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１．関節リウマチ

生物学的製剤の安全性に関して，いくつ
か興味深い報告があった。妊娠中の治療に
関しては，特別な注意が必要である。今回
の発表では，妊娠中に生物学的製剤を使用
していても，新生児期から乳児期における
日和見感染は増えなかったという解析が
報告された。また，悪性腫瘍既往の患者に

おいても，生物学的製剤を使用した場合と
中止した場合を比して，悪性腫瘍の再発率
には影響が見られなかったという結果が
報告された。生物学的製剤使用患者におけ
る重症感染症の発生率は，過去 10 年間で
大幅に減少しているという報告もあり，治
療前スクリーニングと投与中モニタリン
グの重要性が確認されている。
バイオシミラーに関してのDebate がメ

イン会場で行われた。欧州のようにバイオ
シミラーの価格設定が３分の１から５分
の１ではない米国では，あまり意味が無い
だろうという意見と，生物学的製剤の投与
を既に受けているもしくは保険で十分カ
バーされる患者においては何の得もない
ので，強制されない限りは使いたくないと
いうアンケート結果も出されていた。欧州
の医師からは批判的な質問，行政に関わっ
ている医師からは政治家に働きかけるよ
うに意見が出されたが，本邦の状況も考え
させられるセッションであった。

２．全身性エリテマトーデス
（SLE）

生物学的製剤の発売及び開発が著しい
疾患である SLE においても，関節リウマ
チの時と同様に早期治療を可能にする新
しい分類基準が作成されている。表１の
ような基準であるが，各項目はカテゴリー
ごとに最も点数の高いものだけを合計し
て 10 点以上で分類できる基準である。そ
れぞれの項目は SLE 以外の疾患による可
能性が高い場合は計算せず，しかし SLE
と他の疾患の可能性が同等と考えられれ
ば含める。今後，学会員の意見を集めて
最終案を作成し論文として正式に発表さ
れる予定である。作成委員に含まれてい
ない専門医からも多くの指摘がされてお
り，ある程度の変更も望まれているが，
作成を急いでいるようでほぼこのまま発
表されるとも考えられる。

治療としては，本邦でも発売された抗
BAFF 抗体であるベリムマブが，B細胞
の細胞傷害性抗体であるリツキシマブを初
期治療として，B細胞から自己抗体の主な
産生細胞である Plasmablast までに抑制効
果のあるベリムマブを続けるという試験の
効果も発表された。

３．血管炎

大血管炎である巨細胞性血管炎（GCA）
と高安動脈炎（TA）では，トシリズマブ
が保険適応となった。しかし年齢の差だけ
ではなく，GCAが外膜側からの炎症であ
るのに対し，TAでは全周性であることが
病態的な違いとも言われている。今回も
TAの血清には内皮細胞増殖作用があるが

次ページに続きます

2017 年 11月4日から11月 8日にかけて，米国カリフォルニア州のサンディエゴにおい
て米国リウマチ学会が開催された。サンディエゴは学会場も中心部に位置する便利な都市
であり，日本からも多くの参加者が訪れた。学会中は南カリフォルニアとしては比較的涼
しい気候であったが，天気が崩れることもなく，学会前後の朝夕にはハーバー沿いなどを
ジョギングする参加者が多く見られた。
学会では，関節リウマチはもとより，全身性エリテマトーデス，血管炎，乾癬性関節炎

と幅広いリウマチ膠原病分野に関して，多くの重要な発表がなされた。未だ学会発表の段
階であり，Peer-reviewを受けて出版されたデータではないので，実際の臨床への応用に
おいては慎重な判断が必要であるが，今回は参加されなかった先生方のためにも，ある程
度の概要を誌面をお借りしてお伝えしたいと思う。（岡田正人）

岡田正人 編集員／聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center センター長

American College of Rheumatology
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新年あけましておめでとうございます。平成

30 年の年頭にあたり，一言ご挨拶申し上げます。

日本リウマチ財団は昨年 11 月に創立 30 周年を

迎えることが出来ました。これもひとえに皆様

方の当財団に対する深いご理解とご支援を賜り

ましたことによるものと確信しております。財

団を代表して心から御礼申し上げます。

皆様ご存じの様に，今年 4 月には診療報酬点

数・介護報酬点数の同時改訂が行われます。社

会保障制度の行く先も見えず，改定率はマイナ

ス改定になることが囁かれておりますので，医

療・介護の現場では厳しい環境が予測されます。

リウマチに関する医療につきましては近年，メ

トトレキサートや生物学的製剤の登場により飛

躍的な進展を遂げておりますが，根治的な治療

法の確立には至っておりません。また，生物学

的製剤は高額で多額の医療費を要する事や，上

記療法が普及する前に既に関節破壊を来してし

まった患者さんも多数おられることから，その

ような方への機能回復の技術革新も求められて

おります。

リウマチ医療におきましては日本リウマチ学

会や日本整形外科学会が学術団体としてリウマ

チ学の発信基地となっていただいており，当財

団はリウマチ医療の現場における質の向上を図

るための事業を行うことで両輪の輪となり，役

割分担ができると考えております。そのためチー

ム医療の重要性に着目し，従来より実施してい

る「リウマチ財団登録医」に加え，看護師，薬

剤師の登録制度をスタートしており，さらに平

成 31 年度からは理学療法士・作業療法士への

拡大を行うため準備を進めております。将来的

にはこれらの登録制度をさらに深め，リウマチ

の専門医療機関の認定を行うことを視野に検討

を進めております。我が国のリウマチの患者さ

んは 70 ～ 80 万人と言われておりますが，これ

らの方々のＱＯＬ向上のため，当財団は今後も

活動を続けていきますので，ますますのご支援

よろしくお願いを申し上げ，年頭の挨拶とさせ

ていただきます。

平成 30 年　正月

公益財団法人 日本リウマチ財団
代表理事

髙久 史麿

新年のご挨拶

病態解明による
治療の進歩

レビューコースではスポーツ医学なども取り入れられた
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ACR2017 速報 続き

GCAでは認められないと報告された。大
血管炎に対しては，アバタセプトも治験が
計画されており，結果によっては寛解導入，
寛解維持での臨床的有用性が期待される。
ANCA関連血管炎に関しては，新しい
分類基準の一部が昨年発表されたが，今回
では３つの型すべての分類基準案が発表さ
れた（表 2〜 4）。小型血管炎もしくは中
型血管炎の診断がついた上での分類基準で
あり，臨床的な有用性は限られているが，
経口補体阻害薬なども含め新薬の開発が盛
んな分野であり，患者選定なども含め知っ
ておく必要がある基準となるであろう。

４．乾癬性関節炎

EULAR，GRAPPAなどが既に治療推奨
を発表しているが，今回はACRによる治
療推奨案が発表された。エビデンスに乏し
いがという条件づきで，初期治療として，
１．TNF阻害薬が他の薬物治療よりも推

奨　２．経口薬が IL-17 阻害薬，IL-12/23
阻害薬よりも推奨　３．メトトレキサート
が NSAID よりも推奨　４．IL-17 阻害薬
が IL-12/23 よりも推奨となっている。第一
選択になっているTNF阻害薬で不十分な
場合は，単剤であれば他のTNF阻害薬単
剤への変更が第一選択となっている。TNF
阻害薬とMTXの併用で治療されている場

合も，他の TNF 阻
害薬とMTXへの変
更が推奨されてお
り，IL-17 阻害薬へ
の変更ではMTXを
中止し単剤での治療
が推奨されている。
今後さらに議論

がなされて，正式に
発表される予定であ
る。
今後もリウマチ膠

原病分野における病
態の解明から応用さ
れる治療の進歩は滞
る気配はまったくな
く，更にシステマ
ティックな診断への
アプローチが必要に
なってくると考えら
れる。十分な情報を
患者と共有し，より
良いアウトカムを実
現するためにも有益
な学会であった。
（文責：岡田正人）

表 2　DCVAS 顕微鏡的多発血管炎
	 分類基準案 2017

臨床項目
血清鼻汁，鼻腔内潰瘍・痂皮，鼻閉，鼻中隔穿孔 − 3

検査項目
MPO-ANCA 抗体 もしくは pANCA 陽性 ＋ 6
胸部画像にて間質性肺疾患 もしくは 線維化 ＋ 3
生検にて免疫複合体の沈着の乏しい糸球体腎炎 ＋ 3
抗 PR3-ANCA もしくは cANCA 陽性 − 1
末梢好酸球数　1000/mm3 以上 − 4

分類基準は小型もしくは中型血管炎の診断が確定した上で使用する。
6 項目の点数を合計し，スコア 5 点以上で MPA に分類する。
感度 91% 特異度 94%

表 3　DCVAS 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
	 分類基準案 2017

臨床項目
閉塞性気道疾患 ＋ 3
鼻ポリープ（鼻茸） ＋ 3
多発性単神経炎 もしくは 運動ニューロン障害 ＋ 1

検査項目
末梢好酸球数　1000/mm3 以上 ＋ 5
血管外における好酸球優位の炎症 / 骨髄内好酸球増加 ＋ 2
顕微鏡的血尿 − 1
抗 PR3-ANCA もしくは cANCA 陽性 − 3

分類基準は小型もしくは中型血管炎の診断が確定した上で使用する。
7 項目の点数を合計し，スコア 6 点以上で EGPA に分類する。
感度 85%　特異度 99%

表 4　DCVAS多発血管炎性肉芽腫症
	 分類基準案 2017

臨床項目
血清鼻汁，鼻腔内潰瘍・痂皮，鼻閉，鼻中隔穿孔 ＋ 3
軟骨病変 ＋ 2
伝導難聴 もしくは 感音難聴 ＋ 1

検査項目
抗 PR3-ANCA もしくは cANCA 陽性 ＋ 5
胸部画像にて結節，腫瘤，もしくは 空洞病変 ＋ 2
生検にて肉芽腫，血管外肉芽腫性炎症，および巨細胞 ＋ 2
画像にて鼻・副鼻腔領域の炎症，consolidation，
および液体貯留 ＋ 1

生検にて免疫複合体の沈着の乏しい糸球体腎炎 ＋ 1
MPO-ANCA 抗体 もしくは pANCA 陽性 − 1
末梢好酸球数　1000/mm3 以上 − 4

分類基準は小型もしくは中型血管炎の診断が確定した上で使用する。
10 項目の点数を合計し，スコア 5 点以上で GPA に分類する。
感度 92%　特異度 94%

盛んな議論がみられたポスターセッション

  リウマチ医になったわけ
幼少期にお世話になった家庭医が素敵な
先生で憧れたことと，自分に秀でた才能が
なく手に職をつけなければ食べていけない
との危機感から医師を目指しました。身内に
医療関係者がおらず，専門科を迷っていたら
リウマチ膠原病科の先生から熱烈な勧誘を
受けて，入局することになりました。その後
も私は医師としての道筋を己で切り開いたの
ではなく，女性であっても手加減しない優
秀な上司の導きによってなんとかここまで歩
いてきました。昨今におけるリウマチ治療の
進歩はめざましく，全身の多関節痛による身
体機能障害で将来の不安を感じていた女性
患者さんが，新規治療薬により関節症状が
改善して杖を必要としなくなり，きれいにお
化粧した晴れやかな表情で海外旅行もでき
るようになったわとお話しされた時には，今
の時代にリウマチ医になった喜びを感じまし
た。これからリウマチは治せる時代になって
いくでしょう。ひとりでも多く患者さんの病

気が治る手助けができたら，リウマチ医とし
てこんなに幸せなことはないと思っています。

  女性医師でよかったこと
関節リウマチや膠原病の患者さんは女性

が多いため，診察時には病気のことだけで
はなく，女性としての心配事，家庭のことな
ど個人的なお話をされることもあります。ま
た，慢性疾患ですから患者さんとは長いつ
き合いになり，リウマチ医としてだけではな
く家庭医としても治療にあたります。こちら
も女性ということで患者さんの診察をさせて
もらいやすいですし，女性に限らず男性患
者さんであっても女性医師だと話しやすくて
安心したとよく言われます。

  ひとりごと
これまでに長く続いた趣味や特技がなく，

仕事が趣味などとうそぶいていた私ですが，
2 年前から登山を始めました。低山から始め
て最近は北アルプスなど高山にも挑戦してい

ます。登っている最中はしんどくて，もう二
度と来るものかと心の中で叫びますが，登
頂した時の達成感と大自然の絶景に感動し
てまた次もと思うようになります。登山は人
生に通じるところがありますが，いきなりエ
ベレスト登頂を目指せということにはなりま
せん。滑落や高山病，道迷いをしないよう
十分な準備をして，自分にあった低山から
始めれば良いのです（医学知識の習得，論
文検索，日本語論文から英語論文へ）。熟
練の山岳ガイド指導のもと，実際の登山で
地図の読み方を教わり，山歩きの実技を習
得すると，また次の課題が見つかります（上
級医師について患者診察や手技の実践，医
学研究）。3000 ｍ近い高山からのダイナミッ
クな眺望には心が震えますが（国際学会へ
の参加・発表，海外留学），仲間と一緒に
里山からのんびり眺める穏やかな景色が一

番好きです（日常診療）。嬉しいことに山の
近くには必ず天然温泉が湧いており，下山
後の立ち寄り湯で心身の疲れが癒されて極
楽極楽・・・なのです（さらに美味しいお酒
があれば言うことなし？）。

  バトンタッチ
次回は東京大学医学部付属病院免疫疾患

治療センターのセンター長としてもご活躍の
神田浩子先生です。いつもエレガントでさら
りとお仕事されているようにお見受けします
が、どんなひとりごとを聞けるのか私も楽し
みにしております。
� （文責：舟久保ゆう）

◎舟久保氏からバトンを受け，次回登場す
る医師は，神田浩子氏（東京大学医学部ア
レルギーリウマチ内科）です。

舟久保ゆう 氏／埼玉医科大学リウマチ膠原病科　准教授

第 3 回

（編集部より）「女性リウマチ医のひとりごと」は143	号より始まった新しい連載です。
その特徴は，毎回，担当者が次の担当者を指名する“数珠つなぎ”形式であることです。
第 3 回となる今回は，第 2 回に登場された兵庫県立加古川医療センターの中川夏子氏

の指名により，舟久保ゆう氏が登場します。

表1　ACR/EULAR　SLE 分類基準案 2017

臨床項目
全身症状

38.3 度を越える発熱 2
皮膚症状

非瘢痕性脱毛 2
口腔内潰瘍 2
亜急性皮膚ループス もしくは ディスコイド疹 4
急性皮膚ループス 6

関節症状
2 関節以上の滑膜炎，もしくは 30 分以上
の朝のこわばりを伴う2 関節以上の圧痛 6

神経症状
せん妄 2
精神病 3
痙攣 5

漿膜炎症状
胸水 もしくは 心嚢水 5
急性心外膜炎 6

血液学的項目
白血球減少＜ 4,000/mm3 3
血小板減少＜100,000/mm3 4
自己免疫性溶血 4

腎障害
蛋白尿     ＞ 0.5g/24h 4
腎生検 ループス腎炎クラス II, もしくは V 8
腎生検 ループス腎炎クラス III, もしくは IV 10

免疫学的項目
抗リン脂質抗体

抗カルジオリピン IgG >40 GPL units, 
抗 β2GPI IgG >40 units, ループスア
ンチコアグラント陽性のいずれか

2

補体
C3 もしくは C4 の低下 3
C3 と C4 の両方の低下 4

特異抗体
抗 dsDNA 抗体 もしくは 抗 Sm 抗体 6

必須項目として抗核抗体 80 倍以上 10 点以上で分類

ACR2017 にておなじリウマチ膠原病科の松田真弓氏（左）と舟久保氏（右）
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仲村：安井先生，よろしくお願いします。
本日は，武内義肢製作所の作田さんと山岸
さんにもご参加していただいて，外反母趾
からリウマチ足に対する装具療法について
教えていただきたいと思います。新しくて
きれいな病院ですね。何より田園都市線高
津駅の目の前と，駅に近いです。これなら
足に痛みを持つ患者さんには，とても通院
しやすいですね。
安井：そうですね，お陰さまで外来患者さ
んも順調に増えています。今日はよろしく
お願いします。
仲村：早速，お伺いしたいのですが，関節
リウマチに限らず足疾患を診療するなか
で，先生はどのような考え方で足装具の処
方をされているのでしょうか。

痛いところはどこなのか，
有痛性胼胝に注目する

安井：足の装具を処方する際に一番大切に
しているのは，足のどこがどう変形して何
と当たって痛みを起こしているのかをしっ
かり診察する点です。そして痛みをとるこ
と，軽減することを目的として装具を作製

するということです。
仲村：変形の部位＝痛みの部位とは限らな
いということですか？
安井：もちろん，変形が強くなれば，そこ
が痛いでしょう。しかし，基本的には①関
節の変形がある，②その部分で骨が突出す
る，③突出した骨が地面・床や靴に当たっ
て痛む，④痛いので外来を受診する，とい
う流れです。一般の病院やクリニックでも
そうでしょうし，特に当院のような大学病
院の「足の外来」では，痛みがなく純粋に
美容的な希望で受診される方は少ないで
す。その点は常に人前に出さなくてはなら
ない手とは大きく異なる点です。
仲村：その中で最も着目して診察する点は
どこでしょう。
安井：痛みを伴う胼胝を探すのが最もわか
りやすいでしょう。足底の有痛性胼胝はリ
ウマチ足でよく見られますが，外反母趾
の場合にしばしば
生じます（図 1）。
体重を支える 5本
の趾のうち，大黒
柱である母趾が変
形することで，残

りの足趾にかかる負担が増え，胼胝が生
じると考えています。そこで，母趾の変
形ばかりに気を奪われずに，痛みのポイ
ントを丁寧に触診することが大切です。
仲村：では初めに，足底の有痛性胼胝に
対してはどんな装具を作製しますか。

足底の有痛性胼胝には
メタタルサル・パッド

（Metatarsal Pads）

安井：メタタルサル・パッドをつけたイ
ンソールを処方します（図 2‐左）。中足
骨頭部にかかる荷重をこのパッドの部分
で分散させるという考え方です。
仲村：このインソールには内側のアーチ・
サポートもついていますね。
安井：そうです。外反母趾では多くの場合，
偏平足を伴いますから，必然的に内側アー
チ・サポートをつけます。どのくらいの厚
みのパッドをつけるか，アーチ・サポート
をつけるかについては，なかなか文字では
伝わらない部分があるので，義肢装具士さ
んと直に話し合って決めています。した
がって装具が必要になる患者さんの診察
は，できるだけ装具士さんが来てくれてい
る日におこなうよう心がけています。

仲村：それは義肢装具士さんにとっても大
切なことですね。
武内義肢：そうです。装具は患者さんに適
切に装着してはじめて効果がでるもので
す。そして毎回気持ちよくつけていただく
には，細部の微妙な調整が大切でもありま
す。そのため，医師や患者さんと直に話が
でき，実際に装着して歩行する様子や姿勢
を観察できる環境が大切です。
仲村：「大切なことはアフターケアをきち
んとする」ということですね。では外反母
趾部の痛み，いわゆるバニオンの痛みに対
してはどうでしょう。外反母趾変形を矯正
する装具をつければいいのでしょうか。
安井：外反母趾自体を矯正する装具には
様々なものがあります。しかし，バニオン
の痛みを訴えるような変形を抱えた患者さ
んにはその効果は限定的です。むしろ装具
をつけているほうが逆に痛い，と訴える患
者さんは多くいます。そこでわたしは，メ
タタルサル・パッドと内側アーチ・サポー
トをつけたインソールをよく使います。変
形矯正の作用はわずかですが，痛みを軽減
する効果は意外とあります。それから，ドー
ナツ型の除圧パッドで除圧するというのも
簡便な方法として試す価値はあると思いま
す（図 2‐右）。�
仲村：関節リウマチに伴う外反母趾では，
これらに加えて何に気をつければよいで
しょうか。
安井：槌状趾（hammer�toe）や鉤爪趾（�
claw�toe）といった足趾の変形に注意しま
す。これらの変形があると，足趾が靴の上
側にあたるので，Toe�box を大きめにする
などの工夫が必要になりなます。

後足部の外反変形には
内側ソール・ウエッジ

仲村：後足部の変形についてはいかがで
しょう。
安井：これも大切なポイントです。関節リ
ウマチでは後足部が外反方向に変形し，腓
骨と踵骨がぶつかって，痛みを引き起こす
ことがあります。このような場合，ソール・
ウエッジといって楔状のインソールを作製
して，内側にあてがうことで後足部の外反
変形を矯正します（図 3）。
仲村：ところで費用についてはいかがで
しょうか。装具，特に靴型装具はとても高
価という印象があります。
武内義肢：そうですね。インソールが片側
2万円，両側作製すると 4万円程になりま
す。靴型装具の場合には，木型から作製す

6 ページに続きます。

本誌では，2017	年 5	月号（142	号）から「リウマチ手術のタイミング」という新シリー
ズを開始した。今回は“リウマチ足の装具療法”を取り上げるが，これは「第1	回	リウマ
チ足の手術のタイミング編」を読まれた先生方からの「もう少し足の装具について解説し
てほしい」という要望に応えるかたちで実現したスピン・オフ編である。手術に踏み切る
前に装具を試してみることが，患者さんとの信頼関係につながることは多い。関節リウマ
チに限らず足外科全般で活躍中の安井哲郎氏を，帝京大学医学部附属溝口病院に訪ねた。

話し手：安井哲郎 氏／帝京大学医学部附属溝口病院 整形外科 准教授
 作田祐一 氏／株式会社武内義肢製作所 装具部 義肢装具士
 山岸俊裕 氏／株式会社武内義肢製作所 装具部 義肢装具士

聞き手：仲村一郎 編集長／ 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

帝京大学医学部附属溝口病院の診察室にて安井氏

外反母趾 有痛性胼胝

図1　リウマチ患者さんの外反母趾

図 2　前足部の変形に対応する装具

製造メーカー： berkemann

ドーナツ型パッド

製作メーカー：武内義肢製作所
（オーダーメイド品）

インソール

メタタルサル・
パッド

内側アーチ・
サポート

図 4　靴型装具（リウマチ患者さんのオーダー）

写真はリウマチ患者さんのオーダーで作ら
れたもの。やわらかい厚手のインソールを
入れるために容量の大きな作りになってい
る点と両側のチャックは，疾患に特徴的で
ある。
 製作メーカー：武内義肢製作所

（オーダーメイド品）

＊部で腓骨先端と踵骨がぶつかる。内側ソー
ル・ウエッジ（矢印）をつけたインソールで外
反変形を矯正する。

＊

外側外側

矯正前

➡
外側

矯正後

内側 内側

内側ソール・ウエッジをつけた
インソール

内側外側 内側

外側
内側
➡

図 3　後足部の変形に対応する装具

 製作メーカー：武内義肢製作所（オーダーメイド品）
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リウマチ足の装具療法 続き

るので1足 13～ 14万円になります（図4）。
一時的に立て替え払いをしていただき，後
日その 7割が戻ってくるので，実質的には
原則 3割負担でよいのですが，それでもか
なりの額ですね。

仲村：とりあえず試してみたいという患者
さんのために何かお薦めのものはあります
か。
武内義肢：三進興産という企業からソルボ
セイン（粘弾性高分子化合物：人工筋肉）
という材質で作られた商品が発売されてい
ます（図 5）。手頃な値段ですから，とり
あえず試してみたいという方にはよいかも
しれません。繰り返しになりますが，装具
は継続してつけていただいて初めてその効
果が発揮されます。我々としても，せっか
く時間とお金をかけて作製した装具ですか
ら，少しでも患者さんの日常のお役に立て
ればと願っております。
安井：おっしゃる通りです。患者さんに「こ
の装具は，つけていて気持ちがいいです」
と言われると，こちらまで気持ちよくなり
ます。その一方で，「辛いけど，頑張って
装具をつけています」という患者さんでは，
もう一度その装具を見直す必要があるとい
うことです。装具に改良すべき点があれば
改良します。
仲村：そうでなければ，いよいよ手術のタ
イミングが近づいているということです

ね。
安井：そういうこ
とになります。
武内義肢：最も避
けるべきは「この
装具，辛いのでつ
けていません」と
いう事態です。こ
うならないために
は患者さんと医師・
義肢装具士間のコ
ミュニケーション
が大切です。
仲村：装具はつけ
て初めて効果がで
る，この言葉を大

まとめ　リウマチ足の装具におけるポイント

1．足装具の原則 ①痛みをとることを目的とし，有痛性胼胝に着目する
②装具は快適に装着し続けて初めて効果がある
③義肢装具士とは直に話を。アフターケアを大切に

2．具体的な足装具の処方例 ① 足底の有痛性胼胝：メタタルサル・パッドをつけたイン
ソール

② 偏平足を伴う場合：内側アーチ・サポートを追加
③ 外反母趾のバニオンの痛み：ドーナツ型の除圧パッド（外

反母趾そのものを矯正する装具は痛くて使い続けられな
いことがある）

④後足部の外反変形：内側ソール・ウエッジ

3．患者さんの言葉にみる
	 よい装具とよくない装具

① よい装具：「この装具，つけていて気持ちがいいんです」
② よくない装具：「辛いけど，頑張って装具をつけています」
③ 避けるべき事態：「この装具，せっかく作ってもらったけ

れど辛いのでつけていません」
模型を手にしながら装具を検討する安井氏（左）と仲村編集長（右）

昨年 5 月にリニューアル開業した新病院

図 5　ソルボセインを用いたインソール

比較的安価で耐久性もある。写真はウエッジ型イン
ソール。
 製造メーカー：三進興産（株）

切に明日からの診
療に生かしていけ
ればと思います。安
井先生，武内義肢
さん，本日はお忙
しいところ貴重な
お話を伺うことが
できました。あり
がとうございまし
た。�（文責編集部）

リウマチ患者さんの装具ができるまで

帝京大学医学部附属溝口病院での取材後，診察か
ら発注したリウマチ患者さんの装具ができるまでの
実際を，武内義肢製作所にて見せてもらった。
※写真は教えてくれた山岸氏（左）と作田氏（右）

と同製作所の工房。

患者さんの足にギブス包帯
を巻き，型取りを行う。

靴型装具を作る場合

義肢装具士の声
「患者さんはできるだけ見た目が普通の靴を
望まれますが，リウマチ疾患の場合，容量
の小さな靴では痛みが解消されないこともあ
り，フィッティングではそこの兼ね合いを調
整することが多いです。日本でも既製品のコ
ンフォートシューズが保険適応になれば，一
度それで試してもらうようなこともできるので
すが……」（作田氏）

義肢装具士の声
「主治医の先生から“インソール”といったか
たちで，名目のみの発注を受けることがあり
ますが，なにを目的とした装具なのか，たと
えばどこの痛みを取りたいのかなどの“目的”
を共有してもらえたら，もっといいものが作
製できます」（山岸氏）

ギブス包帯の型に石膏を
流し込み，石膏型を作る。

インソールを作る場合
板のように真っすぐ
な素材を石膏型に添
わせるように加工。

加工には特殊な機械を
使って圧をかける。

患者さんの痛む箇所を
考慮しながら，石膏型
を元に靴の木型を作
る。

図2のインソー
ルが完成

仮靴を作り，フィッティ
ングを行う。

図 4 の靴型装具
が完成

➡ ➡

➡

➡

➡
➡
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【日本リウマチ財団ニュース　編集員】	 編集長：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 羽生忠正 長岡赤十字病院 リウマチ科 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
  後藤美賀子 国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター 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

サンディエゴでの米国リウマチ学会
の機会に，研修を受けたYale 大学の
Reunionに参加しました。もう研修を終え
てから20 年になりますが，当時の仲間に
会うとYale 大学にのこり基礎研究を続け
ている同期，ベンチャー企業を立ち上げ
て新薬を開発している1年後輩，なんと日
本人と結婚して奥さんの家族ために日本と
時差のあまりないオーストラリアの大学で

教授になっているなど様々で，研修や研究
を行っていた当時の記憶はつい最近のよ
うでも，20 年でそれぞれの進む道が大き
く異なっていることに気付きます。
いつもは同窓会が開催されるのは学会
場近くのホテルですが，恩師の Joe�Craft
教授からメールで受け取った住所は歩くと
5時間もかかるところでした。行ってみるま
でわからなかったのですが，Yale 出身の
起業家が多く住んでいるラ・ホーヤの近く
で行ったからで，Yale 医学部の最近の研
究成果の説明と今後の展望をCraft 教授
がスライドで説明し出資を募るというもので

した。質疑応答も積極的で，一つ一つに
医学が専門でない出資者にわかりやすく
説明する姿は，患者さんと話すときの私達
臨床医が得意とする分野で，結局多くの
賛同者を得られたようで会は成功でした。
彼らと話をすると，出資して10回に1回う
まく行けばいい方で，しかしそれでも十分
に割が合うとのことでした。何回も失敗し
てもそれは結果で，プロセスがちゃんとし
ていればそのうち成功する確率が高いの
で，信用できると感じればまず出資して経
過を見るとのことでした。大志を持った人
が失敗を恐れずに挑戦し，それをすでに

成功した人が今度は応援するという制度
が確立しており，いまではあまり聞かれなく
なったアメリカンドリームという言葉を思い
出させてくれるものでした。
後進の先生方のために臨床，研究など
の行い易い環境を整えることで積極的に
応援していく必要性を，卒業して30 年近
くになりこれまで以上に意識して行かなけ
ればと考えさせられました。

（岡田正人）

聖路加国際病院

Immuno-Rheumatology Centerセンター長

企画運営委員会の活動について
平成 29年 11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

平成 29 年 11月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 29年 11月14日（火）18：00〜 19：10
《報告事項》
１．委員会の開催について

（１）リウマチ専門職制度設計ＷＧ
 進捗状況の報告

（2）医療情報委員会
① ホームページのアクセス数が増加している。
② 「リウマチ財団登録医・看護師・薬剤師の所属する医療機関」として，医療機関別に登録医・

看護師・薬剤師を記載する方式でホームページに掲載する方法に改める。
③ 「リウマチ患者さんのＱ＆Ａ」（100 問 100 答）の第２版を財団創立 30 周年記念事業の

一つとして 12 月に発行予定。
２. 研修会の報告について

「リウマチ教育研修会」，「リウマチの治療とケア研修会」の参加者数等の報告。
３．平成 29年度リウマチケア看護師ならびにリウマチ財団登録薬剤師の申請状況について

　看護師の更新者が減少。薬剤師は更新時期ではなく，新規 13 名の増。その結果，現在の登
録者数は医師が 3,033 名，看護師が 1,566 名，薬剤師が 476 名となった。

４．日本保険薬局協会への訪問報告について
　リウマチ財団登録薬剤師の説明を行い，協会から登録薬剤師の資格要件であるリウマチ性疾患
の薬学的管理指導患者 20 例はハードルが高いので 10 例で検討できないかとの意見があった。
登録看護師や薬剤師の基準があるので，専門職委員会で検討することとされた。また協会会長と
の対談を行い，財団ニュースに掲載する。

５．法人賛助会員の入会について
日本イーライリリー株式会社の入会があり34 会員となった。

６．財政状況について
正味財産増減計算書（4 ～ 10 月実績）経理状況について説明。

７．平成 29年度日欧リウマチ外科交換派遣医の報告（派遣）について
　今年度は埼玉医科大学病院　整形外科教授　門野夕峰氏と九州大学病院　整形外科　講
師　福士純一氏の２名がオランダ，ドイツ，フランス，スイスで研修を行った。今後派遣者には財団
事業に参加いただく等検討。

《審議事項》
１．国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助成者の選考	

アメリカリウマチ学会 2017 におけるリウマチ性疾患調査・研究発表者に対する助成について協議
し３名に助成することを決定した。

２．平成 30年度海外派遣医ならびに平成 30年度日本リウマチ財団福祉賞の推薦方依頼について
平成 30 年度も実施。

３．平成 30年度以降の研修会のあり方について
　リウマチ教育研修会とリウマチの治療とケア研修会をひとつにまとめ，平成 30 年度より合同で全
国６地区８回を予定し実施。
今後の研修会のあり方については引き続き議論をしていく。

４．リウマチ専門職委員会の今後のスケジュールについて
　今後は概ね 3 か月に 1 回の頻度でリウマチ専門職委員会を開催し，理学療法士・作業療法士
の登録制度について検討し平成 31 年当初には登録を開始。

５．平成 30年度リウマチ月間リウマチ講演会について
　平成 30 年 6 月3 日（日）に千代田区永田町の「シェーンバッハ・サボー」２会場で午前・午
後にシンポジウム等開催。

６．財団創立 30周年記念誌の作成について
ＣＤ版で作成することとなった。

７．財団ホームページ上へのリウマチケア看護師氏名公開について
掲載するにあたっては本人の諾否を求めていることにより，承諾者は現状通り掲載。

平成 30 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・認定の教育研修会等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財団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 30 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。

平成 29 年度海外派遣研修医募集

募集要項等詳細について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． 教育研修会等で 20 単位以上
2． 教育研修会に 5 回以上出席し，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）

平成 25 年度にリウマチ財団登録医になられた方は
平成 30 年度資格更新者に該当いたしますのでご留意ください。

申請受付期間 平成 30 年3月1日〜 5 月31日

平成 30 年度リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続

財団ホームページ　リウマチ情報センター

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

平成 30 年度海外派遣研修医募集
募集要項等詳細については財団ホームページをご覧ください。

日本リウマチ財団登録医・看護師・薬剤師の所属する医療施設

http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/rm150/list/index.html
財団ホームページ内「リウマチ財団登録医の所属する医療機関」は，リウ
マチの専門医を探している患者さんにとって有用な情報であり，多くのアク
セスを記録しました。
そして平成 29 年 11 月よりリウマチケア看護師，リウマチ財団登録薬剤師
を共に掲載，「日本リウマチ財団登録医・看護師・薬剤師の所属する医
療施設」としさらに充実した情報を提供していきます。


