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133 号の主な内容
●	 平成 27 年度リウマチ月間
	 リウマチ講演会開催される
●	 いまさら聞けない慢性運動器疼痛	
第 8 回	頸椎の疾患について

●	 シリーズ	リウマチ人
	 聖マリアンナ医科大学
	 客員教授　東	威	氏

（次ページに続きます）

（次ページ下段に続きます）

（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14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，薬剤師など医療従事者も多数来場し，会場はほぼ満席。
リウマチ専門クリニック院長の講演から，リウマチ医療における地域包括ケアの先導的
な取り組みの事例を学び，パネルディスカッションでは，これからの時代のリウマチ患者
のセルフマネジメントについて，医師，看護師，薬剤師それぞれの視点からの提言に耳
を傾け，望ましいセルフケア・セルフメディケーションのあり方に対する理解を深めた。

1 月から施行された難病
新法などに依拠しつつ，
リウマチ性疾患を含む
難病の克服と共生社会
の実現を目指したいとの
所存を述べられた。

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
著しい進歩の一方で，専門医師の地域間偏在，
医療機関選択に際しての情報の不十分さなど
の問題があり，かかりつけ医と専門医との有機
的連携が重要であるとの認識を示したうえ，日
本医師会は今後，かかりつけ医の一層の研鑽
に努め，地域医療体制の再構築を図るべく精
力的に活動していく方針であると述べられた。

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とともにリウマチ患

者の姿が大きく変わった今日，依然として，薬
価の問題や，リウマチ専門医の偏在などの問
題が残されていると指摘し，患者がどこに住ん
でいても適切なリウマチ医療が受けられるよう，
地域医療連携の推進が望まれること，また，日
本リウマチ財団が後押しする医師・看護師・
薬剤師の三者連携が，この課題の克服のた
めの力となることへの期待を述べられた。

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賞式が行
われた。

●�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，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
トラック講師の岡田随象氏
に贈られた。授賞対象の研究題目は「HLA 

imputation 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」。

●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，
順天堂大学名誉教授の橋
本博史氏に贈られた。

●�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，徳島
大学大学院医歯薬学研究
部生体防御医学分野教授
の安友康二氏に贈られた。
授賞対象の研究題目は「リウマチ性疾患にお
ける免疫制御の破綻機構に関する研究」。

後援3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

冒頭に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 3 名の来賓
祝辞があった。厚生労働省健康局疾病対策
課長の田原克志氏は，国が進めるリウマチ対
策の柱として，医療提供体制の確保，情報提
供・相談体制の確保，調査・研究・開発の
推進の 3 点を挙げ，今後も，昨年成立し本年

頸部の疾患は，頸椎由来，脳神経由来，胸郭由来などさまざま
な臓器からの「痛み」「しびれ」がある。自覚的な「痛み」「しびれ」
と他覚的な知覚異常，運動神経麻痺を鑑別するために，神経支配

は必ず覚えておく必要がある（図 1）。また神経障害があるかどう
かの同定には必ず，深部腱反射（表 1）の確認を行うことが重要で
ある。また病的反射の存在も神経障害を疑うときには必須である。

主な病的反射

神経障害があるかどうかの同定に必須と
なる病的反射には，主に次の 3 つがある。

1．ホフマン反射
（Hoffmann's reflex）

反射中枢は C8 ～ T1 である。手関節を
軽く背屈位とし，検者は患者の中指末節を
はさみ，母指で患者の爪の部分を鋭く掌側
にはじくと，母指の内転運動が起こる。

2．ワルテンベルク反射
（Wartenberg's reflex）

反射中枢は C6 ～ T1 である。前腕回外
位として手指を軽く屈曲位とし，検者の
示指と中指を患者の 4 本の手指の上に横
におき，その上を叩くと母指の屈曲運動
が起こる。正常では欠如ないし極めて軽
度である。

3．トレムナー反射
（Tromner's reflex）

反射中枢は C6 ～ T1 である。手関節を
軽く背屈位，手指を軽く屈曲位とし，検者
の中指末節の掌側を検者の中指で強くはじ
くと，母指の内転運動が起こる。

筋力低下が疑われるときは，解剖学的な

神経支配を念頭に置いて筋力低下がある筋
肉と神経支配を組み合わせて障害部位を同
定する努力が必要である（図 1）。また長
期に神経障害があれば必ず筋萎縮が発生す
るため，痛みによる筋力低下と神経障害で
の麻痺などによる筋力低下を混同しないよ
うにする必要がある。

頸椎椎間板ヘルニア

30 ～ 50 歳，特に 40 代の男性に多い。
好発部位はＣ 5/6 ， 次いでＣ 6/7 である。
●症状
・頸部痛 
・神経根症状：片側の上肢に放散する疼痛

やしびれ，障害神経根に一致した運動障
害，知覚障害，深部腱反射低下～消失

・脊髄圧迫症状：両側性の知覚障害（痙性
歩行など），障害髄節より低位の深部腱
反射亢進，膀胱直腸障害

●診察所見
神経根障害では，疼痛誘発試験（Spurling 

test，Jackson test）（図 2）が陽性となる。

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 

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

厚生労働省健康局疾病
対策課長 田原 克志 氏

日本リウマチ友の会会長
長谷川 三枝子 氏

三浦記念リウマチ学術研究賞
岡田 随象 氏

日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞
橋本 博史 氏

ノバルティス・リウマチ医学賞
安友 康二 氏
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●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
究に対して授与される。今
年度は，東京大学大学院
医学系研究科アレルギー・
リウマチ学講師の藤尾圭
志氏に贈られた。授賞対
象の研究題目は「TGF-β3 による自己免疫応
答制御機構の解明」。

●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，あすなろ
会事務局担当理事の石垣
成子氏に贈られた。

●厚生労働大臣感謝状
以上 5 つの賞の他，厚生労働大臣の感謝

状が，塩川芳昭氏，七川昭子氏，宮本勝昌氏，
間瀬俊道氏の 4 氏に贈られた。

地域包括ケアの先導的事例と
三師代表からの提言

基調講演
「地域包括ケア」
座長／松原�司�氏
松原メイフラワー病院 
院長
演者／織部�元廣�氏
織部リウマチ科内科クリ
ニック 院長

織部元廣氏は，自ら大分市で運営するリウ
マチ専門クリニックにおける病診連携，診診連
携を核とした地域包括ケアの経験を語った。

織部氏は 2006 年に開業。1ヵ月当たりの来
院患者数約 1,400 人のうち8 割余りがリウマチ
とその他の膠原病の患者で，うち 400 ～ 500
例に生物学的製剤を投与しており，この中か
ら時折，薬の副作用から，緊急対応や，入院
治療の必要なケースが発生する。副作用の
内容に応じて，違ったタイプの紹介先を確保し
ておく必要があり，同クリニックでは，この目的
のため，市内の三つの総合病院のほか，近隣
の各科のクリニックと連携関係を築き，さまざま
な緊急事態に備えている。また，同クリニック
内でも，ショックなどの突発的事態に迅速に対
処できるよう，行うべき処置や緊急連絡先など

を図示したマニュアルを作成してスタッフ間で
共有し，シミュレーションを繰り返し行っている。

診断不明例，治療困難例，コントロール不
良例など，クリニックでは適切な対処の難しい
ケースについては，疾患の種類などに応じて，
大分大，九州大などの大学病院や，大分赤十
字病院，その他の病院に紹介している。

主要な紹介先機関の関係部署のスタッフと
は，定期的に勉強会を開くなどして交流を図り，

「顔の見える」関係の構築に努めている。
生物学的製剤のさまざまな副作用のうち，

各種感染症については，その防止のため患者
と家族の注意喚起が特に必要と考え，清潔習
慣の確立，口腔ケアの励行，家庭内感染の防
止を勧める文書を作成し，患者に配布するとと
もに，異常を感じたらすみやかに医療機関へ
連絡を入れることを同文書内で促している。

以上の事例紹介を通じ，織部氏は，リウマ
チ性疾患に対する有効な地域包括ケア体制
の確立のためには，地域医療機関相互の切
れ目のない連携とともに，患者のセルフケア習
慣確立を促す医療者側からの働きかけが不
可欠であることを示唆した。

パネルディスカッション
「バイオ時代の患者セルフマネジメント」
座長／西岡�久寿樹�氏
東京医科大学医学総合研究所 所長
パネラー１
医師／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

リウマチ医療のパラダイ
ムシフトが起こり，リウマチ
専門医にもリウマチ患者に
も，治療に臨む姿勢の転換が求められている。
2013 年に改正された「医療法」は，医師の
役割として，患者に対する「情報の提供」を
行うこと，患者・家族からの「相談」に応じる
こと，多職種による「連携」のもとで医療を行
うことを求め，一方，患者に対しては，医療機
関の機能分担と連携の重要性を理解し，医療
機関の「役割に従った選択」を行ったうえで
医療を受けることを求めている。

松本美富士氏は，この新しい状況を踏まえ，
リウマチ患者に今どのようなセルフマネジメント
の姿勢が求められているのかを，リウマチ専門
医の立場から解説した。

リウマチ医療のパラダイムシフトを具体的に表
すトピックの一例として，患者を医療チームの一
員とみなす「コンコーダンスモデル」の登場を
挙げることができる。患者が医療者の一員であ
るということは，患者自身に治療についての一
定の知識とスキルが求められるということであり，
これがリウマチ医療におけるセルフマネジメント
の意味である。

関節リウマチの発症には，遺伝的要因と環
境的要因が関与している。今日の医療では，
遺伝的要因を変更することは不可能であるが，
環境的要因は患者のセルフマネジメントにより，
除去したり，作用を低減させたりすることが可
能である。喫煙，歯周病，細菌・ウイルス感染，
薬剤などは，リウマチケア専門職との協働のもと
でのセルフマネジメントによって低減可能な環境
的要因である。

2013 年 6 月に閣議決定された「日本再興
戦略」において，セルフメディケーション推進の
ための拠点として「健康情報拠点薬局（仮称）」
の構想が示された。松本氏は最後に，今後こ
れらの制度を利用することにより，リウマチのセ
ルフマネジメントが円滑に図られ，T2T（Treat 
to Target：目標達成に向けた治療）の治療
戦略のもとで寛解が目指されることを期待したい
と述べた。

パネラー２
看護師／飯田�正子�氏
聖路加国際病院 看護管
理室 ナースマネジャー

関節リウマチの新しい治
療薬の登場などにより，リウ
マチ患者の QOL を長期
的に改善することが可能に
なり，また，セルフマネジメントの長期継続によ
り，患者の健康寿命の延長も期待できる時代に
なった。2008 年の厚生労働省の調査データで
は，リウマチ患者の 85％は在宅療養しながら外
来治療を受けており，このことから，セルフマネ
ジメントの重要性の増大が示唆されている。飯
田正子氏は，リウマチ患者はセルフマネジメント
として何を行い得るのか，また，治療生活の中
で患者は看護師をどのように活用し得るのかを
具体的に述べた。

リウマチ患者の治療生活において特に注意
したいのは，合併症，特に感染症と骨粗鬆症
である。リウマチ患者は各種のリウマチ治療薬
の副作用により感染症にかかりやすい状態に
なっている。また，リウマチは疾患そのものの
性質から骨粗鬆症を合併しやすい。

感染症予防のためにリウマチ患者が行うべ
きことは，健康な人の感染症対策とされている
ものと大きく変わらないが，手洗い・うがいなど
の清潔動作をこまめに，念入りに行うことが大
切である。また，リウマチ患者は歯周病を発症
しやすく，さらに顎関節炎を合併しやすいので，
食事前後のうがいなど，口腔ケアを念入りに行
う必要がある。その他，足のケアを行い，靴ず
れ，胼胝（たこ），鶏眼（魚の目），白癬（水虫）
が潰瘍化したり，蜂窩織炎，化膿性関節炎など
を起こしたりしないよう，注意して観察すること
も重要である。

骨粗鬆症の予防は，食事療法，運動療法を

平成 27 年度リウマチ月間
リウマチ講演会開催される 続き

いまさら聞けない慢性運動器疼痛 続き

塩川美奈子・膠原病研究奨励賞
藤尾 圭志 氏

日本リウマチ財団リウマチ福祉賞
石垣 成子 氏

織部リウマチ科内
科クリニック 院長
織 部  元 廣  氏

桑名市総合医療センター
リウマチ・膠原病内科 顧問
松 本  美 富 士  氏

聖路加国際病院
看護管理室 ナースマネジャー
飯田 正子 氏

図 1　髄節性の高位神経学
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Hoppenfeld S: Orthopaedic Neurology - Diagnostic Guide to Neurologic 
Levels, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS; 1977より改変

・Spurling test
頭部を患側に傾斜したまま下方に圧迫を

加えると，患側上肢に疼痛やしびれを認め
る。
・Jackson test

頸部を健側に他動的に倒し，さらに患側
の肩を押し下げると，患側上肢に放散する
疼痛やしびれが認められる。
●画像検査

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 3）

脊髄造影や造影後 CT では，ヘルニアに
よる脊髄や神経根の圧排，圧迫像が認めら
れる。
●治療

まずは保存的治療を行う。
・局所安静

・頸椎牽引
・鎮痛薬（NSAIDs，神経障害性疼痛治療薬

プレガバリンなど），選択的神経根ブロック
症状の改善がなければ手術を行うことも

ある。ただ近年，薬物治療が進み，症状が
痛みのみの場合の手術の必要性は低下して
いる。

関節リウマチに特異的な
頸椎の不安定症

関節リウマチに特異的で覚えておかねば
ならない頸椎の不安定症を例示する。
1. 環軸椎不安定症・亜脱臼
　（Atlant-Axial Subluxation; AAS）（図	4）
2. 環軸椎垂直亜脱臼・頭蓋底陥入症
　（Vertical Subluxation; VS）（図	5）
3. 軸椎下不安定症・亜脱臼
　（Subaxial Subluxation; SAS）（図	6）

取り入れ，骨の健康を守ることが第一である。
飯田氏はこの他，サプリメント，酒，たばこ，運動，

生活環境など，さまざまなものへの接し方につ
いて注意事項を述べ，最後にリウマチ患者に対
し，医療チームの中で最も患者に近い位置に
いる看護師をぜひ活用し，診察室で医師に伝
えきれなかったことなども遠慮なく看護師に話し
てほしいと訴えた。

パネラー３
薬剤師／宮﨑�長一郎�氏
公益社団法人日本薬剤師
会 常務理事

近年，リウマチ治療が大
きく進歩し，その治療目標が
「寛解」または「低活動
性」に定められるほどになっ
たのは，メトトレキサート（MTX），生物学的
製剤，免疫抑制剤などの新しいリウマチ治療
薬の力によるところが大きいとされている。しか
し，これらの新しい薬剤は，高い治療効果を有
する反面，重篤な副作用を示すことも多く，処
方，投薬に際して慎重さを求められる場合が多
い。宮﨑長一郎氏は，さまざまなリウマチ治療
薬の「ハイリスク薬」としての側面を紹介しな
がら，リウマチ薬物治療における安全管理の望
ましいあり方を薬剤師の立場から論じた。

MTX は週に 1日または 2日投与して，その
後は必ず休薬するのが常識であるが，かつて
ある医療機関で，コンピューター入力ミスのた
め誤った内容の処方箋が発行され，受け取っ
た院外薬局も誤りに気付かず，その結果，当
該患者が MTX を 3 週間分（連続 21日分）
調剤されてしまう事例が発生した。患者はこれ
に従って MTX を連日服用し，服薬 18日目に
副作用が出現し，入院となった。このケースの
教訓を受け，その後，薬剤の用法の表示が工
夫されたため，今日では同様の事例は発生して
いないと考えられるが，薬剤師としては今も決し
て閑却できない事案である。

厚生労働省は「ハイリスク薬」の例として，「休
薬期間の設けられている医薬品や服用期間の
管理が必要な医薬品」「重要な副作用回避の
ため定期的な検査が必要な医薬品」「免疫抑
制剤」をはじめ多くの種類の薬剤を挙げてい
る。リウマチ治療薬の多くは，これらのうちのい
ずれかに該当すると考えられ，これらの薬剤の
処方，投薬を管理する立場にある薬剤師の責
任は重い。

宮﨑氏は最後に，今後の薬剤師の課題として，
「①処方監査機能の充実，②薬物治療の効
果を最大限に発揮させるための患者指導，③
副作用モニタリング，その回避と発現時の対処
法の充実」の 3 点を挙げ，議論を総括した。

（文責編集部）

公益 社団法人日本薬剤師会 
常務理事
宮﨑 長一郎 氏

（4 ページに続きます）
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および神経系の多彩な異変だけでなく，精
神神経学的ならびに耳性学的，視覚平衡機
能障害をも伴う症候群」と定義され（遠藤
健司ほか , 2000），頸椎捻挫はそのひとつ
の型と考えられる。
●疫学

外傷性頸部症候群は日本では日常診療で
高頻度に遭遇する疾患である。最大の要因
は自動車事故で，特に時速約 20km 以下で
の無自覚状態での追突による発生が多く 1），
また，人身事故での負傷部位では 47％が頸
部であったと報告されている 2）。しかし，
ギリシャ，リトアニア，カナダなどでは日
本の様な外傷性頸部症候群・頸椎捻挫はほ
とんど存在していない。社会制度としてそ
れに対する補償がないからと説明がされて
いる。
●症状

最も頻度が高い症状は頸部痛である。可
動域制限や感覚障害，筋力低下などの神経
学的異常だけでなく，めまい，頭痛，耳鳴り，
記憶喪失，嚥下障害，顎関節症など，症状
は多岐にわたる。交感神経刺激による自律
神経症状（めまい，耳鳴り，顔面や上肢の
知覚異常および血管運動反射など）を有す
る場合はバレー・リウ症候群と呼ばれている。

バレー・リウ症候群：自律神経（主に交
感神経）が直接的または間接的に刺激を
受けて発症すると考えられる自覚症状。補
償がない国ではないことから心理・社会的
な症状とされている。

・内耳症状：めまい，耳鳴り
・眼症状：眼のかすみ，疲れ，視力低

下（眼精疲労）
・咽喉頭部症状：かすれ声，喉の違和

感，嚥下困難，顎関節症
・循環器症状：動悸，息切れ，四肢冷感
・その他：頭痛，頭重感，だるさ，上

肢のしびれ，筋力低下，注意力散漫，
記憶力低下など 

●診断
症状および画像検査，神経生理学的検査

により診断する。
・問診

受傷時の状況を把握する。例えば自動車
事故ならスピード，衝突の方向，シートベ
ルト装着の有無，打った場所なども聞く。
さらに，受傷後の痛みの出方，しびれの程
度など自覚症状についても詳しく聞き取
る。

ある試算によると 36km の追突にて約
10G の加速度となるが，10G の加速度は膝
を伸ばした状態でジャンプしたものと同様
であり，追突時の衝撃はかなり小さいこと
が知られているが，被害者となった場合に

は自損事故より高度
の自覚症状を訴える
など医学的だけでな
い社会的な症状を呈
する。そのため，就
労状態など社会的な
背景を問診する必要
がある。残念なこと
であるが，複数回の
事故歴があるときに
は作為的なものがな
いか注意する必要が
ある。

また最近の調査 3）

より 40 歳代が最も治
療期間が延長する傾
向が示されており，
逆に 12 歳以下につ
いては治療の遷延す
るケースは見られな
かった。このことは，
小学生以下では「む
ち打ちは長引かな
い」ことを示唆する

AAS では首ががくがくする，手がしび
れる，呼吸障害などの症状が起こり，突然
死することもある。また，AAS の予防は
首を長時間前屈させないことと，頸椎カ
ラーをつけることである。
●症状
・疼痛
・脊髄症状
・脳幹部症状（めまい，耳鳴り，呼吸障害，

嚥下障害，舌萎縮）
なお，これらの病態は専門的な治療が必

要であるので，リウマチセンター脊椎外科
医にコンサルタントが必要なことが多い。
これらの病態はゆっくり進行するため，関
節リウマチ患者には年に一回の頸椎の XP

（特に症状がなければ頸椎前屈・後屈側面，
正面，開口位）が必要である。症状がすで
にあるときは，頸椎中間位の正面，側面，
頸椎 MRI のみでコンサルタントを行うこ
とが薦められる。

パンコースト腫瘍

肺尖部胸郭浸潤型肺癌，扁平上皮癌が多
く，腕神経叢，頸部交感神経節，肋骨・椎
体への浸潤の症状を見逃さないようにす
る。提示の症例は鎖骨下静脈の圧迫のた
めの上肢の浮腫，ばち指を認める（図 7）。
頸部交感神経節まで浸潤すると Horner 症
候群（発汗低下，縮瞳，眼瞼下垂，眼球陥
凹を認める）を発症する。腕神経叢に達し
た際に，上肢の運動知覚障害，痛み，しび
れで受診することがある。

頸椎捻挫（外傷性頸部症候群）

●定義
頸椎捻挫とは「外傷後に頸部痛をはじめ

としたさまざまな症状があり，骨折や脱臼
がない頸椎部の軟部組織損傷で，生理的可
動範囲を超えたと考えられる場合」で，そ
れ以外は頸部挫傷と定義されていた（平林
冽ほか , 1999）。

同義語とされている“むち打ち損傷”は
医学的見地に基づいた診断名ではなく，現
在では，頸椎部に外力が加わった際に生じ
る障害を総称した“外傷性頸部症候群”の
診断名で扱われている。外傷性頸部症候群
とは「頸部外傷によって生じた頸椎ならび
に神経の構築学的，神経学的帰結で，運動

ものであるが，実際学童期には，「むち打ち
＝治りにくい症状」という概念自体定着し
ている可能性が低いため，リトアニアの人
のようにその概念がなければ，この年代に
日常的に生じている軽微な頸部外力を受け
頸部痛が生じたとしても，当然早期の改善
する結果につながったものと考えられる。

一方で，アメリカで行われた幸福度の調
査では，40 歳代（特に男性）は最も精神
的に健全でないことが示されており 4），こ
れまでに報告されているように，心理・社
会的要因が軽微な頸椎捻挫症状の予後不良
因子 5）となるという報告に帰結されるの
ではないだろうか。
・臨床所見

頸部愁訴に加えて神経症状，自律神経症
状の有無をチェックする。他覚的神経症状
の有無は反射，知覚，筋力などの神経学的
検査で確認する。
・画像検査

・ 単純 X 線：骨傷の有無のスクリーニン
グに不可欠である。また骨傷や神経学
的異常所見がない場合には頸椎 7 方向
などを撮影し，頸椎の可動性を確認して
おく必要がある。

・ CT：単純 X 線像で診断が不確定の場
合，併用する。骨傷を詳細に評価できる。

・ MRI： 頸椎を支持する軟部組織（椎間
板，靭帯，脊髄・神経根など）や神経
組織の描出に有用。神経根障害など形
態学的異常の有無を確認できる。

・その他
感覚障害などの神経症状がある場合は，

感覚検査，電気生理学的検査（筋電図など）
を行う。
●臨床分類

診断には頸部愁訴，神経症状，理学所見
に基づいたケベック
臨床分類（表 2）が
役に立つ。

ケベック臨 床分
類：カナダ・ケベッ
ク州自動車保険協
会の要請により，ケ
ベックむち打ち症関
連障害特別調査団
が当疾患（whiplash 
a s s o c i a t e d 
disorders） の 種 々
の問題を科学的に
解析し重症度を分
類。1995 年 に 治
療のガイドラインを

示した。日本の現状と異なり，脊椎損傷
や脊髄損傷まで含んでいる。

●治療
基本は保存療法を行う。

・生活指導
患者の訴えをよく聞いて安心感を与え

る。また，頸部愁訴だけなら日常生活や仕
事を制限しないように指導する。嘔気や嘔
吐，めまいが強いときは，数日のみの安静
臥床を指導する。
・頸椎カラー

ケベック治療ガイドラインの Grade Ⅰ
では不要，Grade Ⅱ～Ⅲで処方しても必
要以上に長く装着させないようにする。
Grade Ⅱ～Ⅲで処方しても 72 時間以上着
用させない。
・理学療法

運動療法，温熱療法，牽引療法，超音波
治療など。活動性を維持するため，受傷時
早期からの運動療法が有用。

いまさら聞けない慢性運動器疼痛 続き

表1　深部腱反射のまとめ

反　射 求心神経 主な反射中枢レベル 遠心神経
下顎反射 三叉神経 橋 三叉神経

上腕二頭筋反射 筋皮神経 C5 筋皮神経
上腕三頭筋反射 橈骨神経 C7 橈骨神経
腕撓骨筋反射 橈骨神経 C6 橈骨神経
手指屈筋反射 正中神経 C8 正中神経
三角筋反射 腋窩神経 C5 腋窩神経
大胸筋反射 前胸神経 C5-T1 前胸神経

Hoppenfeld S, 津山直一（監訳）: 整形外科医のための神経学図説 , 南江堂 ; 1-36, 2005 および McRae R: 
Clinical Orthopaedic Examination, 4th Edition, CHURCHILL LIVINGSTONE; 1-112, 1998 より作成

表 2　外傷性頸部症候群のケベック臨床分類

重症度 症状 理学所見
Grade 0 頸部愁訴なし 正常

Grade Ⅰ 頸部痛，圧痛，
自覚的なこり 正常

Grade Ⅱ Grade Ⅰの症状
＋神経症状？

筋・骨格系所見：
可動域制限，圧痛

Grade Ⅲ Grade Ⅱの症状
＋神経症状

Grade Ⅱ＋神経症学的
所見 ( 腱反射低下，筋力
低下，感覚鈍麻など )

Grade Ⅳ Grade Ⅲの症状 骨折または脱臼
Grade 0：頸部に訴えがない，徴候がない
Grade Ⅰ：身体所見のない頸部周辺の全体的，非特異的な訴え
Grade Ⅱ：頸椎可動域制限，圧痛を伴う頸部の訴え
Grade Ⅲ：神経症状・所見を伴う頸部の訴え
Grade Ⅳ：骨折または脱臼を伴う頸部の訴え

Spitzer WO, et al: Spine 20(8 Suppl); 1S-73S, 1995

患側

Spurling test Jackson test

患側

図 2　疼痛誘発試験

図 3　C5/6 椎間板ヘルニアのMRI 画像

写真提供：三木 健司 氏

図 7　パンコースト腫瘍

写真提供：三木 健司 氏

図 5　環軸椎垂直亜脱臼・頭蓋底陥入症（VS）

写真提供／滋賀医大 整形外科 川崎 拓 氏

図 6　軸椎下不安定症・亜脱臼（SAS）

写真提供／滋賀医大 整形外科 川崎 拓 氏

（6 ページに続きます）

図 4　環軸椎亜脱臼（AAS）

環椎・軸椎間距離が開大し、軸椎後方の脊髄
の圧迫がより高度となることもある。

写真提供：三木 健司 氏

環椎

屈曲時
伸展時

軸椎

環軸椎亜脱臼による症状発症の機序
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・薬物療法
［急性期］

疼痛には，NSAIDs やアセトアミノフェ
ンを考慮する。

［慢性期］
不安や不眠を訴える場合は，筋弛緩効果

や気分調節剤としてプレガバリンなどを投
与するが，依存性に注意する必要がある。
ベンゾジアゼピンや特に短時間型のデパス
などは依存性が強く投与は適当ではない。

上肢にしびれがある場合は，ビタミン
B12 製剤（コバマミド，メコバラミンなど）
や非ステロイド性抗炎症薬（ワクシニアウ
イルス接種家兎炎症皮膚抽出液）などを考
慮する。
・ブロック療法

保存療法でも症状が遷延する場合や，急
性期でも症状が強い場合，疼痛緩和のため
にトリガーポイント注射，上肢のしびれや
痛み，または自律神経症状がある場合は星
状神経節ブロック，椎間由来の頸部痛が疑
われる場合は椎間関節ブロックなどを考慮
する。

　トリガーポイント注射：筋肉の圧痛点
に副腎皮質ホルモン製剤と局所麻酔剤を
注入。

・手術療法
適応は極めて限定的である。ある報告によ

ると全ての手術症例で成績が不良である 6）。
明らかな神経根症あるいは脊髄症があり，
神経症状と画像診断，あるいは神経生理学
的診断の整合性がある場合に限ってのみ行
われる。
・前方固定術

病変部が限局性の場合，変性した椎間板
組織を切除して頸部を安定化させる。最近
では，ほとんど行われていない。
・除圧術

後方アプローチで責任病巣を除圧し，神
経の圧迫を除去。脊髄症状があり狭窄が多
椎間に及ぶ場合に行われる広範囲椎弓切除
術，必要な部分だけを切除する部分椎弓切

除術（開窓術）がある。
「頸椎椎間板ヘルニアが事故によって生

じたものとすれば，起きてはいられないほ
どの激しい頸部痛を訴え，その症状は受傷
直後又はその後の数日間が最も重く，次第
に軽快してくるのが医学的常識である」と
されており，この様な経過がない場合に
は，事故との因果関係はないと考えられる
ので，自賠責保険にて頸椎の手術を行うこ
とは適切ではない。

ケベック治療ガイドライン：
Grade Ⅲ：保存療法に抵抗し上肢痛の遷

延がある場合で，急速に神経症状が進
行するものに限定。

Grade Ⅳ：局所の不安定性や変形状態，
麻痺の程度によって，神経除圧術や脊
椎固定術の施行を検討。

日本の交通事故の現状では時速約 20km
以下の追突がほとんどであり，日本の自動
車の衝突安全基準では時速 35km 以上の衝
突でボンネットが跳ね上がり，後部のトラ
ンクやバックドアが変形して衝突エネル
ギーを吸収するように設計されている。時
速 35km の追突で膝を伸ばした状態で 10
㎝ジャンプした衝撃（10G）とされており，
時速 20 ㎞では友人に肩をぽんと叩かれた
衝撃（4G）とされており，頸椎捻挫の痛
みは外傷によるものではなく，心理・社会
的な要因であると考えられている。

慢性疼痛は医療者の態度によって治療成
績が異なることが知られており，特に頸椎
捻挫は医師以外の医業類似行為での治療成
績が悪く，治療期間が長引くことが知られ
ている。

また医師と医業類似行為の関係性は，医
師が指示などを行った場合は，施術の結果
責任は医師が負うと「過失によって同意を
与え，それによって損害を生じた場合には，
損害賠償の義務を負担するべきである。（長
野地裁）」と判例で確定しており，医師は
患者が医業類似行為を受けているかどうか
を確認し，仮に受けている場合には適切で

あるかを確認するべきである。
日本では交通事故診療の場合には毎月診

断書を発行している。そのため診断書の記
載には十分留意が必要である。医業類似行
為には診断能力がないとされており，明ら
かな医師の同意がなくとも，黙認などでも
治療成績の最終責任は医師が法的には負う
制度となっていることに注意が必要であ
る。頸椎捻挫の治療に当たる医師は，医業
類似行為への指示，許可を行っていないこ
とをカルテや診断書に記載する必要があ
る。医業類似行為等への指示，許可を行っ
た場合，健康被害の責任は診断し，指示，
許可した医師にあり，その指示，許可のも
と施術した柔道整復師にはないことが判例
上明らかである。

受傷後 3 週間以上の愁訴がある場合は，
その治療が適切であるかどうかを確認する
ため，大学病院など高次医療機関の整形外
科にて脊椎外科専門医の診断が必要であ
る。特に他覚所見がなく，「痛み」という
自覚症状のみの場合には細心の注意をはら
うべきである。激しい自覚的な「痛み」を
患者が訴えたために，診察することなく関
節拘縮がない関節可動域の著明な低下や筋
肉の萎縮のない著明な筋力低下を記載した
診断書を発行してはならない。医学的に説
明のつかない病状は詐病なども考える必要
がある。7）

後遺障害診断書の自覚所見以外の他覚所
見や関節可動域，労働能力については，永
続的な障害を記載すべきであり，記載内容
が患者の後日の状態と異なった場合には記
載した医師が詐欺の共同正犯に問われたこ

首の疾患は，あらゆる場所から，また場所へと派生する。
解剖学的な知識を総動員して危険な徴候が隠れていな
いか確認することが重要です。心理・社会的要因から
起こる症状を器質的所見と誤解しないように注意が必
要。特に診断書は公文書であり，法的責任が問われます。

聞き手　後藤　眞 編集委員長　練馬光が丘病院 リウマチ内科
聖マリアンナ医科大学 客員教授　東 威 氏

今回は，聖マリアンナ医科大学・客員教授の東威氏を訪問した。東氏は東京大
学医学部卒業後，同物療内科に入局。米国への留学，自衛隊中央病院の内科部長
を経て，聖マリアンナ医科大学の第一内科教授に就任するまでの過程で，内科医
にとってリウマチ学は究極の総合診療であるという考えを持つようになった。
生物学的製剤（バイオ）によってリウマチを寛解に持ち込むことも不可能では
なくなった今だからこそ，総合診療として，リウマチ患者さんとよく対話し毎回
触診することが必須である―東氏と，おなじ物療内科出身である本誌編集委員
長・後藤眞氏が語り合った。

物療内科への入局と，
リウマチとの出会い

東：1955 年に卒業，インターンが終わって
入局するとき，広い範囲の疾患を診ることの
できる“昔からの内科”を学びたいと思い，
比較的自由が利きそうな物療内科を選びま
した。入った当初からリウマチを多く診てい

たわけではなく，病棟受け持ちや出張病院
では一般診療を担当し，南極観測船「宗谷」
の医務長を務めるなど，入局後４～５年は
特別な目的なくフラフラと過ごしました。
後藤：自由な時代ですね。
東：物療内科は，疾患や臓器に特化するこ
となく循環器も診れば，消化器も診るし，
当時まだ本態のよくわかっていなかったリウ

マチ，膠原病もオールラウンドに学べ，開業
しようとする医師にはとてもよい科だったと
思います。
後藤：いろいろな分野を得意とする医師がい
ましたね。専門という壁のないところで，推
計学の先駆者で医師ではない増山元三郎先
生も講師でした。私はリウマチというものは
総合診療だとずっと思ってきましたが，その
根底は物療内科で培われました。
東：同感です。1960 年に南極から戻ったあ
と，そろそろ学位論文を手掛けないといけ
ないと思い，佐々木智也先生が研究室長を
されていた「４研」に入りました。佐々木先
生は現在の日本リウマチ財団と日本リウマチ
学会が一緒になっていた「日本リウマチ協会」
の運営に貢献された先生です。

佐々木先生の下で研究をしたことが，私
とリウマチの長い付き合いの始まりです。
その頃はまだ中央検査室が整っていない頃
で，リウマチの検査としてはヒツジの感作
血球を使う Waaler-Rose 反応が一部医局
で行われているだけでした。この方法は感
作血球を作らなければならないので簡単で
はありませんでしたが，1956 年に Singer
と Plotz が 血 球 の 代 わ り に polystyrene 
latex 粒子を使う凝集反応を報告していま
した。私は物療内科の患者さんの血清を
使って，日本ではまだ行われていなかった
このラテックス凝集反応の感度や特異度を
調べる係を任されました。

私はこの検査を通していわゆるリウマト
イド因子とはどういうものか，抗体だとす
れば抗原は何か，リウマチにいい影響を与
えているのか，悪い影響を与えているのか，
それとも単なる副産物なのか……など，い
ろいろな疑問を解明したいと思い研究を行
いました。結局，この凝集反応は診断に使
える，リウマトイド因子の抗原は変性 IgG
であるなど，今日では常識的なことを論文
にまとめました。その後は悪性関節リウマ
チには IgG クラスのリウマトイド因子が
高い，凝集価の高いリウマチは予後が良く
ないことなどを報告しました。
後藤：今では抗 CCP 抗体もありますが，
当時は何のマーカーもなかったのですか
ら，期待されていた研究だったのではない
でしょうか。

昭和40年代より，
日米のリウマチ治療を経験

後藤：当時の治療についても教えてください。

とがあるため，診断書記載には細心の注意
が必要である。自覚症状はあくまで患者の
自覚症状であるが，他覚所見は画像所見や
診察所見から明らかな障害で永続的なもの
を記載すべきである。自然に改善するもし
くは自覚的な要素（疼痛，しびれ，脱力）
などを含むべきではない。

残念ながら近年，司法書士や弁護士など
の要求で診断書を改ざんする医師がいるこ
とは残念である。欧米では医療体制の充実
により患者の愁訴から心理・社会的要因を
検討して如何に本質的な器質的所見を見つ
け出すかということに取り組んでいる。そ
のため心理・社会的な要因によりさまざま
な「痛み」「しびれ」「運動障害」が発現す
ることが臨床の第一線の医師に理解されて
いる 8）が，日本では患者の愁訴が器質的
疾患に直結すると誤解している医療者が多
い。頸部の疾患でもあらゆる愁訴が心理・
社会的要因から起こること，特に交通事故
や労災，医事紛争など第三者によるものは
注意が必要である。

参考文献：
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845-850, 2009
2） 社団法人日本損害保険協会 : 自動車保険データに

みる交通事故の実態 ; 20, 2010
3） 池本竜則 , 三木健司 : 受傷時年齢からみた外傷性

頸部症候群の治療期間調査　賠償科学 ; in press
4） Stone AA, et al: Proc Natl Acad Sci U S A 

107(22); 9985-9990, 2010
5） Richter M, et al: J Neurol Neurosurg Psychiatry 

75(5); 758-764, 2004
6） 奥山幸一郎 , 阿部栄二 : MB Orthop 12(1); 61-68, 

1999
7） 三木健司 , 行岡正雄 : Modern Physicain 32(4); 

501, 2012
8） Christopher Burton, 竹本 毅 ( 翻訳 ): 不定愁訴の

ABC, 日経 BP 社 ; 2014

「rheuma＝流れ」の中で
  奮闘した医師人生

題字・仲村一郎 編集委員
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企画運営委員会の活動について

企画運営委員会の活動について
平成27年 7月・9月開催の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
日時　平成27年 7月14日（火）18：00～
《報告事項》
１．平成27年度リウマチ月間リウマチ講演会の開催について
	 6月14日，丸ビルホールで230名の参加者があり，盛会に終了。
２．平成27年 6月23日毎日新聞掲載記事「医療とともに」について
	 越智隆弘常務理事が，財団のＰＲを行った。

《審議事項》
１．平成28年度リウマチ月間行事は6月19日（日）に実施。
２．平成27年度法人賛助会員打合せ会は12月8日（火）に実施。

日時　平成27年 9月8日（火）18：00～
《報告事項》
１．研修会の開催終了及び開催予定等について専務理事が報告

8月23日に中国・四国地区教育研修会が岡山市で，9月6日に関東・甲信越地区教
育研修会が高崎市でそれぞれ開催され，合計 134 名が参加した。

２．委員会の開催について
・9月29日　日欧リウマチ外科区間派遣医選考委員会
・10月7日　医療情報委員会
・医療保険委員会について
平成 28 年診療報酬改訂に向け，早急に委員会を開催，要望をまとめたい。リウマチケア

看護師の役割，必要性を述べ，診療報酬に反映させたい。
滋賀県の看護師さんから，登録リウマチケア看護師の処遇の向上を図る様，要望があった。

３．平成27年度リウマチ財団登録医数について
登録医へのＰＲを図る。

４．法人賛助会員の動向について
・参天製薬からリウマチ部門が独立，あゆみ製薬となる。
・オックスフォード・イムノテック（株）が，賛助会員に参加。

５．その他
・ホームページ画面等のリニューアル。
「日本リウマチ財団」をトップ画面に表示，操作をわかりやすくした。
一般の方と医療関係者の区別化を図る。
財団ニュースの電子配信について，アンケート調査を実施。
現在発行の登録医名簿は，すでにホームページに掲載していることから平成２８年度から作

成しないことが了解された。
《審議事項》

財団が行う研修会の在り方について，今後の議論が必要という意見があった。

東：大量アスピリン療法が主流で，それに金
の注射です。ステロイドは，最初リウマチの
特効薬とされましたが，副作用があるから無
暗に使ってはいけないと言われ始めたころで
した。1960 年代にはインドメタシン，フェニ
ルブタゾンなどの NSAID，ステロイドの関
節注入，ヒドロキシクロロキンなども出てき
ましたが，満足のいく治療はできていません
でした。特に東大病院は，どこに行っても良
くならない難治例が最後に頼ってくることが
多かったので大変でした。

リウマチ薬物治療の限界を感じ，リハビ
リテーションの進んだ米国のリウマチ治療
の実情を見るために，リウマチ協会のフェ
ロー派遣制度に応募し，1969 年オハイオ
州の Case Western Reserve University に
行きました。フェローの 4 か月間は大学
病院と関連病院の見学で過ごしましたが，
もっと深くリウマチ診療を学びたいと思い
その後の 1 年間はボス（Dr. P. J. Vignos）
の好意で，卒後 14 年たっていましたが若
い人の中に３年目のリウマチレジデントと
して入れてもらいました。
後藤：米国での臨床を経験したわけですね。
東：治療薬の種類は日本とあまり変わりませ
んでした。むしろ金製剤がなかっただけ，
選択肢が少なかったのではないでしょうか。
しかし，診療体制が非常にしっかりしている
ことに感心しました。リウマチ外来で必要な
患者さんには整形外科医，PT がその場で
対応するシステムができており，リウマチ病
棟の受け持ち患者さんが手術する時には手
術室に入って見学することになっていました。
関節置換術の黎明期であった外科的治療や
術後のリハビリテーションは，なかなか日本
では学べなかったことだと思います。また，
米国の医師が患者さん一人ひとり，関節一つ
ひとつを丁寧に診ていたことに大きな影響を
受けました。

その他，近くのクリーブランドクリニッ
クのリウマチグループとのカンファレンス
で，まだ試験的に行われていたリウマチに
対する MTX 間欠投与の有効性を初めて聞
いたことも記憶に残っています。

病院の立て直しに奮闘し，
多くの専門医を育成

後藤：東先生といえば，リウマチ学の教育に
功績のあった方を讃える「柏崎リウマチ教育

● アンケート調査実施中 ●

日本リウマチ財団ニュース編集部では，
本誌の電子式配信の導入について，登録
医の皆様に対し，アンケート調査へのご
協力をお願いしています。

質問内容は 132 号と 133 号で変更あ
りません。
今回は 132号の際にお答えいただいて
ない方のみ，ご参加ください。

＊ご参加いただいた登録医の皆様，
ご協力ありがとうございました。

こ
ち
ら
の
用
紙
を
，
132
号
，
133
号
に
同
梱
し
て
い
ま
す
。

（134 号に続きます）

1984年の東南アジアリウマチ学会（バンコク開催）にて。左から東氏，吉沢
久嘉氏，佐々木智也氏，橋本明氏。

賞」の受賞者であり，たくさ
んの後輩を育成したという印
象があります。
東：結果的に後輩のリウマチ
専門医も多く育ってくれました
が，私自身は，時代の波に流
されたというか，そのときその
ときで一生懸命やっただけだ
と認識しています。

20 年間東大にいて，自衛
隊中央病院時代には隣接の三
宿病院にリウマチ外来を開
き，1980 年に聖マリアンナ

医大に移りました。聖マリアンナ医大の要
請は，付属東横病院内科の立て直しでした。
聖マリアンナ医科大学ができたとき，本院
を新たに立ち上げるため母体である東横病
院の主な医師がごっそり本院に移り，長年
地域の中核病院であった東横病院が非常に
手薄になっていました。病院立て直しのた
めには医師集めが第一で，最初はリウマチ
教育どころかとにかく人集めに苦労しまし
た。
後藤：先生はいつもニコニコしておられる
けれど，苦労を顔に出さないだけだったん
ですね。
東：幸い自衛隊中央病院から付いて来てくれ
た医師，聖マリアンナ医大第一内科，物療
内科や昭和大学第一内科などの応援を受け，
聖マリアンナの卒業生もぼちぼち来てくれる
ようになってなんとか形が整いました。移っ
てから当分はリウマチ教育を行えるような状
態ではなく，その間若い人には内科全般を
診て「内科認定医，専門医」を取るよう勧
めていました。

状況が整いリウマチ外来を立ち上げると
東大，自衛隊で診ていた患者さんたちが来
院し，近くに専門医がいないこともあって
東横病院はたくさんのリウマチ患者さんを
抱えることになりました。そうなると医師
の中にもリウマチに興味を持つ人が出てき
て，彼らは関連の中伊豆温泉病院から手術
時のリウマチ滑膜をもらう，あるいはリウ
マチの呼吸器病変を研究するというように
して論文を仕上げました。私は彼らの自由
な研究をサポートすることで，結果的にリ
ウマチ専門医が育ってきました。
後藤：今でも聖マリアンナ医大のベッドサイ
ドで関節病変の見方などを教えておられま
すね。日本の医学部教育の悪いところは、
そういった実技指導がないところだと思って
いるのですが。
東：そうですね。米国では医学教育が非常
に重視されていて、指導医はレジデントを、
レジデントはインターンを、インターンは学生
を教えるという屋根瓦式の教育で実技まで
しっかり教え込まれます。
後藤：日本の医学界は教育に対する評価が
低いのではないでしょうか。
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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 センター長 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

乾癬性関節炎の方がとても増加して
いるようです。食の欧米化，BMI の
上昇と関連が深いことが指摘されてい
ますが，クローン病が数十年前から急
激に増加した状況と似ています。乾癬
性関節炎も HLA-B27，IL-23 関連の遺
伝子との関わりなど，環境因子だけで
なく遺伝的な素因も共通点があるよう
です。実際に診療をしていても，特に
30 ～ 40 代の男性で増加している印象
を受けますが，登録医の先生方の印象

はどうでしょうか。ニューヨークでの
ミーティングに参加するために論文を
復習しましたが，この分野の進歩は C
型肝炎と同様に著しく，過去数年間に
ニューイングランドジャーナルオブメ
ディシンに掲載された論文だけでも軽
く 10 を超えていました。

ニューヨークでは，2 日間の予定が
夕方に終わってから，25 年前に研修
時代を過ごしたマンハッタンを数時間
ほど散策しましたが，意外にも殆ど変
わっていませんでした。懐かしい病院
の周りを散歩してホテルへのタクシー
に乗ろうとした時に，白衣を着た男性
に話しかけられました。落し物でもし

たのかと思い挨拶すると，久しぶりと
言われた時には驚きました。ローマ法
王の訪問でセントラルパークなども閉
鎖されていましたが，街を歩く人達の
エネルギーを感じられただけでも良
かったと思います。

乾癬性関節炎に話は戻ります。関節
リウマチと比べると，腱付着部炎，頸
椎などの脊椎関節炎，爪や頭皮の皮
疹など特徴的なことは沢山あります
が，忙しい外来では疑って診察しない
とうっかり見落としてしまう危険もあ
ります。最近は，リウマチ疑いの初診
患者さんで抗 CCP 抗体が陰性の男性
では，もう一度乾癬ではないかと思っ

て診察し直すことにしています。関節
リウマチのおかげもあり一気に進ん
だ臨床免疫の恩恵が，乾癬性関節炎，
SLE，骨粗鬆症など多くのリウマチ膠
原病疾患でも広がっています。臨床医
としてやりがいのある時代に仕事がで
きることを幸せに思いながらも，これ
らの治療手段を慎重に選択し限られ
たパイが公平に割りふられるための
Vigilante としての役割も責任が重い
と痛感します。

（岡田正人）
聖路加国際病院

Immuno-Rheumatology Center センター長

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：1000 円

■単　位：日本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 ※ 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「第一報」を参照）

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。

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。

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 28 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 62 年度，平成 2 年度，平成 5 年度，平成 8 年度，平成 11 年度，
平成 14 年度，平成 17 年度，平成 20 年度，平成 23 年度

申請受付期間 平成 28 年3月1日～ 5 月31日

平成 28 年度リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続

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

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

平成 27 年度 リウマチ教育研修会 開催予定

平成 28 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 28 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。




