
昨年来，関節リウマチの新薬や治

療法に，今まで見られなかった明る

い光が当てられるようになってきた。

2月23・24の両日，東京・千代田区平

河町の都市センターホテルを会場に，

厚生労働科学研究班による「公開シ

ンポジウム」が行われたが，客観情

勢が『リウマチ制圧の10ヵ年』に向

け活気にあふれているせいか，メン

バー，内容とも制圧への予感を感じ

させるに十分だった。

両日とも午前9:00 から17:30 まで

最先端の研究成果がぎっしり詰まっ

て，ハードなスケジュールではあっ

たが，もっと広く知らしめることが

できればと，しきりに思わせる内容

だった。

初日の午前は，西岡久寿樹氏（聖

マリアンナ医大）を座長とし，高柳広

（東京医科歯科大），中島利博（聖マ

リアンナ医大），半田宏（東工大），

吉田勝美（聖マリアンナ医大）の各

氏が「関節リウマチの先端的治療に

関する研究」について報告した。

阿曽沼慎司氏（厚生労働省医薬食

品局）が『遅い，質が悪い，費用が高

い』からの脱却を訴えた特別講演「画

期的新薬の治験推進の現状と展望」

をはさんで，午後は，宮坂信之氏

（東京医科歯科大）が座長で，橋本博史

（順天堂大），渥美達也（北海道大），

田中良哉（産業医大），上阪等（東京

医科歯科大），津谷喜一郎（東京大），

山本一彦（東京大）の各氏が「関節リ

ウマチの難病性病態に対する新規治

療法の開発研究」についてそれぞれ

の立場から報告した。

2日目は，まず越智隆弘氏（国立相

模原病院）を座長に，中山久徳（国立

相模原病院），後藤仁志（大阪市大），

鈴木隆二（国立相模原病院），高橋直之

（松本歯科大），野島博（大阪大）の各

氏が「リウマチに伴う骨粗鬆症の実

態と原因」について報告。

続いて，竹内勤氏（埼玉医大）が座

長で油谷浩幸（東京大），伊藤哲（株

式会社ジェー・シーエス），山中寿

（東京女子医大）の各氏が「関節リウマ

チの最新薬物治療～テーラーメイド

医療に向けて～」について報告した。

最後は「関節リウマチの早期診断

と臨床経過の予測は可能か」をテー

マに，江口勝美氏（長崎大）を座長に，

中野正明（新潟大），塩澤俊一（神戸大），

住田孝之（筑波大），三森経世（京都大），

上谷雅孝（長崎大）の各氏が，それぞ

れの立場から研究成果を報告して終

わった。
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平成11年から数疾患を対象にEBM

に基づく治療ガイドライン作成が厚

生省研究班によって始められました。

平成12年に関節リウマチ（RA）に関

する研究班もスタートしました。

厚生労働省が企画した「EBMに基

づく」という縛りは医師の経験に基

づく匙（さじ）加減や勘を容れない，

証拠のあるエビデンスだけでスタン

ダードを作ろうという考え方です。

「私のやり方」というのは論外なので

す。具体的には，十分高いエビデン

スレベルがある論文を客観的に抽出

して，その内容で治療ガイドライン

をつくり，エビデンスレベルに基づ

いて各治療法の推奨度を記載すると

いうものでした。そして，RA診療と

は無関係の統計疫学ご専門の京都大

学福原教授，中山教授と6名の図書館

員のご苦労により過去10年間の医学

中央雑誌に掲載された論文からエビ

デンス性の高い論文が抽出されまし

た。薬物治療に関しては1996年にア

メリカリウマチ学会（ACR）のガイ

ドラインが，その時点以前のEBMを

十分に検討して作られていましたの

で，その内容を踏襲することになり，

論文抽出は1996年以後のものという

方針が採られました。

厳密な対照を設定した二重盲検法

などでデータが解析されている論文

のエビデンスは高いレベルと評価さ

れるわけです。例えばMTX（リウマ

トレックス）は最近，RAの薬として

開発され，厳密な対照試験が行われ

多くの英文論文が出ていますのでエ

ビデンスレベルが高く，推奨度も高

いレベルになります。しかし，日本

で開発された薬の治験報告は，従来

から邦文誌のみに発表されているた

めにエビデンスのある論文として抽

出されてきませんでした。また，昔

から良いと皆が思っているために，

改めての最近の論文が書かれていな

いような治療法，例えば金療法など

はエビデンスが少ないという評価に

なってしまうのです。また一方，手

術のように医師が適応を決めて行う

治療のデータなどはエビデンスとし

て採用されません。せめて術後評価

を2時点以上とる様に設定した前向き

試験にすれば，エビデンスとして採

用できるレベルに達するのです。

各々の治療法について記載されてい

る「推奨のレベル」はエビデンスの

多少を基本に決められるわけですか

ら，実際に臨床現場で治療に携わっ

ている我々の感覚とはかけ離れた面

も出てきます。「厚生労働省研究班」，

「EBMに基づく」というキーワード

の中にはその意味が含まれてくるの

です。

現実に挙がってきたエビデンス集

を見ると，内容的に偏り，これでは

治療ガイドラインは出来ないことが

一目瞭然でした。そこで，これらの

データを使って，平成9年に日本リウ

マチ財団から出版されていた「診療

ガイドライン」を改定する方針を採

りました。また，治療内容の推奨度

に関しても班員の協議の中で「臨床

家の感覚」も加えて修正しています。

そのように「EBMに基づくガイドラ

イン」というのは当初から多少なり

とも無理があるので，適宜修正を加

えながら，また，5年後には見直す一

つの試行ガイドラインと割り切りな

がら発刊に向かいました。

今回のガイドラインのもう一つの

重要な点は，厚生労働省が同内容を

分かりやすく患者さん向けのガイド

ラインとして出版を促していること

です。この内容が診療情報として患

者さんの手にもあるということは

「一つの試行ガイドラインにすぎな

い」と言っておれない，重大な意味

を感じます。「内容に何の新しさもな

いよ」と言うものでなく，今のEBM

に基づくと，どのような表現になる

のかを知っておく必要があることを

申し上げたいのです。そして客観的

に妥当と考えられるガイドライン作

りを続けなければならないのです。

そのようにしてともかく，治療変遷

史の一場面としての「EBMに基づく

治療ガイドライン」が出来ました。

ご批判を頂き，5年後改定への糧を蓄

積していく方針です。

免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業
「公開シンポ（厚生労働科学研究費補助金）」

リウマチ制圧の予感 色濃く

厚生労働省医薬食品局長　阿曽沼慎司氏

西岡久寿樹氏

4・16 ガイドライン発売
厚労省 患者向け出版も企図

国立相模原病院長　越智 隆弘

本紙は，リウマチ登録医

のリウマチ性疾患に対す

る原因究明と診療技術の

向上を目的に発行されて

います。
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平成16年4月15日（木）から17日（土）

にかけて，岡山コンベンションセンタ

ーとホテルグランヴィア岡山におい

て，第48回日本リウマチ学会総会・学

術集会が開催されるが，並行して第

13回国際リウマチシンポジウムも開

かれる。3年前から学術集会とともに

国際シンポジウムを開くことにより，

国際レベルのリウマチ研究あるいは臨

床を会員と共有する試みがなされてき

た。その効果は顕著にみられるように

なり，我が国のリウマチ学は国際的に

も高い評価を受けている。本学会は約

9,000人会員となり，毎年約3,500人の

参加をみるマンモス学会となっている。

他方，近年リウマチ性疾患の治療上画

期的な発展，すなわち生物学的製剤の

導入という新時代を迎えた。今年は学

術上ばかりでなく，患者さんを含めた

診療上にも大きな転機となったと言っ

てよい。そこで，「リウマチとバイオサ

イエンスの新世紀」をテーマに本学会

を有意義なものとしたいと考えている。

特別講演には「難病の革新的治療法

の開発」を池原進教授（関西医科大学

病理学第一講座，移植センター，再

生医学難病治療センター，癌治療セ

ンター）にお願いしている。自己免疫

疾患と骨髄移植の問題を詳しく解説

頂き，将来への展望を語って頂く予

定である。

特別企画として，第2日目（第1会

場）で「エビデンスに基づく治療ガイ

ドライン」（越智隆弘理事長の司会）

を企画している。内科・外科・行政

サイドから，今日的問題点を明らか

にして頂く。

シンポジウムは14題企画しており，

関節リウマチの早期診断ばかりでな

く，薬物療法，外科的療法，あるい

は骨・軟骨破壊の治療方針，リウマ

チ治療の医療経済，難治性膠原病へ

の取り組みなど，幅広い領域を深く

議論頂く。

他方，今年は新たに「ケースチャレ

ンジ」を5コマ取り入れ，聴衆と共に

難治症例について，色々な角度から

意見を求めていく。これには，会場

の各人の回答を直ちに集計する，ク

イック・アナライザー・システムを

導入している。

他にパネルディスカッション5題，

ワークショップとポスターを設けた。

今学会では，シンポジウム，パネル

ディスカッションに口頭発表の時間

をとって，多くはポスター展示に回

って頂いており，ポスター会場でも

熱い議論をお願いしたいと思い，第1

日目と第2日目の夕方，ポスター会場

を中心にワイン・セッションを開く。

大いに懇談，駄弁して頂く企画もし

ている。会員皆様には奮ってご参加

頂きたい。

国際シンポジウム

国際シンポジウムは別表のとおり，

5題（滑膜の病態，抗サイトカイン療

法，OAの新治療薬，最新のリウマチ

外科，オステオポローシスの制御）を

予定している。半数以上のシンポジ

ストは外国からの著名な研究者に入

って頂き，高いレベルの科学性と国

際性にたって議論頂くことにしてい

る。抗TNA-α療法の創始者である

Dr. Marc Feldmann（2003年Lasker

賞受賞）も来岡することになっており，

超一流の国際的イベントになるもの

と考えている。我が国で少し遅れが

ちの抗サイトカイン療法の正しい理

解と普及に役立ってくれればと思っ

ている。他方，変形性関節症に対す

る最近の薬物療法，リウマチ性疾患

の今日的治療選択についても取り上

げている。また，リウマチ性疾患の

オステオポローシスについても，最

新の話題が提供されるものと期待し

ている。また，東南アジアからの若

手リウマチ研究者を6人招待してお

り，我が国のリウマチ研究のレベル

を見聞して頂き，アジア地区におけ

るこの領域の発展に寄与してくれれ

ばと願っている。

最後の日の4月17日（土）午後には，

市民公開講座「リウマチへの新しい取

り組み」（西岡久寿樹教授司会）を企

画しており，医療サイドばかりでな

く，行政あるいは患者さんサイドか

らも，活発なご意見を頂き，より完

結したリウマチ治療体系の樹立に向

けて，共に考えてみたいものと思っ

ている。橋本龍太郎前首相の出席を

頂く予定で，国家レベルからもリウ

マチ疾患に対する理解を頂けるもの

と思う。医療サイドからも奮ってご

参加頂きたい。

岡山の4月中旬は後楽園も大変美し

い季節で，レンゲ咲くのんびりした

吉備路も学会前後に楽しんで頂ける

ものと思います。リウマチ学の分野

の学術的発展にも接して頂くだけで

なく，行楽もお考えになって下され

ば幸いです。

第48回日本リウマチ学会総会・学術集会
第13回国際リウマチシンポジウム

岡山大学大学院医歯学総合研究科整形外科学教授 井上　一

第13回国際リウマチシンポジウム

Synovial Pathology in Joint Destruction

2004年4月15日（木）8：30～11：00（150分）
〈座長〉西岡久寿樹，松野博明，Steffen Gay，Peter E. Lipsky

シンポジウム1

Pros and Cons in Anti-Cytokine Therapy for RA

2004年4月15日（木）15：00～18：00（180分）
〈座長〉宮坂信之，竹内勤，Roy M. Fleischmann，Josef S. Smolen

シンポジウム2

New Frontier Drug Therapy for OA

2004年4月16日（金）8：30～11：00（150分）
〈座長〉木村友厚，山田治基，Roy D. Altman，Stefan Lohmander

シンポジウム3

Up to Date Indication in Rheuma-Surgery

2004年4月16日（金）14：30～17：30（180分）
〈座長〉鳥巣岳彦，高岸憲二，Cong-Feng Luo，Seppo Santavirta

シンポジウム4

Regulation of Osteoporosis in Rheumatic Diseases

2004年4月17日（土）8：30～11：30（180分）
〈座長〉中村耕三，高橋直之，Wim B. van den Berg，David M. Findlay

シンポジウム5

財団からのお知らせ
第48回日本リウマチ学会総会・学術集会，第13回国際リウマチシンポジウムの

講演の受講で，1日最大15日6単位，16日6単位，17日3単位まで登録医の研修
単位が取得できます。内訳は，教育講演1～10：各1単位，国際リウマチシンポ
ジウム1～5：1時間につき1単位，ランチョンセミナー1～23：各1単位です。

開催日：2004年4月11日（日） 午前9時30分～午後4時

場　所：津田ホール　東京都渋谷区千駄ヶ谷1-18-24
電話　03-3402-1851

主　催：日本リウマチ財団

後　援：厚生労働省，日本医師会，日本リウマチ友の会，
日本リウマチ学会，NHK

参加料：1,000円

－－－プログラム－－－

09：30 開会の挨拶
日本リウマチ財団理事長　q久史麿

～基調講演～
09：40－10：20
「リウマチ研究の進歩」
自治医科大学看護短期大学学長　狩野庄吾

10：30－11：10
「新しい抗炎症剤COX-2阻害剤を中心として」
聖マリアンナ医科大学
難病治療研究センター教授　川合眞一

11：20－12：00
「生物学的製剤による新しいリウマチ治療」
埼玉医科大学総合医療センター
第二内科教授　竹内勤

12：00―13：00 昼食

13：00－13：40
「リウマチ診療のガイドラインについて」
国立相模原病院院長　越智隆弘

14：00－16：00 BSフォーラム
q久史麿（日本リウマチ財団理事長、

自治医科大学学長）
越智隆弘（国立相模原病院院長）
リウマチ患者代表（未定）
長尾拓（国立医薬品食品衛生研究所所長）
森和彦（厚生労働省・医薬品医療機器審査

センター審査第二部長）

司会・飯野奈津子（NHK解説委員）

市民公開シンポジウム

－リウマチ治療はここまで進んでいる－

■日　時 平成16年5月25日（火） 午後1時～午後4時20分

■場　所 三越劇場　東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋・三越本店6階

電話　03-3274-8675

地下鉄銀座線・半蔵門線　三越前駅下車

－－－プログラム－－－

●式典 13：00～13：40
理事長挨拶
アボットジャパン・リウマチ臨床医学賞授賞
ツムラ・リウマチ臨床医学賞授賞
三浦記念リウマチ学術研究賞授賞
日本リウマチ財団リウマチ福祉賞授賞

●講演 13：50～15：00
「高齢者のリウマチ」
東京都立大塚病院リウマチ膠原病科
後藤　眞医長

「リウマチと介護保険」
厚生労働省老健局老人保健課
麦谷　眞里課長

●シンポジウム 15：00～16：20
「リウマチの医療を考える」
司会：聖マリアンナ医科大学

難病治療研究センター
西岡　久寿樹センター長

シンポジスト：
リウマチ患者の方（未定）
リウマチの母親とともに生活している方
小川　知子氏（女優・歌手）
内科医
山中　寿教授
（東京女子医科大学
膠原病リウマチ痛風センター）

整形外科医
龍　順之助教授
（日本大学医学部整形外科）

『平成16年度リウマチ月間全国大会』のお知らせ
5月25日（火），日本橋・三越劇場で開催　入場無料

日本リウマチ財団では下記の通り「平成16年度リウマチ月間全国大会」を開

催します。一人でも多くの方のご来場をお待ちしております。

見どこ
ろ

聞きど
ころ
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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

Part
2

前回に引き続き，昨年9月に来日されたNathan J. Zvaifler教授にお話をお聞きしています。
前回は，最近のアメリカにおける関節リウマチの薬物療法に始まり，関節リウマチ発症原因
に対する教授の考え，関節だけが傷害されるメカニズムに関する最新の情報などについてお
話しいただきました。

関節リウマチは自己免疫疾患
か？腫瘍類似な疾患か？

後藤 関節リウマチはT細胞または

APCの異常によって媒介される自己

免疫疾患でしょうか? それは大きな

問題であると思いますが。

NJZ 大問題ですね。そして，その

問題を言い換えると，「異常な刺激に

対して正常な反応が生じているのか，

または単純な刺激に対して異常な反応

が生じているのか?」ということです。

おそらく，我々がまだ完全に理解

していない何かに対する正常な反応

であることが判明すると思います。

また，それはあなたがどの程度動物

モデルを好むか，または信じるかど

うかにかかっています。なぜなら，

適切な遺伝的性質と適切な選択によ

って，マウスにおいてこれらすべて

を行うことができるからです。

マウスに現れる病気が実際に関節

リウマチであるかどうかが論点です。

そして，関節リウマチがヒト独自の

疾患であれば，このモデルから手が

かりが得られるだけであって，関節

リウマチに関する真の事実を知るこ

とはできません。

後藤 先生は攻撃的なパンノサイト

の存在を提案されました。それはど

のようにしてできるのですか? それ

は自己免疫現象によるものですか?

あるいは，腫瘍のようなものですか?

NJZ それは腫瘍細胞と良く似てい

ると思います。問題はまさにあなた

が示唆されたことです。これが通常

存在する関節内層の細胞であるか，

悪性細胞のように形質転換されるよ

うな様式で刺激された細胞であるか

という疑問があります。

後藤 刺激は自己免疫のようなもの

によって引き起こされるのですか?

NJZ おそらく。あるいは，これが

別の細胞であり，トラブルが識別さ

れている少数派の細胞にすぎないか

もしれません。我々は，間葉幹細胞

と呼ばれるものを研究しています。

関節に炎症が生じた場合，血流中

に骨髄に由来する細胞があり，最終

的に関節内に存在するようになるこ

とを明白に認めることができます。

そして，それらの細胞には，この侵

襲的な特徴を含め，特有の性質がい

くつかあります。

このため，全く同じ様式で，T細胞

は関節に到達し，他の造血細胞は骨

髄から血流に出て関節内に入り，こ

れは炎症によって開始され，骨髄か

らの細胞が直接または間接的に関節

に入ることは動物試験からも同様に

みられると主張することができます。

それらが関節に存在する場合，「そ

れらは他の間葉細胞…骨や軟骨を作

る細胞である線維芽細胞とは異なる

のか?」という疑問が生じます。

それらの細胞はリウマチの関節に

多数存在すると思われ，これまでに

識別されていません。しかし，我々

の実験室と英国のPaul Emeryの実験

室での研究から，表面上のマーカー

が異なるためにそれらを識別できる

と思われる細胞のあることがきわめ

て明白に認められています。

それらは攻撃的な腫瘍性細胞であ

ることが示されていると思います。

なぜなら，免疫系のないマウス，い

わゆるSCIDマウスにリウマチ細胞が

挿入されているおもしろモデルの1

つがStephan Gay博士によって開発

されているからです。

それらの細胞を軟骨と一緒にした

場合，その細胞が関節リウマチ滑膜

の内層から由来しているのであれば，

軟骨が侵襲されます。

変形性関節症のような炎症のない

関節から細胞を採取し，同じことを

行った場合，それらはそのままです。

何らかの免疫細胞がない場合もその

ままです。

このため，ちょうど悪性疾患…炎

症によって早期に引き起こされたと

思われる事象があった…によって関

節リウマチの細胞が変化するように，

関節リウマチの細胞がすでに変換さ

れているか，あるいは変化を受けて

いるかどうかという疑問も生じます。

そこで，それらを軟骨近くに配置

すると，それらは軟骨を呑み込み，

酵素によって消化し始めます。

「関節内層からのそれらの細胞のう

ち100個を挿入した場合，軟骨を侵

襲する細胞は少数にとどまります。

いったい，それらは通常の正常な関

節成分であるのか? あるいは，関節

内に入った間葉細胞であるのか?」と

いう疑問もあります。いったい，「こ

れらは攻撃的な癌様細胞なのか?」

それらの疑問はいずれも答を待っ

ています。しかし，それらから，き

わめて興味深い可能性がいくつか示

唆されます。

パンノサイトは
自律的細胞であるか?

後藤 多関節炎はパンノサイトの転

移によって引き起こされるのですか?

NJZ わかりません。ご質問は「関

節リウマチがある関節で発症し，そ

の後別の関節に移り，そしてまた別

の関節に移行するのか? あるいはす

べてが一度に生じるのか? というこ

とですね。でも，それには答えられ

ません。

しかし，これらの攻撃的な細胞を1

匹のマウスの膝関節に入れると，そ

れらが他の膝関節に出現することが

明白に認められた試験があります。

現在，それがヒトに生じることで

あるかどうか，あるいは似ているが

全く同じではないマウスの状況であ

るかどうかは未だ明らかではありま

せん。

両側性の対称的な侵襲によって発

症した患者にしばしば遭遇します。

それが場所を移動すると容易に考え

られます。関節のどこかから発症し，

同時に全関節に及ぶと思われます。

後藤 パンノサイトは正常細胞と癌

細胞の中間に位置しますか?

NJZ そうです。

後藤 私の考えですが，パンノサイ

トを真の腫瘍細胞にならしめると，

ある程度，患者を治癒させることが

できるのではないでしょうか。抗癌

剤がより効きやすくなったりして。

NJZ パンノサイトが自律的な異常

細胞であれば，あなたの類推は正し

いでしょう。パンノサイトが自律的

でない細胞であれば，それが存在す

る環境からの指示に従って作用して

いるだけであり，環境を変えること

が重要です。

後藤 しかし，一部の実験によると，

パンノサイトの特徴は癌細胞ときわ

めてよく似ています。それらは自律

的ですか?

NJZ ある意味では，そうです。西

岡教授による研究の一部からは，確

かにそれが示唆されています。他方，

それらの同じ細胞が軟骨を破壊する

代わりに骨を形成するよう指示を受

けたのであれば，それらの信号に反

応することができます。なぜなら，

それらは，骨髄蛋白質，たとえば，

形態形成因子の表面の受容体をすべ

て有しており，それらに「問題行動

を止めなさい。悪玉ではなく善玉に

なりなさい」と言うことができるか

らです。それは1つの方法となるで

しょう。

しかし，きわめて印象的であり，

あなたが理解しなければならないと

思われることは，抗TNFのような薬

剤を用いて病気を治療するのであれ

ば，明らかにそれ以上の侵食は受け

ないということです。

後藤 ええ? それは本当ですか?

疾患の形成には
破壊と炎症の過程がある

NJZ 本当です。しかし，患者の約

30％は同じ薬剤によって臨床的改善

が得られないことも事実です。しか

し，そのX線検査によって破壊の停

止が認められます。

このため，抗TNF剤は破壊過程を

多少停止させますが，これはおそら

く炎症細胞を形成するよりむしろパ

ンヌス細胞を通じて信号が送られる

からです。

そして，2つの事柄を示唆するきわ

めて有力な主張があります：1つは

炎症によって破壊は生じないことで

あり，今1つは炎症に影響を及ぼさ

ずに破壊を変化させられるというこ

とです。

このため，あなたが示唆されたよ

うに，破壊成分に向けられ，炎症成

分に無関係な薬剤のあることも考え

られます。それは非常に高価である

かもしれませんが，将来性があると

思います。

後藤 抗TNFと同様に，これらの生

物学的製剤によって，関節リウマチ

の治療に革命がもたらされるのでし

ょうか?

NJZ 全くその通りです。

後藤 変形性関節症について，変形

性関節症は関節リウマチと非常に似

ていると思います。なぜなら，関節

リウマチは関節成分の老化に関連す

る変化に基づいていると考えるから

です。このため，変形性関節症は関

節リウマチ成立の基礎であると考え

ます。わずかな外傷またはわずかな

老化に関連する関節形成物質の変化

のことを言っているのです。

NJZ ある点まではその通りである

と思います。しかし，実際，変形性

関節症による問題が軟骨細胞と関連

するかどうかという疑問があります。

この軟骨の細胞は滑膜細胞または滑

膜腺維芽細胞といった関節内層の細

胞とはかなり異なっているのです。

このため，一方で，線維芽細胞を

刺激する損傷があり，他方で，軟骨

細胞を刺激する損傷があります。1つ

が炎症性であり，他方には軟骨や骨

を標的とした破壊過程が多く存在す

るため，結果は多少異なります。

後藤 しかし，変形性関節症にも炎

症段階があります。

NJZ もちろん，その通りです。し

かし，また，「どちらが最初に生じた

か」と言う議論が生じます。

後藤 ああ。鶏と卵の話ですね！

NJZ そうです。軟骨で炎症が生じ

ましたか? あるいは，軟骨・骨疾患

によって炎症が誘発されましたか?ま

だ，その答えはまだ出ていません。

後藤 近い将来，真の答えがいくつ

か得られるのでしょうか?

NJZ そう信じなければなりません。

後藤 ありがとうございました。
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『アラバ』の安全な投与方法の徹底分析

アベンティス ファーマ株式会社は，本年1月27日，関節リウマチ治療薬『アラバ錠』（一般名＝レフルノミド）の肺に対する副作用の発生について発表
し，その後当局と協議の結果全例調査の継続を決定するとともに，添付文書の改訂を行った。日本リウマチ財団ではこれらの経緯を踏まえ，医療現場や患
者が混乱を来さないよう本紙上で鼎談会を催し，貴重な新薬への理解を促すことにした。ご出席の皆さんは，後藤眞（本紙編集長・都立大塚病院），寺井千
尋（東京女子医大），渡辺房雄（はなぶさ赤羽整形・リウマチクリニック）の3人の先生方である。なお使用に当たっては，最新の添付文書を参照されたい。

後藤 新聞報道等でご存じのように抗リ

ウマチ薬のアラバについて大変有効性が

高いにもかかわらず，間質性肺炎の副作

用発現率が，当初予想したよりも高い可

能性があるということで，先生方も少し

神経質になっておられるように思います。

そこで，どういうふうにしたらこの薬を

より安全にうまく使うことが出来るかと

いうことで討論をしたいと思います。

私と寺井先生は，都内でアラバの使用

量がかなり多い施設に在籍しているとい

うことで，アラバの上手な使い方，注意

点を，また渡辺先生は，まだ1例も使っ

ていないということで，何か不安なこと

やまた期待についてお話しして頂こうと

思います。

では最初に，基礎的なことや，リウマ

チに使われるMTX，あるいは今回のア

ラバにおけるプリン・ピリミジン代謝に

おける作用機序について寺井先生からお

話しいただけますか。

効能と用量の密接な関係

寺井 最初に申し上げておきたいのは，

従来の金チオリンゴ酸ナトリウムもブシ

ラミンも，それからMTXもアラバも，

DMARDと総称されていますが，もとも

とあったDMARDと，以前は免疫抑制

剤と呼ばれていた新しいDMARDに分

けて考えられると思うんですね。その2群

では薬の効き方もかなりはっきり違いが

あります。例えば，一つの特徴として，昔

のDMARDは，あまりdoseに関係なく

効いて，減らしてもあまり関係がなかっ

た。免疫抑制剤の方は，はっきりdose

dependent，すなわちdoseに関係している

というところがあるんですね。その点を把

握しておくことが大事だと思います。

免疫抑制剤で，リウマチに限らず膠原

病領域で使われるものには，シクロホス

ファミド，これを除くとあとのものはプ

リン代謝拮抗剤，それからピリミジン代

謝拮抗剤に属するものが多いわけです。

で，ピリミジン代謝拮抗剤の方に，今日

話題のアラバが入ります。ピリミジンも

プリンもDNAの素材で，それの合成を

阻害することで細胞分裂を抑えると考え

られています。こういう薬は，効く場所

がはっきりしているので，その部分をし

っかり抑えたら必ず自己免疫性のリンパ

球増殖をしっかり抑えてくれるはずです

から，きちんと効果が期待できます。つ

まり，投与量さえ気をつければ，それか

らその薬の代謝を知っていて，例えば腎

障害でMTXの血中濃度があがるような

病態を把握していれば，そういう症例で

は避ける，あるいは投与量を少なくする

ということでかなり副作用が避けられま

す。そうするとこういう免疫抑制剤で怖

い副作用というのは，間質性肺炎である

とか皮疹とかそういうallergicなものが

中心になると思うのですが，頻度は従来

の薬と比べて高いとはいえないようで

す。ですから私は，うまく使えば従来の

抗リウマチ薬よりも免疫抑制薬系の

DMARDの方がずっと有効性が高いし，

投与量を調節して使えばより安全に使え

るはずだと考えています。

後藤 今，先生はリンパ球を例にとら

れたけれども，それは滑膜でも同じこと

ですか。RAでは，それなりに滑膜細胞

の増殖性が強いわけですから。もし，い

ま同じようなシステムが働くのであれば

滑膜増殖も抑えられるでしょうか。

寺井 これまでに滑膜細胞の増殖抑制

を見たデータはないと聞いていますけ

ど，その可能性はあると思います。

後藤 ある意味では，ケミカルサイノ

ベクトミーのような効果も期待できるか

もしれませんね。

私はアラバという薬は，最近開発され

た生物学的製剤，あるいは抗リウマチ薬

の中でも，とても良い薬だと思っていま

す。有効性が高い薬で，初めて患者さん

から感謝される薬だなというふうに。か

なりの患者さんからこの薬を投与した

後，感激しましたとか，感謝しますと言

われた薬なんですね。

渡辺先生もまだお使いになっていらっ

しゃらないかと思いますけど，使ってみ

たい，しかし新聞報道で気になる，そう

いうところで，どんなところを気にされ

ているのか，どんな質問でも結構ですか

ら，どうぞ。

渡辺 そうですね，どちらかというと

マスコミ先行のような形になってしまっ

ているので，マイナスに働いたと思うん

です。私ちょっと使ってなかったんで，

海外の文献と資料をいただいたんです

が，MTXなどの日本の倍の用量を使っ

た群とぶつけて，同程度の有効性を示し，

かつ，長期成績が非常に安定している。

文献を読んだ限りでは，良いお薬なんじ

ゃないかなと。積極的に使ってみたいと

思いました。後藤先生が言われたように

感謝されるようなお薬は中々ないですよ

ね。投与してみて効果を判定して，早く

判定できるということは，患者さんにと

って本当に良い薬だと思います。調べて

みた中では，日本のデータもあったんで

すが，日本ので大体1群80例位で用量の

設定と安全性ですか，5mg，10mgと

20mgを維持量とした比較試験を行って，

海外と同じ用量設定がされていますね。

何でこの薬だけがその日本人と欧米人と

で同じ用量で良いのかという，なんか薬の

特徴としてあるのかなと，どうでしょう。

後藤 聞いたところによると，日本の用

量設定試験の解析で20mg群のACR20反

応率が海外とほぼ同じであったこと。ま

た10mgと20mgを比較すると，20mgの

方が効果が高く，副作用発現率は10mg

と20mgで大きな差がないことから海外

と同じ用法用量が設定されたようです。

渡辺 この用法用量をちょっと見ます

と，要するに100mgを3日間投与してそ

の後，20mgを投与する。症状，体重によ

っては10mgにすると，こう書いてあるん

ですが，私がどっちを使うかということ

になると，今のところ10mgを使いたい

なと思いました。海外のデータと日本の

データを見ると，用量設定試験が1群約

80例でされていますよね。まだ安全性に

ついて評価するのには症例数が少ないの

ではないかなと思いました。

後藤 添付文書では100mgで3日間や

ってから20mg，もしくは10mgとなっ

ています。

渡辺 100の20ですね，で，何かの理由

で副作用が出たとかで3日目で10mgに

した症例もあるとか，最初から10mgで

投与したという症例はないわけですか。

後藤 私自身はloading doseの100mg

は使わず，最初から20mgで治療してい

ます。20mgで開始してよく効いてきた

り，また，いろいろ副作用というか，患

者が気分が悪いとか下痢をすると10mg

にしちゃいます。私は，今のところ1例

も100mgを使っていません。

渡辺 何もなければ20mgのままで。

後藤 ええ，こういった使い方はこれま

での使用経験で，かなり良い印象を持っ

ています。大塚病院の私以外の医師は皆，

100mgを添付文書の通りにやっています

が，お互いデータをいろいろ比べてみて

もほとんど差はないですね。だから今の

ところ100mgは使わなくても良いのでは

ないかと私は考えています。

渡辺 後藤先生は，これまでに何症例

ぐらいご使用になられたんですか。

後藤 施設としては50症例くらいです

が，私自身は約30例ですね。

渡辺 寺井先生はいかがですか。

寺井 私は10例です。100mg 3日間の

loading doseをやって，それから20mgと

か，人によっては10mgにしてます。1人

だけいろいろな薬に非常に副作用の出や

すい患者さんがいまして，その人では最

初から1日10mgを，という使い方をし

ました。

既往と副作用の相関

渡辺 基礎知識がないのですが，日本

で間質性肺炎が少し多かったのは，その

用量に問題があったのですか。

後藤 全例調査が最終的に終わってい

ませんので，臨床試験成績と日常診療と

の間に差があるかどうか，結論は出てい

ないと思います。ただ我々がRAを診て

いますと，間質性肺炎が結構あるわけで

すね。そういう人たちにはあまり投与す

る薬がない。で，アラバの治験で間質性

肺炎がほとんどなかったということか

ら，あえてアラバを間質性肺炎の既往と

か，実際に間質性肺炎がある人に投与し

たことが今回の一つの原因になっている

可能性は，あると思うんです。実際に副

作用が起きた人たちのほとんどの既往歴

に間質性肺炎があるようですね。

寺井 それは私も同感です。我々も市

販になる前に海外からの情報として間質

性肺炎の頻度が低いらしいということを

聞いておりました。MTXはご存知のと

おり間質性肺炎が非常に怖い副作用とし

て位置づけられていて，最初からそれの

ある人には使わない。あるいはMTXを

使って，実際間質性肺炎を起こして，止

めている症例がいっぱいあるわけです

ね。で，医者の方が，そういう患者さん

たちに使える薬を心待ちしていたところ

はあります。私も使っている10例のう

ち2例はMTXで肺炎を起こして，その

後もステロイドだけで繋いでいた症例で

す。他の薬もすべてためした人だったの

で。その2例は今のところ幸い無事に使

えてよく効いております。

後藤 私自身も使っている中に4例，間

質性肺炎の既往がありました。患者さん

自身もすごく効いているので，ぜひ使っ

て欲しいということで，インフォームド

コンセントを頂いた上で，きわめて慎重

に投与せざるを得ない症例もあります。

渡辺先生にうかがいたいのですが，整

形外科の先生としては，もしそういう副

作用の可能性があった時に，他病院との

連携ということでは何かありますか。

渡辺 そうですね，肺・アレルギー全

般はリウマチ・膠原病内科や呼吸器の先

生にお願いすることになりますね。

後藤 先生は，肺画像などは整形外科と

しても撮った方が良いとお考えですか。

渡辺 投与前は当然，胸部レントゲン

も撮ることにしています。初診の段階と

しても，リウマチ患者を診た時にスクリ

談
鼎

出席者－後藤　眞（本紙編集長・都立大塚病院）
寺井千尋（東京女子医大）
渡辺房雄（はなぶさ赤羽整形・リウマチクリニック）

後藤先生 寺井先生 渡辺先生
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ーニングみたいなことはやりませんが，

明らかに活動性があって，DMARDを前

提に考えた症例は，胸の写真を撮ってお

くことは，ほとんどの症例でしています。

後藤 それは，大事なことですよね。

渡辺 ただDMARDにスイッチした時，

そのたびに撮るかっていうと，なかなか

難しいことがありますね。先生方のご意

見を聞いて，そういうことをやった方が

良いということであれば，今後はしますけ

ど。少なくとも過去，ウチに来ている時

は最初のデータとして必要です。後で何

かあった時に元々あったのかどうかわか

らないと困ります。

後藤 どんな症例も，少なくとも1回は，

胸部X線を撮っておく必要がありますね。

渡辺 少なくとも1回はね。

寺井 アベンティスの方では，まだデ

ータがないかもしれませんが，アラバの

間質性肺炎はレントゲン像で，MTXと

の違い，もしくは症状的に何か差がある

のでしょうか。症状の出方などはどうで

しょう。

後藤 資料を見たところでは，共通し

た特徴というものを描き出すには，まだ

症例数が少ないようですね。早い症例，

遅い症例いろいろあると思います。ただ，

もしかすると感染症がかぶっているのか

もしれないけど，症例によってはステロ

イドパルスをやっても効きが悪い，そう

いった例もあるようですね。MTXでは，

わりにステロイドに対する反応性はいい

と思うので，もしかするとこの辺は，多

少差があるかもしれません。

寺井 やはり，きちんと患者さんに初

期症状が出た際に来院して頂くよう説明

すること，重篤な副作用が出た時は，早

めにコレスチラミンを用いることを忘れ

ないようにした方がいいですね。

後藤 あと聴診器の件もお話ししてお

きたいのですが。やはり普段の診療で聴

診器を当てて肺の音を聞いて頂く方がい

いと思うんですね。

寺井 それだけに頼りすぎることも危

ないかもしれません。というのはMTX

の肺炎で，聴診器で聞いても，音はない

けど，影はあったということがあったの

で。開業されている先生方では，MTX

などの肺炎をどうモニタリングしていま

すか。聴診はどうでしょうか。

渡辺 開業すると，血圧も風邪も今の時

期いっぱい診なくちゃならないんですよ。

むしろ，そのへんの内科の先生と同じく

らい，聴診はしているかもしれませんよ。

後藤 やっぱり聴診して気になる時や咳

がある時には，胸の写真を撮る。あと煙

草を吸う人に対しては要注意ですね。そ

れと抗核抗体弱陽性とかワンプラスと出

るような人は，やっぱり他の膠原病への

移行の可能性もゼロではないわけですか

ら。そういう人って例えばブシラミンな

んかも，タンパク尿が非常に出やすいん

ですね。そういうのを初診の時に注意し

て，カルテを見てチェックして，ふだんか

ら注意しておく事が必要だと思いますね。

寺井 その点はアベンティスの方に，

以前間質性肺炎の症例を頂いたんですけ

ど。男性が多いですよね。かなり。喫煙

はどうだったのですか。

後藤 リウマチのリスクファクターで，

唯一はっきりしているのは喫煙らしいで

すからね。ハリソンの教科書にしっかり

書いてありますから。

寺井 これでいくと間質性肺炎は男性

の方が多い様ですね，人数が。

後藤 普通のRAと比べると男が圧倒的

に多いということだね。やっぱり喫煙が

影響しているんじゃないかという気がす

るんだけど。

寺井 順番的に入れ替わってしまいま

すけど，今まで間質性肺炎の既往がある，

あるいは間質性肺炎がもとにあって使え

ないという症例が多く選ばれている可能

性があるので，今登録されている3千何

例に関して間質性肺炎を今回起こさなか

った人で元々そういう影，バックボーン

があるのがどれだけいたか，それがわか

らないと，この薬に間質性肺炎が多いと

決め付けられない。なるべく早く，そう

いったデータをしっかり出して頂きたい。

後藤 副作用のデータを見ると，MTX

やその他のDMARDと比べてそんなに大

差ない。間質性肺炎だけが，ちょっと前

に言われていた頻度よりも高いみたいだ

けど，でも他剤と比較するデータはない

よね。

寺井 確かにこのブルーレターが出て，

全例調査の実施にあたり，新たにアラバ

錠を投与しちゃいけないと。これは「禁

忌」という扱いではなく「注意して使う」

でしたね。

後藤 添付文書上では「慎重投与」にな

ったんだね。

寺井 「禁忌」ではないですね。

後藤 しかし，投与を中止して下さい

とブルーレターには書いてある。

渡辺 保険診療上は，要するに間質性

肺炎という病名がついていたとして投与

を続けても切られないということです

ね。私も開業医ですから保険の問題は大

事なことになりますから。病名をつけな

いで，リウマチで本来だったら胸の写真

を撮っても良いと思うんですが，なかな

か通らないんですよ。だから，「リウマチ

肺を疑う」ってつけたんだけど，これも

査定されてしまいました。こういうこと

も気をつけておかないと保険上ではまず

いのかなって。

寺井 リウマチで体の不自由な患者さ

んが遠くから来られるという場合，月に

1回でも多いですね。でもいろいろな副

作用に関する初発症状のことだけは言っ

とかないと。症状が安定していればいい

ですが，慎重な対応と患者さんに対する

啓蒙と教育を怠ってはいけませんね。

今のところ少ない肝機能障害

後藤 肝機能の方はどうですかね。

元々，肝機能障害のことはよく言われて

きましたけど。

寺井 私の少ない経験ですけど，今，一

応，2週間ごとのチェックということで

毎日その場で肝機能と血算だけはみてい

ます。幸い今までの2つの項目で異常が

出たことはないです。言われていたほど

ではないなという印象を持っています。

後藤 今のようにきちんと症例を選ん

でモニタリングを行えば重篤な肝機能障

害というのは予想されているよりも少な

いのかもしれません。会社が配布した5

カ月までの副作用報告では，3100例中90

例の肝機能値異常が出てますが，ほとん

どが軽症で休薬とコレスチラミン投与で

回復してますよね。一番高かった症例は

敗血症後に既往の心筋梗塞再発でお亡く

なりになった症例ですが，ショック症状

のためGOTは1000以上に上がった後正

常化している。次に高かったのがGOT，

GPTが600台の症例ですがこれもコレス

チラミン投与で回復している様です。

渡辺 肝機能障害なんかは薬物除去療

法が効くわけですね。アレルギーか肺線

維症にはどうでしょう。薬物除去は，や

らないよりやった方がいい。

後藤 そうですね。

寺井 コレスチラミンですか。

渡辺 肺線維症に対してね。

寺井 その肺線維症，メカニズムは

allergicなものだとして，それに対して

ステロイドを出されても半減期の長い薬

でずっと残っていると，ステロイドパル

スをやった後でも血中に薬が残っていれ

ば同じアレルギーがまたきますから，や

はりステロイドとコレスチラミンの両方

を併用した方が良いと思います。私自身

はちょっと経験がありませんが。

後藤 副作用の話はこれぐらいにして。

このアラバは，予想外に早く効果があり

ます。私は，先程言いましたように

20mgでスタートして，2，3日で，何人

かの患者さんが何か良いみたいですと言

うんです。1週間位たつと半分以上の患

者さんが何か良さそうだと言います。元

気になりましたとか，調子いいですと。

2週間とか3週間たってくると痛みとか

こわばりがかなりとれましたと，具体的

な表現になるんですね。そういう意味で，

今までの遅効性抗リウマチ薬とは違って

かなり即効性があります。MTXでも良

く効く場合は早めに効きますが，それよ

り早く効くような感じがしないでもない

です。

そういう意味では2週間ごとに来ると

いうちょっと面倒くささはありますけど，

患者さんとしては，直ぐ効くという意味

で喜ばれるんじゃないかなと思いますね。

渡辺 発売後1年は，2週間処方ってこ

とでしたね。ということは，今年の9月

で，その期間は終わりますね。その後も

検査は，始めの6ヵ月間，2週間に1回す

るわけですか。そういえば，サラゾスル

ファピリジンも3カ月間ですね。添付文

書上では，2週間に1度測定するように

なっている。

寺井 今回，全例調査っていうのがあ

ったので，我々もこの薬に関しては2週

間に1回，しっかり守って今のところや

っています。初めて投与する患者さんに

は，最初の6ヵ月間，2週間おきに血球

数も肝機能も測定しています。本当だっ

たら6カ月間たったら，検査は1カ月に1

回ぐらいでもよくなるわけですけど，し

ばらくは2週間分しか処方できませんの

で。遠くから来ている患者さんに関しま

しても，あいかわらず2週間ごとに通院

は続くんですね。1年間は。

渡辺 用量を減らされて，ちょっと効

果が弱まるってことはないのですか。

後藤 いや，ないね。今のところ。

渡辺 さらに減量するときは，10mgを

1日おきに出しているんですか。

後藤 そう。今，ブシラミンだって1週

間1錠なんて使い方のもありますからね。

そういえば最近，メキシコでアラバを週

100mg，1回パルスというやり方でやっ

たという報告が出たようですね。

渡辺 それって半減期が長いからなん

ですかね。これから全例調査の結果をみ

なくちゃいけないけど，印象的には良い

薬だってことなんでしょうね。

寺井 そうでしょうね。私はさまざまな

薬を使い，MTXも最大限使って，なおか

つコントロール出来なかった症例にアラ

バを投与しているのでね。インフリキシ

マブを使うと経済的問題もありますから

アラバを使おうと思って待っていたんで

す。MTXで効かなかった症例に使って，

ほとんどの症例で効いているということ

で，良い薬だという印象は持っています

けど。たちあがりが早いことに関しては，

私はLoading doseというのをやっていま

すので。それがなかったら，結局MTX

と同じような感じで2週間，4週間ぐらい

で効いてくるんじゃないかなと思います。

先程の代謝の機序からいっても，同じよ

うな効き方をするはずなので，効いてく

る時間も同じくらいかなと思っています。

後藤 渡辺先生，早速使ってみたいと

いう気がしますね。

渡辺 そうですね。骨破壊のことを考

えると，初期の患者に使いたいですね。

でも，今は多少しょうがないですかね。

MTXでは1剤試した後でっていうしば

りが今でも残っていますよね。確か。で

も，だいぶ無視されて，よそからウチに

リウマチで来る人も最初からMTXって

いうのはいくらでもいます。アラバに関

しては，こういった規制は最初からなか

ったですね。

後藤 警告の「本剤による治療を開始す

る前に，非ステロイド性抗炎症剤及び他

の抗リウマチ剤による治療を検討し，リ

スクとベネフィットを考慮してから本剤

の使用を開始すること。」とあるけど，保

険上のしばりにはならないわけですし。

関節破壊を抑制するというのであれば，

なるべく早いうちにアラバを使用した方

がいいと思いますね。

渡辺 ステージ3では，腫れが引いても

痛みは残りますからね。

最後に，薬剤の除去があります。アラ

バを止めて，他の薬に替える時も除去を

した方が良いのですか。

後藤 それはどうですかね。副作用が

出なければ，それはあんまりする必要が

ないと思います。ただ，副作用のリスク

というものをそれぞれの患者さんで評価

した上で除去するかどうか決める必要が

あるんじゃないかな。

渡辺 半減期が長いので，もしもすぐ

にアラバから他の薬に切り替えると併用

療法と同じになるわけですね。

後藤 会社は単剤投与を勧めています

が，併用は多少やられていますからね。

渡辺 ああ，そうですか。アラバと

MTXもですか？

後藤 いや，私はMTXとはさすがに，

一緒にやってないな。

渡辺 海外文献かなんかで，MTXやサ

ラゾスルファピリジンとの併用も出てい

ますね。

寺井 海外ではやっているんですね。

MTXとの試験ではアラバは半分の量で

す。アラバは1日10mgで調節します。

逆にいうとアラバからの切り替え時も相

手のfull-doseは，避けた方がよいという

可能性はありますよね。

後藤 生物学的製剤との併用はあまり

推奨されないと聞いているけど，海外で

は，積極的にやっている人もいるそうで

すね。これからデータがいろいろ発表さ

れてくるみたいですね。

渡辺 では，他の薬からアラバに切り替

える時，何か気をつけることはありますか。

寺井 他の薬剤は，遅効性で止めても

効果が残りますけど，血中濃度としては，

ほとんどの薬は代謝が早いのでこういう

ふうに2週間も残るものはありません。

たしか金剤が1週間位だったかな。です

から一般的には，わりと早めに切り替え

られて良いと思いますけど。ただ，これ

も最初に言ったように，腎臓が弱ってい

る患者さんとか肝機能が落ちている患者

さんでは，前の薬が長期に残っている可

能性があるので，低用量から使うとか

loading doseをやめるとかを考えた方が

いいと思います。

渡辺 肝機能といえば，アルコールも

避けた方がいいと書いてありましたね。

後藤 それではこの辺で。皆さん遅く

までありがとうございました。
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関節リウマチ（r h e um a t o i d

arthritis, RA）に伴う皮膚病変につき

述べる。RAの関節外症状関節には皮

膚病変を含め様々なものがあるが，

関節外症状を呈する患者は重症で，

RAの活動性が高く，いわゆる悪性関

節リウマチに該当するものが多い。

皮膚病変として重要なものはリウ

マトイド結節のほか　リウマトイド

血管炎（rheumatoid vasculitis）によ

る皮膚症状がある。また治療薬によ

る薬疹にも特徴的なものがあり，留

意すべきである。以下に主な皮膚症

状につき述べる。

1）リウマトイド結節
リウマトイド結節はRA患者の約

20％に認められ，RAの診断にも有

用な，最も重要な関節外症状である。

一般にRF陽性で関節破壊の著しい重

症例に好発する傾向がある。リウマ

トイド血管炎の患者ではリウマトイ

ド結節を高率に認める。臨床的には

ドーム状に隆起する固い皮下結節で

前腕伸側に好発するが，その他，圧

迫を受けやすい部位，膝，臀部（図1），

後頭部などにも生じることがある。

メトトレキサート（MTX）で治療中

の患者に生じやすいとの報告もある。

組織学的には3層構造を示す柵状

肉芽腫で，中心のフィブリノイド壊

死層を組織球が柵状に取り囲み，さ

らに外層に血管の豊富な肉芽組織を

認める。その成因には血管炎が関与

することが指摘されており，血管壁

や中央のフィブリノイド壊死層に免

疫グロブリンや補体の沈着が証明さ

れている。

2）リウマトイド血管炎
リウマトイド血管炎（rheumatoid

vasculitis）は臨床的に，多臓器を侵

し予後不良のsystemic rheumatoid

va s cu l i t i s（全身性リウマトイド

血管炎）と四肢末端や皮膚を主とし

て 侵 す peripheral rheumatoid

vasculitis（末梢性リウマトイド血管

炎）とに分けられる。悪性関節リウ

マチといわれるもののうち全身性動

脈炎（Bev an s 型）が sy s t em i c

rheumatoid vasculitisに，末梢性動

脈炎（Bywaters型）がperipheral

rheumatoid vasculitisにそれぞれ相

当すると考えられる。侵される血管

は動脈，小動脈，毛細血管，静脈に

わたる。患者の関節炎は重症のこと

が多く，X線像上，関節破壊が著明

な例が多い。またリウマトイド血管

炎の患者の94％がRF陽性で，しか

も高値を示す。ほとんどが様々な皮

膚症状を呈する。侵される血管の種

類と深さにより皮膚症状は異なる。

（1）指趾壊疽（digital gangrene）

小動脈炎による指趾末端の壊疽で，

急速に進行し，手，足，下腿に及ぶ

こともある。Systemic rheumatoid

vasculitisにみられる。

（2）皮下の硬結を伴う紅斑

紅斑を触診すると皮下に硬結を触

知する。中動脈の壊死性血管炎で，

下肢に多く，臨床・組織共に結節性

動脈周囲炎に類似する（図2）。臨床

症状は血栓性静脈炎や小型の結節性

紅斑にも似ている。生検の上，病理

組織診断が必要である。

（3）皮膚潰瘍（cutaneous ulcer）

比較的頻度が高い。皮膚潰瘍は下

腿下1/2から足関節周囲にかけて好

発し，辺縁の鋭利な深い潰瘍が単発

または多発し，難治となる。RA患者

では血管炎による潰瘍のほか，静脈

うっ滞による潰瘍，褥瘡，Felty症候

群に伴う下腿潰瘍を生じることがあ

るので，鑑別を要する。また壊疽性

膿皮症がRAに合併した場合には，

リウマトイド血管炎による潰瘍との

鑑別は必ずしも容易ではない（図3）。

病理組織学的に壊死性血管性を認め

ればリウマトイド血管炎を考える。

（4）紫斑（palpable purpura），
水疱（bulla）

いずれも細血管のleukocytoclastic

vasculitis（白血球破砕性血管炎）によ

る。下腿に多く，浸潤のある点状な

いし斑状出血で，疼痛を伴い，潰瘍

化することがある。臨床・組織像共

にアナフィラクトイド紫斑に類似す

る。

（5）網状皮斑（livedo reticularis）

中小動脈炎および静脈炎によって

起こり，軽症のリウマトイド血管炎

の主な症状の1つであるが，指趾梗

塞などに比べると頻度は低い。

（6）指趾梗塞（digital infarct）

手指にみられる小範囲の虚血性病

変で，点状ないし斑状の黒褐色斑を

生じ，ときに軽度の瘢痕を残して治

癒する。爪上皮，爪囲ほか，指腹な

どにみられることもある（Bywaters’

lesion）

（7）リウマトイド丘疹
（rheumatoid papule）

手指に多発，出没する小型の皮内

結節で，数週の経過で消失する。組織

学的にはleukocytoclastic vasculitis

を示し，その周囲に柵状肉芽腫反応

を伴う。

（8）rheumatoid neutrophilic 
dermatitis

RAには壊疽性膿皮症，Sweet病の

合併例が報告されているが，近年，

同じneutrophilic dermatosis（好中球

性皮膚症）の範疇に属する疾患として

rheumatoid neutrophilic dermatitis

の報告が相次いでいる。しかし，本

皮疹のほとんどにleukocytoclastic

vasculitisがみられる点で壊疽性膿皮

症やSweet病と異なる。重症のRA

に合併することも併せてリウマトイ

ド血管炎の1つとみなすべきである

（図4）。

3）その他の皮膚症状
先程述べた壊疽性膿皮症やSweet

病の他にRAには自己免疫性水疱症

が合併することがある。また，皮膚

の萎縮，色素沈着，yellow nail

syndrome（黄色爪症候群）などがあ

る。Yellow nailは稀ながらブシラミ

ン（リマチル®）の薬疹としても生じる。

4）治療薬による薬疹
金塩（金チオリンゴ酸ナトリウム），

ペニラミン，ブシラミンなどは非ア

レルギー性の薬疹を生じやすい。中

止してもすぐには改善しないので一

回生じると治療に難渋する。

金塩では総投与量が増えてくると，

脂漏性湿疹類似の皮疹を生じる。ペ

ニシラミンでは天疱瘡が誘発される

ことがある。またブシラミンは多彩

な皮疹を生じる。

図1 55歳，女性。臀部のリウマチ結節。

図3 72歳，女性。RAに合併した壊疽性膿
皮症。

図4 64歳，男性。
膝のrheumatoid neutrophilic
dermatitis.

リウマチ性疾患と
皮膚病変

聖マリアンナ医科大学皮膚科学教授

溝口　昌子

図2 60歳，男性。膝のリウマトイド
血管炎。

第 11 回アジア太平洋リウマチ学会（以下

APLAR＝Myung-Chul Yoo会長）開催にあたっ

て，Ho-Youn Kim組織委員長（韓国，カトリッ

ク大学病院）から当財団あて挨拶状が届いた。現

在，聖マリアンナ医科大学の西岡久寿樹教授が

理事長を務めるAPLARは，今年9月11日から

15日まで韓国の済州島を会場に行われる。

2年ごとに開催される同学会の今回のテーマ

は，「リウマチの将来：ベンチからベッドサイド

に」というもので，世界中から100人以上の著名な演者が参加する。日本リ

ウマチ学会も「TNF-α遮断剤の市販後調査」「線維筋痛症研究の最新の進歩」

と銘打った2つのスポンサー付きシンポジウムを予定している。

美しい自然と穏やかな気候に恵まれた済州島

は，韓国でも屈指の観光地。韓国リウマチ協会

は，アジア太平洋地域のリウマチ専門医，整形

外科医，免疫学者，リハビリテーション医に心

のこもったもてなしを用意している。日本から

の多くの参加者を期待している。

Ho-Youn Kim組織委員長

第11回APLAR
（アジア太平洋リウマチ学会）



〈症例〉
65歳，女性

1987年頃から両肩から項部，背

部にかけての疼痛を感じていた。疼

痛は次第に前胸部におよんできたが

NSAIDsでコントロール可能で，期

間も1年に1～2ヵ月であった。

1994年単純XPにて鎖骨の骨増

殖変化を指摘されている。

〈2002年4月当科初診〉
図は初診時の前胸部外見と両鎖骨

のXP像である。

現症，既往とも皮膚病変はない。

（解答と解説は次号掲載になります。）

前胸部外見
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リウマチ性疾患の多くは関節症状

を有するので，関節液検査は重要で

ある。関節液検査をルーチン化すれ

ば，非炎症性，炎症性，化膿性関節

液の鑑別が可能となり，結晶性関節

炎や化膿性関節炎では確定診断につ

ながる。したがって，リウマチ医は

その手技に習熟していただきたい。

関節穿刺の手技
主な関節の穿刺部位を図1-A B C

に示した。はじめは関節の解剖学的

構造を熟知した医師の助言と指導を

受けることが大切である。穿刺部位

を中心にイソジンあるいはヘキザッ

クアルコール綿球などを2個以上用

いよく消毒する。剃毛は原則的に行

わない。関節内への麻酔薬の注入に

よる分析結果への影響を考慮して，

局所麻酔薬の注射も行わない。注射

器はディスポのものを穿刺液量に応

じて選択する。患者の痛みを緩和さ

せるために細い針を選ぶのは間違い

で，膝では18G，小関節でも20Gが

推奨される。

術者は片手に手袋を付け，その手

を解剖学的な目印を見失わないよう

に穿刺部位に近い関節の上にのせ

る。皮膚を軽く伸ばし手際よく穿刺

し，静かに吸引する。骨にぶつかっ

たら針先を少し引いて方向を変え

る。関節包の肥厚が顕著なときは，

これを貫通する感触がある。急激な

吸引は針の中に組織が詰まり吸引で

きなくなる。少量を再注入し針先の

位置をわずかに変えると再び流出を

確保できる。

診断のための穿刺であれば，必ずし

も全量を吸引する必要はなく，血管

損傷による血液の混入のないうちに

提出したほうがよい。培養を含め関

節液の全分析には1～5mLで行える。

さらに吸引する，あるいはステロイ

ドやヒアルロン酸を注入するため

に，注射筒を交換する場合には，注

射針の根元を清潔な止血鉗子あるい

は他の把持器具で保持する。針を抜

いた後，穿刺部位に清潔なガーゼを

あて指でしっかり押さえる。穿刺し

た日の入浴は禁止し，安静を心がけ

るよう指導する。これらを確実に実

施して，医原性の感染性関節炎を回

避する。

関節液の外観
関節液が得られたら，外観（量，

粘稠度，色調，透明度など）につい

て記載する。非炎症性の関節液は淡

黄色・透明である。炎症性疾患では

さらに濃い色調を呈し不透明であ

る。血性の場合は骨折を含む外傷，

出血性素因，血管腫や色素性絨毛性

滑膜炎など鑑別が必要である。粘稠

度は注射器から関節液を滴下し糸を

引くように落ちるか，水滴状に落ち

るかを観察する。関節液に酢酸を加

えるとムチン（ヒアルロン酸―蛋白

複合体）が沈殿する。関節リウマチ

の旧診断基準にはムチンの凝固低下

も項目の1つとなっていた。

関節液検査
①白血球数算定，②白血球分画，

③結晶の同定をルーチン検査すべ

きと考える。

白血球数算定は血算用のEDTA

添加陰圧試験管に関節液をいれ，自

動分析機で算定する。ただし関節液

の粘度が高い場合はヒアルロニダー

ゼで前処理を行う。一般的な目安と

して，非炎症性では2,000/mm3以下

である。関節リウマチでは2,000～

75,000/mm3ぐらいで，60,000/mm3

以上は化膿性を疑う。

白血球分画は通常の Wr igh t -

Giemsa染色で行い，好中球の比率

で炎症の程度を判定する。細菌感染

や結核が疑われる場合はGram染

色，Ziehl-Neelsen染色を追加する。

結晶検査のためには湿潤標本を作

製する。関節液を採取後できるだけ

早く，スライドガラスの上に滴下し，

カバーグラスをかけて検鏡する。結

晶を認めたら偏光をかける。尿酸結

晶は針状で，負の強い複屈折性（図

2A）を呈する。ピロ燐酸結晶は平

行四辺形あるいは根棒状を呈し，弱

い正の複屈折性を示す（図2B）。し

たがって，これを施行する検査室に

尿酸塩結晶を常に用意しておくべき

である。

化膿性を疑ったら培養検査を行う

が，その結果が陰性であっても感染

を否定することはできない。関節鏡

視下滑膜切除術（含む生検）など早

めに対処すべきである。

関節穿刺と�
関節液検査�
関節穿刺と�
関節液検査�
関節穿刺と�
関節液検査�
関節穿刺と�
関節液検査�
長岡赤十字病院リウマチ科（整形外科） 羽生 忠正

リ ウ マ チ 診 療 の 基 本 手 技

図1 主な関節の穿刺部位

A 肩関節の穿刺：ルート①肩
峰の後外側ラインから2cm下
を後方より，あるいは②烏口突
起のすぐ外側を前方から行う

B 膝関節の穿刺：膝蓋骨の後
方1/3から，膝蓋骨と大腿骨の
間の溝を通すように外側からの
ルート③で行う

C 足関節の穿刺：足背動脈
（点線）と大きな腱を避けて関節
裂隙が確認される前方のルート
④，あるいは外側の⑤から行う

図2 偏光顕微鏡による結晶検査

A B

レ ン ト ゲ ン ク イ ズ
QQQQuuuu''''eeeesssstttt----cccceeee    qqqquuuueeee    cccc''''eeeesssstttt

？？？？？？？？？？？？
協和会病院リウマチセンターセンター長　村田 紀和

?

?
両鎖骨XP像
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日本リウマチ財団とRAトータル

マネジメント研究会，エーザイ株式

会社共催の第5回トータルマネジメ

ントフォーラムは，1月31日，東京

都港区北青山のTEPIAホールで開催

された。今回まで，財団としては積

極的に関わらなかった同フォーラム

だが，財団理事の山本純己氏を中心

に企画運営されており，既に基礎作

りも終わった段階で，これから全国

的な広がりを持たせていくには，財

団が最適という理由で自然に共催す

るようになった。これによって，今

まで隔年で行われていた同フォーラ

ムは，来年以降年次開催となること

が決まっている。

＊　＊　＊　＊　＊
トータルマネジメントに関する学

習会は，今まで同様，小粒だがピリ

リと辛い内容の濃いものだった。

4部構成で始めと終わりに強力なイ

ニシアチブでこのフォーラムを立ち

上げてきた松

山赤十字病院

リウマチセン

ターの山本純

己医師が壇上

から，これま

で同フォーラ

ムを支えてき

たエーザイ㈱

に感謝の意を

表し，また関節リウマチにはトータ

ルマネジメントの学習が欠かせない，

との持論を述べた。

■ヘルパーは何のために来るのか

第1部は，佐賀大学の忽那龍雄氏

と福岡・近藤クリニックの近藤正一

氏を座長に『RA患者と介護－現状と

問題点』をテーマに，主にヘルパー

とその仕事について，各方面から述

べられた。

中でも，札幌山の上病院の佐川昭

医師が「診察現場に，ヘルパーさん

が入ってくれた方がいい」と述べた

のは，ヘルパー養成機構の側から

「リウマチについての勉強が足りな

い」などの反省の声が上がったのと

も相まって，介護の現状に対する問

題提起だったのではないか。

また，介護も随分定着してきたが，

一方，患者側から「介護よりも，介助を」

との意見が出たのは考えさせられた。

■耳までとどけ『耳ィーちゃん』

第2部は，恒例のティーブレイク

を利用した『装具・自助具の工夫

展・閲覧』でコンテストも行われた。

優秀作品は，中伊豆温泉病院の作

業療法士林正春氏が考案作製した耳

かきの「耳ィーちゃん」（写真）。選考

理由は，第一に耳まで届く。操作も

簡単で軽い等々，ちょっとした思い

つきが，いかにも役立つものを作り

得るかの好例だ。それもこれも，普

段の心がけ次第と言われてしまえば

それまでだが。

■本紙の購読による新たな広がりを

第3部は，『各地のRAケア研究活

動』と題して新潟県立瀬波病院の村

澤章氏と広島市立広島市民病院の椎

野泰明氏を座長に，各地のRAケア

研究会プログラムから選定された演

題が行われた。

みなそれぞれ，現場の声を伝えて

貴重なものばかりだったが，特にRA

患者の食事の障害について述べた中

で，内科と整形外科以外に口腔ケア

の観点から歯科との連携に言及して

いたのは印象に残った。さらに，仕

事を辞めることによってかえって関

節リウマチを増悪させたという報告

なども，肉体と精神の兼ね合いとい

う一点で微妙な示唆を含んでいるよ

うに感じられた。

最後は，鹿児島赤十字病院の松田

剛正氏が「RAの薬物治療－最近の話

題」という講演で締めくくった。

コメディカル中心の研究会は，ど

こもまじめな参加者が多い。

しかし，聞くだけでは何もならな

い。患者にとっても登録医にとって

も，コメディカルの成長は欠かすこ

との出来ない必須の案件だ。

それは，財団の大きな役割だとい

ってもいいのではないか。そのため

にはコメディカルの方々に，是非本

紙を読んで欲しいと思う。

また，このフォーラムを主催する

以上，財団も，できるだけ広範囲に

参加者を募っていかねばならない。

ほとんど参加していない地区には，

たとえば本紙を媒介として研究会を

編成するなどというような新たな取

り組みが必要かもしれないし，リウ

マチ友の会へも，きちんと呼びかけ

た方がいいのではないか。

耳ィーちゃんと発案者の林正春氏

第5回RAトータルマネジメントフォーラム

聞きっ放しにせず，
よいことはさらに広める方策を－

介護保険制度が導入されてから早
や5年目を迎える。昨春発足した障害
者支援費制度とともに，高齢者や障害
者が地域で安心して自立生活を送れる
よう支援することを目指している。

制度開始の夏，腰椎の圧迫骨折を
起こした私は，腰の激痛を抱え，就
寝時以外はコルセットを装用し，日
常生活の動作は極度に低下した。要
介護は2から4と再認定され，ヘルパ
ーさんの派遣も増え，電動起立回転
ベッドのレンタルなどを活用し，一
人暮らしを続けている。

幸いに，入院期間を除く約3年間の
諸体験を経て，ケアマネジャー，事
業者，ヘルパーさんとの絆も深まり
介護体制は軌道に乗ってきた。

お陰で，講演に，買い物，催しな
どに外出し，オペラを聴きながらパ
ソコンで原稿を書き，メールを交信
し，感動的な新しい出会いも得て，
日々の生活を楽しんでいる。ヘルパ
ーさんの温かい支援あってのことと
心から感謝している。

ヘルパーさんは，週6日・日中各2
日ずつ3人，夜1人が入れ替わり，身
体介護と家事援助を受けている。主
に着替え・掃除・洗濯・買い物・調
理と後片づけなど。でも，圧迫骨折
以来腰を曲げることを禁止され，身
長も10センチ縮み，さらに昨年の春
に，右手中指の腱が切れて，知恵と
工夫，自助具利用などでも補えない
不便なことも増えてきた。

足の爪を切る，床に落とした物を
拾う，ソックスをはくなど。

さらに，ヘルパーさんが帰った後，
欲しい調味料や食器が上段で届かな
い，瓶の蓋が開かないなど，困るこ
とも起きる。そのために，固定観念
を捨て，年末年始は，毎日使う食器，
フライパン，鍋，調味料などは，手
の届く1か所にまとめ，一人での食生
活を乗り越えた。

また介護保険では，「ダメ」と言わ
れる支援も少なくない。圧迫骨折直
後の座薬の挿入・湿布貼り・爪切り
などは医療行為と断られ辛い思いを
した。でも，話し合いの結果，今は
認められている。

私たちリウマチ患者は，一見して
元気に見られがちなので，外から見
えない痛み，手の変形により握力が
ない，その日により，また1日の内で
も午前と午後では体調が変わり，叶
わなくなることもあるなど，リウマ
チの特徴や症状を説明し，理解を得
て良き支援を得るように，私たち利
用者も努力が必要と思われる。

’05年に，介護保険は見直しされる
という。’94年に訪れたデンマークの
ように，利用者がヘルパーを選択指
名し，支援内容も決められるという
ような日は訪れないものか。

これからもヘルパーさんと仲良く
コミュニケーションをとり，絆を育
てつつ，制度に支えられて，私は

「朝は希望に目覚め，昼は努力に生き，
夜は感謝で眠る」モットーのもと，
自立生活のQOLを充実させたいと願
っている。

（つづく）

日本リウマチ財団　名誉理事長　塩川 優一

リウマチの薬の薬効と
安全性を調べる

随 筆

友の会と歩んだ36年－－@8

絆を大切に介護の活用を
（社）日本リウマチ友の会　創設者

名誉理事長　島田 廣子

最近の医学の進歩は，抗生物質をはじ

め多くの強力な新薬，新しい手技の外科

手術より遺伝子治療に至るまで，まさに

目を見張るばかりである。しかしそのよ

うな進歩が真に姿を現したのはいまから

ほんの50年前（1959年頃）からであった。

それ以前の医療といえば，全く荒唐無稽

な薬物が使用されており，その種類は無

数といってよい。その中には，全く効果

がない草根木皮や動物の臓器の他，宝石

の粉とかエジプトのミイラとか，さらに

水銀とか砒素など多数の有毒な物質が用

いられており，そのために効果がないば

かりか，多くの人命が失われていた。（以

上，「パワフル，プラシボ」（シャピロ他著，

赤居他訳，協同医書出版）による）。

やがてその後，次から次へと新しい薬や

治療法が出てきて新しい医学の時代にな

った。そこで，いままで薬の効果を調べる

方法といえば，医師の経験で効くとか効か

ないとかいうことで決めていたのである

が，統計学を用いた科学的な方法である二

重盲験法という方法が世界的に採用され

るようになった。

日本では，当時リウマチに有効な薬（当

時は多くは非ステロイド性抗炎症薬）が

次々に開発されていたので，その薬効を

調べる目的で，昭和38年（1963年），日本

リウマチ協会（日本リウマチ財団の前身）

に薬効検定委員会が設置された。これは

故児玉俊夫先生（山本純己先生の恩師）の

すばらしいご発案によるものであった。

そして当時の全国の他の多くの薬に先駆

けて，抗リウマチ薬の薬効と安全性を新

しい統計学的方法に検定する事業を行っ

た。これは日本全国のリウマチの医療機

関が参画した。そしてその成果により，

日本のリウマチ医療は大きく発展したの

であった。薬効検定委員会の委員長は，杉

山　尚（第1代），塩川優一（第2代），七

川勧次（第3代），延永　正（第4代）と受

け継がれ，その成績は下記のように発表

されている。

【参考文献】

1．抗リウマチ剤の薬効検定

（塩川優一）

2．薬効の評価基準（抗炎症剤をモデルと

して）（七川勧次）

3．免疫調節剤の薬効評価（延永　正）

（以上日本リウマチ協会発行）

他。

松山赤十字病院
リウマチセンター所長
山本　純己氏
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事務局だより

リウマチ登録医で次に該当し，まだ提
出がお済みでない方は，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。

◎左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。

リウマチ登録医の資格更新

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，薬剤師，保険師，看護師，理学療法士，作業療法士，ソーシャルワーカー，介護福祉士等行政・医療福祉従事者�

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�

平成16年 9 月11日（土）� 関西医科大学整形外科　飯田 寛和 教授�近畿�

平成17年 3 月12日（土）� 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� 世話人�

秋田大学整形外科　井樋 栄二 教授�

金沢大学整形外科　富田 勝郎 教授�

滋賀医科大学整形外科　松末 吉隆 教授�

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�

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�

※医師のみを対象としています。�

地　区�

秋田地区�

石川地区�

滋賀地区�

香川地区�

佐賀地区�

山梨地区�

平成16年11月28日（日）�

平成16年 8 月29日（日）�

平成16年10月17日（日）�

平成16年 7 月11日（日）�

平成16年11月 7 日（日）�

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�

中央�
（東京都）�

平成16年 7 月24日（土）�
25日（日）�

平成16年12月19日（日）� 山梨大学整形外科　　田 良機 教授�

4／16（金） 19:00 2単位　（岡山）
リウマチフロンティア第2回学術講演
会
金澤 辰男　03-3561-6138 
ワイス㈱マーケティング本部

4／27（火） 19:00 1単位　（福岡）
北九州骨・関節セミナー
菅 昭二　093-531-3831 
三共㈱北九州第二出張所

5／14（金） 19:30 1単位　（熊本）
第7回熊本NSAIDs研究会
本田 五男　096-366-3666 
熊本整形外科病院

5／29（土） 18:00 1単位　（千葉）
第2回南総リウマチ研究会
宮重 秀樹　03-3561-7345 
ワイス㈱

6／12（土） 16:25 2単位　（東京）
第33回多摩リウマチ研究会
中林 公正　0422-47-5511 
杏林大学第一内科

4／17（土） 16:30 2単位　（岐阜）
第3回岐阜整形外科セミナー
大橋 俊郎　058-268-0567 
山内ポスピタル整形外科

4／17（土） 17:00 1単位　（兵庫）
第4回阪神六市整形外科研修会
藤崎 隆司　0797-38-0107 
藤崎整形外科

4／22（木） 20:00 1単位　（愛知）
第2回西三河南部整形外科医会
松浦 道一　070-5542-5982 
ワイス㈱東海北陸支店名古屋第二営業
所

4／22（木） 19:30 1単位　（静岡）
第3回抗サイトカイン研究会
磯貝 晃生　054-202-5037 
田辺製薬㈱東海支店静岡営業所

4／23（金） 19:30 1単位　（新潟）
第4回中越リウマチを診る会
羽生 忠夫　0258-28-3600 
長岡赤十字病院リウマチ科整形外科

4／27（火） 18:30 2単位　（長崎）
第11回長崎骨粗鬆症研究会
井上 和幸　095-848-7601 
旭化成ファーマ㈱医薬長崎出張所

5／07（金） 18:30 1単位　（熊本）
第3回リウマチ性疾患と骨粗鬆症治療
研究会
本田 五男　096-366-3666 
熊本整形外科病院

5／08（土） 18:00 1単位　（福島）
福島県臨床整形外科医会学術講演会
渋谷 昭人　024-923-3937 
大正富山医薬品㈱郡山オフィス

5／13（木） 19:30 1単位　（東京）
第6回大田区リウマチ関節外科研究会
関口 昌之　03-3762-4151 
東邦大学整形外科

5／13（木） 19:00 1単位　（福岡）
第52回北九州筑豊リウマチ懇話会
伊藤 秀樹　093-921-3737 
旭化成ファーマ㈱北九州出張所

5／14（金） 20:00 1単位　（高知）
第30回高知リウマチ研究会
谷 俊一　088-880-2387 
高知大学運動機能教室

5／14（金） 20:00 1単位　（福岡）
第60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

5／14（金） 12:00 1単位
5／15（土） 12:10 1単位（岩手）
第102回東北整形災害外科学会
一戸 貞文　019-651-5111 
岩手医科大学整形外科

5／15（土） 19:00 3単位　（千葉）
第6回千葉リウマチ医の会
宮重 秀樹　03-3561-7345 
ワイス㈱

5／15（土） 15:00 2単位　（愛知）
第29回東海地区整形外科教育研修会
西田 信芳　052-733-8112 
大正富山医薬品㈱名古屋第一支店医薬
情報部

5／15（土） 16:30 2単位　（熊本）
第14回熊本リウマチセミナー
本田 五男　096-366-3666 
熊本整形外科病院

5／21（金） 15:00 1単位　（兵庫）
第6回リウマチ手の外科研究会
中田 智子　06-6321-7068 
参天製薬㈱医薬事業部

5／26（水） 19:30 1単位　（東京）
第17回ひがし東京リウマチ研究会
森下 福壽　03-3636-2411 
田辺製薬㈱城東営業所

5／27（木） 19:30 1単位　（三重）
三泗整形医会
加藤 雅典　0593-65-5252 
加藤整形外科

5／28（金） 19:30 1単位　（北海
道）
帯広十勝整形外科医会学術講演会
赤沢 洋　070-5564-0856 
ワイス㈱

5／29（土） 18:30 1単位（神奈川）
大和整形外科医会
岡本 仁志　046-262-2080 
岡本整形外科

6／05（土） 15:40 1単位　（香川）
四国骨粗鬆症学術講演会
乗松 尋道　087-891-2196 
香川大学整形外科

6／10（木） 19:30 1単位　（埼玉）
第7回埼玉県北部リウマチ研究会
今井 史彦　0494-27-0055 
今井内科クリニック

6／11（金） 19:10 2単位　（山形）
山形痛風・高尿酸血症セミナー
高木 理彰　023-628-5355 
山形大学整形外科

6／12（土） 17:00 2単位　（石川）
リウマチ性疾患の臨床と線維筋痛症学
術集会
西山 史生　075-802-0443
日本臓器製薬㈱京都支店

6／12（土） 17:35 2単位　（東京）
オステオポローシス アカデミー・東
京
佐向 紀彦　03-5203-8121 
万有製薬㈱

6／12（土） 18:00 1単位　（東京）
第6回桜リウマチ研究会
関田 真也　03-3355-9481 
ワイス㈱

6／18（金） 19:00 1単位（北海道）
道南関節リウマチ・膠原病懇話会
藤崎 俊英　0138-77-1010 
藤崎整形外科クリニック

6／19（土） 19:00 1単位　（香川）
第6回香川リウマチ外科研究会
横山 良樹　0877-23-3111 
香川労災病院整形外科

6／24（木） 19:30 1単位　（岐阜）
第21回東濃リウマチ性疾患研究会
舩橋 建司　0572-22-5211 
多治見市民病院整形外科

6／24（木） 19:30 1単位　（埼玉）
第5回埼玉県東部リウマチ研究会
守田 浩一　048-737-6300 
守田内科医院

6／12（土） 15:00 2単位　（京都）
京都運動器疾患フォーラム特別講演

「骨折治療における基本の先端研究」
藤岡 幹浩　075-251-5549 
京都府立医科大学運動器機能再生外科

開催日　講演開始時間　単位（開催場所）
講演会名称
連絡先・問い合わせ先

Announcement
［登録医研修単位認定講演（H16.4～）］
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。

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。

リウマチ性疾患の和語や略語の統一は

学会の重要業務の一つです。関連領域の新

しい重要用語も追加し，分野別の用語集と

の整合性を図り，ここに改訂第3版（南江

堂，3月1日発行）が出来上がりました。

今回の改訂において特筆すべき事は

rheumatoid arthritisの和語が関節リウマ

チに変更になったことです。proteinの和

語は，生理学用語集，生化学辞典に合わ

せタンパク質に整合性すべきであるとの

意見がでましたが，蛋白質は国語辞典に

も掲載され広く一般に認知されている和

語であることより，審議の結果，日本医

学会用語集の記載である蛋白（たんぱく）

質を採用，ただし質は［ ］で括ることとな

りました。biological agentの和語は生物学

的製剤に，Sjögren

syndromeの略語は

SjSに統一させてい

ただきました，等々

です。

学会の抄録を書

く際に是非ご活用

ください。

リウマチ学用語集の改訂第3版を出版!!
大分大学医学部医学部長　　鳥巣 岳彦

（財）日本リウマチ財団平成16年度事業計画一覧

ショナルセンターとしての機能をもつセンター
として整備されるよう引続き関係方面に働きか
ける。

（2）世界的な「リウマチ制圧10か年対策」運動にち
なみ，厚生労働省に対しさらなるリウマチ対策
の推進を働きかける。

（3）各大学，国公立病院にリウマチ診療科の設置を
関係方面に働きかける。

（4）各都道府県リウマチ登録医の会の設置促進に努
める。

（5）賛助会員の増加に努める。
（6）リウマチ調査・研究等の事業に充当するため募

金活動を推進する。
（7）リウマチ関係団体が行う大会，講演会等リウマ

チ対策の推進に寄与すると認められるものにつ
いては後援，協賛又は図書等の推薦を行う。

年度，平成7年度，平成10年度及び平成13年度
登録医）の審査更新を行う。

（2）平成17年度新規登録医及び更新者（昭和62年度，
平成2年度，平成5年度，平成8年度，平成11年
度及び平成14年度登録医）の申請受付を行う。

５．国際交流及び関係団体への助成事業
（1）国際交流を深めるため役員等の海外派遣を行う。
（2）リウマチ学に関する学術会議等の開催に対し助

成を行う。
（3）リウマチ患者団体の情報提供，医療相談等の活

動に対し助成を行う。

６．その他の事業
（1）平成12年10年1日国立相模原病院に設置された

リウマチ・アレルギーセンターが，いわゆるナ

１．調査・研究事業
（1）生活機能病対策への具体的事業について審議・

検討を行う。
（2）中長期的な研究計画のもとにリウマチ性疾患の

治療研究を行う。
（3）リウマチ性疾患治療薬等の治験の円滑実施を検

討推進する。
（4）リウマチ治療ガイドライン（改訂版）を作成し，

普及する。
（5）全国登録医のネットワークを構築する。
（6）大規模災害時におけるリウマチ患者支援体制の

あり方について検討を進める。
（7）リウマチ性疾患の病因究明，治療，予防，疾学

等に関する広範な調査・研究の助成を行う。
11課題（うち1課題は三浦記念リウマチ学術研
究賞）1課題100万円

（8）「ノバルティス・リウマチ医学賞」，「アボットジ
ャパン・リウマチ臨床医学賞」及び「ツムラ・リ
ウマチ臨床医学賞」の表彰を行う。各賞300万円。

（9）「日本リウマチ財団・ワイス国際賞」の表彰を行
う。1人500万円。

（10）リウマチのケアに関する事業を推進する。
（11）リウマチ登録医のあり方，医療情報網の整備等

について調査研究を行う。
（12）柏崎リウマチ教育賞（第7回）の表彰を行う。1

人100万円。

２．普及啓発事業
（1）普及啓発誌としての機関誌「日本リウマチ財団

ニュース」については，「リウマチエキスパー
ト」と一本化し，医学情報の分野を充実し，年
6回発行する。各25,000部。

（2）普及啓発資料として登録医名簿を作成配布する。
全国版4,200部　各地区別200～500部

（3）リウマチ月間（6月）用ポスターを作成し，保
健所，市町村保健センター，医療機関等に配布
する。10,000枚。

（4）「リウマチ月間全国大会」を開催し，式典，医学
講演等を行う。

平成16年5月25日（火）東京都中央区日本橋三
越劇場で開催

（5）リウマチの正しい知識普及のため，報道機関等
と連携し，リウマチフォーラムを開催する。

（6）リウマチ性疾患に悩む患者に対して永年にわた
る医学的または社会的救済活動を通じて著しく
貢献のあった個人または団体に対し，「リウマ
チ福祉賞」または「リウマチ福祉奨励賞」を贈
呈し，リウマチ月間全国大会において表彰する。
福祉賞　記念品と賞金（20万円）
福祉奨励賞　賞金（10万円）

（7）リウマチ登録医の診療レベルの向上，リウマチ知
識普及啓発等事業の展開を図るためリウマチ登
録医の会又はリウマチ医の会の活動を推進する。

（8）ホームページ・リウマチ情報センターを運営する。
（9）日本リウマチ学会の第14回国際リウマチシンポ

ジウムを共催する。

３．教育研修事業
（1）リウマチ登録医等の教育の一層の推進に寄与す

るため教育研修会を開催する。
中央研修会　東京都
地区研修会　6地区（秋田県，山梨県，石川県，
滋賀県，香川県，佐賀県）

（2）財団主催以外の教育研修会について研修単位の
認定を行う。

（3）海外研修のため米国及び欧州に10人（うち欧州
2人以上，奨学金1人60万円）を派遣する。

（4）欧州，アジア等の諸外国との間で留学生を受入
れ又は派遣する。

（5）リウマチのトータルケア推進のためケア研修会
及びケアフォーラムを開催する。
ア　研修会　6地区（秋田県，神奈川県，富山

県，大阪府，徳島県，長崎県）
イ　ケアフォーラム　年1回・中央で開催

４．登録医の養成事業
（1）平成16年度新規登録医の審査登録及び平成16

年度更新者（昭和61年度，平成元年度，平成4
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⑦ 上肢のストレッチング（図4）

肘を伸ばして，「お金を頂戴」する

ように上肢を挙上させる。そのまま

上腕が耳につくように腕を突き上げ

る。（静止15秒）また，腕を反対側の

肩に持っていくのも効果的。

次回は，立位での体操・有酸素運

動について述べる。

なお，前号で「リウマチの敵」の攻

略を述べたが，若干言葉が足りなか

ったようだ。「鮭やペットが身体に悪

いのか」など，いくつかの問い合わ

せを頂いた。たしかに，漬物や鮭・

かぼちゃは食すると身体の味方であ

る。しかし，大根の漬物を自分で漬

けたり，鮭やかぼちゃを自分でまる

ごと買ってきて切ることは，手や指

にとって「敵」なのである。ペットや

ゴルフも同様で，犬たちには心癒さ

れ，ゴルフも心身ともリフレッシュ

するが，「付き合い方」次第で敵にも

なりかねないという意味である。

自分でできる
リハビリ
札幌山の上病院内科リハビリテーション部

清水 兼悦

平成12年4月より，新たな社会保

障のしくみとして介護保険制度が始

まった。

この制度は，保健・医療・福祉に

分かれていた介護施策を一体化し，

介護の社会化を目指したものです。

リウマチ患者は，15の特定疾病の

一つとして40歳から制度利用の対象

となりました。

リウマチ患者が，地域で自立と社

会参加を目指して生活していくため

には，介護保険制度や各種制度の活

用は必須のものです。

制度実施より3年余り経過した中

で，会員から制度利用上さまざまな

問題があるとの声が寄せられること

が多くなりました。特に，リウマチ

患者への理解が無いことからの問題

が多く，啓発活動の不十分さを改め

て実感いたしました。

そこで，介護保険に関する調査を

実施し，結果をまとめた報告書を作

成中です。この報告書を市町村の関

係部署や現場の関係者に活用してい

ただくことで，リウマチ患者への理

解を深め，制度内容の充実へとつな

げていくことを願っております。

また，多くの問題点の中で早急に

取り組む一つとして「移送サービス」

の問題があります。リウマチ患者に

とって「外出」＝「通院」がまず考え

られます。長期療養の中で通院は不

可欠なものであり，公共の交通機関

を利用できない者にとっては，経済

的な負担が大きく，専門医のいる病

院に行けないという声が届いてきま

す。制度の中で「移送サービス」が利

用できるよう働きかけると同時に，

「移送サービス」の実施状況調査を予

定しております。

リウマチ患者と
介護保険制度

（社）日本リウマチ友の会　理事長　長谷川 三枝子

図1 左：何もしていないのに…
右：座位でのリラクゼーション

図2 左：同側の上下肢・体幹の筋力強化
右：反対側の上下肢と体幹の筋力強化

図3 左：股関節周囲の筋力強化
右：肩甲骨周囲の筋力強化

図4 上肢のストレッチング

連 載 ②

痛みとカラダ

椅子での生活を基本としてきた西

洋の方々は「お尻」が大きい。日本人

である我々は，昔から床での生活を基

本とし「柳腰」が美しいとされてきた。

リウマチの患者様には椅子での生活を

指導しているが，筋・骨格的に椅子座

位の保持はつらい。座位保持は，足底

と大腿骨・坐骨を接地させ，腹直筋・

腹斜筋と腰方形筋・腸腰筋などの筋力

で骨盤・脊柱をコントロールするもの

である。

また，外来で要望を聞いていると

「何もしていないのに」肩・首の疼痛

の訴えが多いのである（図1左）。そ

う，患者様たちは，ひとつ重要なこと

を忘れている。地球上で重力に抗して

体重を支えて生活していることを。体

重50kgの方では，頭と首で4kg，上

肢は2.5kgといわれている。姿勢を良

くしていても，肩首に，その重さがか

かる。もし，その姿勢が悪かったら…。

痛みはサマザマ

患者様の訴える痛みには，局部的

な関節痛以外にも，漠然としたもの

がかなり含まれている。印象として

多いものを列挙すると，

① 脊柱・骨盤，首・肩～手；腕のや

り場がない・座っているのがつらい・

首が回らない・食べ物がつかえる，

②骨盤～足；脚が引きつる・つまず

く・立ち上がれない，などである。

痛みへの
ささやかな対策

空気を抜いたビーチボールか大き

なビーズクッション（無ければバス

タオルを3～4枚まるめて）を使用す

る筋力強化法と姿勢の調整を紹介す

る。（なお，股関節人工関節置換の方

は主治医と相談してください。）

① 座位でのリラクゼーション

食卓などの椅子に座り，肘（ひじ）

をボールの上に置き，顎を引き脊柱

を伸展させ，オヘソを前に突き出す

ようにする。誰かに頭のテッペンを

引っ張られているような姿勢をとる

のがコツ。呼吸は，その姿勢で鼻か

ら3秒間緩く吸い，口から7秒間強め

に吐くのを3分間行う（図1右）。

② 顎周囲のリラクゼーション

口を大きく開け下顎を突き出す

（いわゆる「受け口」のように）のと，

口をすぼめて「むにゅう」というの

を交互に繰り返す。10回行う。

③ 同側の上下肢・体幹の筋力強化

右膝の上にボールなどをおき，そ

の上から右肘で抵抗をかける，脊柱

を伸展させ，オヘソを前に突き出し

ながら膝でボールを蹴り上げるよう

にする。1回に7秒，10回行う。同様

に左上下肢で行う。（図2左）

④ 反対側の上下肢と体幹の筋力強化

左膝の上にボールなどをおき，そ

の上から右肘で抵抗をかける，脊柱

を伸展させ，オヘソを前に突き出し

ながら膝でボールを蹴り上げるよう

にする。1回に7秒，10回行う。同様

に反対側で行う。（図2右）

⑤ 股関節周囲の筋力強化（図3左）

両膝でボールを挟み，脊柱を伸展

させ，オヘソを前に突き出しながら，

7秒保持する，10回行う。

⑥ 肩甲骨周囲の筋力強化（図3右）

30cm程テーブルから離れて座る。

テーブルに前腕をついて，脊柱を伸

展させながら，「エジプトのスフィン

クス」のように前腕に体重をかける。

前腕を動かさずに身体をテーブルに

近づけ7秒静止する。腕の力でテー

ブルを押し，体を遠ざけ，7秒間静止

する。（腕立て伏せの要領）

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）

永島 覚一様（栃木県）

永島 ミヤ様（栃木県）

神戸 みどり様（神奈川県）

吉田 健太郎様（京都府）

大畑 美奈子様（埼玉県）

●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。

幼年期の記憶の海の容量が一生の夢の

源泉だとされています。しかし，不幸の

源となることもあります。

晩春の一暮，御前崎にほど近い，茶畑

の中腹に佇む菩提寺に参禅し，両親を偲

びました。牡丹の寺として名高い可睡斎

の末寺で，我が先祖が三百年ほど前に寄

進した檀家僅かに百軒に満たない貧乏寺

です。亡き母の幼馴染みの老師は，盆暮

れの寸志に対する丁重なお礼に始まっ

て，必ず，母と川遊びをした1世紀前の

回顧談へと進行していきます。菩提寺は，

我が家にとって，有象無象，まことに，

過去現在未来までもが，混沌と流れる異

次元空間です。それ以上に私にとって重

要なのは，人生の最初の記憶，いわば原

初の光景がある個人的な地でもあるから

です。しかし，残念なことには，甘美ど

ころではなく，恐怖に充ち満ちた記憶な

のです。今でも記憶の中で精確に再現で

きるうららかなお彼岸の陽気でした。私

は，恐らく3歳。老師の読経をなんとか

耐えぬいた後のお抹茶と草餅に満足した

私は，駅へと向かうハイヤー（もう死語

ですね）の助手席に座って，あちこちド

アノブをいじり回していました。突然，

視野の光景が，映像を早回ししたように，

砂利だらけの土色から，一面の黄金色の

菜の花畑から蒼穹の青色へと変転し，車

の外へ放り出されました。そして，自分

を路肩の石ころのように無視して去って

いくハイヤーの母や姉の驚愕に張り付い

た顔があります。幸運にも全くの無傷で

したが，思わぬ恐怖からあらん限りの号

泣を続けました。地球の重力を感じるこ

となく，わづか3歳にして，生まれて初

めて親からも地球からも見放された寂寥

感を味わった忘れられない思い出の地と

なってしまいました。しかし，最も残念

なことは，この忌々しいトラウマのため

に，私は地球から足を離すことが嫌いで，

永遠に宇宙飛行士にはなれそうもなくな

ったことです。

（後藤眞）

地球が去っていく！


