
筑波麓仁会の広報誌

“真心で医療と福祉に貢献します”

リウマチって？ 膠原病って？
特

集



「リウマチ」や「膠原病」は、比較的
よく耳にしても、本当の意味は曖昧な
まま使われていることが多いのではと
思います。リウマチとは関節リウマチ
のことと思っている人も多いでしょう。

「リウマチ性疾患」とは、筋肉・関
節・骨に問題が生じて痛みを生じる病
気をまとめて指す言葉です。
古代ギリシャ時代には、体のあちこち
に痛みが生じその場所が次々に変わる
リウマチのような病気は、脳から液体
が流れ出ていてそれが停滞すると腫れ
や発赤を生じると考えられていました。
この流れのことを「rheuma(ロイマ)」
と呼んだのが語源とされています。

一方、「関節リウマチ」という一つの
独立した疾患があります。全身の関節、
特に手指や手首などの小さい関節に炎
症を起こして腫れ・痛みが生じ、放置
すると軟骨や骨が傷ついてしまう慢性
の病気です。原因はよくわかっていま
せんが、生まれつきの要素に喫煙や歯
周病などの環境要因が重なると発症し
やすくなると言われています。

「リウマチ(rheumatic)」

「リウマチ」＝「関節リ
ウマチ」ではありません

診断は関節の状態、血液検査などを参
考にして行われます。(表1参照)

関節リウマチは約100人～200人に一
人が罹患する比較的多い病気で、当院
のリウマチ膠原病内科に通院する方の
4分の3が関節リウマチの患者さんです。
この10～20年で大きく薬物治療が進歩
し、現在は早期から治療すれば完全に
病気を眠った状態にしておくこと(寛
解)が目指せるようになりました。
それが意味するのは、日々の痛みから
の解放は勿論のこと、本来の体の働き
を取り戻し、日常生活や社会生活を元
通りに行えるようにすることです。

リウマチ膠原病内科では、スタッフ一
同、この目標を達成するお手伝いをし
ていきたいと考え、日々診療にあたっ
ています。

関節リウマチの手。60代女性。母指の変形
と中指～小指の小指側への傾きが見られる。
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次に、膠原病(こうげんびょう)という
言葉について触れたいと思います。

膠原とはコラーゲンのことです。昔の
人は全身性エリテマトーデスや全身性
強皮症等の病気を見て、コラーゲンが
豊富な皮膚や関節、脂肪が病気の中心
と考え、膠原病と呼びました。
上記２つの疾患のほかに関節リウマチ、
皮膚筋炎、結節性多発動脈炎を含めた
ものが古典的膠原病と呼ばれています。
「膠原病」という個別の名前の病気が
あるわけではないことにご注意下さい。

膠原病を説明する時、免疫は切っても
切れない存在です。外界から細菌や
ウィルスなどが体へ侵入しようとして
くるのを監視し入ってきた異物を攻
撃・排除して、体を守る働きを免疫と
呼びます。

引用：日本リウマチ学会 https://www.ryumachi-jp.com/index.html(表1) 関節リウマチの鑑別疾患

膠原病(こうげんびょう)とは
この働きは、本来自分自身の体には及
ばないようになっているのですが、何
らかの理由でその働きが異常になり、
自分自身を異物と勘違いして攻撃して
しまう状態になることを自己免疫と呼
びます。

皮膚や関節はその攻撃の直接のター
ゲットとなったり炎症が暴れる場と
なったりして、膠原病で障害を受けや
すい部位です。
例えば、関節リウマチであれば関節を
包む“滑膜”という組織が攻撃のター
ゲットになります。膠原病に含まれる
疾患の中には、重要な内臓が攻撃の
ターゲットとなり生命に関わるものも
あります。

このように攻撃ターゲットは特定の部
位だけでなく全身であることから、今
では、全身に生じる自己免疫性疾患の
ことを指して広い意味での膠原病と呼
んでいます。
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ところで、膠原病に共通する症状は発
熱や関節痛、皮膚炎などですが、この
ような症状を起こす病気はたくさんあ
り、一つの検査や一つの症状だけでは
診断の決め手になりにくいのが特徴で
もあります。
一見とらえどころがないとも言えます
が、どのような症状の組み合わせ・経
過なのかが病気らしさを物語っており、
医師の経験がものをいうところでもあ
ります。
一度診断を受けるとずっとつきあって
いかないといけない厄介な病気、と不
安になる方もおられますが、膠原病の

これって膠原病？
見分け方は難しい

関節痛

発熱
皮膚炎

感染症など他の病気と見間違
われることもあります。
一度ご相談下さい。

分野も関節リウマチ同様多くの新薬が
毎年のように登場しており、治療が進
歩し続けています。
多くの場合は免疫抑制作用のある薬剤
が使われますので、感染症を生じるこ
となく安全に治療を進めていくことが
課題となります。

迷った時は当院に
ご相談下さい

当院リウマチ膠原病内科は、これらの
リウマチ性疾患・膠原病について担当
する科です。以前は「リウマチ科」と
して整形外科医が担当し、膠原病は
「内科(膠原病)」の名称で内科の一部
として診療が行われていました。

何の病気？ 風邪・・？
いや、膠原病・・？
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日本リウマチ学会リウマチ専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会認定消化器病専門医
日本肝臓学会認定肝臓専門医 等

●取得専門医・認定医など

●役職 リウマチ膠原病内科医長

深谷 進司(ふかや しんじ)

●略歴
2002年3月 北海道大学医学部医学科卒業
2005年7月 北海道大学病院第2内科
2011年4月 北海道厚生連帯広厚生病院第3
内科医長(リウマチ科・消化器科)
2018年4月 筑波学園病院リウマチ膠原病
内科医長

●主な研究テーマ
関節リウマチの臨床、ライム病の疫学

月 火 水 木 金 土

AM ○ ○ ○ ○

PM ○

リウマチ膠原病内科 外来診療日程表

完全予約制

妊娠・出産、あるいは依存病を持つ高
齢者など、ライフステージに合わせ
各々の患者さんにとっての問題全体を
見通した診療を心がけています。

これは？と思う症状のお持ちの方は、
ぜひ一度ご相談下さい。

しかし、2018年1月から、この2科が
リウマチ膠原病内科として一本化され、
同年4月にリウマチ専門医である深谷
医師が赴任し、現在に至ります。

リウマチ性疾患の診療において整形外
科とは連携協力して診療にあたります。
リウマチ膠原病内科では炎症・免疫異
常などによって生じる全身の症状に対
して薬物療法によりコントロールして
いくことが中心となります。
整形外科では局所的な骨・関節構造の
障害など、薬物療法では解決できない
問題を装具やリハビリ、手術などを組
み合わせて治療してもらいます。

その他に、リウマチ性疾患や膠原病の
特徴として女性の方が多いことと、幅
広い年齢層の方がいらっしゃることが
挙げられます。

診察中の深谷医師
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インフルエンザワクチン接種について

財団からのお知らせ
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10月からの勤務医師を紹介します

筑波学園病院診療部に4名の常勤医師が10月から新たに加わりました。診療科はそれぞ
れ違いますが、皆、患者さんの声に耳を傾けて、精一杯努力していく所存です。

耳鼻咽喉科 宮島義明呼吸器内科 田口真人 消化器内科 山浦正道

よろしく
お願いします！

歯科口腔外科 長井宏樹

当院では以下の要領にてインフルエンザワクチン接種を行います。ご希望の方は、
予約センターにお電話でご予約をお願いします。詳細は予約時にご確認下さい。
また、市町村により公費助成があります。詳細は各市町村にお問い合わせ下さい。

予約場所：予約センター（029-836-6688）

実施期間：一般(高校1年生～)…11月6日～2019年1月8日

接種料金：13歳以上(1回接種)…5000円

13歳未満(2回接種)…1回目5000円、2回目4000円

※予診(問診)のみは1500円。1回目を他医療機関で接種し、2回目のみ当院接種の場合は5000円。

毎週火・水曜日 14時～16時

毎週火曜日 15時～16時

小児(1歳～中学3年)…10月16日～2019年1月8日
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透析に関する市民公開講座を開催しました

透析に関する市民公開講座を9月9日に
開催しました。

「透析今昔物語集」と銘打った高田腎
センター長による基調講演では、当院
腎センター(透析室)のこれまでの発展
やご自身のプロフィールと絡めて、透
析治療の進歩の歴史が語られました。

また、災害時に物がない中で透析患者
さんが食事をとる方法や透析中の運動
療法などの解説も行われました。
最後に、災害時の透析室からの避難シ
ミュレーションを兼ねて、避難経路か
らお帰りになってもらい、閉幕。
こうした機会を多く持ち、地域の方々
の医療の一助となれればと思います。

透析市民公開講座当日の様子

『平成30年7月豪雨』義援金募金終了ならびに総額ご報告

西日本を中心に起こった『平成30年7
月豪雨』に際し、一般財団法人筑波麓
仁会は、お志のある皆様と広く一致協
力し、被災者の方々への最大限の支援
を行うため、7月23日から9月15日の
募集期間で、「平成30年7月豪雨義援
金」を募って参りました。

趣旨に賛同頂いた皆様から、82,553円
の義援金が寄せられました。

皆様のご厚志は、中央共同募金会(赤い
羽根共同募金)に全額寄付の手続きを致
しました。

これをもちまして、義援金募集は終了
とさせて頂きます。
皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。
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029-836-6688

※当日予約のみ
8：00から受付(平日・土曜共)

平日 9：00～16：00
土曜 9：00～12：00

平日 8：00～11：00 12：00～15：00
土曜 8：00～11：00
※日祝日・年末年始(12/29～1/3)は休診

♪編集後記♪ 文責・広報 岩崎

今回の特集取材はリウマチと膠原病。私も身内に、膠原病の一つであ
る全身性エリテマトーデス(SLE)の者がおります。

SLEは手先など以外は一見普通のため、周囲に難病だと理解してもらえ
ないことが多いのですが、この「社会では人は見た目でほとんど判断さ
れてしまう」という事実の方が、患者さんの多くを病気よりも苦しめている
のかもしれない、そんな思いを抱いた特集取材でした。

【発行】 一般財団法人
筑波麓仁会 筑波学園病院

〒305-0854 茨城県つくば市上横場2573-1
TEL. 029-836-1355(代) FAX. 029-836-1918

【関連施設】
筑波学園病院並木診療所
介護老人保健施設そよかぜ
つくば市在宅介護支援セン
ターそよかぜ
指定居宅介護支援事業所そ
よかぜ

訪問看護ステーションそ
よかぜ
筑波学園病院訪問リハビ
リテーション
ポプラ保育所
筑波学園看護専門学校

【交通アクセス】

●つくばエクスプレスつくば駅か
ら→つくバス約15分。谷田部車
庫下車

●つくばエクスプレスみどりの駅
から→関東鉄道バス約10分。谷
田部庫または筑波学園病院前下車

●JR常磐線牛久駅から→ 関東鉄
道バス約30分。谷田部車庫下車

●関東鉄道常総線水海道駅から
→関東鉄道バス約30分。筑波学
園病院前下車

公共交通機関

自動車
■常磐自動車道谷田部インターから
→約5分

【診療科】

～外来診療について～

内科 ※在宅医療専門

【受付時間】

【連絡先】つくば市春日2丁目3-17

土日祝日

TEL:029-875-4804 FAX:029-896-8850

【休診日】

TEL:9:00～16:45

院長 鯨井正規

地域連携だより 第4回～
医療法人
社団

FAX:24時間

青空ホームクリニック

青空ホームクリニックは私が療養型

病院等の勤務で得た経験ノウハウを元

に、つくば市に在宅医療専門のクリニッ

クとして2013年に開院致しました。

筑波学園病院には開院当初から手厚い

連携を組ませていただき、患者さんのス

ムーズな受け入れなど、大変お世話に

なっております。

私どものクリニックは良いスタッフの協

力も得ながら、微力ではございますが、

地域医療に貢献すべく、

日々患者さん及びご家

族のご要望に寄り添った

医療をご提供したいと

努力しております。
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