
者と呼んでいます。もう1つは75歳

以上で後期高齢者です。互いの人数

は，いまのところほぼ拮抗していま

すが，ここに団塊の世代が届いてく

れば，人数は前期の方が多くなって

しまいます。ここが大事なところで，

1人当たりの医療費は後期高齢者の方

が高いのですが，グループ全体を比

べると前期の方が人数が多いだけに，

ほとんど差がないといってもいいで

しょう。そこで，これから高齢化社

会を乗り切っていくためには，この

前期高齢者の皆さんが，いかに元気

に過ごし，あるいは働いてもらえる

ようにするには，どうしたら良いか

を考えなくてはなりません。

2000年の65歳以上の方々の全人口

に占める割合は，約17パーセントで

した。2025年になりますと，後期高

齢者だけで全人口に対する割合が17

パーセントになると考えられていま

す。従いまして，2025年あたりを目

指して，何をやったらいいかといえ

ば，とりわけ前期高齢者の皆さんが

元気で，社会的にも活躍できるよう

にすることが第一です。

運動器疾患の制圧に向けて

西岡：前期高齢者と申しますと，私

たちの調査でも関節リウマチや変形

性関節症さらには骨粗鬆症など生活

機能に影響を与えるいわゆる運動器

疾患の有病率が60～70パーセントと

大変に高く，今後も大幅に増えると

考えられます。財団としても，それ

について様々な対策を考えています

が，何かご助言をいただければあり

がたいのですが。

坂口：疾病というと，すぐ脳と心臓

が重視されます。が，もう少し掘り

下げて考えてみますと，骨や関節な

どの運動器がしっかりしているかど

うかによって，脳も心臓も影響を受

けます。ですから前期高齢者の皆さ

んが元気に活躍できるかどうかは，

運動器次第だといっても過言ではあ

りません。脳と心臓の陰に隠れてい

ましたが，これからは，運動器にも

っともっと注目しなければいけない

と思います。そういった意味で，

WHOに協賛して財団等の関連団体や

学会が取り組んでいる『骨・関節の

10年』の運動に今後ともできるだけ

のお手伝いをしたいと思います。

効果的な抗リウマチ薬を
すみやかに患者さんのもとへ

西岡：さて，ここで関節リウマチに

触れたいと思いますが，報道によれ

ば，関節リウマチや骨粗鬆症の新薬

の許認可のプロセスを癌や心臓病並

みに迅速化していただけるとのこと

ですが，患者さんはじめ私たち臨床

医にとってもこれは大変うれしいこ

とです。

坂口：どちらかというと，今までは

製薬会社と行政の間で，その薬を認

めるか否かが話し合われてきました。

いってみれば，その薬がペイするか

どうかと，薬としてどうかという判

断しかなかったといえます。そこに

は，肝心の患者さんの視点も，医療

を行う側の医師の視点も，存在して

おりませんでした。諸外国ですでに

使われている薬，あるいは，日本で

まだ未承認の優秀な薬を，いかに早

く患者さんのもとへ届けるか，臨床

医の皆さん方に，まずお聞きしよう

ということです。それから，オブザ

ーバーである製薬会社にも意見を求

め，決定していく。そのための仕組

みを役所の中に作ったのです。

また，外国で使われている薬を日

本で使う場合，薬の値段だけは実費

が必要となりますが，その他の診療

に関する費用は，すべて保険適応に

していこうと考えています。

西岡：とてもありがたいお話です。

最後に新年のメッセージを読者の

方々に一言お願い致します。

坂口：このたび，日本での薬の許認

可が遅いという指摘を受けておりま

したので，医学界の皆さん方のご意

見を取り入れ，急ぐべきものは何か

という優先順位を明確にするシステ

ムを作らせていただきました。この

ことは，患者の皆さんにも必ずお役

に立つと確信しております。

社会を活性化させるには
高齢者の元気が必須

西岡：日ごろは，リウマチ性疾患制圧

に様々な御理解をいただきまことにあ

りがとうございます。また，本日は，

国会等でお忙しいところを，わざわざ

お時間を頂戴できましたことは，リウ

マチ性疾患にかかわるすべての患者さ

んや研究者，医師などにとって大いな

る励みとするところであります。

本日は，まず，未曾有の高齢化社会

を迎えようとしている日本の，医療全

体についてお伺いしたいと思います。

坂口：高齢化社会もいよいよ待った

なしとなりました。私は，高齢者の

問題を考えるとき，年齢で2つのグ

ループに分けています。1つは，65

歳以上75歳未満の方々で，前期高齢

2004年 日本リウマチ財団ニュース 定価100円／奇数月1日発行

日本リウマチ財団の理事長の役を勤めさせて戴くようになって未だ日が浅

く，私の勉強不足もあって，財団の活動の全てを把握しているわけではないが，

本財団の主要な役目を思いつくままに述べるならば，1）関節リウマチを含め

た骨・関節疾患に関する研究の推進，2）骨・関節疾患を専門としている医師

に対する生涯教育の推進，3）骨・関節疾患患者への情報の提供，などが挙げ

られる。この3つは何れも財団の重要な業務であり，上記の1）～3）の順序に

意味があるわけではない。この中の2）の専門医師に対する生涯教育に関して

は，本財団の登録医になっていただいている医師への財団からのサービスを本

年度は特に充実したいと考えている。登録医の方々に対しては従来から財団は

講習会などの形でその生涯教育の推進に努めてきたが，今回e-mailを利用した

生涯教育プログラムを作成し，そのプログラムを登録医の方々に利用していた

だく事を計画している。又，このプログラムを利用して同時に登録医の更新を

行うシステムを構築する事を考えているので，是非ご期待願いたい。もう一つ

の情報提供は，財団から間もなく発刊されるリウマチの『ガイドライン』であ

る。国立相模原病院越智隆弘病院長を中心に作られたこのガイドラインは，わ

が国の関節リウマチの診断・治療の新しいガイドラインとして広く利用される

様になるであろう。この他財団は従来の財団ニュースとリウマチエキスパート

を合わせた新しい『日本リウマチ財団ニュース』を年6回発行する事とした。

平成16年の新しい情報提供の試みとして，ご紹介したい。

第3番目の課題であるリウマチ友の会の方々への情報提供の強化も，平成16

年の日本リウマチ財団の大きな目標のリウマチ『ガイドライン』の患者版を作成

して，リウマチ友の会の会員の皆様方へ関節リウマチについての新しい情報を

わかりやすい形で提供する事を計画している。平成16年が日本リウマチ財団に

とって，又リウマチ友の会の会員の方々にとって良い年となる事を祈っている。

2004年1月号�

年6回発行�
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日本リウマチ財団　理事長

久 史麿

年金，予算など問題山積の厚生労働省。その頂点にあって激務のさなか坂口力厚生労働大臣が，貴重な時間をさいて日本リ

ウマチ財団との会見に快く応じてくださいました。折しも，当日の朝刊各紙の報道によれば，厚生労働省は，いままで生命に

かかわる重い疾患などに限られていた新薬承認のための優先的な審査を，リウマチやアルツハイマー病，骨粗鬆症など日常生

活に大きな支障をもたらす疾患にも拡大する方針を決めたとのことです。本年4月からの実施により，申請から承認までの期

間が従来の半分以下に短縮される可能性がでてきました。明るい予感につつまれて始まった会見では，財団の西岡久寿樹常務

理事のインタビューに一語々々 み締めるように応えられた坂口大臣の誠実さが印象的でした。
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●聞き手――西岡 久寿樹（聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター長）

坂口 力 厚生労働大臣

リウマチ性疾患制圧へ向けて
21世紀の医療を語る

坂口力厚生労働大臣

西岡久寿樹常務理事
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明けまして，おめでとうございま

す。日本リウマチ学会は昨年5月に

中間法人となり，7月から事務局を

虎ノ門に移し，新たな気持ちで新春

を迎えています。

中間法人ということで組織の格付

けが新たになり，学会は広告可能な

専門医認定の必要条件を得たわけで

す。専門医認定の具体的なことにつ

いては山本一彦理事と龍順之助理事

とで立案を急いで下さっていますの

で，本年中にはできあがります。こ

れは本学会の会員にとって大きなメ

リットと思います。

学会の国際化推進は，本学会の長

年の大方針でした。本年で学術論文

としての和文誌は廃止され，英文誌

一本化で整備されました。お知らせ

はニュースレターとメールマガジン

によって，活きた最新情報を御送り

しています。この英文誌にインパク

トファクターが付くことは長年の夢

ですが，その方向で，宮坂監事，竹

内理事はじめ編集委員の先生方中心

に御努力いただいています。今年に

も夢が実現し，明るいニュースにな

ればと期待が膨らみます。

関節リウマチ診療ガイドライン（改

訂版）は，4月の岡山大学（井上一

会長）主催での日本リウマチ学会総会

を目途に出版できると思います。平成

8年のリウマチ科標榜を機に，『リウ

マチ診療ガイドライン（初版）』が日本

リウマチ財団から出版されました。そ

の内の治療の部分が，厚生労働省から

の依頼をうけての研究班で，『エビデ

ンスに基づく治療ガイドライン』とし

て改められました。前半の診断の部分

は各先生方に改定をお願いして，両方

をまとめて，日本リウマチ財団から

『関節リウマチ診療ガイドライン（改

訂版）』として出版されます。

『エビデンスに基づく治療ガイド

ライン』は単に教科書的な知識の整

理ではなく，治療内容の推奨度まで

を記しています。エビデンスに基づ

いて治療を標準化しているわけで

す。患者さん向けに同内容のガイド

ラインを作成することが厚生労働省

の方針にあり，治療に関する全面的

情報開示の重大な第一歩と言えま

す。リウマチ科医師には，この範囲

までは患者にインフォームドコンセ

ントすることが求められます。その

意味でも，診察室に必携となります。

その様なことも含めて，今後は情

報化の時代です。日本リウマチ学会

では，情報化委員会（澤井理事）を

中心にタイムリーな活きた情報を会

員の先生方にお送りする方針で，諸

氏のご協力を得てメールマガジンに

精力を注いでいます。

日本リウマチ学会は，今年も学会

員の皆様からの御協力を得て，時代

に即応して前進して行きたいと思っ

ています。どうぞ宜しくお願い申し

上げます。

第67回目を迎えたアメリカ・リウ

マチ学会（ACR）総会が，2003年10

月23日より28日までフロリダ州のオ

ーランドで開催された。その印象記

を書くよう編集部から依頼されたの

であるが，この国で「リウマチ学」

の手ほどきを受けた小生にとって，

この学会は特に思い入れの甚だしい

ものなので，可成り私的なコメント

の入った物となることをお許し頂き

たい。今年はまたオーランドという

地の利もあってか，例年のことなが

ら学会参加者は優に8,000名を超え，

その2/3以上が小生らのようなアメ

リカ国外からのものであって，日本

からも300名以上の参加があったと

聞いている。この点に関連して学会3

日目に学会長のDr. R. DeHoratiusが

その会長講演の中で「ある会員から，

“これはアメリカの学会なのだから外

国の者は締め出せ”というクレーム

があったが，我々はこの国際的な運

営を飽くまで続けて行くつもりだ！」

とわざわざ断らなければならない程

となってきている。確かにマンモス

化してきている－14年前に第53回総
会がCincinnati で開催された時の

「出席記」を嘗て記したことがあるが，

その時の採用演題数が839で抄録集

の重さが500gであったのに，今般は

演題が約2,000題，抄録集の重量に至

っては1.5kg！にもなり運搬に一苦労

する有様。また，学会場もまことに

巨大で（写真・参照），コンヴェンシ

ョン・センターの端から端までは優

に1kmもあろうか－講演会場の移動
に予想外の時間がかかり，長距離の

徒歩移動は格好の有酸素療法になっ

ていた－
正式の開会に先立って，例年の如く

2日間のBasic Research Conference

ならびに臨床家のための Rev iew

Courseが組まれていた。前者のトピ

ックが今年は“Synovial Biology”と

あったため，この面の仕事でのかつ

ての「落ちこぼれ」である小生も勇

躍参加してみたが，まことに充実し

た内容で細胞性・液性の両面から論

じ 尽 く さ れ た 感 が 強 く ， 特 に

Harvard Univ. のDr. Brennerの講演

は印象深いものであった。会は24日

夕刻，嘗ての学会誌“Arthritis ＆

Rheumat ism”の編集長であった

Dr. W. P. Arendの開会講演で正式に

始まったのであるが，同氏が臨床・

研究修練過程で巡り会ったとされて，

スクリーンに示された数々の著明

な学者達の写真（C .Ch r i s t i a n，

J. Decker，N. Zvaifler，C. Smyth，

etc.）は，同じ頃アメリカで研修を受

けていて，しばしば同学会でこれらの

方々の謦咳に接していた小生にとって

も，ひときわ懐かしいものであった。

今年の学会で特に感じたことは，

一般臨床医にたいする配慮である。

毎朝ACR Practice Issuesと題した一

時間セッションが組んであり「画像

診断（エコー・MRI）」や「薬物治験

の実際」などが親しみやすい形で提

示されていた。また，例年通りのこ

とであるが，様々な臨床主題のもと，

少人数で質疑応答を繰り返しながら

その道のエキスパートを囲んで，話

を進めていく90分間にわたる“Meet

the Professor”のセッションもなか

なかの盛会であった。リウマチ治療

に関しては今や生物学的製剤一色と

いってよく，我が国の「全身性の小

児リウマチ」11 例を対象とした

MRA（IL-6レセプター抗体）による

第II相試験の結果の口演（横浜市大

小児科横田教授による）は会場から

大きな反響を呼んでいた。だが，な

んといっても小生にとって嬉しかっ

たことは，恩師であるYale Univ. の

Dr. S. Malawistaが学会最高の栄誉賞

である“Presidential Gold Medal”

を授与されたことである。後日，市

郊外のカントリー・ハウスで開催さ

れた「会長招宴」の席上，彼のベタ

ー・ハーフでプロの歌い手でもある

Tobeが，しみじみと「キヨシ，30年

以上もこうして

友人としてつき

あっていけるな

んて……」と少

し涙ぐみながら

述懐していたの

が，今更のよう

に胸によみがえ

ってきている。

ともあれ，己の

青春時代の思い

出と最新の知見

のない交ぜとな

った貴重な一時

ではあった。

日本リウマチ学会　理事長

越智 隆弘

道後温泉病院リウマチセンター

理事長　高杉　潔

年 頭 挨 拶

年 頭 挨 拶

リウマチ治療の
新たな時代を迎えて
（社）日本リウマチ友の会　理事長

長谷川 三枝子
2004年の年

頭に当たり，

ご挨拶を申し

上げます。

昨年は，新

しいリウマチ

薬が2製品認可されました。今まで

治療法がなかった難治のリウマチ

患者にとって大きな選択肢が増え，

薬を待っていた者が使い始めてお

ります。

この薬の認可のために，当会では

署名活動を行ない，多くの患者の声

をもって直接厚生労働大臣に「要望

書」を手渡して働きかけをいたしま

した。その後，「レミケード」，「ア

ラバ」が認可されたことで社会的に

大きな話題となり，当会への問い合

わせや相談が多くなりました。

また，新聞・雑誌などでも次々

とリウマチ薬を取り上げ，これま

でになく「リウマチ」の文字が目

についた一年でした。

新薬の登場によって，リウマチ

が社会的に関心を持たれたことは，

リウマチへの理解につながる大き

な効果となりました。

当会の『2000年リウマチ白書』

の中では，社会や福祉行政への要望

の1位は「リウマチへの理解を深め

てほしい」，「リウマチ患者の実態を

もっと理解してほしい」ということ

です。これが，今までリウマチ患者

の置かれてきた実情でした。

しかし，厚生労働省は平成16年4

月より，新薬承認の優先審査の対象

としてリウマチを「日常生活に著し

い影響を与える疾患」としてとらえ

ております。長い間，当会が訴え続

けてきた“疾病と障害を併せもった

リウマチ患者の実態”がようやく認

知され，活字になりました。

リウマチ治療の新たな時代を迎

え，リウマチ患者像はどのように

変わっていくか，期待がもてるよ

うになりました。

本年は，5年ごとに実施している

実態調査の年であり，調査表を作

成中です。5年前の課題への取り組

みを整理し，5年後の「患者像」が

どのようになっているかと思いを

馳せております。 学会場となったOrange County Convention Center

【アメリカ・リウマチ学会総会】�
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昨年9月，宮崎で行われた第3回世界

関節炎会議（GARN2003）の特別講

演のため来日された Nathan J.

Zvaifler教授に，関節リウマチに関す

る最新の情報をお聞きしました。イン

タビュアーは，日本で数多く活躍する

Zvaifler教授の人脈に連なるお一人

であり，本紙の編集長でもある都立

大塚病院の後藤眞先生です。

＊　　＊　　＊

薬物治療，
特に免疫抑制剤に関して

後藤 今夕，特別ゲストとしてカリ

フォルニア州サンディエゴから

Nathan J. Zvaifler教授をお招きして

います。Zvaifler教授は，ACRの学

会誌Arthritis ＆ Rheumatismの元編

集長，ACRの数少ないmasterの称号

を持つ先生で，私の恩師でもありま

す。東京にようこそ。日本にようこそ。

日本リウマチ財団は関節炎患者や

リウマチ専門医にリウマチニュース

レターを年6回配布しています。

免疫学，遺伝学，分子生物学，そ

して材料工学の急速な進歩によって，

近年，関節炎の治療は劇的に変化し

ているため，このニュースレターの

読者の代表として，関節リウマチに

関していくつかの基本的な質問をし

たいと思います。

我々には，DMARD，COX2阻害

剤，および生物学的製剤があり，近

い将来，幹細胞を用いた治療法やワ

クチンも入手できると思われます。

最初に，米国のリウマチ専門医は

何年も前に関節リウマチを治療する

ために免疫抑制剤の可能性を試験し

ました。そして，メトトレキサート

が有効であることが認められたので

すね？

NJZ その通りです。

後藤 関節リウマチに抗癌剤を試み

ることに関して基本的な考え方はど

うだったのでしょうか？

NJZ メトトレキサートは，最初，

乾癬に対して試みられ，乾癬の標準

治療として用いられていました。そ

して，一部の患者に関節炎もみられ

たため，メトトレキサートは関節リ

ウマチのような病気に対しても作用

することが示唆されました。

後藤 うまいことに気がつきまし

たね。

NJZ そうです。メトトレキサート

は免疫抑制剤として考えられること

すら決してありませんでしたが，時

間とともにそう考えられるようにな

りました。

後藤 現在，アメリカでは，メトト

レキサート以外には，どのような抗

リウマチ剤をお使いになっています

か？

NJZ ハイドロキシクロロキン，サ

ラゾスルファピリジン，レフルノミ

ド，抗TNF抗体，抗IL-1レセプター

抗体くらいです。他は使いません。

後藤 日本で作られたブシラミンに

ついてはどう思われますか？

NJZ 使用したことがないのでわか

りませんが，かつて我々も使用した

ペニシラミンに似た薬剤だと思いま

すが興味がありますね。

関節リウマチの発病原因を
発見することが今後の急務

後藤 関節リウマチの原因について

どのようにお考えですか？ 何が原因

でしょうか？ これはきわめて基本的

な質問ですが。

NJZ 非常に難しい質問ですね。

後藤 関節リウマチは一部の遺伝的

に偏った個体にいくつかの因子によ

って引き起こされると思いますが。

NJZ 全くその通りです。

後藤 今のところ，いくつかの感染

性因子，ストレス蛋白質，そして自

己の関節構成物質が候補としてあげ

られていますね？

NJZ その通りです。

後藤 何が一番の候補であると思わ

れますか？

NJZ まだよくわかっていません。

関節リウマチにおける大きな問題は，

何によって発病するかを理解するこ

とであると思います。いったん発病

すると，病気が持続する理由，病気

が進行する理由，そして病気によっ

て関節組織が破壊される理由につい

てきわめて妥当な考えがあり…さら

に病気を回避する方法についても，

いくつかの考えがあります。

しかし，実際にいつ発病するのか，

そして実際に発病する理由について

は，いまだにわかっていないと思い

ます。

しかし，それは興味深いことです。

関節に現れる何年も前から病気が始

まっていることを示唆する情報が増

えてきています。

後藤 癌のように。

NJZ 癌と非常によく似ています。

それは動物試験で確かめられ，関節

炎になる前に関節周辺の骨髄の細胞

に変化が生じていることを認めるこ

とができます。現在，スウェーデン

やオランダでの試験から，70～80％

の人々に存在するある種の抗体によ

って関節リウマチに罹患する可能性

があると予測されることがわかって

います。そして，そのような変化が

数年間続いた後に，あたかも発端と

なる何かに接触したかのように，病

気の症状が初めて発現します。そし

て，それはなりやすい環境で進行し

ます。

後藤 関節または他の身体領域に最

初の事象が生じるとお考えですか？

NJZ それを知る方法はありません。

個人的には，少なくとも動物試験に

よって，その過程は関節に隣接した

骨髄から始まる可能性があると考え

ています。なぜなら，まったく検討

されることのなかった疑問の1つに，

なぜ関節リウマチが関節疾患である

のかという疑問があるからです。

我々は自己免疫や免疫学について

いろいろな知識があります。しかし，

関節リウマチは関節の障害なのです。

その過程を関節に限局させるもの

が何であるかはわかっていません。

関節の成分であるかもしれません。

あるいは，その位置に局在し続けて

いるものを閉じ込める解剖上の関節

の何かであるかもしれません。

あるいは，骨髄が実際関節にきわ

めて近いためであるからかもしれま

せん。現実に，骨髄と関節をつなぐ

接合部があります。

関節が傷害される
メカニズムはなにか

後藤 骨髄と関節との間に直接的な

接合部があるというのは本当ですか？

NJZ 動物にはあります。

後藤 ヒトではどうですか？

NJZ それはわかりません。すべて

の動物試験において，それは年齢と

同じように他の何かの役割を果たし

ます。しかし，リウマチの関節で最

初に認められる病変の位置が接合部

であることは明らかで，それは軟骨

の終末部で骨の起始部を過ぎたばか

りの領域です。

後藤 bare領域。

NJZ そうです。細胞が横断しなけ

ればならないのであれば，細胞は軟

骨を通過できないためにバリア内に

浸透します。したがって，少なくと

もマウスやラットでは導管が存在し

ます。

導管がヒトに存在するかどうかは

わかっていません。一部の解剖検査

から，その存在が示唆されています。

しかし，それらが帯状に存在するこ

とは明らかではありません。それは

大きな疑問点です。

しかし，きわめて刺激的な考えです。

後藤 ヒトの骨髄と関節腔の接合部

を解析する方法はありますか？

NJZ 画像検査によってそれを示す

ことができると思います。まだ示さ

れたことはありませんが。しかし，

関節炎が発症したばかりであっても，

MRIを用いて試験した場合，骨髄浮

腫が早期病変のきわめて著明な特徴

であることは明らかです。

関節から骨髄に，または骨髄から

関節に炎症が進行するかどうかをヒ

トで立証しなければなりません。

しかし，実験動物でも，確実にそ

の方向に進ませることができます。

後藤 何が候補ですか？ 何が一番の

候補と思われますか？

NJZ 一番の候補はありません。ま

だ，わかりません。興味のある抗体

はシトルリン化された蛋白質です。

関節のフィブリリンやフィブリンは

シトルリン化の過程によって変化さ

せることができる分子であり，アル

ギニン分子をシトルリン分子に換え

ることができます。

そして，昨年の夏に，日本で，シ

トルリン化に関与する酵素の1つ，

いわゆるPADI4が関節リウマチの遺

伝子ときわめて高い相関を示すこと

が認められた非常に興味深い発表が

ありました。これを得るまでに，こ

れまで，多くの酵素が検査されまし

た。

しかし，それは関節リウマチに罹

患するかどうかのマーカーとなる候

補遺伝子である可能性がありますが，

それによって「関節リウマチになる

でしょう」と言えるほどとは思いま

せん。それは関節リウマチに罹患し

やすくする因子としての遺伝子の1

つであることを示唆していると思い

ます。

（次号に続く）

Nathan J. Zvaifler教授に聞く

聞き手――都立大塚病院リウマチ膠原病科医長 後藤 眞

Part1
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早期の薬物治療開始こそ
寛解への近道

吉永：抗サイトカイン療法の話に入
る前に，リウマチに対する従来の薬

物療法についてお話し願えればと思

います。18年ほど前に，私はリウマ

チ患者の尿異常とか腎障害を調べる

機会がありました。そして3年前，

再び調査しなおしてみると，尿異常

や腎障害の頻度が減っていました。

炎症マーカーのCRPの平均値も2.7か

ら1.7mg/dLに低下していました。こ

れは使用されるDMARDの変化によ

るものと考えています。

竹内：私たちも，5年ごとに3期に分
けてDMARDの使われ方が，どのよ

うに変化したかを調べたことがあり

ます。まず，1985～90年は，金製剤

が中心でした。そのころは，NSAID

とステロイドで痛みがコントロール

できればよいと考えられていました

が，これでは，関節破壊が止められ

ません。そこで少しずつ新しい

DMARDが入ってきました。90年代

には，ブシラミンの登場です。薬剤

が増え，選択の幅ができたことと，

診断後からDMARDの使用までの期

間も平均9カ月と5年前の半分以下に

なりました。95～2000年は，平均2.7

カ月でDMARDが使用され，効果判

定も6カ月後ぐらいには行われるよ

うになりました。DMARDの種類が

増えたことと診断から使用までが早

まったことにより寛解率が上がりま

した。85年台が6%，次の5年間が

13%，一番新しい5年間は23%です。

中でもメトトレキサート（MTX）の

使用は，寛解率をさらに上げるよう

になってきています。

吉永：早期にDMARDを使った方が
寛解率が高くなるということですね。

では関節破壊はどうですか。

竹内：関節破壊のスピードが早い時
期は，発症してから2～3年以内なの

です。その時を逃してしまうと，元

に戻らない破壊が起こっ

てしまいます。早期に関

節破壊が抑えられれば，

限りなく治ったような状

態に近づけられます。ま

た，2003年の知見によれ

ば，生物学的製剤は早期

治療で非常によい結果が

得られることが実証され

ました。後ほど触れます

が，MTXは生物学的製

剤に比べれば関節破壊の

抑制効果は弱いものです。

インフリキシマブ
使用にあたって

吉永：そこで本題のサイトカイン阻
害薬，特にインフリキシマブのことで

すが，投与方法からご説明ください。

竹内：体重換算をしなければなりま
せんが，体重1kgあたり3mg，即ち

50kgの人の場合，150mgの薬剤を約

2時間かけて点滴静注します。それか

ら2週目，6週目に同用量を投与して

ください。その3回がすめば，あと

は8週間に1度ずつ等間隔の投与で十

分となります。

吉永：大事なことは，インフリキシ
マブの場合，MTXとの併用が義務づ

けられていますね。

竹内：当初，インフリキシマブは単
独で治験されました。そして，1回点

滴すると非常にすばらしい臨床効果

が得られたのですが，血中からイン

フリキシマブが少なくなっていく3

週間から4週間が経過すると，元に

戻ってしまいました。そこで繰り返

し投与していった結果，この薬剤が

生体にとって異物であるために，患

者さんの中に薬剤に対する抗体がで

きてくることがわかってきました。

これは，今後発売される生物学的製

剤も同様です。そして，注射時反応

や，効果減弱などの可能性から，単

剤以外での投与が模索されていたと

き，MTXを併用することによって抗

体産生が抑制されることがわかった

のです。以上の理由でこの治療は，

現在MTX併用下でのみ投与が許可

されています。

吉永：インフリキシマブは，関節リ
ウマチより先にクローン病で認可さ

れました。クローン病では，短期間

の投与ですが既に行われており，免

疫抑制剤を併用するときもMTXと

は限られていません。リウマチでも

MTXを使えない人にMTX以外の免

疫抑制剤を併用することは考えられ

ませんか。

竹内：海外の知見ですが，シクロス
ポリンとの併用がうまくいっている

ようです。他の免疫抑制剤との併用

も，ご指摘の通り，クローン病でハ

ッキリしています。アザチオプリン

でもシクロホスファミド

でもいいのです。今後の

検討課題といえましょう。

た だ し ， 現 時 点 で は

MTXの併用が必須とな

ります。

吉永：実際に，インフリ
キシマブ単独，MTXと

併用，MTX単独との比

較はされたのでしょうか。

竹内：開発初期のころ，
英国を中心として行われ

た治験があります。体重

1kgあたりインフリキシ

マブ1mg，3mg，10mgを単独で投与

した場合とそれぞれMTXを併用し

た6群で比較しました。その結果，

インフリキシマブ単独10mg投与群

とMTX＋インフリキシマブ3mg投
与群で薬剤に対する抗体が現れた患

者さんの割合がほとんど同じでした。

ということは，MTXを併用した場合

はインフリキシマブの使用量が，3分

の1ですむということになり，経済

的にも副作用の点からも大変大きな

意味を持ちました。

吉永：それでは実際にインフリキシ
マブでどの程度の効果があったのか，

具体的に教えてください。

竹内：MTXを併用していても，活
動性の関節炎を有する患者さんに，

インフリキシマブを加えた場合と，

プラセボを加えた場合とで比較する

と，プラセボを投与した人たちでは

ACR 基準 20 ％反応率がたかだか

20％ぐらいだったのが，インフリキ

シマブ3mg/kg併用では50～60％の

臨床的効果が得られました。さらに，

その臨床効果以上に驚かされたのは，

先程申し上げました関節破壊を抑え

る力の強さでした。たとえば，Sharp

のトータルスコアでみると，MTX単

独で，せいぜい50％ぐらいしか抑制

しなかったものが，インフリキシマ

ブを併用した人では，ほとんど0だ

ったことです。つまり，2年間にわた

って関節破壊は進まなかったという

ことになります。

吉永：TNFαをブロックすることに
よって，なぜ関節破壊が防げるので

しょうか。

竹内：実はわかっておりません。リ
ウマチの様々な病態にTNFαが重要

だということはわかっています。で

は，どこに効いているのかというこ

とになると，たとえば関節破壊の抑

制効果に関しては，破骨細胞がリウ

マチではTNF依存的に活性化のレベ

ルが上がっていて，それをこの抗体

がブロックすることによって破骨細

胞の関与する関節破壊が抑えられた，

というように諸説はありますが，い

ずれも実証が不可能なのです。

吉永：ところで，『レミケード使用マ
ニュアル』では，1）MTXを3カ月

以上使って効果の上がらない人　2）

疼痛関節が６個以上　3）腫脹関節が

６個以上　4）CRPが2mg/dL以上，

の人に対してインフリキシマブを使

用することが望ましい，とあります。

竹内：この項目は，日本で行われた
治験の選択基準を参考に作成しまし

た。これなら，治験と同じ効果と安

全性が期待できるということからこ

うなりました。

吉永：マニュアルには，MTXの量を
週に6mg以上と決めてあります。

竹内：最高用量いっぱいにしたかっ
たのですが，副作用があるために，

8mgに増量できない人はどうなるの

か，ということから，そこだけハー

ドルを下げました。それで繰り返し

使っていただこうというわけです。

アメリカでは，週に12.5mg以上の

MTX併用で効果の出た人たちからど

んどんMTXの使用量を減らしていま

す。では，MTXがどこまでの量だっ

たら，薬剤に対する抗体の産生を抑

えられるでしょう。確実なエビデン

スはありません。欧米での一応の目

安は週7.5mg以上，日本では週6mg

以上となっています。

スクリーニングと予防投与で
大幅に防げる結核

吉永：ぜひ，注意しなくてはいけな

生物学的製剤の夜明け
サイトカイン阻害薬　インフリキシマブのここがポイント

生物学的製剤の夜明け
サイトカイン阻害薬　インフリキシマブのここがポイント

関節破壊防止に絶大な効果

吉永泰彦先生 竹内　勤先生

竹内　勤（埼玉医科大学総合医療センター）� 吉永 泰彦（国立療養所南岡山病院リウマチ科）�

日本にもついにリウマチに適応を有する生物学的製剤が登場しました。その
記念すべき第1号，インフリキシマブ（商品名レミケード）は，現在，しっか
りとした市販後調査を行いながら臨床の場に導入されたことはよく知られてい
ます。そこで，今回はインフリキシマブの第一人者のおひとりである埼玉医科
大学教授の竹内先生をお招きし，リウマチと結核の診療に日常的に携わってお
られる国立療養所南岡山病院の吉永先生とインフリキシマブのより良い使い方
について対談していただきました。
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いことの1つに日

和見感染がありま

す。マニュアルに

は，次の指標が挙

げられています。

白血球数とリンパ

球数，それにβ-D-

グルカンです。

竹内：日和見感染に，細胞内寄生感
染が多いということで，まず細胞性

免疫能を評価するということに着目

したのですが，案外いい検査がない。

そこで白血球数4,000以上，リンパ球

数1,000以上と設定したのです。実際

に，日和見感染を考えたときに真菌

感染症とカリニ肺炎の発症が考えら

れますので，それに対する簡便な検

査としてβ-D-グルカンを加えました。

吉永：β-D-グルカンは，絶対に測ら
なければいけませんか。一般には外

注に出す施設が多いと思いますが。

竹内：そうですね。外注で測定でき
ます。カリニ肺炎のときなどは，β-

D-グルカンが上がっていて気づかさ

れることがあります。私たちは，比

較的良いマーカーではないかと，思

っています。

吉永：いま，カリニ肺炎のことが出
ましたが，既往だけで，現在治って

いる人でもインフリキシマブは使わ

ない方がいいですか。

竹内：リスクとベネフィットのバラ
ンスから，重症のリウマチで，これを

使わないと生命予後にかかわるという

場合ならやむを得ません。主治医の先

生の判断に委ねるべきでしょう。

吉永：禁忌に，うっ血性心不全，脱
髄性疾患，悪性腫瘍と結核がありま

す。その結核のことですが，肺結核

の既感染者では，リスクとベネフィ

ットのバランスを考えて抗結核薬の

予防投与も考慮するとされています。

この場合，既感染者というのは，レ

ントゲンの上で陳旧性の肺結核の所

見が認められる人も含まれ，相対的

禁忌と考えられますが，いかがでし

ょうか。

竹内：欧米では，そういう人にも予
防投与をして，インフリキシマブを

使っています。日本でも，患者さん

によく説明し，納得いただけるなら，

予防投与の後にインフリキシマブを

投与する，ということになります。

吉永：普通，結核の予防投与という
場合，私たち療養所ではイソニアジ

ド（INH）300mgを6カ月用いますが，

インフリキシマブの使用時の予防内

服は，どのようにすればよいのでし

ょうか。

竹内：残念ながら，日本では何のエ
ビデンスもありません，欧米の結核

に対する予防投与のやり方は，イン

フリキシマブを投与する1カ月前か

らINHを300mg投与するということ

になっており，その期間は9カ月と

されています。

吉永：現在ではインフリキシマブ使
用後の結核感染例は海外からの報告

がまとめられています。その発症の

97%は7カ月以内だったと思います

が，INHなどを9カ月予防投与する

と，その後インフリキシマブを打ち

続けても大丈夫なのですね。

竹内：それで十分だというのが，コ
ンセンサスです。

吉永：結核のスクリーニングは，ど
のようにするのでしょう。

竹内：胸部レントゲンを撮って判断

するわけですが，主治医の先生の主

観が入らないように，陳旧性肺結核

の有無は専門家に読んでもらうのが

良いと思います。私の施設では，放

射線科の医師に「陳旧性肺結核の疑

い」と書いて検査してもらいます。

ですから，通常より当然厳しい結果

が出ることになります。

吉永：胸部単純CTは，ルーティン
ではとっておられませんか。

竹内：ルーティンではやりませんが，
陰影があって「疑いがあり」とコメ

ントされた場合はCTにて精査して

います。CTのパワーは強力ではあり

ますが全例に施行すると大変だと思

います。

吉永：ツベルクリン反応は，どうで
しょう。私のところではインフリキ

シマブを使う予定の患者さんの42％

が陽性でした。

竹内：私のところではインフリキシ
マブを点滴する患者さんには一応全

例行っています。そして，その中の3

割が陽性です。

吉永：当院に活動性結核を合併し，
入院したリウマチ患者さんの4割近

くはツベルクリン反応が陰性でした。

諸外国はともあれ，日本ではツベル

クリン反応は実施しなければならな

いと思いますが，これがスクリーニ

ングの中心というのは無理があるよ

うですね。

竹内：画像データの方が，信頼性が
高いように思います。

吉永：私たちの病院は結核専門です
が，その内の1.8％がリウマチ患者さ

んです。これは一般人口に対するリ

ウマチ患者さんの割合より3倍くら

い高い数字です。ということは，リ

ウマチ患者さんは

結核になりやすい

といえます。先生

もご存知のように

スペインのデータ

でも一般の4倍ぐ

らい高い数字が出

ていました。これがインフリキシマ

ブを使用することでさらにリスクが

増えるという予測もされています。

しかし，日本と同じBCG接種を行っ

ている諸外国では，こうした注意深

く使用することによって，1年目より

2年目，さらにその後になると結核に

関しては発症が防げるようになって

います。

竹内：スクリーニングをきちっとし
て，予防投与を怠らないことで防げ

るわけですね。今日はあまり触れま

せんでしたが，投与時反応なども

様々な経験から，その対応方法，予

防方法などがわかってきています。

インフリキシマブはようやく日本で

使用できるようになり，諸外国で積

み重ねられた経験を基に日本独自の

マニュアルを指針として，検証して

いる段階です。現時点では，市販後

全例調査が行われており，それが終

了するまでは投与施設が限られてい

ます。この薬剤を必要とされる患者

さんは少なからずいると思いますの

で，是非，投与可能な施設とその周

辺の病医院での病診連携などにより，

多くの患者さんがインフリキシマブ

の恩恵にあずかられることを切に願

っています。

吉永：本日は貴重なお話をいただき，
ありがとうございました。
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RAにおける単純X線所見は，診断

基準の1項目として確定診断および鑑

別診断に欠かせない。このほか，関

節病変の進行の程度を判定する，各

種治療薬の効果を判定する，あるい

は局所ならびに全身の骨粗鬆症を判

定する指標の1つとして重要である。

アメリカリウマチ学会（ACR）

の改訂分類基準ではX線所見の評価

に，両手をそろえて指先から手関節

まで入った正面写真撮影をする。典

型的な所見は関節もしくはその周辺

に骨びらんないし骨萎縮を認める場

合とされている。

RAの早期単純X線像（図1）と

しては，①関節周囲の軟部組織腫脹

（滑膜組織の肥厚と関節液の貯留），

②関節周囲の骨萎縮（傍関節性骨粗

鬆症），③関節周辺部の骨びらん

（関節包付着部の骨軟骨の侵食像），

④関節裂隙の狭小化（パンヌスなど

による関節軟骨の変性と菲薄化）と

⑤軟骨下層の粗造化である。

通常，発症から2年ほどで約90％

の患者さんにX線上の変化（骨びら

ん）がみられる。しかし，これらの

病変は手に限っているわけではない。

足のMTP関節から初発する症例も

多く報告されている。そこで，RA

診断の精度を上げるコツは，関節炎

（すなわち関節の腫脹）を視診・触診

で上手にとらえられることとX線の

読影である。そして，手ばかりでな

く足趾まで丹念に診察しX線写真を

撮る。前述のX線所見に裏付けられ

てはじめて他の膠原病や変形性関節

症と鑑別することができる。

単 純 X 線 の 評 価 法 に は ，

SteinbrockerのStage分類，Larsen

のGrade分類，Sharp法などがある。

SteinbrockerのStage分類は，X

線所見・筋萎縮・関節外病変・関節

変形・強直の5つの項目を用いRA

の進行度を4病期に分類している

（JAMA 140：659-62，1949）。すな

わち，X線所見のみの評価ではない

ことを忘れてはならない。さらに全

身のうち最も進んでいる関節の

Stageをもって患者のStageとする

ことになるので，個々の関節の評価

には向かない。

Larsen法は，患者の単純X線を

標準X線写真と比較することで，関

節炎の定量的評価を可能とした。こ

の評価法は各関節をGrade 0から

Grade 5の6段階に分類する（Acta

Radiol Diagn 18：481-91，1977）。

手と足の32領域を用いて評価する

場合，scoreの範囲は0～160となり，

これをdamage scoreと呼ぶ。また，

びらんのあるGrade 2～5に分類さ

れた関節の総和をerosion scoreと

呼ぶ。最近，関節症変化を明文化し

（骨びらんが総関節面に占める割

合・骨嚢胞の数），参考となる図

（図2）を添付した新しいX線評価

法（J-STAR）が作成されている（J

Orthop Sci 8：467-73，2003）。

Sharp法のオリジナルは，手の骨

のびらん（0～5の6段階）と裂隙

狭小化（0～4の5段階）をそれぞ

れ手の27カ所で判定する方法であ

る（Arthritis Rheum 28：16-24，

1971）。手の18関節に限定する簡便

法や足趾の関節まで拡げたVan der

Heijdeの 変法（ Baillieres Clin

Rheumatol 10：435-53，1996）（図3）

などが用いられている。

現在，治療効果の判定にはACR

のコアーセットが用いられている。

この評価法にX線所見は採用されて

いないが，メトトレキサートや最近

の抗サイトカイン療法の進歩によっ

て骨びらんの進行遅延ないし改善を

もたらすことがSharp法を用い報告

されるようになった。

右示指から小指，左中指，環指

の遠位指節間関節（DIPj）と，両

側母指指節間関節（IPj），両側示

指から小指の近位指節間関節

（PIPj）に，強い骨侵食による関

節破壊が起こっている。特に右中

指DIPj，右示指，環指PIPjに著

明である。

通常のDIPjの変形性関節炎であ

るヘバーデン結節やPIPjの変形性

関節炎であるブシャール結節はこ

のように激しい骨侵食は伴わない

（図2）。侵食性骨関節炎では図1
のように著しい骨侵食，変形がみ

られ，さらにはムチランス変形を

引き起こすこともある。外見上も

腫脹が激しく発赤，疼痛を伴うこ

とが多い。

しかし，骨侵食と共に骨増殖も

盛んなため，通常の炎症関節周囲

にみられる骨塩低下はみられず，

骨棘形成も旺盛である。中手指節

関節（MPj）には変化がみられず，

第一CM関節にはわずかな骨棘形

成がみられる。

侵食性骨関節炎とヘバーデン結

節，ブシャール結節が同一の疾患

かは議論のあるところであるが，

骨侵食の有無，大小に関わらず，

傍関節骨塩低下がなく骨増殖性変

化が旺盛であるという変形性関節

炎が基本にあることは共通してい

る。また通常は両者ともMPj，手

関節（手根間関節，手根橈骨関節）

は正常に保たれ，第一CM関節は

好発部位である。

ただ最近高齢化に伴い，40代前

半からDIPj，PIPjの変形に気付い

ていたが特に症状がなく，60歳を

過ぎてから手関節，指の痛みが出

現する例を時々見かけるようにな

った。こういう患者さんを診察す

ると，MPj，手関節，時にPIPjに

腫脹が見られ，XP上も関節裂隙

の狭小化や骨侵食が認められ，新

たに関節リウマチを発症したもの

と考えている。

図1 RA骨関節変化の見方 図2 J-STAR 図3 Sharp法（Van der Heijdeの変法）

図1 図2

レ ント ゲ ン ク イ ズ �
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【要　約】
1）関節リウマチ（RA）の確定診断のためには単純X線所見は欠かせない。
2）RAの特徴的なX線所見は，傍関節性の骨萎縮，関節裂隙の狭小化と骨
びらんである。

3）早期では関節周囲の軟部組織の腫脹陰影にも注目する。
4）Larsen法やSharp法を用いれば，関節炎の定量的評価が可能で，治療効
果判定にも用いることができる。
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友の会と歩んだ36年－－@7

数年ぶりに，電車に乗って外出し
た。車いすに多くの視線を感じた。
車中での携帯電話，お化粧，食事な
どをしていても，誰も気にせず無関
心と聞いていたのに，車いすはまだ
珍しいらしい。
腰椎の圧迫骨折以来，タクシーで

の外出が多く，電車に乗ったのは久し
ぶりなので，私こそ見える物すべてが
珍しかった。それにも増して感動した
のは，駅員さんたちのすばらしいバリ
アフリーへの連携と献身だった。
長い間困っていた靴のインソール

づくりのために出かけることになっ
た。遠くて初めての所なので，予約時
間に間に合うために電車が一番となっ
た。バリアフリー法の制定後，最寄り
の駅にはエレベーターもエスカレータ
ーも設置されたが，乗り換えが心配さ
れた。車いすで出かけたい旨，駅に電
話したところ，「予約なしでいつでも
どうぞ」との嬉しいお返事。
当日，切符を買って改札口を通る

と，大きなステンレスの板を抱えた
駅員さんが飛んできた。こちらはエ
レベーターに乗りホームに着くと駅
員さんが待っていて，車いす専用ス
ペースのある車両の乗り口に案内し
てくれた。電車が来ると，最後尾の
車掌さんに合図を送り，乗り口にス
テンレスの板を広げて「どうぞ」とい
われた。抱えていたのは電車とホー
ムとの段差をなくす二つ折りのスロ

ープだった。
乗換駅は，3路線も乗り入れている

のに，エレベーターもエスカレーター
もない。「おみこし」ではとの予想通
り，ホームに駅員さんが5人も立って
いる。4人がかりで車いすを持ち上げ
階段を下りた。幸いに，次の電車は同
じホームの向かい側で乗れ，またスロ
ープを広げて乗せていただいた。
初めて乗る路線であり，急行なの

で，変わる情景に見とれているうち
に下車駅に着くのは速かった。また
ホームにスロープを抱えた駅員さん
の姿が目に入った。エレベーターに
案内されて無事目的地に着いた。
各駅の対応は見事だった。発車駅

から次の駅に，無線で私の乗った車
両を知らせてあり，降り口近くで待
機してバトンタッチしてくれたその
間の良さと親切な連携ぶりに，私は
大いに感激し，心から感謝した。
タクシーでは車いすを乗せるのに

苦労し，福祉タクシーは予約しにく
い。すっかり電車での外出に喜びと
勇気を得た私は，駅の方々，ヘルパ
ーさんのお力添えに甘え，メガネづ
くり，先輩で染色家の個展鑑賞，買
い物など，つづけて地の利のよい所
には電車を利用し出かけている。
さらに，私のQOL向上のために，

電動と介助を兼ね備えた車いすで外出
できるように新しい挑戦を始めてい
る。ご報告は次の機会に。 （つづく）

恒例の法人賛助会員打合会が12

月16日，東京・大手町の経団連会

館で行われた。医薬品開発も新展開

を見せ，踵を接して新薬が登場して

くる現今のリウマチ性疾患を取り巻

く環境を反映して出席法人数27，ほ

ぼ満席の盛況であった。財団 久史

麿理事長が開会を宣した後，西岡久

寿樹常務理事が司会進行役を務めて

始まった会は，財団の将来あるべき

姿を「登録医ネットワークの構築お

よびe-learning導入について」と題

して狩野庄吾理事がパワーポイント

を用いて諄々と説いた。（本紙9ペ

ージに関連記事）

続いて，先端医療の話題を「ゲノ

ム戦略に基づく治療薬の開発」とい

うテーマで山本一彦評議員がアカデ

ミックな緊張感に満ちて講演。また，

「抗リウマチ剤の治験推進をめぐる

最近のトピックス」は，医薬品副作

用被害救済・研究振興調査機構顧問

の永井 氏が担当，賛助会員各社の

関心を呼んだ。質疑応答も，ほとん

どここに集中。中味の濃い2時間は

あっという間に過ぎた。

財団がいま，何をしようとしてい

るか。また，財団をとりまく医学界

の現況，賛助会員と財団の接点を明

かそうとする試みは，今後も是非続

けられるべきではなかろうか。

2003年10月14日，オランダのライ

デン大学メディカルセンターからロ

ブ・ネリッセン医師と英国のシェフ

ィールド・ノーザンジェネラルホス

ピタルからJ マーク・ウィルキンソ

ン医師が日欧リウマチ外科医交換派

遣制度派遣生として来日した。

翌15日には，今回の滞在を全面的

にサポートした井上和彦先生（東京

女子医大付属第二病院院長）ととも

に 久史麿日本リウマチ財団理事長

に面会，親しく意見交換を行った。

臨床研究の財政問題は万国共通であ

るという印象を受けた。

北九州では大分大学の津村弘医師

の出迎えを受けた。ネリッセン医師

と津村医師は以前ヨーロッパで会っ

ており，なつかしい再会となった。

北九州での日本整形外科学会基礎

学術集会出席後，津村医師，藤川陽

祐医師，糸永一朗医師らとともに大

分へ向かい，その夜ふぐ料理を初め

て体験した。有

毒魚を食したこ

とは一生忘れら

れない思い出と

なった。

大分医科大学

での初日は整形

外科の回診から

スタートした。

日本では患者を

入院させる際，

術前の理学療法

や術後のリハビ

リに力を入れて

おり，入院期間

は4，5週間に及

ぶことが多い。

一方，ヨーロッ

パでは手術当日

に入院して，一

週間足らずで退

院するのが当た

り前となってい

る。日本のスタ

イルの方がより

患者主体であ

り，見習うべき

点であると感じ

た。また，日本

では内科的な治療も外科的な治療も

リウマチ外科医が担当しており，患

者との信頼関係を築くのに役立って

いる。

大分から松山へはフェリーで移動

した。仲田三平医師（松山赤十字病

院リウマチセンター）とともに山本

純己医師を訪ねた。松山赤十字病院

では，日本のリウマチ外科医は

DMARD療法に精通している印象を

受けた。また，日本の病院では患者

情報を電子カルテで管理しており，

調査や処方箋の管理までもがコンピ

ュータ化されていることに感銘を受

けた。

次に訪れた札幌は，色づいた葉を

つけた木々に囲まれており，ひとつ

の国の中における気候の変化におど

ろかされた。北海道大学ではリサー

チペーパーの発表を行い，意見交換

を行った。北海道大学病院は，大分

医科大学病院および松山赤十字病院

と異なり，外科医は外科治療のみに

特化しており，ヨーロッパ型に近い

と思った。

仕事の都合上，ネリッセン医師は

11月2日に帰国し，ウィルキンソン

医師が東京女子医大第二病院で人工

膝関節置換術そしてカンファレンス

に参加し，リウマチ外科が整形外科

に溶け込んでいるのに感銘を受

けた。

（財団の日欧交換派遣制度は，越智隆

弘，西岡久寿樹，井上一，井上和彦

の4氏が担当しているが，今回は，

とくに井上和彦氏がマネジメントの

中心である。）

滞在日程

左から井上和彦，ネリッセン，ウィルキンソンの各氏，右手前が 久史麿理事長

会席料理屋にて…左から今井淳子氏，ネリッセン氏，山本純己氏，
ウィルキンソン氏，仲田三平氏

10月14日（火） 到着（東京）
15日（水） 久理事長表敬訪問後、

北九州へ
16日（木）
17日（金）
18日（土）

大分
23日（木）
24日（金）

松山
29日（水）
30日（木）

札幌
11月 2 日（日） ネリッセン氏帰国

5 日（水）
6 日（木）

東京
8 日（土）
9 日（日）
10日（月） ウィルキンソン氏帰国

日本整形外科学会
基礎学術集会

日本リウマチ・
関節外科学会

電車に乗って外出
（社）日本リウマチ友の会　創設者

名誉理事長　島田 廣子

財団の現在と未来
法人賛助会員打合会

患者中心の日本の医療

交換派遣生訪日滞在記録
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中リハビリ入院，④社会レベル；患

者家族会・リウマチスクール・ケア

プランへの支援，などである。

次回からは，有酸素運動や姿勢な

どについて述べてみたい。

ス面を重視し，②生活機能と障害に

対する環境因子の影響を重視する，

という点において優れている。

心身機能・構造はいうまでもなく，

精神・免疫・循環・筋骨格・感覚・

運動である。活動は，万人共有の

ADLに限定せずに，住居取得や家具

配置・ペットやストレス対処など，

より個人による課題や行為の遂行で

ある。参加とは，人生状況への個人

の関与で，交通・恋愛や行事などで

ある。環境因子は農村・信念・儀式

などを含むものである。

「リウマチの敵」の攻略

当院の院長である佐川昭医師は，

関節リウマチに対する長年の臨床の

カルテから，上記の活動・参加・環

境因子に相当するものを「リウマチ

の敵」として作成し，治療に役立て

ているので紹介させていただく。

右に示す「リウマチの敵」は，働

き盛りの女性の日常活動・社会参

加・とりまく環境を包括している。

先ず，基本的な自分で出来るリハ

ビリは，「リウマチの敵」の攻略にあ

る。何が良い悪いというよりは，「や

り方」，「考え方」が重要である。

入院患者さんが外泊して手指の関

節を腫らしてくる。例年の半分の

「なんも，大根100本だ」そうだ。外

来で関節炎も血液データも悪いのに

入院治療を拒否する。「レトリバーの

散歩ができないからだ」そうだ。

当院における
リハマネージメント

さて，当院では，RA患者に対する

トータルマネージメントの一環とし

て，以下のような，より包括的なリ

ハビリを目指している。

①細胞レベル；有酸素運動・物理療

法，②組織レベル；筋力強化・装

具・姿勢肢位指導・整形外科的管

理・物理療法，③人間レベル；行動

分析・自助具・生活習慣化・短期集

関節リウマチと
リハビリイメージ

関節リウマチ（RA）は言うまでも

なく働き盛りの女性を襲う全身性の

疾患であるが，そのリハビリイメー

ジは，①訓練的なもの，②障害・手

術部位に提供する，③処方は機能障

害や活動制限が出てから，などのマ

イナスイメージが先行していると思

われる。

リハビリテーションとは，そもそも

habitを語源に派生した「習慣を取り

戻す」という意味であり，近隣の言語

では，康復（中国）・再活（韓国）・

復健（台湾）と表現されるらしいが，

日本語では「リハビリ」である。

一方，01年のWHO総会で成立し

た「生活機能，障害，健康の国際分

類；ICF」は，従来のリハビリモデ

ルに比して，①障害というマイナス

面だけでなく，生活機能（心身機

能・構造，活動，参加を含む，生き

ること全てを示す概念）というプラ

リウマチの敵�

行事接待　�
正月・盆・冠婚葬祭・お辞儀�

�

対人関係　�
理解のない夫・嫁姑・育児・孫の世話�

�

家事生活　�
漬物・鮭・かぼちゃ・床拭き・掃除・裁縫�

�

季節労働　�
冬囲い・除雪・畑仕事・引越し・衣替え�

�

余暇趣味　�
ペット・ゴルフ・陶芸・楽器・旅行・散歩�

�

環境体質　�
低気圧・雨天・寒さ・肥満・生理・冷房�

�

精神心理　�
日本人気質・仕事人間・ストレス・弱気�

�

そのほか　�
通院・風邪・バス・看病・正座・薬忘れ�

一部改変・抜粋�

1

2

3

4

5

6

7

8

札幌山の上病院  内科リハビリテーション部�

自分でできるリハビリ

登録医ネットワーク化
推進へ

札幌山の上病院内科リハビリテーション部　清水 兼悦

医薬品開発情報の共有化

日本リウマチ財団は，このほど財

団事務局のIT環境整備と登録医の

ネットワーク構築に着手した。狩野

庄吾氏を委員長に西岡久寿樹，川合

眞一，腰野富久，高林克日己，山本

一彦，吉野槇一，後藤眞の各氏を委

員とする登録医ネットワーク化委員

会が設置された。当面の目標は登録

医に関する財団業務の効率化と一元

化，および財団登録医の意識向上と

活性化である。

そのための方策としては，現在ほ

とんどの登録医がインターネットを

活用しメールを通信手段としている

実状に鑑み，まず全国登録医のデー

タベース化を図ることである。それ

には，IT環境をはじめとする財団内

のインフラ整備が前提になる。次に，

登録医情報の電子化がもたらす登録

医認定・認定更新，単位認定事務お

よび財務管理の簡素化，一元化であ

る。そして登録医に対する教育研修

の推進までを視野に入れている。

このネットワーク構想は，単に登

録医に関する財団業務の簡素化を図

るだけというような消極的なもので

はなく，リウマチ性疾患に関わる医

師のすべてが聞き流しにできない内

容のある前向きなものである。財団

が現に行っている教育研修事業の成

果をe-learningにより日常的に享受す

ることから，登録医への情報の提供

及び共有化までを目指している。

すなわち，財団ホームページの登

録医向けコンテンツの充実。またホ

ームページおよびニュースレターに

よるリアルタイムな情報提供。治験

施設に所属しない登録医にも治験に

参加する道を開く医薬品開発情報の

提供・実施支援までが包合される。

これらのプログラムについて，狩野

委員長は，e-learningの内容として

当初は関節リウマチの臨床評価の標

準化を考えているが，将来的には変

形性関節症や骨粗鬆症などをも対象

としたい，と述べている。

新�連�載�1
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Announcement この研修会は医師のみを対象に開かれています。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。
［登録医研修単位認定講演（H16.1～）］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/）で見ることができます。

1／22（木） 19:00 1単位　（長崎）
第2回長崎・骨と関節フォーラム
野口　忠志 095-827-2893
山之内製薬㈱

2／4（水） 19:30 1単位　　（大阪）
第1回大阪リウマチ関節外科ゼミナール
舛岡　光　06-6203-4591
ワイス㈱

2／14（土） 18:00 1単位　（福島）
第6回臨床リウマチ懇談会
松本　達　022-264-4321
ワイス㈱

2／26（木） 19:30 1単位（神奈川）
第2回横浜運動器再建医学研究会
平上　吾郎　045-472-2311
旭化成ファーマ㈱

3／4（木） 20:30 1単位　　（福岡）
朝日メディカルセミナー
林　玲　03-5540-7665
朝日新聞社事業本部朝日医学・医療セ
ミナー事務局

1／21（水） 19:00 1単位　（栃木）
第11回宇都宮市リウマチ研究会
峯村　明良 028-636-1316
グラクソ･スミスクライン㈱栃木営業所

1／22（木） 19:30 1単位　（岩手）
盛岡臨床整形外科医会
白沢　栄嗣 019-645-3666
白沢整形外科医院

1／22（木） 18:40 1単位（北海道）
三木会
藤原　和雄 0166-26-2385
大正富山医薬品㈱旭川第一営業所

1／23（金） 19:45 1単位　（埼玉）
第42回埼玉リウマチ研究会
三村　俊英 049-276-1462
埼玉医科大学リウマチ膠原病科

1／23（金） 19:30 1単位　（宮崎）
第13回宮崎臨床免疫研究会
永渕　伸敏　0985-28-2736
旭化成ファーマ㈱医薬宮崎出張所

1／24（土） 17:00 1単位　（岐阜）
第74回岐阜県整形外科集談会
清水　克時　058-267-2269
岐阜大学整形外科

1／24（土） 16:40 1単位　（大阪）
天の川整形外科懇話会
河井　秀夫　072-840-2641
星ヶ丘厚生年金病院整形外科

1／24（土） 18:30 1単位　（長崎）
第4回長崎県央地区リウマチセミナー
井上　和幸　095-848-7601
旭化成ファーマ㈱医薬長崎出張所

1／24（土） 17:30 1単位　（兵庫）
兵庫医大整形外科開業医会（第3回）
富永　浩司　06-6488-1601
敬誠会合志病院整形外科

1／24（土） 19:00 1単位　（岐阜）
岐阜骨疾患講演会
清水　克時　058-267-2269
岐阜大学整形外科

1／24（土） 19:00 1単位　（岡山）
第189回岡山県臨床整形外科医会研修
会
角南　義文　086-273-1233
竜操整形外科病院

1／25（日） 14:30 2単位　（福岡）
第5回博多リウマチセミナー
近藤　正一　092-762-2380
近藤リウマチ･整形外科クリニック

1／27（火） 18:30 2単位　（東京）
第6回骨とリウマチ研究会
田中　宏幸　03-3346-0224
中外製薬㈱東京第一支店病院二室

1／29（木） 18:00 2単位（和歌山）
和歌山臨床RAフォーラム（第11回）
木浦　賀文　0724-71-3321
阪南市立病院整形外科

1／30（金） 19:00 1単位　（熊本）
整形外科学術講演会
廣野　一雄　096-362-9121
三共㈱

1／30（金） 19:30 1単位　（熊本）
第15回熊本膠原病研究会
本田　五男　096-366-3666
熊本整形外科病院

1／31（土） 16:30 1単位　（大阪）
第3回近畿足の外科症例検討会
橋本　淳　06-6879-3552
大阪大学整形外科

1／31（土） 16:30 2単位　（愛知）
第3回東三河リウマチ研究会
山下　茂　052-211-2458
ワイス㈱名古屋支店

1／31（土） 13:00 1単位　（東京）
RAトータルマネージメントフォーラム
和田　義男　03-3817-3858
エーザイ㈱診断薬事業部

1／31（土） 16:00 2単位　（愛知）
愛知県整形外科医会教育研修講演会
永井　進　052-251-6503
旭化成ファーマ㈱医薬名古屋支店学術
グループ

2/5（木） 15:00 1単位　　 （鳥取）
2/6（金） 11:00 1単位
第37回日本痛風･核酸代謝学会総会
中島　操　03-3597-9394
日本痛風･核酸代謝学会事務局

2／6（金） 12:10 1単位　　（鳥取）
第37回日本痛風･核酸代謝学会総会ラ
ンチョンセミナー
中島　操　03-3597-9394
日本痛風･核酸代謝学会事務局

2／6（金） 20:00 1単位　　（福岡）
第59回福岡リウマチ懇話会
近藤正一　092-762-2380
近藤リウマチ･整形外科クリニック

2／6（金） 18:40 2単位　　（東京）
第21回東京整形外科手術フォーラム
上川　博明　03-3817-3718
エーザイ㈱東京エリア企画部

2／7（土） 17:30 1単位　　（宮城）
第34回宮城リウマチ外科研究会
佐野　徳久　022-259-1221
東北厚生年金病院整形外科

2／7（土） 17:00 1単位　　（岐阜）
第2回抗サイトカイン療法研究会
伊藤　芳毅　058-267-2271
岐阜大学整形外科

2／7（土） 16:40 2単位　　（東京）
第11回自己抗体と自己免疫シンポジウム
古宮　友実子　052-971-2083
㈱医学生物学研究所

2／7（土） 16:00 1単位　　（兵庫）
神戸大学整形外科同門会生涯教育学術
講演会
柴沼　均　078-382-5985
神戸大学整形外科

2／11（水） 8:20 2単位　　（福岡）
第3回久留米関節セミナー
稲員　由紀　0942-22-6111
久留米大学医療センター整形外科

2／12（木） 19:00 1単位　（兵庫）
第15回兵庫医大リウマチ関節外科談
話会
尾山　0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科

2／12（木） 19:00 2単位　（大阪）
第2回大阪RAフォーラム
橋本　淳　06-6879-3552
大阪大学整形外科

2／13（金） 19:30 1単位　（愛知）
第19回瑞穂卒後研修セミナー
関谷　勇人　052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

2／13（金） 18:30 1単位　（福岡）
第12回北九州整形手術手技研究会
清水　建詞　093-691-7444
産業医科大学整形外科

2／14（土） 17:00 1単位　（岐阜）
第8回岐阜リウマチ研究会
井手尾　健太　06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部リウマチマーケ
ティングチーム

2／14（土） 15:00 1単位　（愛知）
海部郡整形外科医会学術講演会
平石　正志　052-211-2458
ワイス㈱

2／17（火） 18:30 1単位　（東京）
第67回関節疾患フォーラム
赤間　貴裕　03-5950-1121
科研製薬㈱

2／19（木） 18:30 2単位　（愛知）
東海炎症研究会
石黒　直樹　052-741-2111
名古屋大学整形外科

2／19（木） 18:30 1単位　（埼玉）
2／19（木） 20:00 1単位
第11回埼玉骨･関節疾患研究会
林　秀春　049-245-6321
エーザイ㈱川越コミュニケーションオフィス

2／19（木） 19:00 2単位　（三重）
第50回三重リウマチ膠原病研究会
久世　夢二　059-224-5291
科研製薬㈱津営業所

2／19（木） 20:00 1単位　（埼玉）
第22回見沼リウマチ懇話会
北村　聖治　048-652-3831
大正富山医薬品㈱

2／20（金） 19:30 1単位　（徳島）
徳島県臨床整形外科医会
大西　弘樹　088-653-5753
日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

2／21（土） 18:20 1単位（鹿児島）
第52回鹿児島地区整形外科教育研修会
大西　兼二　099-254-8121
鹿児島県整形外科医会地域保健医療科

2／21（土） 18:30 1単位　（岐阜）
痛みと炎症2004
清水　克時　058-267-2269
岐阜大学整形外科

2／21（土） 19:00 1単位　（香川）
第1回香川リウマチ研究会
森　諭史　087-891-2196
香川大学整形外科

2／21（土） 17:00 1単位　（岐阜）
第21回岐阜人工関節フォーラム
大橋　俊郎　058-268-0567
山内ホスピタル整形外科

2／21（土） 17:00 1単位　（長野）
第3回信州膠原病セミナー
鈴木　貞博　026-292-2261
厚生連篠ノ井総合病院

2／21（土） 17:30 1単位　（新潟）
新潟市整形外科医会総会
木村　好行　025-379-1154
木村整形外科医院

2／21（土） 17:30 1単位　（愛知）
第44回東海膠原病研究会
林　哲志　052-581-2201
万有製薬㈱

2／21（土） 14:00 1単位（鹿児島）
朝日メディカルセミナー
林　玲　03-5540-7665
朝日新聞社事業本部朝日医学･医療セ
ミナー事務局

2／25（水） 20:00 1単位（神奈川）
第6回三浦半島リウマチ懇話会
清水　保　045-476-1146
ワイス㈱

2／27（金） 19:30 1単位　（福岡）
第6回九州労災整形外科フォーラム
加茂　洋志　093-471-1121
九州労災病院

2／28（土） 15:20 2単位　（兵庫）
第14回兵庫県リウマチ登録医の会学
術講演会
塩澤　俊一　078-796-4543
神戸大学保健学科

2／28（土） 18:00 1単位　（島根）
第23回山陰リウマチ性疾患研究会
萩野　浩　0859-34-8115
鳥取大学整形外科

2／28（土） 17:00 1単位　（滋賀）
第21回滋賀リウマチ膠原病臨床談話会
勝岡　英樹　077-554-1422
科研製薬㈱滋賀営業所

2／28（土） 17:00 1単位（北海道）
第29回北海道リウマチ研究会
池田　曠二郎　011-222-2717
科研製薬㈱札幌支店

2／28（土） 16:00 1単位（福島）
第14回福島県整形外科医の集い
小林　利男　024-542-5121
県立リハビリテーション飯塚温泉病院

2／28（土） 19:00 1単位　（岡山）
第190回岡山県臨床整形外科医会研修
会
角南　義文　086-273-1233
竜操整形外科病院

2／28（土） 17:15 2単位　（新潟）
第7回新潟リウマチ医の会
羽生　忠正　0258-28-3600
長岡赤十字病院

2／28（土） 18:00 1単位　（長崎）
第27回九州リウマチ学会イヴニング
セミナー
桜井　裕治　092-261-2532
田辺製薬㈱九州支店医薬推進課

2／28（土） 12:30 1単位　（長崎）
第27回九州リウマチ学会ランチョン
セミナー
吉田　耕司　095-825-1669
アベンティスファーマ㈱

2／28（土） 16:30 2単位　（広島）
第2回広島Bone＆Jointセミナー
蔦野　小百合　082-261-1131
旭化成ファーマ㈱医薬中四国支店学術
グループ

2／28（土） 17:00 1単位　（静岡）
第29回静岡リウマチ懇話会
相川　崇史　0558-83-3333
中伊豆温泉病院

2／28（土） 15:00 2単位　（岐阜）
第4回岐阜骨粗鬆症フォーラム
清水　克時　058-267-2269
岐阜大学整形外科

2／29（日） 12:10 1単位　（長崎）
第27回九州リウマチ学会ランチョン
セミナー
宇山　隆紀　092-271-5155
ワイス㈱

3／4（木） 19:30 1単位　　（三重）
第3回伊勢志摩地区骨粗鬆症研究会
細井　哲　0596-28-2171
山田赤十字病院整形外科

3/6（土）13:00 2単位，3/7（日）9:00 2単位（福岡）
第3回アレルギー・臨床免疫医を目指
す人達の為の研修会
岩崎　眞由美　092-565-5534
（財）アレルギー協会九州支部

3／6（土） 18:00 1単位　 （岩手）
第378回岩手整形災害外科懇談会
西田　淳　019-651-5111
岩手医科大学整形外科

3／6（土） 10:10 2単位　　（奈良）
3／7（日） 10:00 2単位
第1回奈良足の外科セミナー
田中　康仁　0744-22-3051
奈良県立医科大学整形外科

3／6（土） 11:30 2単位　（鹿児島）
第31回日本生体電気刺激研究会
松永　俊二　099-275-5381
鹿児島大学整形外科

3／10（水） 19:00 1単位（北海道）
第90回苫小牧整形外科集談会
福岡　春海　011-222-2752
科研製薬㈱

3／11（木） 19:30 1単位　（千葉）
東総リウマチ研究会
平栗　雅樹　0476-22-2311
成田赤十字病院

3／11（木） 20:00 1単位　（大分）
第71回大分県リウマチ懇話会
濱田　洋一　097-534-5100
ファイザー㈱大分営業所

3／13（土） 16:00 1単位　（宮崎）
宮崎県リウマチ研究会
税所　幸一郎　0985-23-4111
国立都城病院整形外科

3／13（土） 15:30 2単位　（東京）
第23回東京都リウマチ膠原病懇話会
村上　勝　03-3517-2581
参天製薬㈱東京･神奈川抗リウマチ薬
チーム

3／18（木） 19:00 1単位　（兵庫）
第4回兵庫県中高年女性のQOLを考
える会
尾山　0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科

3／20（土） 18:00 1単位（北海道）
第3回旭川関節疾患カンファランス
中林　淳一　0166-24-2805
旭化成ファーマ㈱旭川出張所

3／26（金） 10:00 1単位　（愛媛）
第102回中部日本整形外科災害外科学
会
渡部　昌平　089-960-5343
愛媛大学整形外科

3／27（土） 15:00 1単位　（岐阜）
高山市医師会学術講演会
清水　克時　058-267-2269
岐阜大学整形外科

3／27（土） 12:00 1単位　（東京）
第44回関東整形災害外科学会
吉田　行弘　03-3972-8111
日本大学整形外科

関節リウマチには総合的・包括的治療が必要で，
医師，コ・メディカルスタッフや行政も含めて取り
組みが重要です。此の度財団では下記により各県で
行われているリウマチのケア研究活動を中心に装具，
自助具の工夫事例を含めフォーラムを開催します。
リウマチ登録医の先生方には，関係コ・メディカ

ルの方々へも参加をご勧奨お願いします。

－ 記－

■日　　時 平成16年1月31日（土）
13：00～17：00

■場　　所 TEPIAホール
東京都港区北青山2-8-44
電話　03-5474-6111
地下鉄銀座線外苑前下車　
ラグビー場方面へ徒歩4分

■参　加　費 医師2,000円，コ・メディカル1,000円

■参加申込 不要

RAトータルマネジメントフォーラム
開催案内

厚生労働省

「厚生労働科学研究公開シンポジウム」

トピックス： 抗リウマチ剤のガイドライン・創薬研究の進歩
など

特別講演： 阿曽沼　慎司（厚生労働省　医薬食品局長）
「画期的新薬の治験システムの現状と展望」

日　　時： 平成16年2月23日（月） 9：00～17：30
平成16年2月24日（火） 9：00～17：30

会　　場： 都市センターホテル　コスモスホール
参　加　費： 4,000円
単　　　位： 第1日目　午前2単位　午後2単位

第2日目　午前2単位　午後2単位
※単位証明書料　1単位1,000円

事　務　局： 聖マリアンナ医科大学　難病治療研究センター
（担当）中村洋，小熊智香

T E L： 044-977-8111（内線4120）
E - m a i l： nanchiken@marianna-u.ac.jp
U R L： http://www.marianna-u.ac.jp/ims/index.htm

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

厚生労働省特別科学研究

「線維筋痛症の研究の進歩」公開シンポジウム

基調講演： 西岡　久寿樹（聖マリアンナ医科大学難病治療研
究センター長）

トピックス： 日本で初めての線維筋痛症に関する疫学調査研
究，治療法に関する国際シンポジウムです。興味
のある症例をお持ちの登録医の先生は，2004年2
月13日（金）までに事務局宛に概要を400字以内で
お送り下さい。詳細についてはHPを御覧下さい。

日　　時： 平成16年3月22日（月） 9：00～17：00
会　　場： 都市センターホテル　コスモスホール
参　加　費： 4,000円
単　　　位： 午前2単位　午後2単位

※単位証明書料　1単位1,000円

事　務　局： 聖マリアンナ医科大学　難病治療研究センター
（担当）中村洋，小熊智香

T E L： 044-977-8111（内線4120）
E - m a i l： nanchiken@marianna-u.ac.jp
U R L： http://www.marianna-u.ac.jp/ims/index.htm

http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/index.html
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世界関節炎研究ネットワーク

（Global Arthritis Research Network,

GARN）の第3回世界関節炎会議は

2003年9月14日から17日まで西岡久

寿樹会長の下に宮崎で開催され，約

200名が参加した。

GARNは，リウマチ性疾患を研究

している基礎・臨床研究者の研究交

流を促進し，最先端の研究成果を討

議するフォーラムとして結成された。

リウマチ研究をリードする世界的研

究室の指導者が集い，同時に各国の

新進気鋭の研究者も参加し，研究指

導者と若手研究者の討議の場として

も役立っている。

第1回は2002年 4月にスイスで，

第2回は2002年9月に米国で開催さ

れた。第3回の会場となった宮崎サ

ミット国際会議センターは2000年サ

ミットで外相会議が開催され，宮崎

市内から離れた場所にあり，欧米か

ら参加した研究者たちも休憩時間に

ロビーから海を眺める他は学問に集

中せざるを得ない環境であった。研

究発表と討議は朝7時30分から午後7

時過ぎまで熱心に行われた。

プログラムは，特別講演，シンポ

ジウム，ポスター発表よりなり，基

本的には1つの会場で行われた。わ

が国からも長田重一教授と谷口維紹

教授が特別講演の講師として招待さ

れた。長田教授はアポトーシスで核

D N A 断 片 化をもたらす C A D

（caspase-activated DNase），アポト

ーシス細胞が提示する“eat me

signal”，マクロファージのライソゾ

ーム内で貪食されたアポトーシス細

胞DNAを分解するDNaseⅡなどア

ポトーシス関与分子の役割を説明し，

CADとDNaseⅡの二重欠損マウスで

はアポトーシスが著しく障害される

結果，発生過程での臓器形成異常が

引き起こされることを示した。谷口

教 授 は ， イ ン タ ー フ ェ ロ ン と

IRF/Stat転写因子が免疫系や腫瘍発

生に関与しているだけでなく，骨リ

モデリングの調節にも重要な役割を

果たしていることを示した。

リウマチ研究の最長老でなお現役

で活躍中のZvaifler名誉教授が「関

節リウマチ発症機序研究五十年の経

験から」と題した特別講演を行い，

聴衆を魅了した。Zvaifler教授が米国

NIHの現代臨床医学：偉大な教師シ

リーズで行った特別講演「関節リウ

マチ：過去・現在・未来」のビデオ

はNIHのHPでみることが出来る。

シンポジウムは，関節リウマチ，

B細胞とSLE，免疫学，サイトカイ

ンと炎症，細胞生物学，運動器科学

などをテーマとして行われた。関節

リウマチに関するシンポジウムで，

Fleischmannは将来のDMARDは生

物学的製剤と比べて有効性も低く，安

全性の面でも高くはないことを示し

た。坂口志文教授は自然発症関節炎モ

デルSKGマウスの原因遺伝子がT細

胞のシグナル伝達分子をコードしてい

ることを報告した。その後Natureで，

ZAP-70分子の変異であることを明ら

かにしている。同じシンポジウムでド

イツのWunderはMTXをアルブミン

と結合させ関節炎症部位へ選択的に分

布させるDDSを紹介した。

中島利博助教授らがシンポジウム

とポスターセッションで複数演題を

発表した“Synoviolin”は関節リウ

マチの新しい治療ターゲットとして

の可能性が注目された。

国際会議の最後に「岸本教授記念

セッション」として岸本忠三教授の

の特別講演「インターロイキン6：

研究室から臨床へ」が行われた。印

象に残ったのは講演の最初と最後に

示されたスライドで，ベッドに寝た

きりの若年性関節リウマチの小児が

抗IL-6レセプターモノクローナル抗

体療法治療後に身長が伸び，元気で

水泳を楽しんでいる映像であった。

第3回�世界関節炎会議 GARN2003

事務局だより

財団では，平成16年度登録医を募集
しています。いつでもどこでもリウマ
チ専門医に診てほしいという患者さん
の声に応えるため，リウマチ診療医は
ぜひ登録医の手続きをお願い致します。
財団では患者さんに登録医を紹介して
います。
■主な資格
1．5年以上リウマチ診療に従事してい
る医師（平成11年3月31日までの医
師免許取得者）

2．リウマチ診療患者名簿40例あり（含
RA3例以上）

3．リウマチ教育研修単位20単位あり
（財団の証明書によるもの）
なお，申請期間は平成16年3月31日

までです。

お問い合わせ及び申請用紙の請求は
財団事務局まで。

リウマチ登録医で次に該当する方は，
資格更新の手続きをお願い致します。
◎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年度の各登録医の方。

◎上記の年度に登録医になられた方で，
研修単位の取得数等更新要件を満た
している方。
なお，申請用紙は昨年11月にお送り

しています。申請期間は平成16年3月
31日までです。

財団では，
①日本リウマチ学会員である
②現在及び将来ともにリウマチ学を志

す者
を対象に，標題研修医を次により募集
しています。
1．募集人員 米国及び欧州　若干名
2．受入機関等
1）米国又は欧州国内の1つのリウマ
チ・膠原病等診療研究機関に4カ
月以上滞在して研修する

2）平成16年4月～17年3月の間に出
発する

3）奨学金　各人60万円以内
3．応募手続
1）財団専門委員，リウマチ学会評議
員の推せんを要す

2）所定の申込書により平成16年3月
末日までに応募

リウマチ登録医募集 リウマチ登録医の資格更新

米国及び欧州派遣研修医を募集

平成１６年度 日本リウマチ財団研修会開催予定

リウマチのケア研修会�

※医師及び医療に携わる方はどなたでも受けられます。�

地区� 開催日 世話人�

北海道・東北� 平成16年 7 月 3 日（土）� 秋田大学第三内科　澤田 賢一 教授�

平成16年 6 月12日（土）� 横浜市立大学整形外科　齋藤 知行 教授�関東・甲信越�

未定� 関西医科大学整形外科　飯田 寛和 教授�近畿�

未定� 富山医科薬科大学整形外科　木村 友厚 教授�東海・北陸�

平成16年 6 月26日（土）� 徳島大学整形外科　安井 夏生 教授�中国・四国�

平成16年10月 9 日（土）� 長崎大学第一内科　江口 勝美 教授�九州�

リウマチ教育研修会�
開催日� 開催地� 世話人�

平成16年11月28日（日）� 秋田県� 秋田大学整形外科　井樋 栄二 教授�

石川県� 金沢大学整形外科　富田 勝郎 教授�平成16年 8 月29日（日）�

滋賀県� 滋賀医科大学整形外科　松末 吉隆 教授�平成16年10月17日（日）�

香川県�
宇多津クリニック内科　倉田 典之 先生�
香川労災病院整形外科　横山 良樹 部長�

平成16年 7 月11日（日）�

佐賀県�
佐賀大学内科　長澤 浩平 教授�
佐賀大学整形外科　佛淵 孝夫 教授�

平成16年11月 7 日（日）�

東京都�
埼玉医科大学総合医療センター第二内科　竹内 勤 教授�
日本大学整形外科　龍 順之助 教授�

平成16年 7 月24日（土）�
25日（日）�

※医師のみを対象としています。�

山梨県�平成16年12月19日（日）� 山梨大学整形外科　　田 良機 教授�

多くのヒトが考えているほど，青春の

デザートは甘く，老年の夕食が苦いわけ

ではないと思います。地球温暖化と都市

化現象のためでしょうか，年の暮れから

春先にかけても，東京で一面の積雪を見

ることが少なくなりました。雪原の底に

蠢く早春の息吹を思い描くことが年々難

しくなってきています。少年の頃には，

これから始まる大地の壮大なドラマをわ

くわくしながら待ち続けたものですが，

情けないことに，不惑を過ぎてからは，

風邪を引かずになんとか冬の寒さをやり

過ごすことばかり考えるようになりまし

た。盗人詩人ビィヨンではありませんが，

「去年の雪，今何処」，です。春秋左氏伝

には，「老いて将に知ならんとして，耄

これに及ぶ」（学識を積んだ頃には，耄

碌している）。平たく言えば，「少年老い

やすく，学成りがたし」です。驚くこと

に，日本人ほど年齢に敏感な民族は少な

いのです。年齢意識が，独特の文化を育

んできたとも言えます。日本が，世界に

冠たる長寿社会になったのは，この独特

の年齢意識文化であることも間違いない

と思われます。老いさえも厭うばかりで

なく，楽しむ，遊ぶ，という独特の美意

識を育んできたように思われます。老人

の額の皺に美を見つけるなどと言う芸当

を育んだ文化は，余所にはありません。

万葉の凡庸な詩人であった山上憶良は，

老いて関節炎（日本最初のリウマチの記

録だとされています）を患ったために，

一世一代の名文「沈痾自哀文（ちんあじ

あいぶん）」を完成させました。病気の

苦痛と老いの悲惨を混ぜ合わせて，悲嘆

に暮れる有り様を克明に描いています。

表現形式がどうであれ，人間である限り，

自己表現，生きた記録を残すモノです。

それを最近は，「ミーム」（文化遺伝子）

と呼ぶそうです。みなさまも今年こそ，

是非よいミームを残されることをお祈り

しております。

（後藤眞）

去年の雪，いま何処？

日本リウマチ財団 寄金ご協力のお願い

●目標額 10億円
●使途 当財団のリウマチ病基礎調
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。
●申込先 ご寄附いただける方は，下
記にご一報下さい。
（財）日本リウマチ財団
〒170－0005
東京都豊島区南大塚2－39－7
ヤマモト大塚ビル5階
TEL 03－3946－3551

●ご寄附いただいた方 （々2003年10月～12月）

小島 智江 様（長野県）
杉本 春生 様（三重県）
吉田 治 様（京都府）
岡田 隆雄 様（兵庫県）
源間 きつ子 様（東京都）
中尾 高行 様（佐賀県）
舟橋 伊津子 様（愛知県）

●お知らせ 各種お祝い等，また香典
返しに代えての寄附もお受けしてい
ます。その際，匿名扱いは厳守しま
すので，財団に氏名，住所等お知ら
せ下さるようお願いします。
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