
来ましたが，それをベースにして専門性を
練り上げて行きました。
後藤：市民講座などにも頻繁に登壇されて
いるようですが，集患に有効ですか？
近藤：有効です。すぐに来院するというよ
り，お話しした内容を心に留めていて，症
状が悪くなったとき，治療が上手くいかな
くなったときに来られますね。
後藤：集患のためには，まわりの医師に対
し，自分はリウマチ専門だということをア

ピールすることも必要
でしょうね。近隣の医
師からの紹介はありま
すか？
近藤：新患の半分は紹
介です。医師仲間にリ
ウマチ専門と認識して
もらうまで，自己主張
する必要があります。
私は研究会や懇話会を
オーガナイズする側だ
からもういいのです
が，若い医師ならそう
いう場に出て，出るだ
けじゃなくて積極的に
発言をするべきです。
後藤：近藤先生も，「よ

くやるよ」と思うくらいやっていましたか
ら。
近藤：昔は学会などに行ったら，「はい，
はい」と手を挙げていました。とにかく質
問しなくてはいけないという脅迫観念があ
りました。開業まもない時期に「自分は専
門家だ」という評判を立てるためには，多
くの場所で発言することです。

患者のため，勉強のため，
収入のための治験

近藤：昨年の臨床リウマチ学会でクリニッ
ク経営について座長をさせていただきまし
たが，結論はこうです。―リウマチ専門ク
リニックとして開業することは良いと思い
ます。患者さんが先生を信頼してくれれば
ずっと通院することになるから，経営上は
安定します。でも，もし，より高収入を得
ようと思ったら，治験をしないと駄目です
よ，と。
後藤：治験も減ってきたでしょう。
近藤：減っています。今は，ほとんど外資
系製薬会社のバイオシミラー（バイオテク
ノロジー応用医薬品）ですね。海外の治験
は非常に面倒です。検査結果を毎日チェッ
クしてコメントするとか，主治医と関節評
価者が別でないといけないとか。盲検性を
確実にするために，調合は薬剤師をまた別
に置くとか。

つけ加えると，医療機関の取り分も減っ
ています。バルサルタン事件の影響で，メー
カーから直接，医師に治験依頼することが
なくなり，治験会社が間に入るようになり
ました。しかも彼らはプロトコールにとて
も忠実です。例えば遺伝子検査のために
20cc 採血をするというのに対し，「そんな
の無理だろう」と言っても，依頼者メーカー
からの決まりごとですと言ってそれを厳格
に求めてくる。
後藤：「これで世界中やっております」か
らとね。
近藤：まったくです。そういうわけで現在
では医療機関の利益はぐっと少なくなって
います。一方で決められたことを全部しま
すから，医師の労力はずいぶん増えて，面
倒になっています。

しかしながら，利益が少なくても，無理
をしてでも，開業医にとって治験に参加す
ることは意義があります。まず，最先端の
治療を行う機会になります。治験で新薬に
ついて学んでおくと，市販直後からそのベ
ネフィットを患者さんに享受してもらえま
す。スタッフの教育にも良い。専門性をぐっ
と高めますから。

スタッフ育成による
クリニック継続

後藤：看護師の教育に，リウマチ財団の登
録ケア看護師制度は生かされていますか？
近藤：ケア看護師の資格をとった看護師

の給料を引き上げまし
た。Bio を実施すると
きは，点滴にしても皮
下注射にしても看護師
の力を借りますから，
リウマチ専門看護師の
必要性は，今のリウマ
チ治療にはあるでしょ
う。看護師の意識は高
いです。治療方針が決
まったら，日常生活の
注意など細かいことま
で患者さんに説明してくれますし，Bio と
なればそのスケジュールも立ててくれま
す。
後藤：薬剤師はいますか？
近藤：薬は院外処方なので，患者さんが処
方箋を持っていく範囲の薬局に声をかけて
勉強会を行っています。同じビルの薬局の薬
剤師さんは必ず参加してくれて，リウマチ
財団の登録薬剤師の認定も取ったようです。

リウマチ専門クリニックにとって，専門
性ともう一つ重要なのが「継続性」です。
そのために看護師や薬剤師さんに勉強して
もらっていますが，医師も歳を取っていき
ますから，私の後継者の育成も始めました。
大学の後輩に来てもらい，患者さんとクリ
ニックを引き継いでもらうつもりです。
後藤：若い医師に任された患者さんが，僻
むかもしれませんね。「私は捨てられるの
か」と。
近藤：そこは，私が枯れないといけない。
患者さんから，この院長では心配だと思わ
れるくらい枯れてこないと。後継者にして
も先代の影に埋もれてしまったのでは，や
る気がなくなりますよね。私はだんだんと
枯れていって，そうすればその先生が育っ
てきますから，そこで上手く入れ替わって
いければいいと思っています。

まとめ

後藤：最後に，リウマチ医療の未来につい
て，近藤先生のお考えを聞かせてください。
近藤：この 10 年でよく効く薬がたくさん出て
来て，リウマチの治療がやりやすくなったこ
とは事実ですね。患者さんの高齢化につい
ては，生命予後が長くなったと考えることも
できます。未来は，治療の手段がさらに増
えるでしょう。ひょっとしたら，もっと画期的
な新しい治療法が出るかもしれません。

私もこれからクリニックの後継者を育て
ますが，そもそも大学にリウマチ専門の大
きな講座がないと，新しいリウマチ医が生
まれません。時にある 1 人教授・1 人助手
という小規模の講座では，学生のときから
教室とかかわり合いを持って，卒業したら
入局して，そして育っていくという自然な
流れがありませんよね…。その流れは，ぜ
ひ欲しいと思っています。若いリウマチ医
が後に続いてくることが，クリニックの継
続性を高めることにもつながるのです。
後藤：まだまだ全国に大きな講座を作ると
まではいかないでしょうが，その方向に向
かっていると思いますよ。ということで，
本日はありがとうございました。

（文責編集部）

Bio 専用の点滴ブースの前に立つ近藤院長。

近藤院長とスタッフの皆様。



10	 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27年 9月1日発行　No.132

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

【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】	 委員長：後藤　眞 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・JCHO 湯河原病院リウマチ科 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

本号の近藤クリニック 近藤正一院長
と後藤編集委員長との対談 ｢ 福岡・近
藤クリニックの歩みからリウマチ専門
クリニックの継続性を考える ｣ である
が現在リウマチ専門クリニックに従事
している医師や今後リウマチクリニッ
クの開業をめざす医師のみならず，そ
れ以外のリウマチ医療に携わる者に
とっても，その問題点や今後のリウマ
チ医療やクリニックの方向性などにつ
いてとても示唆に富んだ内容で学ぶこ
とが多いと思われる。記事にもあるよ
うに近藤先生は 17 年間のクリニック

経験から，リウマチ医療は外来中心で
あるが故に開業医がベストであると結
論づけている。確かに大病院特に大学
病院のリウマチ医療は巨大戦艦のよう
に小回りがきかないことが多く，専門
クリニックと違い，頻回に担当医が変
わるためよく診てもらえないという患
者さんからの訴えも多い。

大学病院の利点としては最新の医療
について学ぶ機会は多いが，それを克
服するため，開業医として専門性を維
持し，新しい医学知識を得るため新薬
の治験への関与を薦めている。そうす
ることで最先端の治療を行い，関係ス
タッフの教育にもなり，それが専門性
を更に高めることに繋がると強調され
ている。

今後のリウマチ医療の問題点として
バイオなど新薬の登場で患者治療のや
りやすさは認めるものの患者の高齢化
も指摘されている。これは近藤先生の
みならずリウマチ医療に関わるほとん
どの医師が日常経験していることだ
が，財団や学会全体でも真剣に取り組
むべき問題と思われる。

前号からの続きとして新潟県立リウ
マチセンター村澤名誉院長と後藤編集
委員長との対談記事もある。これに関し
ては前号編集後記に御自身もその設立
に関わった羽生編集委員がその設立経
過も含めて詳しく述べられているので
簡単にコメントを述べさせていただく。

当リウマチセンターは数あるリウマ
チセンターの走りとして現在も全国の

センターの模範となっており，全国か
ら医師達が教育研修を受けるため訪
れ，その後各地のリウマチセンターの
担い手として羽ばたいており，村澤名
誉院長のここまでセンターを育てあげ
たその情熱やリウマチ医療の先見性に
は頭が下がる思いである。

最後に近藤先生，村澤先生ともに後
継者としての若手リウマチ医の育成に
ついて自身の今後の生き方とともに熱
弁をふるわれているが，今後とも我が
国のリウマチ医療の更なる発展のため
益々お元気に御活躍されることを期待
したい。

（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

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 27 年度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。
公益財団法人	日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師
　・申請受付期間：平成 27 年 7 月1 日〜 9 月30 日
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
　・申請受付期間：平成 27 年 8 月1 日〜 10 月31 日
申請書類は財団ホームページよりダウンロードができます。詳しく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，リウマチ財団登録医が主催，
世話人，演者等で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。詳しくは財団ホームページをご覧ください。

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
医師を対象としたプログラムですが , 看護師 , 薬剤師等も受講することができます。
単位数は財団登録医 6 単位 , リウマチケア看護師 6 単位 , リウマチ財団登録薬剤師 6
単位（参加実績 1 回 / 経過措置期間）となります。

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

東北大学大学院医学系研究科
血液・免疫病学分野
教授 張替 秀郎 先生

 東海・
北陸

11/1
（日）

福井市地域交流プラザ
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

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
医師をはじめ , 看護師 , 薬剤師 , その他保健 , 医療 , 福祉 , 介護 , 行政などに従事する方な
らどなたでも受講できます。

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 科長 リハビリテーション部長
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 整形外科学教室
教授 高岸 憲二 先生

 東海・
北陸

10/18
（日）

アクトシティ浜松
コングレスセンター

浜松医科大学 第三内科
講師 小川 法良 先生

近　畿
10/25
（日）

奈良春日野国際フォーラム甍
〜 I・RA・KA 〜

奈良県立医科大学附属病院
リウマチセンター センター長
整形外科 教授 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
教授 杉山 英二 先生

第 17 回　RA トータルマネジメントフォーラム
■日　時：平成 28 年 2 月6 日（土）
■場　所：品川インターシティホール
 東京都港区港南 2 － 15 － 4 品川インターシティホール棟１階
■参加費：1,000 円
■単　位：日本リウマチ財団登録医単位取得（予定）
 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師単位取得（予定）
 日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師単位取得（予定）※

 ※ 研修会参加実績 1 回　経過措置期間

■募　集：［予告］装具・自助具の展示募集（詳細は財団ホームページ掲載の「第一報」を参照）

学術研究賞等候補者を募集
財団では，このほど次の研究賞等候補者の推薦を依頼しました。

１．ノバルティス・リウマチ医学賞
	 締め切り	平成 28 年 1月 31 日

リウマチ性疾患の病因・発生機序，あるいは画期的治療等に関する独創的な研究を顕彰。
２．リウマチ性疾患調査・研究助成
	 締め切り	平成 27 年 11 月 30 日

リウマチ性疾患の病因，治療，予防・疫学等に関する独創的な調査研究に助成。
３．塩川美奈子・膠原病研究奨励賞
	 締め切り	平成 27 年 11 月 30 日

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助成。
◎候補推薦依頼先は次のとおり。
全国医・歯・薬科大学長，大学医・歯・薬学部長，関係機関の長，財団評議員。
詳細は財団ホームページ“リウマチ情報センター”をご覧ください。

ご寄付いただいた方 〜平成 27 年 6 月〜

株式会社	デュアルタップ	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。

北 海 道

 仲 野  龍 己
青 森 県

 黒 瀬  理 恵
福 島 県

 間  桃 子
埼 玉 県

 佐 藤  理 仁
千 葉 県

 平 井  琢 也
東 京 都

 片 岡  裕 子
 金 下  峻 也
 須 田  万 勢
 高 杉  浩 司

 原  茂 子
 古 谷  和 裕
 閔  治 先
 山 上  賢 治
神 奈 川 県

 髙 田  哲 也
長 野 県

 石 井  亘
石 川 県

 鈴 木  康 倫
静 岡 県

 津 島  浩
愛 知 県

 神 谷  仁 孝
 山 﨑  豊 弘

京 都 府

 井口 美季子
 遠 山  将 吾
兵 庫 県

 飯 田  高 広
 前 田  俊 恒
岡 山 県

 棗 田  将 光
徳 島 県

 國 見  欣 也
 日浅  光 春
福 岡 県

 井手元 晶子

平成 27 年度　新規リウマチ財団登録医一覧




