
日本リウマチ財団が主催する平成16

年度リウマチ月間全国大会が，厚生労

働省，日本医師会，日本リウマチ学会の

後援を受けて高齢のとおり風光る５月

の最終火曜日午後１時から東京・日本

橋 の 三 越

劇 場 で 開

催された。

シンポに

登場した医

師，患者家

族，場内を

埋める患者

と整理等に積極的協力を惜しまない製

薬各社，今回の全国大会は，トータルマ

ネジメント実践の場と化して例年にない盛

り上がりを見せた。冒頭，財団・t久理

事長も挨拶の中で「リウマチ制圧のため

には，これまで以上に日本リウマチ学会

や日本リウマチ友の会等関係団体との

連携が必須であります」と産・官・学に患

者を加えた四角形の対角線の交点にあ

る財団の立場を明確に述べた。

来賓の挨拶が型どおり終わると，次に

リウマチ医学賞並びに福祉賞の表彰に

移った。ワイス国際賞，ノバルティス賞，柏

崎賞はすでに岡山のリウマチ学会席上，

授与式が済んでいることからアボットジャ

パン・リウマチ臨床医学賞の腰野富久

氏，ツムラ・リウマチ

臨床医学賞の山中

寿氏がまず表彰さ

れた（テーマ等詳細

２面）。続いて，三浦

記念リウマチ学術

研究賞は，国立精神・神経センター神経

研究所免疫研究部室長の三宅幸子氏

が「NKT細胞を標的とした関節リウマチ

治療法の開発」という研究で選ばれ，リ

ウマチ福祉賞は愛知糖尿病リウマチ痛

風財団理事長の長屋郁郎氏の「多年に

わたるリウマチ医療活動等リウマチ患者

の福祉向上に尽力

した功績」に対して

贈られた。

後半は，まず都立

大塚病院の後藤眞

氏が「若さを保つに

は」と銘打って，次のような示唆に富む話

をした。人間は知能を進化させた結果，

野生動物とは別の老いの形式を発達さ

せた。いわば老化は，人間が獲得した生

存のための高度な戦略であり文化であ

る。しかし，まだ進化の途上にある文化

なので，この老いとの闘いを止めることが

できない。そこで，老化との闘いに精神

の働きがいかに大切な役割を果たしてい

るか，後藤氏は，ユーモアたっぷりに説い

た。続いて，厚生労働省老人保健課長

の麦谷眞里氏が「リウマチと介護保険」

について語った。平成15年９月現在，要

介護認定を受けている高齢者数は約

370万人である一方，リウマチなどが原

因で関節の痛み等に悩む人の数は1200

万人とも推計されている。ということは，関

節等の障害に悩む人の多くは，医療でケ

アを受けているか，あるいは障害の程度

が介護を必要なまでにはなっていない，と

いうことであろう。したがって，リウマチに

おいては，できるだけ要介護状態になら

ないような医療管理が最優先の課題だ，

と行政の主張を展開した。

締めくくりは，西岡常務理事の率直且

つ親身な司会によるシンポ「リウマチの医

療を考える」で，シンポジストは患者代表

の亦野律子氏，患者家族の立場から女

優の小川知子氏，内科医の山中寿教授，

整形外科医の龍順之助教授の４人。客

席との質疑応答も多く，三越劇場の全員

が参加し，和気藹 と々天候同様前途に

明るさのほの見える一日であった。
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EULAR（欧州リウマチ学会）は現行

の年1回となってから，本年で5周年を

迎え演題も欧州はじめ米国やアジアか

らも広く集まり，今年は350題を超える

講演を含む2000題以上の演題が発表

されました。6月9日（水）から12日（土）

の開催期間にはドイツのベルリンに約9

千人の参加者が訪れ，EULARはACR

（米国リウマチ学会）と並ぶ世界規模の

リウマチ学会に成長した感があります。

来年は我が国とも馴染みが深いSmolen

博士がウイーンで会長をされることから，

我が国からの参加者もより増えると思わ

れます。

今回の演題に関しては数が増えたば

かりでなく，その内容も充実し参加者を

飽きさせないものばかりでした。しかも

プログラムにも趣向がほどこされ，物理

的に全ての演題を聞くことが不可能なこ

とを考慮してか，一部の選ばれた内容に

関しては，連日Top Abstract Session

やBest PracticeなどのSessionにより，

参加者個 （々医師，研究者，製薬企業な

ど）のneedsに合わせて概略だけは最

低限抑えられるような優れたプログラム

編成となっていました。さらに今年は，日

本と馴染みの深い英国のFeldmann博

士とMaini博士が関節リウマチ（RA）に

対する抗 TNF 抗体療法の開発で

Lasker Awardを受賞した最初の

EULRAであったことから，両博士の受

賞記念特別講演も設けられ，それを聴

講するだけでTNFとRAの流れが瞬時

に理解できるようなすばらしい企画も盛

り込まれていました。

本来なら今回発表された数多くの優

れた演題をできるだけ多く紹介したいと

ころですが，紙面の都合もあり，今回は

特に注目度が高かった生物学的製剤の

演題に絞って紹介させて頂きます。まず

我が国でも保険承認された抗TNF製剤

であるInfliximab（INFL）については，

我が国に比べ長期の多施設共同二重盲

検試験が複数報告されました。中でも

Top Abstractの一つにも選ばれたオ

ランダの508名の発症2年以内の早期

RAを対照にしたBest studyは興味深

いものでした。研究は患者を単剤投与

群（Group 1：MTXで治療を開始し最

大25mg/週まで増量後，だめならスルフ

ァサラジン（SSA），レフルノミド（LEF）

の単剤で治療する群），Group 2：

MTXより開始し，SSAを追加さらにヒ

ドロキシクロロキンの3剤まで増量する

Step-up治 療 群 ，Group 3： MTX，

SSA，prednisone 60mgから治療開始

し，徐々に減薬するStep-down治療群，

早期よりMTXとINFLだけで治療する

Group 4に分け，1年間の治療成績を

解析したところ，Group 3，4群が他の

群より有意にRAの臨床症状改善度と，

レントゲンの骨破壊進行度を抑制する効

果に優れ，（特にGroup 4の治療効果

が際立っていたことが示され），今後の

新しいRA治療の方向づけとなる研究と

思われました。またINFL関連のその他

の注目演題として，投与法については5

回目までの投与（3回でも可との報告も

あり）で infusion reactionの副作用の

なかった例では，それ以降の投与は点

滴速度を上げ1時間で投与完了しても

問題ないことや，併用薬にLEFがある

場合 infusion reactionが出やすいこ

と，投与2週でCRPに変化がない例に

は12週投与しても治療効果が得られに

くい（non-responderとなりやすい）こと，

長期投与で作用の減弱した（escape 現

象）例では，用量を増やせば効果の持続

が得られることなど，まだINFL投与の

経験の浅い我が国には参考となる演題

が多数報告されました。また将来我が国

でも使用許可される予定のEtanercept

（ETAN）の最新データ（Tempo study）

も報告され，同剤の使用2年経過して

も，MTXと比べて有意に優れた成績は

持続され，特にMTXと併用すれば著明

な治療効果が得られることも示されまし

た。さらに1998年から米国

FDAで集計された抗TNF

製剤の有害事象報告も公表

されETANでは敗血症，心

不全，脱髄疾患が多く，

INFLには結核，ループス症

候群，infusion reactionが

多いことが報告されました。

この他にも新しい生物学

的製剤として抗CD20抗体

（rituximab），抗IL-15抗体（AMG714），

抗IL-6レセプター抗体（atlizumab），

CTLA4-IgG（abatacept），ヒト抗TNF

抗体（adalimumab），IL-1ra（anakinra），

IL1-TRAP（ type I receptor and

accessory protein）のRA患者に対す

る優れた治療成績が報告されました。

今回の学会ではこれら多くの生物学的

製剤のそれぞれの特徴も少しずつ明ら

かにされ，rituximabではseronegative

R A 患 者 の 反 応 性 が 悪 いこと，

adalimumabは他の生物学的製剤に比

べても副作用が少なく，かつMTXを併

用することでより高い有効性をしめすこ

となど将来の薬剤の使い分けについて

も示唆を与える興味深い知見が示され

ました。これら多くの薬剤はいずれもこ

れまで，我が国では最強とされたMTX

よりも優れた有効性を示すことから，今

後のRA治療の未来に明るい希望を与

えるものと思われます。最後になりました

が，本年も12名の（基礎研究6，臨床研

究6）Abbott Award の受賞者が選ば

れ，その中の一人に岡山大学の山名先

生が選ばれたことは，同じ日本人として

非常に嬉しく感じ，ここに報告させて頂

きます。

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。

桐蔭横浜大学・先端医用工学センター教授

松野　博明

EULAR 2004 に参加して

今回の会議場となった国際会議場

q久史麿理事長

三宅幸子氏

長屋郁郎氏
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◎腰野富久氏にアボット臨床医学賞

日本リウマチ財

団は，平成16年度

アボットジャパン・リ

ウマチ臨床医学賞

に横浜市立大学名

誉教授の腰野富久

氏（68）を決定した

と発表。全国大会

の席上，記念品と賞金300万円が財団，

t久理事長より贈呈された。

従来，変形軟骨の再生は期待されて

いなかったが，力学バランスを改善するこ

とにより軟骨再生が可能であることを多

数例で証明した同氏のテーマ「高位脛骨

骨切り術による変形性膝関節症の治療

と変形矯正後の変性関節軟骨の再生」

が高い評価を得たもの。

昨年まで，同賞は「アボットジャパン・骨，

関節疾患臨床医学賞」と呼ばれていた。

◎高柳教授にノバルティス賞

日本リウマチ財

団は，第15回ノバ

ルティス・リウマチ

医学賞を，東京医

科歯科大学大学院

分子細胞機能学の

高柳広教授（38）に

決定した。

受賞研究のテーマは，「関節リウマチ

骨破壊の制御に関する研究」で，治療法

が飛躍的に前進を続ける関節リウマチに

おいて，残された課題の一つは，骨破壊

を完全に予防する方法を確立すること，

である。

高柳教授の今回の一連の研究によっ

て，リウマチ骨破壊機序の解明が進み，

近い将来，骨破壊を予防する新たな治療

法の開発に貢献できることが期待される。

◎ツムラ賞は女子医・山中教授に

リウマチ性疾患の臨床研究の発展へ

の寄与を目的に，

株式会社ツムラが

協賛する「ツムラ・

リウマチ臨床医学

賞」の受賞者が日

本リウマチ財団か

ら発表された。

受賞者は，東京

女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風

センターの山中寿教授（49）。米国にお

いて1970年代より継続中のARAMIS

に医師評価や臨床検査データを加味し

たJ-ARAMISを立ち上げ，これを有効

に解析した「関節リウマチの大規模コホ

ート研究J-ARAMIS」が評価され，今回

の受賞となった。

本賞は，今年で12回目。平成12年ま

で「ツムラ・リウマチ臨床研究賞」，昨年

までは「ツムラ．リウマチ社会医学賞」と

いう名称だった。

◎リウマチ財団　柏崎賞は粕川氏

ノ バ ル テ ィ

ス・リウマチ医

学賞の発表と同

日，平成16年度

日本リウマチ財

団　柏崎リウマ

チ教育賞の受賞

者として粕川禮司福島県立医科大学

名誉教授が決まった旨，同財団から

発表があった。

粕川教授は，多年にわたりリウマ

チ学の教育に献身し，わが国リウマ

チ学の発展進歩に貢献するとともに，

正しいリウマチの知識普及に尽力し

たことが評価された。現在は，福島

県郡山市の太田綜合病院リウマチ膠

原病治療研究所所長。

◎H.O.マクデヴィッド教授に
ワイス国際賞

第3回日本リウ

マチ財団・ワイ

ス国際賞は，米

国スタンフォー

ド 大 学 の 細 菌

学・免疫学部門

のH. O. マクデヴ

ィット教授に授与された。同賞は，

国際的にリウマチ性疾患および関連

疾患の病因・病態の解明や治療法の

進展・確立などに顕著な貢献を果た

した研究者に対して贈られる国際医

学賞で，2001年にワイス株式会社の

協賛により設立された。

マクデヴィット教授の研究成果は，

主要組織適合遺伝子複合体（MHC）

と自己免疫のメカニズムとの関連性

を発見したことがよく知られている。

同教授らによる，「MHCが免疫応

答や自己免疫に影響を及ぼしている」

という考えが，自己免疫疾患である

関節リウマチ，Ⅰ型糖尿病，多発性

硬化症など多くの疾患メカニズムの

解析につながり，将来に向けた遺伝

子治療領域の発展に貢献している。
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腰野富久名誉教授

高柳広教授

山中寿教授

H.O.マクデヴィッド教授

粕川禮司名誉教授

医療をとり巻く環境は激変しつつある。

第一線リウマチ医療のあり方も，新しい免

疫抑制剤に加えて生物製剤の登場は大

きな影響をもたらした。

関節リウマチの早期診断・早期治療は

あたり前のこととなり，関節の痛みを取る

だけでは満足されず，特に若い女性では

手や足の関節の変形を完全に防ぐことを

要求する時代に入ってきている。

リウマチ患者さんの要求が高度になっ

てきた反面で，リウマチ医が使用できる有

力な免疫抑制剤リウマトレックス（メトトレキ

サート）の適応量は4カプセル（8mg）/週

におさえられて無効であったり，新しいア

ラバ（レフルノミド）は，新聞，TVで「間質

性肺炎による死亡例増加」が大々的に報

道されたため，たとえ患者本人がインフォ

ームド・コンセントで服薬を合意しても，家

に帰って家族全員の反対に遇って服用し

ない例も出ている。第一線の臨床医は，

リウマチ医療のはざまで悩んでいるのが

現状である。

さらに，生物学的製剤が登場し，それ

が関節破壊を止め，変形を防止すること

が解っていても，その副作用，高価格，投

与法（点滴）が障壁となっている。このよう

な事態を予測し，今から2年前に開業リ

ウマチ専門医の有志が世話人となり，新

しいリウマチ医療に対応する全国的な研

究会として，日本リウマチ臨床医会を立ち

上げた。

第1回日本リウマチ臨床医会は，平成

14年11月23日（土）に東京ベイホテル東

急に於て，当番世話人　安倍医院安倍

千之院長のもとで行われた。「リウマチの

最新の整形外科治療」，「次世代のリウマ

チ治療戦略」，「RAの処方－早期からの

対応，難治性RAの見分け方と身障者を

つくらないための工夫」，「リウマチに関連

する保険審査の現状と対策」「リウマチ実

地医家の医療経営と財務管理」などの演

題で，全国から50名以上のリウマチ開業

医が参加し，熱心な討論が行われた。

第2回は名称を日本リウマチ実地医会

に変更し，平成15年11月2日（日），ホテ

ルニューオータニ博多で，近藤リウマチ・

整形外科クリニック近藤正一院長が当番

世話人で開催された（写真）。演題は，

「リウマチ外来診療の実際」，「抗リウマチ

剤とそのリスクマネジメント」のパネルディス

カッションと，特別講演「関節リウマチの薬

物療法とそのガイドライン－EBMに基づ

いた治療の方向性」で，100名以上の全

国からのリウマチ開業医が集って有益な

講演会が持たれた。

本年度は，小生が当番世話人となり，

平成16年10月10日（日）13：00～18：

00，横浜ロイヤルパークホテル（MM21）に

於て第3回日本リウマチ実地医会を開催

いたします。演題は，パネルディスカッション

「新しい抗リウマチ剤の使い方のコツ－症

例を中心に－」レミケード（聖マリアンナ医

大　岡寛講師），アラバ（慶宮医院　宮

地清光院長），その他のDMARDs（西成

田医院　西成田真院長），その他の生物

学的製剤（近藤リウマチ・整形外科クリニ

ック 近藤正一院長）。特別講演Ⅰ「関

節リウマチの肺合併症と対策」（聖マリア

ンナ医大　山田秀裕助教授），Ⅱ「関節

リウマチの腎合併症と対策」（新潟大学

中野正明教授）を予定しています。

本年は，現在のリウマチ医療の抱えてい

る問題点：新しい免疫抑制剤や生物学的

製剤の使用経験からの副作用対策，間質

性肺炎を主とする肺合併症や薬剤性腎障

害やアミロイドーシスを含む腎合併症への

対策を日本に於ける第一人者からお話を

聞き，討論していただく予定です。

日夜御苦労されている全国の第一線

開業（診療所・病院）リウマチ医の皆様，

ぜひ御参加いただき，日本のリウマチ医

療の質的向上のため，討論に加わって下

さい。お待ちしております。

開業医の会－日本リウマチ実
地医会について

平成16年当番世話人
（医）臣友会　新横浜山前クリニック　院長

山前　邦臣



後藤　本日はお忙しいところをありがと

うございます。日本にDMARDsが関節

リウマチの治療薬として導入されて30

年くらいになります。

いま，私はリウマトレックス，アラバ，

生物学的製剤の出現によって，関節リ

ウマチの治療は革命的な変化を遂げ

たと思っています。ある意味では小さ

な関節では破壊されてもある程度修復

可能であるという方向に行きつつある

わけです。まだ大きな関節では本格的

な修復には至っていませんが，そうい

う道筋がつけられつつあるというような

期待感を抱かせる状況です。

ただ，患者さんも高齢化の傾向にあ

っていろいろな合併症を持っています。

特に呼吸器系統が問題になると思いま

すが，こういう患者さんに，私はこうい

うprincipleでやっているというところ

を，ぜひお聞きしたいと思います。

また，治療の指針としても，ただ臨床

症状を改善するというだけではなくて，

コストパフォーマンスということも，考え

ざるを得ない時代になっています。特

に生物学的製剤という非常に高価な薬

剤が出てきたわけですから。

近藤　ACRのガイドラインにあるよう

に，診断がついたら早急にDMARDs

を投与するという，それがまず一番で

す。ただ，開業医の先生はリスクがあ

るから，どうしても強い薬を使いたがら

ないというところがある。実地医として

大事なことは診断がついたらDMARDs

は使うべしということと，それに対するリス

クマネジメントをしっかりしなさいということ

です。

それにはまず，少量投与でDMARDs

を始めるということです。そして感触をみ

ながら増量していくというのが安全です。

たとえば，リマチルなら，50mg/日を２週

間くらい投与してどうもなければ100mg/

日にする。

後藤　まずアレルギーをみるということ

ですね。

近藤　そうです。アザルフィジンも

250mgを１日２回，500mgで行く。初期

の人はけっこうこれで効く人もいます。

もう一つは患者教育です。私は

DMARDsを使うときには必ず副作用

の説明書をつくります。そこにサインを

もらって，患者さんに一つ渡し，一つは

カルテに入れる。そういうインフォーム

ド・コンセントをしっかりやって，リスク

を早く回避します。

もちろん日々 の診療は当然しっかりし

ておく。問診をし，診察をして，そして

検査をチェックしておく。実地医でもう

一つ大事なことは，検査をセンターに出

しますから検査結果は翌日にならない

と返ってこないから，それを必ずチェッ

クすることです。うちのクリニックでは，

まず看護師さんが全員それを１回やっ

てくれます。お昼に異常変動があった

ら私のところに回してきて，急ぐものは

すぐ電話をする。夕方にもう１回，全員

でチェックをします。この前調べたら

７％くらいが異常変動で引っ掛かって

きて，そのうちの数人には電話をして

DMARDsを減らしたり，あるいは注意

したり，ステロイドを増やしたりとかとい

うことをしました。

後藤　患者教育ということで，パンフレ

ットなども使われるのですか。

近藤　よく使います。リウマチ日記とか

関節リウマチのパンフレットとか，先ほ

ど言った副作用の説明書も使います。

近藤　また，一方では，開業医ですか

らやはり患者の信頼性というのも非常

に大事です。あまり効かない薬を安全

だからといって漫然とやっていると，ま

ったく効果がないから患者はクリニック

に対する信頼を失って離れていきます。

ですから，ある程度はステロイドも使う

し，効果のあるDMARDsも使うという

形で２面性があります。

いまはインターネットの時代ですか

ら，患者さんもいろいろな情報を知っ

ています。われわれの場合，一番気に

するのは，仕事を持っている人たちは

仕事ができなくなるということがありま

すから，早く治すことが必要です。そう

いうときには症状によってはステロイド

が必要です。それと先ほど言った，最

初は少量ですが早く上げていく。１カ月

でも改善傾向がなければstep down

に近いステロイドを……。

後藤　１カ月がだいたいの目安ですか。

近藤　そうです。それと，どういう症例

を対象にするかです。初期の軽い症例

なのか，初めからしっかりしたリウマチ

できているのかが問題です。

後藤　難しいですね。たとえば初期の

人には，何をどういうふうにみますか。

近藤　日本リウマチ学会の早期リウマ

チというのがありますね。ああいうふう

な軽い人の場合は，私はリマチルの

50mgから始めます。そして２週間くら

い様子をみて100mgに上げ，必要があ

ればステロイドの注射とかで症状を消

して維持するというやり方をします。し

かしACRの基準を満たすようなしっか

りしたリウマチの症状が出ている早期

リウマチの場合は，初めからたとえば

リマチルを100mgとか，アザルフィジン

を500mgとか使います。そして１カ月み

ても改善効果がなければステロイドを

併用する，あるいはMTXを併用すると

か。

後藤　NSAIDsはどうされていますか。

近藤　使いますが，基本的にはあまり

痛くない，特に早期の方で腫れている

だけでそれほど痛みがないという方

は，頓用でどうぞという格好で使いま

す。もちろん朝のこわばりが非常に強

くて困るとおっしゃれば，坐薬を使いま

すが，基本的には必要があればという

くらいでいいのではないかと。

羽生　まったく同感です。NSAIDsが

必要なのではない。DMARDsが効い

てくれば要らないんです，と最初に教育

しないと，NSAIDsをたくさん使う人が

出てくるのです。２剤だとか坐薬だとか，

みんなそれがストレスになっています。

高杉　少なくともDMARDsと名が付く

のは11種類あります。一般の方は何か

ら使っていったらいいか，本当に迷っ

ています。

いずれにしても初期に使うDMARDs

というのはだいたいアザルフィジンかブ

シラミン，そしてどうしても効かなければ

……。

近藤　シオゾール。

高杉　いま先生もおっしゃるように私も

最初の１～２カ月で，ちょっと効かないと

きには遅れてシオゾールが入ることが

よくあります。けっこう裏打ちができる

んです。でもこれは効くまでに３カ月，６

カ月かかってしまうわけでしょう。

強調したいのはDMARDsの中でも

４つぐらいはお蔵に入れたほうがいい

のではないかということです。

羽生　軽いものだと，明らかに腫れて

いるというのがまず前提ですから，手

足しか腫れていなくて炎症所見もそん

なにないという症例には，たとえば私は

リドーラを使っています。また，重いも

の，関節の数も多いというような人たち

は，最初にブシラミンを出します。最初

にオーラノフィンとサラゾスルファピリジ

ンをどちらかにするかというのは程度

とか，飲みやすさということもあるかも

しれません。

それで様子をみて抑えられないと速

いペースで効くサラゾスルファピリジン

を併用する。そうすると非常にうまくい

く例があります。

それがだめなときには，今度はメトト

レキサートになります。わりと強力な組

み合わせは，私はMTXといわゆるサ

ラゾスルファピリジンというのを残した

ほうがいいかなと思います。

高杉　結局，実際的にある１剤，メトト

レキサートとか何かの薬物を使ってい

て効かなくなったときに，パラレルで一

緒に同時併用で入った，有効ないろい

ろな治験の例はすごく参考になると思

うんです。だから加える場合にそこを

よく確かめて加えていくというのがある

意味で実際的なやり方ではないかとい

うような感じが最近するんです。

近藤　メトトレキサートは週１回だから

併用がしやすいのだと思うんです。

後藤　ただアラバも，いま１日おきに１錠

ずつ服してもらっている患者さんが何

人かいます。

高杉　それは20mgの話ですか。

後藤 10mgです。だからひょっとした

ら１週間に１回か２回，メトトレキサート

方式ができるかなと。

高杉 だって論文が出ているではない

ですか。アラバ100mgの。

後藤 メキシコは100mgの１回投与

で。

羽生 これが一番コンプライアンスが

いいと思います。

後藤 だから私もそうなるのではない

かなと。

近藤 私もアラバをこの前学会で言っ

たように少量でloading doseをかけな

いで初期からやるというのをやってみ

たのですが，半分くらいによく効きます

し，ちょっと遅れて……。

後藤 いや，loading doseなどは要ら

ないですよ。

近藤 遅効性としてでよければ十分い

いと思う。

後藤 いや，あれは遅効性ではないで

す。loading doseをかけなくても２～３

日で効いてきますから。

近 藤 ただそこまで，1 0 0m g を

loadingした人の効き方は非常に切れ

味がいいんです。スパーンと効きます。

それと比較するとloadingをしない人

はそこまでの効果はない。半分くらい

の効果はあるけれども，時間とともにさ

らに効果が出てきます。しかしloading

をするとスパーンと効くけれどもリバウ

ンドがちょっとあります。ああいう毎日

飲ませる薬，しかも蓄積性のあるもの

は私は単独で行くべきで，先ほどのメト

トレキサートは非常に併用がしやすい

薬だということで併用が多いのだと思

います。

それからコストの問題があります。原

則いまからどんどん薬が高くなってきま

すから，やはりなるべく単剤でしてあげ

ることです。それよりももっと前の，使

わない先生がたくさんいるということが

問題です。

後藤 特に開業の先生とか，あるいは

整形外科の先生方のアレルギーを取り

除くような，いい方法はありますか。

羽生 診断してみると，DMARDsを使

っている量が少ないか，使っていない

かです。とても有効量と思われる量ま

で行っていないわけです。

後藤 ああいう中途半端な使い方をす

ると，抗生物質のMRSAが出るみたい

に変な耐性，滑膜が元気になりすぎて

しまってだんだん効かなくなっていく方

向に行くのではないかという気がする

んです。やはり使うのなら十分量をが

っちり使わなければいけないと思いま

す。

近藤 始まりはそれでもいいのだと思

うんです。ちょっと使ってみる。アレル

ギーを取るためには，先ほど言ったよ

うにリスクをしっかりマネジメントして，

やはり少量から始めるのが一番いいと

思います。そして効果がなければ少し

ずつ上げていってくださいというのが一

番いいのではないかと。

（次号に続く）
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図1. 膠原病性肺高血圧症例のエポプロステノール持続静注療法による臨床経過�
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図5. 右心不全と肺高血圧における増悪のサイクルとエポプロステノールの効果�

図4. 膠原病性肺高血圧症例のエポプロステノール持続静注療法による血行動態の改善�
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図2. 膠原病性肺高血圧症例のエポプロステノール持続静注療法による臨床経過�
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1.肺高血圧症の定義と分類・病型・病態�
　肺高血圧症（pulmonary hypertension: 
PH）は安静時の平均肺動脈圧が25mmHg
以上のものと定義され, WHOの診断基準と
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類されている。a.肺動脈性PHは, 1）原発性
PH（primary pulmonary hypertension: PPH）
と2）続発性PHとに分類され, 本講演の主
題である膠原病に伴うもの（膠原病性PH）
のほとんどは2）続発性PHに含まれている。�
　PHを合併する膠原病としては, 混合性
結合組織病（MCTD）, 強皮症（PSS）, 全身
性エリテマトーデス（SLE）, 多発性筋炎/皮
膚筋炎（PM/DM）,関節リウマチ（RA）, CREST
症候群があげられるが, 他の膠原病にも合
併することがある。膠原病性PHの病型には,
①肺動脈中膜平滑筋の著明な肥厚, 内膜
線維症, 動脈炎,フィブリノイド壊死などが
一塊となったplexiform lesion（叢状病変）
を有する肺高血圧, ②肺動脈血栓塞栓性
肺高血圧, ③肺動脈炎, ④肺線維症など
の換気障害型呼吸不全に伴う肺性心など
がある。膠原病性PHでは, 肺動脈中膜平
滑筋の著明な肥厚やplexiform lesionの出
現など, PPH類似の病理組織像を呈し, 病
態や経過もPPHに類似することから治療も
PPHに準じて行われる。膠原病性PHの病
型の鑑別には肺血流シンチグラフィーが極
めて有用である。�
　肺動脈性PHの病態の特徴として肺毛
細管の動脈側に狭窄部位がみられ, 狭窄
は可逆性の攣縮と不可逆性の器質的変化
とが相まって生じるが, 病期の進展に伴い
器質的変化が増大するとされている。血行
動態の特徴としては, 肺血管抵抗の上昇と
それに伴う肺動脈圧の上昇がみられるが,
閾値に達すると右心室はそれ以上の圧力
を生じることが困難となり, 肺血管抵抗が増
加しても肺動脈圧は横這いで心拍出量が

低下する。したがって, 肺動脈圧が不変で
あるからといって, 病態が悪化していないと
は限らないので注意が必要である。�
�
2.肺動脈性肺高血圧症に対するエポプ�
ロステノール持続静注療法と予後因子�

　近年, 肺動脈性PHに対する薬物療法と
して,プロスタサイクリン（PGI2）製剤である
エポプロステノールの臨床効果が注目され
ている。エポプロステノールの特徴としては,
肺選択性のある強力な血管拡張作用, 血
小板凝集抑制作用, 血管平滑筋増殖抑
制作用を有していること,胃酸による分解を
受けやすいこと, 体内半減期が非常に短い
（2～3分）こと, 光線照射や常温保存に対し
化学的に不安定であることなどがあげられる。�
　エポプロステノール治療の基本的な考え
方として,（1）治療においては安定維持量
が存在する,（2）副作用は用量依存性に
増強する,（3）効果は持続するが副作用は
経時的に漸減緩解する,（4）少量より開始
して少量ずつ増量することが望ましい,（5）
安定維持量に達するまでは積極的な増量
が望ましい,（6）心不全緩解状態を安定維
持できない症例は多剤併用療法あるいは
肺移植を考慮すべきであることがあげられる。
エポプロステノール療法では症状が改善し
ても増量は中止せずに, 予後規定因子で
あるNYHA心機能分類, 6分間歩行距離,
右房圧, 混合静脈血酸素飽和度（SvO2）,
血清尿酸値や血漿BNP値を指標としなが
ら病態が改善するまで増量することが重要
である。このようにして, 症状の改善のみに
より増量を中止すると右心不全の再燃によ
り再増量を余儀なくされ, 結果的に良い予
後は得られない。安定維持量に到達するこ
とによって良好な予後の改善が得られる。�
�
3. 膠原病性肺高血圧症に対するエポ
プロステノール持続静注療法の効果�

　エポプロステノール持続静注療法が奏
効した膠原病性PHの症例を提示する。症
例1はエポプロステノール導入初期にドブタ

ミンを併用したSLEの重
症例で, エポプロステ
ノール導入後約200日で
25ng/kg/分まで増量し,
その後血行動態も改
善し安定維持が得ら
れた（図1）。また症例2
はエポプロステノールを
2ng/kg/分から約20日か
けて6ng/kg/分へと増量
したが経過良好であっ
たため,その後漸減して
治療開始後約2カ月で
エポプロステノールから
離脱した著明改善例で
ある（図2）。�
　エポプロステノール持
続静注療法施行の膠
原病性PH全症例の投
与量を経時的にプロット
してみると, 増量の継続
を要する症例もみられる
ものの, 治療初期に奏

効してそのまま安定維持にて推移する症例
が多く,さらに著明改善を得て投与量の減
量が可能となった症例もあった（図3）。エ
ポプロステノール持続静注療法の血行動
態への効果について検討した結果, 肺動
脈圧の有意な低下,心拍出量の有意な上昇,
肺血管抵抗の有意な低下が認められた。主
要な予後因子であるSvO2も境界域の65％
以上を示した症例がほとんどで,エポプロス
テノールの増量継続を必要としない安定維
持に達していた（図4）。さらに血漿BNP濃度,
血清尿酸値, 6分間歩行距離データのいず
れの指標も改善した。�
　エポプロステノール静注療法が奏効し安
定維持を得たにもかかわらず, 右心不全が
再燃した例もみられた。PPHにおける心不
全の増悪因子としては,甲状腺機能亢進症,
貧血,カテーテルの感染, 炎症があげられる。
甲状腺機能亢進症は治療開始前からホル
モンは正常だが抗甲状腺自己抗体（マイク
ロゾーム抗体）陽性患者に発症した。カテー
テル感染はMicrococcusやCorynebacterium

など弱毒菌によるものでは緩徐な経過をとる
ので, 発見が困難だが, 炎症反応や血液
培養で感染が疑われたらカテーテル交換を
考慮する。炎症はCRP1mg/dL以下でも持
続するようであれば心不全の増悪因子とし
て懸念されることから注意を要す。エポプロ
ステノール長期治療の副作用としては顎関
節痛, 頭痛, 下痢, 嘔気, 足底部痛, 発疹,
血小板減少症, 甲状腺障害などがあるが,
いずれも軽微である。�
�
4.膠原病性肺高血圧症の治療戦略�
－ステロイドパルスか�
エポプロステノールか�

　膠原病性PHでは炎症による酸素消費や
心拍数の増加によって右心不全の増悪を
来し, 血管収縮物質の増加, 肺血管拡張
能の低下からさらにPHの増悪をみる。この
ような炎症性疾患の関与によって右心不全

とPHの間に悪循環を形成する症例は, エ
ポプロステノール抵抗性を示すことになる。
エポプロステノールを投与したにもかかわら
ず肺高血圧や右心不全が十分に改善しな
いのは, ただちに肺動脈の器質的変化が
進行したことを意味するのではないことを理
解しないとPPHや膠原病性PHの治療戦略
を誤るおそれが生じる（図5）。�
　炎症が関与した病態に対してステロイド
パルス療法は有効である。しかし, 炎症の
関与がみられない肺動脈の器質的変化に
よるPPHや膠原病性PHに対してステロイド
パルス療法の効果は期待し難く, エポプロ
ステノール持続静注療法を考慮すべきであ
る。PHで急性右心不全の悪化から緊急入
院を要するような症例の急性期治療では,
基本的に心不全の治療（安静, 酸素吸入,
利尿剤, 強心剤投与）を行う。同時に, 心
不全増悪因子の解明と的確な治療を並行
して実施する。心不全治療薬としてエポプ
ロステノールは即効性に乏しく,ドブタミン,ド
パミンなどの即効性に優れた強心剤を主体
に用いるのがよい。�
　肺高血圧症の慢性期治療では, 炎症,
感染, 貧血, 甲状腺機能亢進など心不全
増悪因子の解明と治療を留意しながら, PH
の予後規定因子を評価して予後良好とさ
れた状態を維持することが管理のポイントと
考える。�
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ストレスによってNK細胞活性が低下

することは知られていますが，ストレス

の種類によっても反応が異なることが

知られています。

図1は，Shavitらの実験を模式的に

示したものですが，右側のラットは，電

気ショックが与えられた時に，ケージ内

のホイールを回すと電流が切れます。

一方，中央のラットは，回線が直列でつ

ながっていますので，右側のラットと同

じ量の電気ショックが加わりますが自

分ではどうすることもできません。左の

ラットはコントロールです。右側のラット

は，ショックに対して自ら回避可能な

（escapable）ストレスが加わり，中央は

回避不能（inescapable）なストレスを受

けることになります。数週間後に，NK

細胞活性を調べてみますと，回避不能

なストレスを受けたラットは低下してい

るのに対し，回避可能なラットは，物理

的に同じショックを与えられているにも

かかわらずNK細胞活性は低下しませ

ん。NK細胞活性の指標として，移植し

た腫瘍細胞の増殖をみても回避不能な

ストレスを受けたラットだけが増殖が増

加しています。この時，オピオイド依存

性の鎮痛効果が見られたことから，脳

内オピオイド系の関与が示唆されます。

また，回避不能なストレスとして拘束

ストレスを採用し，その時の脾臓NK細

胞活性の修飾機序を検討しました。ラ

ットの四肢を1時間拘束しておきます

と，脾臓NK細胞活性が低下します。と

ころが脾臓を支配している交感神経を

切断しておいたラットでは，拘束による

NK細胞活性の低下が有意に抑制され

ました。この時，脾臓の中のノルアドレ

ナリンの濃度をin vivo microdialysis

という方法で測定しますと，拘束によっ

て濃度が著明に増加しました。脾臓交

感神経を除神経していたネズミではほ

とんど増えないことから，増加したノル

アドレナリンは，副腎髄質から放出され

たものではなく，脾臓内の交感神経終

末から放出されたと考えられます。

脾臓交感神経が，脾動脈を支配し，

血流を調節していることは知られてい

たのですが，1980年頃に，リンパ球が

多数存在する白脾髄に交感神経の終

末が存在し，リンパ球と直接，接してい

ることが明らかになっていました。そこ

で，私たちは，麻酔したラットの脾臓交

感神経を，直接電気刺激（20Hzで20

分間）して，脾臓のNK細胞活性を測定

したところ，有意に低下することが明ら

かになりました。さらに，その低下は，

αブロッカーの前投与ではブロックされ

ず，βブロッカーでブロックされました。

つまり脾臓の交感神経の活動上昇が，

神経終末からのノルアドレナリンの放

出を起こし，それがβ受容体を介して

NK活性を抑制したと考えられました。

回避不能なストレスによって脾臓NK

細胞活性が低下するのですが，この時，

脳内ではどういうことが起こっているの

か，というのが次の問題になります。そ

れは，オピオイド系の関与です。ラット

の脳室内にオピオイドのアゴニスト，特

にμ受容体のアゴニストを投与すると

脾臓のNK活性が低下することが示さ

れましたが，私たちはIFN-αに注目し

ました。

IFN-αは末梢で直接NK細胞に作

用しますと，細胞傷害活性が更新しま

す。ところが，IFN-αをラットの脳室内

に投与すると，逆に脾臓のNK細胞活

性が用量依存性に低下することがわか

りました。時間経過を見ますと，IFN-

αを投与して30分後にはNK細胞活

性が低下し，2時間くらい持続しました。

IFN-αの脳内投与によるNK細胞活

性の低下は，脳室内にオピオイド拮抗

薬のナロトレキソンを前投与しておきま

すとブロックされたことから，予想通り

脳内のオピオイド受容体の関与が考え

られました。また，CRFのアンタゴニス

トであるα-helical CRFを脳内に前投

与しておいてもブロックされたことから，

ストレス蛋白の一つと考えられている

CRFの関与が示唆されました。CRF

を直接脳内に投与しても脾臓NK細胞

活性は低下するのですが，その低下は

オピオイド・アンタゴニストではブロック

できなかったことから，IFN-αによって

まずオピオイド系が活性化され，次に

CRF系が活性化されることが明らかに

なりました。IFN-αの脳内作用部位を

明らかにするため，視床下部内の脳内

局所にIFN-αを微量投与してみると，

視索前野という，体温中枢，体温調節，

あるいは性行動，睡眠に関与する領域

の内側部（MPO，内側視索前野）がも

っとも効果的でした。室傍核，外側野，

腹内側核，ではIFN-αは効果ありませ

んでした。視床下部以外の部位でも海

馬や大脳皮質など，数カ所調べてみま

したが有効な部位はありませんでした。

脾臓NK細胞の活性が低下するメカ

ニズムとして考えられるのは，脾臓交感

神経と副腎皮質ホルモンです。そこで

まず，副腎摘除ラットにIFN-αを脳室

内投与したのですが，NK細胞活性の

低下にはまったく影響がありませんでし

た。ところが，脾臓交感神経を切除し

たラットでは，IFN-αの脳室内，または

MPOへの微量投与によるNK細胞活

性の低下は完全にブロックされました。

脾臓の交感神経の電気的活動を測定

しながら，MPO，あるいは室傍核に

IFN-αを投与してみますと，IFN-αに

よって活動が増加することがわかりまし

た。ところが，MPOに興奮性のアミノ

酸であるグルタミン酸を微量投与して

興奮させますと，脾臓交感神経の活動

はむしろ低下しました。従って，MPO

は，脾臓交感神経に対して常に抑制性

に制御していて，IFN-αはMPOのニ

ューロンを抑制することによって，脱抑

制を起こすことで交感神経の活動を上

げている可能性が考えられます。しか

し，グルタミン酸の微量注入によって脾

臓交感神経の活動が増加することか

ら，室傍核自体は脾臓の交感神経に対

して常に促進性に影響を与えているこ

とがわかりました。アメリカのある発表

によると，IL-1βによるNK細胞活性の

低下は，ガングリオン・ブロッカーで交

感神経系をブロックすると部分的に抑

制され，副腎を摘除してもやはり部分

的に抑制されたとあります。従って，

IFN-αはもっぱら交感神経の活性化を

介してNK活性を低下させ，一方，IL-1

βは副腎皮質ホルモン，および交感神

経の両方が関与していると考えられま

す。

IL-1βの脳室内投与に対する脾臓

交感神経の活動の変化を検討してみ

たところ，ラットの第3脳室へのIL-1β

投与によって，脾臓の交感神経が増加

することが明らかになりました。その効

果は，IL-1受容体アンタゴニストによっ

てブロックされますから，IL-1受容体を

介するということが言えます。さらに，

IL-1βによる発熱やACTHの分泌が，

脳内プロスタグランジン系の産生を介

していることから，交感神経の活動上

昇作用を検討してみますと，サイクロオ

キシゲナーゼ阻害剤であるサリチル酸

の前投与で完全にブロックすることが

できました。また，α-helical CRFでも

IL-1βの作用をブロックすることができ

ました。従って，IL-1βを投与すると，

プロスタグランジンE2（PGE2）の産生と

CRF系の活性化が起こり，その結果，

脾臓交感神経の活動が上昇することが

明らかになりました。脾臓交感神経の

活動上昇を起こす脳内PGE2の受容体

サブタイプを，アゴニストおよびアンタゴ

ニストを用いて調べたところ，PGE2受

容体のサブタイプであるEP1～EP4の

うち，EP1受容体が関与していることが

わかりました。IL-1βを脳室内投与す

ると，プロスタグランジン系とCRF系の

両方がされるのですが，脳室内に直接

CRF投与したときの脾臓交感神経の上

昇は，サリチル酸の前投与でブロック

されませんでした。ところがPGE2によ

る活動上昇は，α-helical CRFの前投

与で抑制されました。従って，PGE2の

活性化が先に起こり，次にCRF系が活

性化され，その結果，脾臓交感神経の

活動が上昇することが明らかになりまし

た。

ストレスによる脾臓NK細胞活性の

低下において，これまで述べました脳

内サイトカインによる脾臓交感神経系

の亢進を起こす系が関与しているの

ではないかという可能性を検討してみ

ました。マウスに拘束ストレスを加え

る前に，脳室内にIL-1βの中和抗体

を前投与しておくと，脾臓NK細胞活

性の低下を，有意に抑制することがで

きました。従って，拘束ストレスによる

NK細胞活性の低下の機序の少なくと

も一部に，脳内のIL-1βの作用が考

えられました。

最後に，拘束ストレスの時に，確か

に脳内でIL-1βおよびIFN-αが増え

ているかどうかを，それらのmRNA

を定量的に測定することで検討してみ

ました。mRNAの定量は，real-time

capillary PCR法を応用して，視床下

部の神経細胞核をパンチアウトして行

いました。結果は，IL-1 β，および

IFN-αのmRNAがMPO，および室傍

核で著明に増加していることがわかり

ました。図2は，ストレス時の脳内サイ

トカイン産生から脾臓交感神経，およ

び副腎皮質系を介したNK細胞活性の

低下の機序を示したものです。ストレ

ス時には，下垂体－副腎皮質系と，交

感神経系の二つの系がどちらも賦活化

されます。最近，これら二つの系の情

報伝達物質であるグルココルチコイド，

およびノルアドレナリンが，ヘルパーT

細胞のサブセットである，Th1細胞と

Th2細胞に，それぞれ特徴的に作用す

ることが明らかになりました。つまり，

グルココルチコイドやノルアドレナリン

は，IFN-γやIL-12などのTh1サイトカ

インの産生を抑制するのに対し，IL-10

などのTh2サイトカインの産生はむし

ろ促進することがわかりました。

脳と免疫系との相互連関（脳・免疫

系連関）によって発現するストレス・免

疫応答においては，下垂体―副腎皮

質系を代表とする内分泌系と，交感神

経系の賦活化が起こります。この時，

オピオイド物質，サイトカイン，CRF，お

よびPGE2などが重要な脳内物質とし

て作用していると考えられます。さら

に，ストレス時には，グルココルチコイ

ドおよびノルアドレナリンの作用によ

って，Th1/Th2バランスがTh2優勢へ

シフトすると考えられます。今後さら

に，その生物学的意義や，感染，腫瘍，

自己免疫疾患などを含めた広い意味

でのストレッサーに対する応答を，

脳・免疫系連関という立場から解析し

ていくことが必要でしょう。

九州大学統合生理学　講師

片渕　俊彦

交感神経刺激がNK細胞
活性化に関与

IFN-αがNK細胞活性を
低下させる

脳内サイトカインの関与

図1

図2



血管炎症候群は，血管炎を基盤とする

様 な々臨床病態の総称である。血管炎

の診療のコツは（1）血管炎ではないかと

疑うこと，次いで，（2）血管炎症候群のど

の疾患であるかを診断することである。従

って，血管炎症候群に共通の臨床像・検

査所見を理解することと，代表的疾患の

診断のポイントを把握することが重要とな

る。実際の診療の場では，疾患活動性と

臓器障害の評価が要求される。

まず，血管炎症候群に属する疾患を，

その分類とともに理解する。罹患血管の

サイズによる分類（In t e r n a t i o n a l

Consensus Conference，1994）がよく用

いられる。この分類では，大型血管炎に

は高安動脈炎，側頭動脈炎，中型血管

炎には結節性多発動脈炎（PN），川崎病，

細小血管炎には顕微鏡的多発血管炎，

ウェゲナー肉芽腫症，アレルギー性肉芽

腫性血管炎，Scḧolein-Henoch紫斑病，

原発性クリオグロブリン血症，過敏性血

管炎などがある。この分類は臨床病態を

理解しやすく有用であるが，実際の症例

では侵される血管の重複性・多様性があ

ることに留意すべきである。

一見脈絡のない多彩な症状を呈する

有熱患者を見た時，血管炎症候群の存

在を想起するか否かが診断への鍵となる。

（1）全身症状

①原因不明の発熱：発熱は38℃～39℃

の高度の発熱が多く，spike fever の型

をとることが多いが，感染症のように悪寒，

戦慄が目立つことはない。

②全身症状：高度の発熱が持続するた

め，体重減少を伴ってくることが多い。

6kg/6カ月以上の体重減少が目安とされ

る。脱力感，全身倦怠感や，頭痛，筋痛，

腹痛などの漠然とした症状を訴える。

（2）局所の臓器症状

さらに，以下に述べる全身の多臓器の

症状が同時に（または順次に）見られるの

が特徴であり，診察にあたってはこれらの

症状の有無を聴取する必要がある。

①皮疹と皮下結節：細小血管炎では丘

疹，紫斑，網状皮班（livedo reticularis）

がよくみられるが，特に下腿に好発するい

わゆる触知できる紫斑（p a l p a b l e

purpura）は特徴的である。中・小動脈

の血管炎では結節性紅斑や皮下結節が

見られる。

②皮膚潰瘍，壊疸：難治性の皮膚潰瘍

が存在する場合，糖尿病や高度の動脈

硬化性病変が除外されると中・小動脈の

血管炎が強く疑われる。

③多発性単神経炎：当該神経を養う中・

小動脈の血管炎の症状である。初期に

は感覚障害としての知覚過敏，知覚鈍麻

などが出現し，進行すると運動障害を併

発し下垂手や下垂足となることがある。

④関節痛・筋肉痛：明らかな関節炎が合

併する場合もあるが，関節リウマチのよう

に関節破壊や変形をきたすことはまれで

ある。筋肉痛に加えて筋力低下や筋原

性酵素の上昇など，明らかな筋炎を合併

していることがある。この際，多発性筋炎

などによる2次性血管炎を鑑別する必要

がある。

⑤臓器梗塞：動脈硬化の危険因子のな

い心筋梗塞や脳血管障害では血管炎を

疑う。急性腹症や下血の原因として腸間

膜動脈の血管炎が関与する場合がある。

⑥腎障害：中型以上の血管（腎動脈・弓

状動脈・葉間動脈・小葉間動脈・小葉内

動脈）の障害では，急激に進行する高血

圧と腎機能障害を呈する。小血管の血

管炎（小葉内動脈・輸入動脈・糸球体係

蹄・輸出動脈）では，血尿，蛋白尿，円柱

尿などの臨床像を呈する。

⑦肺病変：細動脈炎や細静脈炎の臨床

像として肺胞出血があり，泡沫上の血痰

が喀出されることもある。中型以上の血

管炎では肺梗塞を認めることがある。

⑧漿膜炎：心膜炎や胸膜炎などの漿膜

炎では細小血管炎を疑う。患者は吸気

時に胸痛を訴えることが多い。最も重要

な鑑別は結核性の胸膜炎である。

（3）検査所見

血管炎症候群は高度の炎症性疾患

であるため，白血球増多，赤沈亢進，

CRP 強陽性などの炎症反応が陽性とな

る。炎症が持続してくると，貧血（正球性

正色素性），低アルブミン血症，高ガンマ

グロブリン血症などを併発してくる。臨床

像から小型血管炎が積極的に考えられ

る症例では抗好中球細胞質抗体

ANCAの測定が補助的診断として重要

である。顕微鏡的多発血管炎，アレルギ

ー性肉芽腫性血管炎ではMPO-ANCA

（陽性率50～75％），ウェゲナー肉芽腫

症ではPR3-ANCA（陽性率90％以上）

が高率に陽性となり診断的価値が高い。

その他，抗糸球体基底膜抗体やクリオグ

ロブリンなどが陽性となることがあり，病態

の鑑別に役立つ。

確定診断は大～中型動脈では血管造

影，中～小型動脈では組織生検による。

組織を採取する際は診断的価値を高め

るため，なるべく新しい炎症の部位を選ぶ

ようにする。皮膚（紫斑，皮下結節），筋肉，

腓腹神経，腎，時に浅側頭動脈，肺，消

化管が対象となる。生検は臓器障害の

悪化を招くことがあるため，適応には慎重

を要する。

以上で，血管炎の存在が疑われたら，

次のステップとして，各 の々血管炎症候群

の鑑別診断の段階になる。そのためには

各疾患の特徴を知る必要がある。典型

的なシナリオを示す。

①結節性多発動脈炎（PN）：発熱，体重

減少，関節痛の全身症状を訴える中年

以降の男女。結節性紅斑，紫斑，網状

皮斑などの皮疹と多発性単神経炎（知

覚障害・運動障害）を呈している。腎病変

として蛋白尿，血尿，円柱尿を呈し，高レ

ニン活性を伴う高血圧，腎機能低下を認

める。症例によっては心病変（虚血性心

疾患，心膜炎，心不全）や腸間膜動脈炎

による急性腹症，消化管出血を呈する。

血管造影所見では，腹部大動脈分枝，

特に腎内小動脈の多発小動脈瘤と狭

窄・閉塞を認める。生検では中・小動脈

にフィブリノイド壊死を伴う全層性血管炎

を認める。しかし，ANCAは陰性である

（陽性率10～20％）。

②顕微鏡的多発血管炎：中年以降の男

女でPN様の症状を呈する。なかでも，腎

症状（半月体形成糸球体腎炎による急速

進行性腎炎）と肺症状（間質性肺炎・肺

出血）が顕著で，MPO-ANCAが高値で

ある。生検で細動静脈・毛細血管の壊

死性血管炎を認める。

③ウェゲナー肉芽腫症：中高年の男女

でPN様の症状を呈する。なかでも，上気

道の症状（膿性鼻漏，鞍鼻，副鼻腔炎，

眼症状），肺症状（血痰，呼吸困難，肺浸

潤），腎症状（血尿，蛋白尿，腎不全）を呈

する。PR3-ANCAが高値。鼻粘膜，肺，

腎の生検で，小・細動脈の壊死性肉芽腫

性血管炎（巨細胞を伴う）および壊死性

半月体形成性糸球体腎炎を認める。

④アレルギー性肉芽腫性血管炎：気管

支喘息を患ってきた30～40歳代の男女

で下肢の紫斑や多発性単神経炎，消化

管出血，腹痛，下痢を発現。著しい好酸

球の増多やMPO-ANCA高値を認める。

皮膚生検などで著明な好酸球浸潤を伴

う細小血管の壊死性血管炎および血管

外肉芽腫の組織所見を認める。

⑤高安動脈炎：発熱と頭部乏血症状（め

まい，頭痛，失神など）を訴える若年・中年

の女性。脈拍，血圧の左右差を認め，頸

部や腹部の血管雑音や心雑音，特に大

動脈弁閉鎖不全症の雑音が聴取される。

大動脈の3D-CTやMR angiography な

どの画像診断をする。

⑥側頭動脈炎：拍動性の頭痛を訴える60

歳以上の高齢者。浅側頭動脈の発赤腫

脹，拍動の減少を認め，リウマチ性多発筋

痛症を合併している。赤沈の著明亢進が

ある。浅側頭動脈の生検における巨細胞

性動脈炎が確定診断のポイント。しかし，

失明を阻止するため生検を待たずにステ

ロイドの大量投与を要する症例もある。

実際の治療にあたっては，血管炎の

活動性や臓器障害の程度を評価する

必要がある。ANCA 関連血管炎では

BVAS（ Birmingham Vasculitis

Activity Score）やVDI（Vasculitis

Damage Index）で評価するが，厚生

労働省難治性血管炎調査研究班から

もその指針が発表されている。

文献
（1）Jennette, JC et al. Nomenclature of

systemic vasculitides. Proposal of

an International Consensus

Conference. Arthnritis Rheum. 37:

187, 1994.

（2）難治性血管炎の診療マニュアル。厚生

科学研究特定疾患対策研究事業難治

性血管炎に関する調査研究班（班長：

橋本博史）発行，2002.
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聖マリアンナ医科大学リウマチ・膠

原病・アレルギー内科講師　岡　寛，

鈴木　健，同教授　尾崎承一，同病

理学　干川晶弘（以上出席者）

岡：本日は，関節リウマチ（RA）に網状皮

班（リベドー）と難治性皮膚潰瘍を伴った

症例に対する治療法について検討しま

す。それでは，担当の鈴木健先生お願い

します。

鈴木：症例は78歳の女性です。主訴は，

右下腿の皮膚潰瘍と両下腿の浮腫で

す。既往歴・生活歴では特記すべきこと

はありません。現病歴として，20年来の

RAがあり，平成14年10月に右内顆に

皮膚潰瘍が出現。某皮膚科でプレドニ

ゾロン（PSL）7.5mg/日単独治療を行うも，

潰瘍が拡大し，1カ月後には両下腿の圧

痕を伴う浮腫が出現しました。入院時現

症として，体 温は 3 7 . 0 ℃，血 圧

113/68mmHg，脈拍78回/分でした。

口腔乾燥なし，呼吸音，心音は正常でし

た。両下腿に圧痕性浮腫と網状皮班

（図1）を認めました。また右下腿の内顆

に直径5cmの皮膚潰瘍を認めました（図

2）。動脈の触知も良好で左右差もなく，

知覚障害もありませんでした。関節所見

では，左右の第2指のPIP関節と右肘関

節に腫脹と圧痛を認めました。

岡：20年来のRAで関節炎が持続し，

下腿の網状皮斑と右下肢の皮膚潰瘍に

浮腫を伴ってきた症例ですが，RAの治

療歴はどうですか。

鈴木：種々のDMARDs（サラゾスルファ

ピリジン，ブシラミン，金チオリンゴ酸ナトリ

ウム）および少量（5mg/日以下）のPSL

を使用して，CRP2～4mg/dLで手の関

節炎は持続していました。免疫抑制剤は

使用されていません。

岡：検査所見と画像所見をまとめてく

ださい。

鈴木：白血球 8800/μ L，Hgb11.0g

/dLでしたが，総蛋白5.0g/dL，アルブミ

ン2.4g/dLと著明な低下を認めました。

空腹時血糖91mg/dL，HgA1c 5.2％と

正常。赤沈60mm/hr，CRP4.0mg/dL

と陽性でした。HB抗原（－），HCV抗原

（－），RAテスト18 9 IU /mL（正常

30IU/mL以下），補体はC3 28mg/dL

（正常65～135），C4 1mg/dL（正常13～

35），CH50が10U/mL以下（正常29.0～

48）と補体の著明な低下を認めました。免

疫 グ ロ ブ リ ン は I g G 1 ,

1 0 4 m g / d L ， I g A

352mg/dL，IgM 102mg/dLと正常で，

抗核抗体は40倍以下でした。抗SS－A

抗体，抗SS－B抗体も陰性でした。

MPO－ANCAは40RU/mLと陽性（正

常20以下），クリオグロブリン定性（－）免

疫複合体（Clq法）は陰性でした。甲状

腺機能はTSH，FT4，FT3とも正常で各

種腫瘍マーカーも陰性でした。尿蛋白

（－），尿潜血（－）で沈渣も正常でした。

心電図は正常。胸部X線では心拡大は

ありませんでしたが，両側の少量の胸水

を認めました。心臓の超音波検査は，軽

度の大動脈弁狭窄のみでした。腹部超

音波，腹部CTでは，大動脈の一部の石

灰化のみでした。下肢のサーモグラフィ

ーでは，循環障害を示唆する所見はあり

ませんでした。

岡：下腿潰瘍の原因としては，糖尿病

や，動脈硬化性病変，シェーグレン症

候群などの他の膠原病の合併はない

ようです。網状皮斑もありますので，

原病のRAに伴う血管炎が最も考えら

れます。下腿浮腫の原因としては，心

不全，腎不全，甲状腺機能低下，悪性

腫瘍は身体所見，検査所見より否定的

です。低蛋白血症が，下腿潰瘍からの

浸出液の増多と相関がありましたの

で，皮膚潰瘍からの蛋白の喪失のよう

です。潰瘍面からの培養も陰性でした。

では，実際にこの症例をどのように確

定診断し，治療されましたか。

鈴木：低蛋白・低アルブミン血症に対し

て，アルブミン製剤と利尿剤による治療を

行ったところ，速やかに下腿浮腫と両側

胸水が消失しました。網状皮斑と皮膚

潰瘍はRAに伴う血管炎に基づく症状と

考えられたため，より浸襲の少ない右下

腿の網状皮斑部より皮膚生検を行いまし

た（図1）。その結果，フィブリノイド壊死を

伴った典型的な血管炎の所見を認めま

した（図3）。入院時にPSL 7.5mg/日内

服中であったため，中等量以上のステロ

イドの増量が妥当と考えました。

岡：診断は，臨床像，検査所見，病理所

見からRAに伴う血管炎でよろしいかと

思います。この症例では，ステロイド増量

と，免疫抑制剤の追加の治療が考えら

れると思いますが，文献的考察を含めて

どうでしょうか。

鈴木：情報収集は，Up to Date，Pub

Med，医学中央雑誌，厚生科学研究班

の資料より収集しました。Up to Date，

症例報告，厚労省研究班の血管炎の治

療マニュアルとも，RAに明らかな血管炎

が伴った場合は，予後不良のこともあり，

従来のDMARDs治療ではなく，より積

極的な治療が必要であり，速効性のある

PSL20～40mg/日の治療が標準的治

療と記載されていました。本症例に対し

ては，PSLを約0.5mg/kgに相当する

30mg/日に増量したところ，炎症反応微

熱，皮膚潰瘍が速やかに改善しました。

治療1週間後にはCRPは陰性化し，4

週後には低補体血症も正常化し，治療

の妥当性が裏付けられました。

岡：中等量のステロイド治療が著効した

症例ですが，ステロイド減量後はどうなっ

ていますか。

鈴木：PSL 7mg/日減量後にメソトレキサ

ート10mg/週を併用しました。現在PSL

6mg/日まで減量しCRP＜0.3で，関節

症状は安定し，新たな皮膚潰瘍も出現し

ていません。

尾崎：本症例は，RAに血管炎を伴った1

例です。比較的まれな病態のため，メタ

アナリシスや無作為比較試験の論文数

が極めて少なく，本症例と類似した症例

の治療も参考にする必要があります。こ

れがEBMのいわゆる外的妥当性であ

り，これらを考慮して個 の々症例について

のテーラメイドの治療法を選択していくこ

とになります。本症例は，初期のステロイ

ド治療と後期の免疫抑制剤併用が奏効

しているようです。

参考文献
（1）Heurkens AH, Westedt ML,

Breedveld FC. Prednisone plus

azathioprine treatment in patients

with rheumatoid arthritis

complicated by vasculitis. Arch

lntern Med. 1991. 151：2249－2ａ

254．

（2）Chen KR, Toyahara A, Suzuki A,

et al. Clinical and histopathological

of cutaneous vasculitis in

rheumatoid arthritis. British J

Dermatol 2002. 147：905－913.

（3）信崎幹雄，白崎文明，竹原和彦，他。

Rheumatoid vasculitis の2例。西日

皮膚，1997，59巻（4号）545－548。

（4）松岡康雄. Ⅷ，悪性関節リウマチ難治

性血管炎の診療マニュアル。厚生科学

研究特定疾患対策研究事業難治性

血管炎に関する調査研究班（班長：橋

本博史）東京。順天堂大学医学部膠

原病内科。2002，35－40。

『関節リウマチに血管炎
病変を伴った症例の
治療法について』

聖マリアンナ医科大学
リウマチ・膠原病・アレルギー内科講師

岡　寛

図1 右下肢の網状皮斑（リベドー）
○の部分より生検を行った

図2 右下肢内顆に認められた皮膚潰瘍

図3 壊死性血管炎の皮膚組織
右下腿前面に網状皮斑より生検した組織像
（HE染色200倍）。著明な血管壁の肥厚と，
血管周囲のリンパ球を主体とする細胞浸潤
を認める

第１回リウマチケースカンファレンス
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リ ウ マ チ 診 療 の 基 本 手 技

関節リウマチの診察では，まず関節痛と関
節腫脹をとらえ，各関節の可動域を記載する
必要があります。

関節の運動（関節可動域表示）
基本肢位はneutral zero methodを採用

しているので，概ね解剖学的肢位と一致す
る。関節の運動は直交する3平面，すなわち
前額面，矢状面，水平面を基本面とする運
動である。これに加えて基本肢位の軸を中
心とした回旋運動がある。ここでは身体障害
や障害年金の書類に出てくる用語に限定し
て説明する。

屈曲と伸展：基本的には矢状面の運動で肘
関節，股関節，膝関節の動きのように隣接す
る2つの部位が近づく動きが屈曲，遠ざかる
動きが伸展である。頸椎，体幹，肩関節では
前方への動きが屈曲，後方への動きが伸展
である（図1a）。このうち肩関節では屈曲を
前挙と呼ぶことも出来る。
手関節，手指，足関節，足趾に関しては，手
掌または足底への動きが屈曲，手背または

足背への動きが伸展である（図1b）。このう
ち手関節では伸展を背屈，屈曲を掌屈，足
関節では伸展を背屈，屈曲を底屈と呼ぶ。
外転と内転：基本的には前額面の運動で，
体幹や手指の軸（図2）から遠ざかる動きが
外転，近づく動きが内転である。
外旋と内旋：肩関節および股関節に関して
は上腕軸または大腿軸（図3）を中心として外
方へ回旋する動きが外旋，内方へ回旋する
動きが内旋である。
回外と回内：前腕に関しては，前腕軸を中心
にして手掌が上を向く（外旋）動きが回外，手
掌が下を向く（内旋）動きが回内である（図
4a）。
右側屈・左側屈：頸部，体幹の前額面の

運動で右方向への動きが右側屈，左方向の
動きが左側屈である（図4b）。
しかし，これらの関節可動域や筋力の評
価のみでは患者の本当の悩みやADL上の
不便さを十分把握することはできない。そこ
で日常動作と関連した総合機能の診かたも
必要となる。患者が困っていると想定される

動作を診察室でできるだけ再現させ，その動
作に伴う痛みや異常動作を記載する。診察
室に入ったときから出るまで患者の諸動作を
注意深く観察すると同時に，これらの項目を
加えることが大切である。

上肢の総合運動
①手が後頭部に届くか（結髪動作）：肩関節
の挙上・外旋制限の確認
②腰の中央に手が届くか（結帯動作）：肩関
節の伸展・内旋制限
③上着の袖に腕を通せるか（上着を着る）：
肩関節の挙上制限
④口に手が届くか（食事動作）：肩関節の挙
上・肘関節の屈曲制限
⑤手掌が顔につくか（洗顔動作）：肘関節の
屈曲・前腕の回外・手関節の背屈制限
⑥シャツの最上部のボタンをかけられるか：肘
関節の屈曲制限
⑦背もたれをつかんで椅子を移動できるか：
上腕骨外上顆炎などの診断に有用。肩・
肘・手のどこの痛みのためか，また痛みを
回避する動作を見きわめる
⑧手掌をついて身体を支えられるか：上肢の
支持機能。握りこぶしや指で支えていない
か否か
⑨茶碗を手掌でもてるか：前腕の回外制限
⑩箸を使えるか：手指の複合機能
⑪握れるか：指屈曲制限。PPD（各指掌か
ら手掌間距離）も計測する
⑫指でつまめるか：母指と示指から小指間の
つまみ動作
⑬開眼で机上のコインがつかめるか：手指の
複合機能
⑭母指と示指でまん丸を作れるか：正中神経
麻痺の確認
⑮閉眼でコインの識別ができるか：指の感
覚・触覚
⑯指の屈伸テスト：巧緻障害の有無。10秒
間に何回出来るか

下肢の総合機能
①片脚で立っていられるか：下肢の痛み，筋
力，安定性の確認
②爪先立ち歩行ができるか：下腿三頭筋力，
安定性
③かかと歩行ができるか：前脛骨筋・足趾伸
筋力（尖足麻痺の有無）
④しゃがめるか：股・膝関節屈曲制限，足関
節背屈制限
⑤手の支えなしで椅子から立ち上がれるか：
片脚で反動なしに立ち上がれれば大腿
四頭筋力は正常とみなす。膝屈曲は
110°以上必要
⑥靴下をはけるか：股関節・膝関節の屈曲制
限
⑦階段の昇降ができるか：痛みの原因がど
こか？ 手すりが必要か，一歩一歩か普
通か
⑧膝伸展位で下肢を挙上できるか：大腿四
頭筋の筋力低下以外に股関節の痛みも
影響

体幹と四肢の総合機能
①寝返りをうてるか：診察台での寝起き動作
の観察
②床上のものを拾えるか：脊柱・股・膝関節
および上肢の総合機能
③用便の後始末ができるか：
④耳を肩に触れるか：正常な頸椎の側方
屈曲

これらを初めからすべて聞くのが大変なら，
筋骨格系スクリーニング検査であるGALS
（歩行・腕・脚・脊椎）法で最初に行われる患
者に対する3つの基本的な質問をしてみる。
①筋肉，関節あるいは背部に痛みまたはこわ
ばりがあるか。②着替えは自分で支障なくで
きるか。③階段の昇り降りは支障なくできる
か。異常が懸念される箇所を特定して些細
な問診を追加してみてください。

日常動作と関連した総合機能の診かた�日常動作と関連した総合機能の診かた�日常動作と関連した総合機能の診かた�日常動作と関連した総合機能の診かた�

伸展�

伸展�

屈曲�

屈曲�

0°�

0°�

図1a 図1b

図1 屈曲と伸展

0°�

0°�

外転�
外転�
内転�

内転�

図2 外転と内転

0°�

外旋�
外旋�

内旋�
内旋�

0°�

図3 外旋と内旋

0°�
0°�

回外� 回内�

左側屈� 右側屈�

図4a 図4b

図4 回外と回内

長岡赤十字病院リウマチ科（整形外科） 羽生 忠正

日本リウマチ財団主催によるリウマチ教育研修会は、下記のように開催する予定です。
研修単位は次の資格条件の単位に充当できます。
日本リウマチ財団登録医資格取得単位（直近5年間で20単位）・資格維持単位（直近3年間で12単位）
日本リウマチ学会専門医資格取得単位（直近5年間で30単位）・資格維持単位（直近5年間で50単位）
研修会参加ご希望の方は事前申込みが必要です。
［申込方法］「中央または○○地区リウマチ教育研修会申込」とし、氏名、勤務先、科名、連絡先

住所、電話番号、財団登録医は登録番号を書き、返信用封筒（宛先を書き80円切手
貼付）を同封の上申込先へ申込み下さい。

［受講料］中央研修会：登録医　21,000円　一般医　30,000円
［ ］地区研修会：登録医　07,000円　一般医　10,000円
［テキスト］［リウマチ基本テキスト］を使用します。

受講者には単位取得証明書（教育研修単位記載）をお渡しします。

リウマチ教育研修会

※教育研修単位は、自己管理となりますので、証明書用紙は必要期間保存願います。
※財団主催および単位認定講演については、リウマチ情報センター・ホームページでみることができます。
URL:http://www.rheuma-net.or.jp 問合わせ先：日本リウマチ財団　TEL.03-3946-3551

※各教育研修会において日本整形外科学会教育研修単位申請

地区名�
（単位数）� 開催場所� 開催日� 申込先�

中　央�
（14単位）�

東京都�
シェーンバッハ砂防�

7月24日（土）�
25日（日）�

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　TEL 03-3946-3551）�

石　川�
（6単位）�

金沢市�
金沢都ホテル B2F セミナーホール�

8月29日（日）� 富田　勝郎　金沢大学医学部整形外科 教授�
（〒920-8641　金沢市宝町13-1）�

滋　賀�
（6単位）�

大津市�
滋賀県立県民交流センター  ピアザ淡海�

10月17日（日）� 松末　吉隆　滋賀医科大学整形外科 教授�
（〒520-2192　大津市瀬田月輪町）�

佐賀�
（6単位）�

佐賀市�
佐賀県医師会メディカルセンター�

11月7日（日）� 長澤　浩平　佐賀大学内科 教授�
（〒849-8501　佐賀市鍋島5-1-1）�

秋　田�
（6単位）�

秋田市�
秋田県総合保健センター�

11月28日（日）� 井樋　栄二　秋田大学医学部整形外科 教授�
（〒010-8543　秋田市本道1-1-1）�

山　梨�
（6単位）�

甲府市�
甲府富士屋ホテル�

12月19日（日）� 浜田　良機　山梨大学医学部整形外科 教授�
（〒409-3898　山梨県中巨摩郡五穂町下河東1110）�

地区名� 開催場所� 開催日� 申込先�

近　畿� 大阪市�
大阪商工会議所�

9月11日（土）� 飯田　寛和　関西医科大学整形外科 教授�
（〒570-8502　守口市文園町10-15）�

九　州� 長崎市�
長崎ブリックホール�

10月9日（土）� 江口　勝美　長崎大学医学部第一内科 教授�
（〒852-8501　長崎市坂本1-7-1）�

東海・北陸� 富山市�
富山県県民会館�
（この地区の申込受付は12月より）�

平成17年3月12日（土）� 木村　友厚　富山医科薬科大学整形外科 教授�
（〒930-0194　富山市杉谷2630）�

当財団では、リウマチのケアの研修会を下記のように開催する予定です。
医師、看護師、その他保健、医療、福祉、介護、行政等に従事する方ならどなたでも受講できます。
［受講料］無　料　参加ご希望の方は、下記の方法で事前にお申し込み下さい。
［申込方法］「○○地区リウマチのケア研修会申込」とし、氏名、勤務先、科名、連絡先住所、
電話番号を書き、返信用封筒（宛先を書き80円切手貼付）を同封の上申込先へ申込み下さい。
［研修単位］登録医教育研修単位　2単位（2,000円）

リウマチのケア研修会2

1

平成16年度 日本リウマチ財団主催　研修会開催予定のお知らせ
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「本当に申し訳ない。私は穴を掘
って入りたい。」と教授は深々とお辞
儀をされた。1974年に，シェーグレン
症候群を併発し，私が初めて入院し
た大学病院でのこと。ご回診中の教
授が，同室の方に新しい病名を告げ，
誤診を謝った。当時医師が患者に謝
ることは論外で，潔く感動的な光景だ
った。
でもその後，信じられない事が私

に振りかかった。入院中に副作用の
チェックが出来るように，と始まった
金療法の注射量が増えるうちに，下
痢が止まらなくなった。「副作用で
は？」と何度も訴えたが，若い担当医
は「あり得ない」と聞き入れず，注射
は続けられた。
お招きを受けていた日本リウマチ

学会（京都・諸冨武文会長）が近づき，
やむなく私は退院した。下痢はおさ
まらず，京都に向かう新幹線の中でも
トイレ通いが続いた。
学会前夜の評議員懇親会でお目に

かかった教授は「おむつしてきた？訴
えないで！」と首をすくめた。教授を
はじめ医局の先生方もすべてご存じ
だったとは。
あの名言に感動させられた教授の

お膝もとでさえ，患者の声を無視し，
見て見ぬ振りをする大学病院の体制
と，いかに患者は弱い立場にあるか
を私は思い知らされた。
あれから　30年を経た今日，リウ

マチ学は進歩し，手探りだった治療

法も確立し，選択肢が広がっている。
患者の立場はいかに・・・・・。
ところで，私の耳にする患者からみ
る「いいお医者さん」とは，リウマチに
精通している，患者の体質・病状を
承知している，病気や治療の説明が
分かり易い，関節の痛み・動きを手で
確かめる，治療を押しつけない。
合併症・副作用の処置が早い，患

者の訴えを聞いてくださる，療養の心
得を教えてくださる時には冗談や笑
顔で接し，威張らない先生！とのこ
と。
数年前リウマチで苦闘するある女

優さんが，テレビでリウマチ医療と医
師への注文など勇気ある発言をして
いた。女優の面影は消え，膨れた手
指が痛 し々かった。
でも最近テレビで見る彼女は，患

者の姿はなく，すっきりと女優で出演
している。よいお医者さんと出会い，
心は癒され，適切な治療を受けられ
たお陰，と笑顔で語っていた。リウマ
チは寛解！良かった！
進歩した治療を受けられる患者

は，全国的にみればまだ数少ない。
長期治療が必要で苦闘するリウマチ
患者の皆さんが，何処でも格差なく，
「いいお医者さん」と出会い，進歩し
た適切な治療を享受し，障害を未然
に防ぎ，リウマチに負けないで，明日
に希望を持ち，ＱＯＬを向上させて欲
しいと，ひたすら私は願っている。

（つづく）

友の会と歩んだ36年－－@9

いいお医者さん
（社）日本リウマチ友の会　創設者

名誉理事長　島田 廣子

診断のマニュアルとEBMに基づく

治療ガイドライン

厚生労働省研究班編

（財）日本リウマチ財団発行

本紙でも何回か

予告したように，

平成12年スター

トの厚労省研究班

（班長＝越智隆

弘・国立相模原病

院院長）の手にな

る関節リウマチの

治療ガイドラインが完成した。

本書は，平成9年に日本リウマチ財

団から発行された「関節リウマチの診

療マニュアル」の改訂版である。『診

断のマニュアル』と『治療ガイドライ

ン』の2部で構成されており，後者は，

医師個々の経験による主観を排し，高

いエビデンスレベルを有する論文を客

観的に抽出し，それに基づく治療法が

作成されている。当然，そのレベルは

各治療法の推奨度にも影響することに

なる。この合理的な方法に，臨床家の

感覚を加味して修正を加えたものが本

書の治療ガイドラインである。ただし，

治験後の比較試験データがほとんどな

い国産の抗リウマチ薬や，ランダム化

比較試験の実施が困難な外科治療につ

いては，その限りにあらずという。

この『治療ガイドライン』の作成担当者

の氏名を次に列挙しておく。（敬称略）

越智隆弘，山本一彦，三森経世，

高崎芳成，山中寿，龍順之助，米延

策雄，村田紀和，松野博明，石川　肇，

福原俊一，中山健夫，小田中徹也。

また，『診断のマニュアル』の方は，齋

藤輝信，烏巣岳彦，松井宣夫，広畑俊

成の諸氏である。

関節リウマチの原因が解明され，完

治する方法が見つかるまで，診療マニ

ュアルは堂 と々して作り続けられるであ

ろう。しかし，これらの医師たちが，治

療の進歩のために払った努力を忘れて

はならないだろう。

また，同じ内容を分かりやすく患者

向け診療情報として出版する予定との

ことであるが，現在のように高度に専

門分化された診療事情のもとでは，極

めて重大な結果をもたらすのではない

か，との危惧が頭を去らない。その作

成についての困難さは本書に倍加する

であろう。さらに，書物の足らざると

ころを補わなければならない臨床現場

のことを考えると，これからは，ガイ

書　評

第３問
【症例】 19歳，男性

数週間前からの左膝関節痛と腫脹を主訴に来院。単純XP像で膝関節には異常

なし。問診で数年前から腰臀部痛があり，骨盤XP撮影を行った（図1）。図2は
長期経過例の右股関節である。 （解答と解説は次号掲載になります。）

第２問解答：SAPHO症候群
【解説】 SAPHO症候群（Synovitis
Acne Pustulosis Hyperostosis Osteitis
syndrome）は1987年にフランスで提
唱 さ れ た 概 念 で ， 骨 増 殖 症
（hyperostosis）と骨炎（osteitis）を病状
の特徴とする。骨炎は非化膿性，非腫
瘍性，非ジストロフィー性で，炎症性
無腐性骨髄炎の形をとる。菌は検出さ
れないが，菌体成分に対する異常反応
により種々の症状が引き起こされると

考えられている1），2）。重症　瘡，掌蹠
膿疱症，膿疱性乾癬などの皮膚症状を
伴う症例が多いが，約1/3の症例は皮
膚症状がない。

1. Chamot AM, et al: Le syndrome acne

pustulose hyperostose osteite（SAPHO）.

Resultats d’une enquete nationale. 85

observations. Rev Rhum 54: 187-196, 1987

2. Benhamou CL, et al: Le syndrome synovite-

acne -pus tu l o se -hyperos tose - o s te i te

（SAPHO）. Ann Dermatol Venereol 115:

613-618, 1988

図1

協和会病院リウマチセンターセンター長　村田 紀和

図2

ドラインの編集に，現場もより敏感に

反応しなければならなくなる。

（財）日本リウマチ財団発行　定価5,250円
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線維筋痛症とたたかう－未知の病に
挑む医師と患者のメッセージ

西岡久寿樹監修

ホールネス研究会著

欧米と違い日本

では，未知の疾患

に属する「線維筋

痛症（FM）」を，

医師のみでなくだ

れにも分かるよう

に紹介する図書

が，このほど医歯

薬出版（株）から発行された。

「昔から関節あるいは筋肉の疼痛を

訴える患者群の中に，関節や筋肉の他

覚所見を見いだせず，検査上も異常の

ない者の存在することがわかってい

た」とは西海正彦・国立病院東京医療

センター内科医長の言葉だが，昼夜を

問わず激しい痛みだけが続き，しかも，

痛みさえとれれば何の問題もない。い

わば「痛み」そのものが疾病なのであ

る。症状も多彩で，重度の患者は，聴

診器を当てただけで激痛を訴える場合

もあるという。

昨日3月31日，同疾患に対する第1

回の研究会を本書の監修者である西岡

久寿樹・聖マリアンナ医大難病治療研

究センター長が立ち上げから丸1年。

同氏の熱意はメディアを動かし，国会

の注意を喚起して，ついに昨年10月

には厚生労働科学特別研究事業として

「線維筋痛症調査研究班」を発足させる

に到った。即ち，国の正式な機関が取

り組むことになったのである。今年3

月22日には，世界初の「線維筋痛症」

国際シンポジウムも開催された。どれ

も疾患名を一般に知らしめるための有

効な方法には違いないが，問題はこれ

からである。本年1月から行われてい

る疫学調査の中間発表を見ても，全国

の患者数の推計は16万1千人と，想像

された数値の半分にも満たない。この

ことは，まず患者が訪れるリウマチ医

の間ですら「線維筋痛症」という疾患名

が十分浸透していない証左でもある。

患者の実態，専門医が語る線維筋

痛症との出会い，診断と治療，患者支

援のあり方，の4部で構成されている

本書は，この疾患にまつわる実情が概

ね網羅されており，啓蒙の書としては

格好のものといえるだろう。本書を契

機に1人でも多くの医師が，様々な角

度から線維筋痛症を分析，原因追求し，

治療へ到る道筋の解き明かされる日が

一日も早く来ることを願ってやまない。

医歯薬出版（株）発行　定価2,520円

QQQQuuuu''''eeeesssstttt----cccceeee    qqqquuuueeee    cccc''''eeeesssstttt
？？？？？？？？？？？？

レ ン ト ゲ ン ク イ ズ
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H16.7～）］
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。
問合わせ先：日本リウマチ財団　TEL.03-3946-3551

７／22（木） 19：00 １単位 （石川）
関節リウマチ治療フォーラム
那須　吉博　076-221-8111
田辺製薬（株）京都支店金沢営業所

７／24（土） 17：00 １単位 （大阪）
第34回南大阪リウマチ・関節外科研究会
小林　章郎　06-6645-3851
大阪市立大学整形外科

８／20（金） 19：30 １単位 （沖縄）
学術講演会
末廣　雅彦　092-271-5155
ワイス（株）

９／２（木） 18：30 ２単位 （東京）
第３回リウマチと骨代謝研究会
玉石　仁　03-5159-2542
住友製薬（株）

９／10（金） 19：00 ２単位 （鹿児島）
第３回サイトカイン制御療法研究会
林　協司　099-275-5381
鹿児島大学整形外科

９／24（金） 12：15 １単位 （山形）
９／25（土） 12：15 １単位
第53回東日本整形災害外科学会学術集会
小林　信司　023-628-5355
山形大学整形外科

10／23（土） 17：50 １単位 （大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会（第153回）
長谷川　利雄　06-6701-5815
長谷川整形外科医院

９／10（金） 19：00 １単位 （北海道）
第10回オホーツクリウマチ研究会
福岡　春海　011-222-2754
科研製薬（株）札幌支店学術部

９／24（金） 19：30 １単位 （富山）
第19回富山県リウマチ性疾患研究会
滝　意佐武　076-433-5001
住友製薬（株）

10／23（土） 15：30 １単位 （島根）
第９回くにびき整形外科セミナー
高尾　昌人　0853-20-2241
島根大学整形外科

７／22（木） 19：30 １単位 （愛媛）
学術講演会
武智　祥江　089-960-5343
愛媛大学整形外科

７／29（木） 19：30 １単位 （熊本）
第16回熊本膠原病研究会
本田　五男　096-366-3666
熊本整形外科病院

８／20（金） 20：00 １単位 （福岡）
第61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

９／２（木） 19：00 １単位 （大阪）
第４回なにわリウマチフォーラム
浅井　律和　06-4807-3003
参天製薬（株）

９／11（土） 15：00 ２単位 （京都）
第17回京滋骨粗鬆症研究会
内海　眞次　075-212-5280
エーザイ（株）京都コミュニケーションオフ
ィス

９／24（金） 14：00 ２単位 （京都）
９／25（土） 10：00 １単位
日本ハイパーサーミア学会第21回大会
古倉　聡　075-251-5508
京都府立医科大学生体安全医学

10／23（土） 18：00 １単位 （岡山）
第12回岡山整形外科研究会
弘田　陽一　086-246-3232
科研製薬（株）岡山営業所

７／22（木） 20：00 １単位 （埼玉）
埼玉県整形外科医会教育研修会
増田　博巳　048-666-1131
日本ベーリンガーインゲルハイム（株）

７／29（木） 19：00 １単位 （宮崎）
都城リウマチ研究会
牛尾　照幸　070-5547-8138
ワイス（株）

８／21（土） 13：00 １単位 （青森）
第11回青森リウマチ・ケア研究会
三浦　孝雄　0172-28-1211
弘前記念病院

９／２（木） 18：30 ２単位 （山形）
第11回山形リウマチ研究会
高木　理彰　023-628-5355
山形大学整形外科

９／11（土） 15：00 ２単位 （奈良）
第２回奈良県リウマチ研究会
高倉　義典　0744-22-3051
奈良県立医科大学整形外科

９／25（金） 12：00 １単位 （愛媛）
第18回日本靴医学会
渡部　昌平　089-960-5343
愛媛大学整形外科

10／26（火） 19：00 １単位 （福岡）
第11回久留米リウマチ膠原病研究会
福田　孝昭　0942-22-6111
久留米大学医療センター

７／23（金） 19：30 １単位 （新潟）
下越地区学術講演会
鷲尾　武侍　025-246-3341
田辺製薬（株）新潟営業所

７／31（土） 14：00 ２単位 （愛媛）
第11回四国整形外科手技研究会
渡部　昌平　089-960-5343
愛媛大学整形外科

８／21（土） 16：00 ２単位 （大阪）
第10回SARON記念講演会
長久　哲也　06-6328-7068
参天製薬（株）

９／３（金） 19：30 １単位 （栃木）
第19回栃木リウマチ研究会
白石　建　028-626-5500
栃木県済生会宇都宮病院

９／11（土） 15：00 ２単位 （岡山）
第14回日本脊椎関節炎（AS）研究会
山村　昌弘　086-235-7232
岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科学

９／25（土） 17：00 １単位 （兵庫）
第18回神戸臨床リウマチ懇話会
阿部　修治　0794-38-0621
甲南病院加古川病院整形外科

10／30（土） 16：10 ２単位 （新潟）
第８回新潟リウマチ医の会
中田　智子　06-6321-7068
参天製薬（株）医薬事業部リウマチマー
ケティングチーム

７／23（金） 19：30 １単位 （山梨）
山梨県整形外科医会教育研修会
横山　明彦　03-3561-7345
ワイス（株）関東甲信越支店

７／31（土） 16：00 ２単位 （和歌山）
和歌山臨床RAフォーラム（第12回）
木浦　賀文　0724-71-3321
阪南市立病院整形外科

８／21（土） 17：15 １単位 （岩手）
８／22（日）９：00 １単位　11：15 １単位
第15回安比夏季セミナー
西田　淳　019-651-5111
岩手医科大学整形外科

９／４（土） 17：00 １単位 （愛媛）
第99回愛媛整形外科集談会
渡部　昌平　089-960-5343
愛媛大学整形外科

９／11（土） 16：50 １単位 （大阪）
大阪医科大学整形外科学教室同門会
教育研修会
木下　光雄　072-683-1221
大阪医科大学整形外科

９／25（土） 17：00 ２単位 （奈良）
骨粗鬆症フォーラムイン奈良
宗圓　聰　0743-77-0880
近畿大学奈良病院

10／30（土） 17：00 １単位 （愛知）
第49回東海関節外科研究会
佐藤　悦郎　052-935-3681
住友製薬（株）名古屋支店

７／23（金） 19：30 １単位 （徳島）
徳島県臨床整形外科医会学術講演会
松田　晋自 087-834-0443
日本臓器製薬（株）高松支店

７／31（土） 16：30 １単位 （北海道）
第17回北海道コラーゲン研究会
石橋　正浩　011-241-6698
三共（株）札幌支店学術第一課

８／21（土） 15：00 ２単位 （北海道）
第６回北海道整形外科手術フォーラム
森本　正治　011-851-6171
エーザイ（株）

９／４（土） 12：00 １単位 （愛知）
第16回中部リウマチ学会
吉田　秀雄　0562-93-9244
藤田保健衛生大学リウマチ・感染症内科

９／11（土） 17：00 １単位 （岐阜）
第22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

９／25（土） 17：50 １単位 （大阪）
大阪臨床整形外科医会（第152回）
長谷川　利雄　06-6701-5815
長谷川整形外科医院

11／11（土） 19：00 １単位 （高知）
骨粗鬆症学術講演会
小林　香　088-880-2387
高知大学整形外科

７／23（金） 19：30 １単位 （愛知）
第21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

７／31（土） 19：30 １単位 （沖縄）
第２回ステロイド骨粗鬆症学術講演会
深見　智博　098-866-4568
武田薬品工業（株）那覇営業所

８／26（木） 19：15 １単位 （福井）
福井県臨床整形外科医会学術講演会
清水　宏和　0776-28-6667
清水整形外科クリニック

９／４（土） 17：15 １単位 （神奈川）
第６回藤ヶ丘整形外科研修会
森島　紀子　045-974-6365
昭和大学藤ヶ丘病院整形外科

９／11（土） 18：00 ２単位 （広島）
第33回広島リウマチ研究会
吉田　奈美子　082-247-4206
住友製薬（株）

９／25（土） 19：30 １単位 （福岡）
第５回七隈整形外科懇話会
檜田　伸一　092-801-1011
福岡大学整形外科

11／13（土） 12：00 １単位 （岡山）
第15回日本リウマチ学会中国・四国支
部学術集会ランチョンセミナー
山村　昌弘　086-235-7232
岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科学

７／24（土） 17：00 １単位 （岐阜）
第15回飛騨整形外科懇話会
永井　進　052-251-6503
旭化成ファーマ（株）医薬名古屋支店学
術グループ

７／31（土） 19：30 １単位 （山口）
第42回山口県臨床整形外科医会教育
研修会
佐貫　浩一　0836-34-0007
さぬき整形外科リウマチクリニック

８／26（木） 19：30 １単位 （神奈川）
第34回西横浜整形外科学術講演会
日塔　寛昇　045-851-2621
国立病院横浜医療センター

９／４（土） 18：40 １単位 （宮城）
第６回リウマチ診療研究会・仙台
本間　達也　022-264-4321
ワイス（株）北日本支店

９／12（日） 12：00 １単位 （石川）
第８回石川県リウマチケア研究会
三浦　秀樹　076-221-6151
エーザイ（株）金沢コミュニケーション
オフィス

10／８（金） 19：00 ２単位 （熊本）
第15回熊本リウマチ研究会
藤原　道則　092-271-5155
ワイズ（株）九州支店

11／13（土） 15：00 ２単位 （岡山）
第15回日本リウマチ学会中国・四国支
部学術集会
山村　昌弘　086-235-7232
岡山大学腎・免疫・内分泌代謝内科学

７／24（土） 17：00 ３単位 （宮崎）
第10回宮崎リウマチ医の会
永渕　伸敏　0985-28-2736
旭化成ファーマ（株）医薬宮崎出張所

８／１（日）９：00 １単位 （愛媛）
第32回四国整形外科医会研修会
中野　仁司　089-943-7582
愛媛県医師会

８／28（土） 12：00 ２単位 （新潟）
第33回リウマチの外科研究会
羽生　忠正　0258-28-3600
長岡赤十字病院リウマチ科

９／４（土） 19：00 １単位 （神奈川）
星整会研修会
峯崎　孝俊　0463-93-1121
東海大学整形外科

９／15（水） 19：30 １単位 （千葉）
松戸市医師会学術講演会
吉川　陽介　047-388-6861
田辺製薬（株）

10／10（日） 16：00 １単位 （北海道）
第31回日本臨床整形外科医会研修会
山崎　生久男　011-612-1133
札幌円山整形外科病院

11／18（木） 18：30 ２単位 （兵庫）
第10回阪神リウマチセミナー
厚井　薫　0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科

７／24（土） 14：00 １単位 （新潟）
第２回新潟大学整形外科卒後研修会
遠藤　直人　025-227-2272
新潟大学整形外科

８／２（月） 19：30 １単位 （沖縄）
第１回沖縄リウマチ医の会
川端　正則　06-6321-7068
参天製薬（株）

８／28（土） 15：00 ２単位 （京都）
近整会夏期研究会
浜西　千秋　072-366-0221
近畿大学整形外科

９／４（土） 11：25 １単位 （大阪）
第14回日本リウマチ学会近畿支部学術
集会
谷浦　眞知子　072-366-0221
近畿大学整形外科

９／16（木） 20：00 １単位 （大分）
第73回大分県リウマチ懇話会
増永　和広　097-537-7151
中外製薬（株）大分出張所

10／14（木） 19：30 １単位 （長崎）
第13回県北リウマチ研究会
植木　幸孝　0956-33-7151
佐世保中央病院

11／18（木） 19：30 １単位 （栃木）
第２回骨粗鬆症セミナー
金森　政樹　028-627-2411
武田薬品工業（株）

７／24（土） 16：00 ２単位 （長野）
第２回Shinshu Orthopaedic Seminar
清水　富永　0263-37-2659
信州大学整形外科

８／７（土） 18：00 １単位 （神奈川）
第368回横浜市立大学整形外科同門
会談話会
堀　武生　045-787-2655
横浜市立大学整形外科

８／28（土） 17：00 １単位 （滋賀）
第22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（株）滋賀営業所

９／８（水） 19：30 １単位 （埼玉）
鴻巣吹上地区医師会
小川　兼一　048-543-1843
鴻巣吹上地区医師会事務局

９／17（金） 19：30 １単位 （茨城）
東総リウマチ研究会・鹿行リウマチ研究
会（合同）
平栗　雅樹　0476-22-2311
成田赤十字病院

10／22（金） 19：00 １単位 （新潟）
第２回新潟尿酸代謝フォーラム
荒井　勝光　025-227-2272
新潟大学整形外科

11／26（金） 20：00 １単位 （福岡）
第62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

７／24（土） 16：00 １単位 （東京）
第３回臨海リウマチ性疾患談話会
勝呂　徹　03-3762-4151
東邦大学整形外科

８／７（土） 18：15 １単位 （長野）
第19回東信整形外科懇話会
三澤　弘道　0268-68-2036
国保依田窪病院

８／29（日） 11：30 １単位 （福井）
第11回福井県リウマチケア研究会
林　正岳　0776-21-1300
福井総合病院

９／９（木） 19：30 １単位 （三重）
第４回伊勢志摩地区骨粗鬆症研究会
朝倉　宏治　059-226-1505
武田薬品工業（株）津営業所

９／18（土） 15：30 ２単位 （大阪）
第12回大阪関節疾患学術講演会
信夫　孝昭　06-6231-8822
科研製薬（株）大阪学術センター

10／23（土） 18：00 １単位 （広島）
備後整形外科医会
檀浦　生日 084-945-3106
日本鋼管福山病院整形外科

11／27（土） 17：00 ２単位 （神奈川）
第51回神奈川リウマチ医会
三ツ木　直人　045-261-5656
横浜市立大学市民総合医療センター整
形外科

この研修会は医師のみを対象に
開かれています。
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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

連 載 ③

関節リウマチは，炎症期には安静が

強いられたり，罹病期間も長く高齢化

していくので，早急な機能の回復や維

持が必要不可欠である。

我々セラピストは，患者さんの機能

の再建を考える際に，「筋肉」の回復

を考えることが多い。

また，筋肉は関節としての機能の他

に，エネルギー代謝など体力・健康に

も関わる重要な臓器である。

安静・廃用と筋肉
治療上の安静による脱調節状態，あ

るいは習慣的な廃用（運動作業をしな

い）により，運動強度が低い有酸素代

謝に関わるタイプⅠ赤系筋肉（筋線維

が細い・持続的緊張の維持に有利）の

減少と，運動強度が高い無酸素代謝に

関わるタイプⅡ白系筋肉（筋線維が太

い・瞬発的収縮力に有利だが疲労しや

すい）の相対的増加が見られると言わ

れている。

このことは，患者さんが訴える，短

時間の慣れた仕事や短距離の歩行なら

出来るが，持久的運動・作業能力の低

下や疲れやすさを引き起こす。

運動と酸素摂取
運動はその強度を徐々に増大させる

ことにより，酸素摂取量も増加してい

くが，一定の運動負荷になると酸素摂

取量が増加し無くなる点があり，これ

を最大酸素摂取量という。

一方，運動の強度を徐々に増大させ

ると，前述した筋肉のエネルギー代謝

が，有酸素代謝主働型から無酸素代謝

主働型へ移行する変化点があり，AT

（Anaerobic Threshold；無酸素性作業

域値）と呼んでいる。この境界点は最

大酸素摂取量の50％程度で，健康の

ために良い運動強度といわれている。

RA患者さんの体力
当院に外来通院し（クラスⅡ・Ⅲ），

下肢に著明な運動痛・破壊を認めな

い，歩行可能な外来患者さん23名（平

均53歳±9，罹病期間平均86ヶ月）に
対し自転車エルゴメーターを用いて呼

吸ガス分析を行った結果；

① 最大酸素摂取量（体重比）は，健

常者の約60％であった。② RA罹病

期間と最大酸素摂取量に相関は見られ

なかった。③ 現障害罹病期間（縦断

的な罹病における最新の脱調節状態か

らの期間）が3年未満の者11名で，現

障害罹病期間と最大酸素摂取量（体重

比）に正の相関が見られた。

このことは，主婦業などの仕事を持

っているRA患者さんでも健常者の

60％程度の体力で，さらに炎症増悪

による脱調節・廃用により体力が低下

し，その回復には数ヵ月～1年以上か

かる可能性を示唆している。

RA患者さんに処方
したい運動体操

負荷抵抗をかける運動・体操は，リ

ウマチ体操として成書が多くあるの

で，割愛させていただき，酸素を多く

とりこむ有酸素運動を紹介する。

有酸素運動能力の向上を図るために

は，最大酸素摂取量の50％の運動を

習慣的に継続する。最大酸素摂取量を

測定できない場合の目安として，

① 目標とする心拍数（安静時心拍

70程度）は，健常者の60％として40

歳代で100，60歳代で95程度が望まし

いと考える。

② 目標とする時間は1回に30分，

毎日を長期目標として，最初は10分，

週2回から開始する。

③ 最も望ましい全身運動は，プー

ルで行えるが，近くにない・1人で入

れない・寒いなどの理由で敬遠されが

ちである。テレビ・ラジオ体操でも良

いので歌を歌いながら，掛け声をかけ

ながらなど，しっかりと呼吸（特に強
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く吐く）しながら行う。

いつでもできる体操
下記の運動を開始する前に，炎症・

関節変形，高血圧や呼吸器・循環器に

疾患・障害のある方は，主治医と相談

していただきたい。

運動前準備として，立位のまま鼻か

ら3秒吸い，口から7秒吐く呼吸を10

回以上する。その後，1回鼻から吸い，

3回口から強く吐く呼吸に変え，その

まま下記の体操を行う。

すべて笑顔で楽しめる範囲内で行う。

①下肢と腕振りの体操（図1）
両脚を肩幅に開

き，両腕を勢いよ

く走る時のように

振る。腕を振りな

がら両膝をゆっく

り曲げ，10秒間

腕を振る。ゆっく

り膝を伸ばし 10

秒間腕だけを振

る。目標10回。

②下肢の前方蹴りだし体操（図2）
つかまり立位で

片足の膝を90゜

に曲げながら前方

に上げる。股関節

を曲げたまま，膝

関節だけゆっくり

と曲げ伸ばしさせ

る。目標 10 回。

その際，体重を掛

けているほうの膝を過伸展させないよ

うに。

③下肢の後方蹴り上げ体操（図3）
つかまり立

位で片足を後

方に適度にあ

げる。股関節

の角度を維持

しながら膝関

節のみ曲げ伸

ばしする。目

標10回。

図1

日本の伝統文化に親しんだ方はお

わかりになると思いますが，茶器は，

無言ですから，理屈抜きで頷かせる

モノがあります。不動で，静謐で，

なおかつ力強く，優雅に主張する茶

碗は，まさに日本独自の文化の極だ

と思われます。若気の至り，という

言い訳が今更通るのかどうか，自信

はありませんが，20歳頃の私は，こ

の世に，頭脳で理解できないものは

何もない。また，言葉はあらゆるこ

とを表現しつくすことが出来る，と

不遜にも信じていました。つまり，

世界は簡単に把握出来ると高をくく

っていました。リウマチ診療を始め，

患者さんの微妙な痛みや心の動きを

本当には理解できない。人の命の行

く末も，さっぱり予測できない。診

療と同時に没頭したお茶碗づくりで

すが，土や上薬の変容がわからない。

窯のコントロールが全くできない。

この世は，どうも分からないことば

かり満ち溢れている，と不惑になっ

て始めて納得するていたらくです。

万葉の詩人，山上憶良は，官吏を終

えた途端に患ったリウマチにより，

初めて歴史に残る歌を遺すことが出

来ました。当たり前のことですが，

生は常に死を内包し，生と死は，ヤ

ヌスの双面神です。生の真っ只中に

いる，死はまだまだ遠方にあると錯

覚している内は，本当の生を理解し

ているとはいえません。養生してく

ださい，とは，医者の繰り返すお題

目ですが，「死を養う」ことによって，

初めて，「生を養う」ことが出来ます。

ドイツの浪漫主義詩人ヘルダーリン

が，「一つの旋律が聞こえている限り，

地上の荒野の死の静寂を恐れること

はない」と，繰り返し歌い上げたよ

うに，生きる重さと哀しみを感得す

れば，死を恐れず，物事の本質を理

解し，生を享受できるのではないで

しょうか。自由にコントロールでき

ない土と轆轤に嘲られながら，念願

のお茶碗を作りたいと祈念する時間

が，今の私には至上の悦びに感じら

れます。恐らく，リウマチ患者さん

にとって，痛みのない時間が，至福

の時であるように。 （後藤　眞）

茶陶三昧

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（2004年1月～4月）
木下 岩男（埼玉県）
平尾 真理子（東京都）
浅井 君子（愛知県）
鳥井 幸美（兵庫県）
日本医師会（東京都）
味園 達郎（神奈川県）

●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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新規リウマチ登録医（６１名）一覧�

◇岩手県◇
吉野　仁浩
千田　恵美

◇山形県◇
今田　恒夫

◇福島県◇
蔀　　幸三

◇栃木県◇
中村　　仁
前澤　玲華

◇群馬県◇
吉岡　　茂

◇埼玉県◇
岡田　　真

◇千葉県◇
岩田　哲史
冨田　英明
日高　雄二

◇東京都◇
松岡　利明
岡崎　優子
◇神奈川県◇
淺沼　ゆう
太田　圭一
橋本　篤
ジャクソン

加奈子

◇新潟県◇
中田　真司
藤澤　純一
◇岐阜県◇
與田　正樹
◇静岡県◇
石塚　修悟
曽我　隆義
宮本　俊明
永房　鉄之

◇愛知県◇
土川　拓也
佐藤智太郎
佐々木篤史
杉浦　文昭
高橋　伸典
山本　英樹
◇三重県◇
鈴木　雅喜
◇滋賀県◇
田中　善八
◇京都府◇
尾本　篤志
堀内　房成
林　　太志
◇大阪府◇
安田　忠勲
峯　　孝子
田伏　洋子

中谷　晃之
◇兵庫県◇
大澤　正実
西川　哲夫
宮　　秀俊
大田　博之

◇和歌山県◇
郷田三賀子

◇鳥取県◇
谷田　　玲

◇広島県◇
石田　　治
鈴木　修身

◇徳島県◇
藤井　健司

◇香川県◇
西井　幸信

◇愛媛県◇
佐伯　祐司

◇福岡県◇
山中三知夫
桑野　隆史
小山　貴子
佐藤　　了
鐘江　　大
◇熊本県◇
福山　　紳
◇大分県◇
椋園　　宏
◇宮崎県◇
t見　博昭
大園　博文
◇鹿児島県◇
花田　能成
桂　　久和
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