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１．調査研究事業
（1）リウマチ性疾患調査研究助成金を11名
（うち1名は三浦記念リウマチ学術研究
賞）に交付。研究課題は病因，診断・治
療，予防・疫学の各分野

（2）ノバルティス・リウマチ医学賞を徳島大
学歯学部林良夫教授に，アボットジャパ
ン・骨，関節疾患臨床医学賞を信州大学
医学部脇谷滋之講師に，ツムラ・リウマ
チ社会医学賞を東海大学医学部鈴木康
夫助教授に，日本ワイスレダリー・国際賞
を米国カリフォルニア州ラ・ホーヤ スク
リップス研究所エン・タン教授にそれぞ
れ授賞

（3）ステロイド療法，リウマチ治療ガイドライ
ン及び登録医ネットワーク化構築に関す
る調査研究をそれぞれ実施

（4）骨，関節10年対策国際会議に係る英文

特集号の配布及び疾病評価調査研究を
実施

（5）線維筋痛症の調査研究及び国際シンポ
ジウムを開催

２．普及啓発事業
（1）財団ニュース及びリウマチエキスパート
を計6回発行

（2）リウマチ登録医名簿を作成配布
（3）リウマチ月間ポスターを作成配布
（4）リウマチ月間全国大会を平成15年5月

27日，東京・三越劇場で開催
（5）柏崎リウマチ教育賞を順天堂大学塩川

優一名誉教授に授賞
（6）リウマチ福祉賞を渡邉言夫杏林大学名

誉教授に贈呈表彰
３．教育研修事業
（1）医師を対象にリウマチ教育研修会を中

央（福岡）と全国6地区で開催
（2）リウマチ専攻医9名を米国及び欧州へ

研修派遣，またリウマチ外科医2名を4

週間欧州から研修受入
（3）リウマチ医（登録医）の研究・研修会を

16地区で開催
（4）リウマチ専門医向けビデオ「関節疾患の

診断と治療－膝関節編」を頒布
４．登録医の登録事業
新規にリウマチ登録医として99名を登
録。昭和63年度，平成3年度，平成6年
度，平成9年度，及び平成12年度登録
医計1,049名を登録更新（平成15年度末
登録医総数3,910名）

５．関連団体への援助事業
日本リウマチ友の会，日本リウマチ学会
その他関連学会等に助成

６．リウマチ情報センター事業
インターネットホームページによるリウマ
チ情報センターにより，患者向け及びリ
ウマチ登録医等向け医療情報を提供

今回で11回を迎えたAPLARの前身

は，オーストラリア，インド，日本およ

びニュージーランドによって構成された

SEAPAL（South East Asia and Pacific

Area League Against Rheumatism）で

ある。1968年にSEAPALが発足してか

ら加盟国は順調に伸び，APLARとなっ

た現在，その数22カ国となり順調に増

えている。今回の参加者も，韓国本土か

ら離れた地にもかかわらずEULAR（欧

州リウマチ学会）など欧米からの参加者

が150人をゆうに超え，全参加者1500人

あまりの1割以上を占めた。ちなみに日

本からの参加者は約300人で，この学会

における日本人研究者の置かれた重要な

立場と，その関心の高さ，関係の深さを

示すこととなった。

September 12（Sunday）
座長：越智隆弘（国立相模原病院）

宮坂信之（東京医科歯科大学大学院）
Peter E. Lipsky（USA）
西岡久寿樹（聖マリアンナ医科大学）

JCRが企画した生物学的製剤の国際比

較のセッションは，今回のAPLARにお

ける前半のハイライトであった。本邦の

宮坂信之氏，竹内 勤氏のほか，インド，

香港，オーストラリア，台湾の各国の代

表者がそれぞれの国における使用現況を

概説し，今後の方針をお互いに検証し合

う場となった。

最後にPeter E. Lipsky氏から，各国

の現況から今後我々が取るべき方向性な

どについて，以下のような締めくくりの

コメントがあった。

「生物学的製剤をめぐる治療効果や課題

は，欧米もアジアもきわめて相似してい

るといえます。例えば，費用面からこの

薬物があまり使用されていない問題につ

いては，米国などでもまったく同様です。

単なる費用面でこの製剤があまり利用さ

れないのでは，患者さんにとってあまり

に不幸なことです。その解決のためには，

様々な創意工夫がなされていますが，ア

ジアでも同様なアプローチが行なわれて

いることが今回示されていました。御発

表にもありましたが，低用量の間欠的投

与はその1つの優れた解決法かと思いま

す。医師は患者の治療に必要なことを，

いかなる手法でも取るべきであり，それ

こそが長期転帰のための現実的な選択と

いえるでしょう。

次に，感染症という制約もこの製剤の

宿命です。欧米の事例と同一のお話が今

回出ていましたが，インフリキシマブ

（レミケード）の高用量投与において，

結核リスクが5～10倍になるということ

がその問題です。欧米，そして日本で大

規模なスクリーニングプログラムが実施

されていますが，そこにおける結核発生

率は，例えば日本では治療患者10万例

につき約250例で，結核リスクは8倍前

後に増大していたといいます。香港でも

同様でした。否定する見解もありました

が，インドなどでも状況は大差ないと思

われます。

これは，今後も我々研究者が世界的な

連携をとりながら，積極的に取り組むべ

き現実だと思います。特にこの問題は，

結核がいわゆる風土病となっている地域

において，生物学的製剤による結核頻度

を抑制しながら使用することの，大きな

テーマとなってゆくことでしょう。実験

動物では，TNFがなければ結核の再活性

化を助長する可能性が高くなるばかりで

なく，播種性結核が増大する可能性が高

くなることが指摘されています。その現

実に我々は対処していくべきなのです。

一方，未解明な問題もあります。例え

ばこの製剤を使うことにより，各種リン

パ腫の頻度がやや高くなることです。実

際，TNFを遮断することによって関節

外の症状がどう発現してくるかはまだ解

明できていないのです。また，B型肝炎

や胃潰瘍におけるH.pylori，その他感染
症にどう対峙していけば良いのかもこれ

からの課題です。

先進医療の時代においても，全てが解

決できるわけではありません。治療でき

る新しい手段を有していても，費用とリ

スクの点から誰にでも全てを実施できる

わけではないのは歯がゆい思いです。し

かしながら我々は，医師としてさらに上

を目指さなければなりません。できるだ

け多くの患者さんが，これらの薬剤から

適切な治療効果を得られるよう努力しな

ければなりません。それは欧米もアジア

も関係ないと思います。本セッション，

そしてAPLARに参加して，アジアのリ

ウマチ医療の進歩に正直大きな期待を抱

いております。欧米の我々も，多くの刺

激を受けることとなった発表でした。」

また，座長の越智隆弘氏は講演後に，

「生物学的製剤は，今回の各国発表にあ

るように，感染症などの二次的現象面を

念頭に置きながら慎重に投与すべきで，

医師はあらゆる可能性に配慮すべきであ

る」とコメントされた。
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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。

平成15年度　（財）日本リウマチ財団事業報告�

日本リウマチ財団第37回理事会及び第36回評議員会が平成16年6月13日に開
催されました。この会議では，平成15年度事業報告及び決算等について審議され
ました。事業報告の概要は次のとおりです。

環太平洋地域のリウマチ専門医の交流の場

The 11th APLAR開催される
アジア環太平洋地域におけるリウマチ研究発表の場となるAPLAR（Asia Pacific League of Associations
for Rheumatology congress）が，さる平成16年9月11日より15日にかけて，韓国のリゾート地済州島
（Jeju Island）で，Myung-Chul会長のもと開催された。会場となったモダンなInternational Convention
Center（ICC）には，環太平洋地域の先生方以外にも，欧米から多数の専門家が参加された。

本年のテーマは「研究から臨床へ」，基礎研究を臨床試験とうまく

リンクさせることでした。そしてまた，APLARの評価をEULARと

並ぶほどに引き上げ，先進国だけではなく発展途上国のリウマチ専

門医の間で討議する機会を，より充実させることも重要なポイントだと考えていました。

リウマチの最新治療法が韓国で普及するようになって，まだ20年ほどしか経過しておりま

せん。しかしながら，この7，8年の間にも韓国のリウマチ医療は，財団法人日本リウマチ財

団との活発な人的交流によって，大きく変貌しつつあります。

韓国の若い医師の多くは，今では，何らかの形で日本と協力関係を築いているようです。

アジア太平洋地域の中では，やはり日本の医療が，臨床的，科学的に最も進んでいる国だか

らでしょう。情報の平準化が進んだ現在でも，日本の協力が必要な国は，まだまだたくさん

あると考えられます。今回のAPLARに，日本のリウマチ専門医の方々が，たくさんご来場い

ただいたことは，その点非常に満足しております。また，ご来場の日本の先生方にも，十分

ご満足いただけたのではないかと思っております。

もちろん，日本から非常にたくさんのサポートをいただいていることには，御礼の言葉も

ございません。例えば，昨年から始動した新企画EAGOR（East Asian Group of Rheumatology）

は，その一例かと思います。アジア太平洋地域で地理的，文化的，そして科学的にもっとも

近い3カ国，日本，韓国，中国の学会が一堂に会することになるこの企画は，おそらくすば

らしく充実したものとなるでしょう。来年は，東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風セ

ンター教授 原まさ子先生の指導のもとに，東京で開催される予定です。相互の関係を深め，

APLARのプロモーションにつながる運動の一環として，ますます期待が高まっています。

Pick Up Session
Efficacy and Safety of TNF alpha 
Blockers in Rheumatoid Arthritis
－ JCR Symposium－

Ho-Youn Kim M.D.
Kangnam St.Mary's Hospital, The Catholic
University of Korea, Seoul, Korea

Commentary from 
Congress Chairman of APLAR 2004



イニシアチブをとるのは欧米というの

が通例である医療分野の中で，関節リウ

マチ（RA）の治療研究については，日本

を代表とするアジアからの情報が，欧米

からも注視されている貴重な存在であ

る。その重要な研究発表の場として，着

実にその実績を重ねている第 11 回

APLARへ，日本より参加された専門医が，

現時点での日本のRA治療の課題につい

て，本紙編集委員長 後藤氏と現地JeJu

島で意見交換を行なった。

後藤 今日はアジアからの新しいリウマ

チ治療の流れということで，リウマチ性

疾患の新しい治療，特に日本から発信し

ている治療についてお話ししたいと思い

ます。

最近，関節リウマチ（RA）治療に関し，

新しいDMARDs，つまり生物学的製剤

がいろいろ出てきて，これまでRAでは，

関節破壊，特に軟骨の破壊されたものを

修復できることはあまり考えなかったの

ですが，生物学的製剤が出てきたことに

よってRA治療が革命的に変わってきた

と言っていいわけです。

ただしそうは言いながらも，生物学的

製剤あるいは新しいDMARDsでも，有

効性，効果の点においては6割から7割

といったところで，残りの3割，4割の

患者さん，あるいは病状については完全

にうまくいくことはなかなかないわけで

す。そういうことでまだまだRAに関し

て，われわれはいろいろ努力しなければ

いけないものがあります。そこで日本独

自のもの，あるいは日本人の特殊性，遺

伝学的な特殊性ということも含めまし

て，ここでその課題についていろいろな

意見を交わし問題を浮き彫りにしたいと

思います。

骨破壊抑制と生物学的製剤

後藤 ではまず，小池先生，生物学的製

剤の治療に関して，インフリキシマブ

（商品名レミケード）とメトトレキサー

ト（商品名メトレート，リウマトレック

ス）の2者の併用が，いままでと違って

関節破壊をわずかですがrestoreできる

というデータが出てきています。先生の

ところでもMRIやいろいろな指標を使っ

ていますが，何かいいお知恵，あるいは

お考えがありましたらご教示いただけま

すか。

小池 まだ関節破壊が本当に抑制される

まで長いこと使っていないものですか

ら，実感としてはわからないわけです。

ただし，一つはたしかにレスポンスがも

のすごくいいということが際だっていま

すので，先生のお話のように革命的な治

療薬だろうと思います。

ただ問題がないわけではなくて，日本

人固有の問題と言っていいのかもしれま

せんが，まず感染症の問題です。結核に

ついてはずいぶん前から言われていたも

のですから，わりと厳重に対応したので，

思ったほどたくさん出てきませんが，た

とえばカリニ肺炎などというのが意外と

多かったことがあります。あとメトトレ

キサートの上限が日本では8mgと他国よ

り低いので，生物学的製剤が使われやす

い特殊な状況だということもあります。

後藤 そうですね。欧米人からはunfair

などという言葉が出ていましたからね（笑）。

小池 生物学的製剤を日本発ということ

で申し上げますと，大阪大学で開発され

たIL-6 receptorに対する抗体（MRA），

これはいままではターゲットはTNF，

IL-1等に絞られてきたのが，新たなター

ゲットがIL-6であるということで，いま

までのTNF等々でうまくコントロール

できない人はひょっとするとよくなるの

ではないかというような希望がありま

す。

後藤 特にIL-6に関しましては，二次

性のアミロイドーシスに関してある程度

コントロールが可能だということが言わ

れて，それはいままでのIL-1，TNFと

少し毛色の違った作用ということで欧米

からも注目されていますよね。

小池 小児のスチル病にはほとんど特効

薬だというくらいになりますので，それ

も含めて非常に期待されます。

後藤 そうですね。そういう意味でかな

り日本オリジナルなものと思います。簑

田先生はどうですか。

簑田 生物学的製剤として現在我が国で

使用できるのはインフリキシマブだけで

して，当科では24名においてこの薬剤を

使用しています。決して数が多いとはい

えませんが，使用した症例においては，

その効果をACRコアセットで評価してい

ます。そうしますと，やはりACR20達成

率は50～60%程度であり，これは臨床試

験と同程度であります。臨床試験と異な

りオープン試験ですので，もっと成績が

上がるかと思っておりましたが，せいぜ

い60%程度でありました。全国的には

90%程度の有効率を示しているともいわ

れていますが，すべてコアセットで評価

したものではないと思います。しかし有

効性を認めた症例においては生物学的製

剤ならではの速効性のある切れ味の鋭い

薬剤のようです。使用2週後では全例に

おいてCRPが著減します。1回目と2回

目の間隔は2週間ですが，その次の投与

は4週後になります。投与間隔が4週間

であればCRPを含めて有効性は非常に高

いようですが，その次の投与から投与間

隔が8週間になります。そうしますと8

週間有効性が持続しない症例が出現する

ようです。この時点で3名の症例におい

てCRPが投与以前のベースラインより悪

化し，臨床症状も増悪して投与そのもの

をやめてしまいました。

後藤 たとえば8週間というのを少し短

くするとか，そういうことはしていますか。

簑田 体重kgあたり3mgを通常

使用します。そうしますと，体重

が66kg以下の症例では1度に2バ

イアルを使用することになります。体重

が34kg以上の症例でも結局は2バイアル

を使用し，余分な薬剤はもったいないこ

とに廃棄してしまわなければなりませ

ん。ですので，これを1バイアルすべて

1カ月毎に使用すれば脱落例が減少する

のではないかというふうに感じます。体

重換算で使用量が決められますので，過

剰な部分を捨ててしまうというのはどう

でしょうか。非常に高価な薬物でありま

すし，米国では体重kgあたり10mgまで

使用していると聞きます。

後藤 それで実際に実施したのですか。

簑田 現在は市販後調査中ですので，そ

のような投与方法の変更は無理だと思わ

れますが，調査を終了した症例において

はぜひ検討してみたいと思っています。

またstudyとしても行うべきだと考えま

す。

後藤 生物学的製剤が出てきて，いまの

ところ小関節でしかevidenceがないので

すが，小関節であるにしてもある程度関

節破壊がリペアできるという証拠が集ま

りつつある数少ない薬剤が出てきたとい

うことで，われわれRAを治療している

者にとっても大変心強い薬剤と思います。

ただIL-6の話からも考えられるよう

に，TNFをきれいに抑えたからといっ

てRAの炎症，あるいは免疫異常がどの

程度抑えられるかというのはまだまだ問

題があるわけです。さらに言えば，生物

学的製剤は一応基本的には免疫異常を正

すというprinciple（原則）があると思い

ます。しかし，RAは免疫異常だけでは

なくて，二次的であるにしろ，免疫異常

によって起きてきた滑膜増殖あるいは血

管増殖によって，関節内のいろいろな生

理学的な変化が起きているわけです。

そういう状態を止めるようなspecific

な薬剤はいままであまり知られていなか

ったんです。ところが幸いなことに，ブ

シラミン（商品名リマチル）はそういう

生理学的な変化，関節内の虚血・再灌流

によって起きてくるようなsuperoxideと

かそういうものを抑える作用が，はっき

りいろいろな動物実験で集まってきてい

るんです。また，そういう意味でインフ

リキシマブとメトトレキサートの組み合

わせも大変いいと思います。それプラス，

ブシラミンを加える，レフルノミドを加

えるとか，これからのtrialとして三つ，

四つの薬剤を組み合わせないとRAを完

全にcureに持っていくのは難しいと思い

ます。だからこそ，私は日本からいろい

ろな情報が発信できるのではないかと，

いま思っているのですが。

小池 おっしゃるとおりです。特にブシ

ラミンは私どもが使い慣れている薬です

から，いろいろなことをよく知っていま

すのでとても使いやすい。ただ残念なが

らまだ海外に認知されていないというこ

とがありますので，それを機会があれば，

ぜひいろいろなことで広めていただきた

いと思います。本当にブシラミンでいい

効果が出るのですから。

生き残るDMARDsは何か

簑田 「生物学的製剤を使用した治療」

という新しい時代に入った今，日本で使

用されるDMARDsにどのような変化が

生じるのか，言い換えればどのような

DMARDsが生き残るのかいろいろ私も

考えることがあります。メトトレキサー

トは世界標準の薬でありますし，生物学

的製剤の時代にはむしろその重要性が高

まるものと思われます。レフルノミドも

有効性の高さは世界的な評価を受けてい

ますので，当然使用されると思います。

また，我が国におきましてはブシラミン

の有効性は皆が認めるところであり，私

も多くの症例に使用しておりますので，

恐らく今後も同じように使用されるもの

と思います。それ以外のDMARDsの我

が国における将来の位置づけにつきまし

ては私にはわかりません。海外ではサラ

ゾピリンは今なお選択されることが多い

ようですが，我が国におきましては許可

された量が少なすぎて，有効性を認める

症例は非常に少ないと感じています。

個人的な意見ですが，DMARDsの使用

歴のない比較的軽い症例にはブシラミン

を投与します。炎症反応が高値の症例で

あれば，たとえメトトレキサートが初め

てのDMARDsであっても私は使用してい

ます。したがいまして，私はこの2つの

DMARDsの使用頻度がもっとも高くなっ

ています。ブシラミンは日本発ですので

「アジアからの発信」ということでは大い

に活躍していると思います。

後藤 そうですね。それとやはり生物学

的製剤の問題点は世界的に値段が高いと

いうことです。たとえばコストパフォー

マンスというか，そういう観点からCRP

や血沈を指標にしたときにCRPを1上げ

るのにいくらかかるかとか，そのような

計算の仕方をもしすると，生物学的製剤

がどれだけ有利かどうかというのは難し

いですね。そういうところではブシラミ

ンやサラゾスルファピリジン（商品名ア

ザルフィジンEN）など，比較的昔から使

われているDMARDsが根強い人気を持

つのではないかと思います。

小池 そのとおりですね。ほかの

DMARDsもそうですが，生物学的製剤

というのはいつやめたらいいのかという

ことを考えると，医療費としてはものす

ごくコストが高い。ですからいまのよう

な使い方ではない，欧米などはそういう

trialがありますが，むしろ最初に生物学

的製剤をドーンと使って，ある意味では

pulse therapyみたいな感じで，そこで一

度引いて，ほかのDMARDsを加えると

いうtrialがありますよね。そういうのも

少し考えながら，いつまでも生物学的製

剤を使い続けない。何か発想を逆転する

ような使い方が必要なような気がしま

す。また，後藤先生，簑田先生，たとえ

ばミゾリビン（商品名ブレディニン）と

か，そういうものは残りそうですか。

簑田 ブレディニンの症例については不
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透明なところが多いと思います。まずは

効果が弱いということとその割に価格が

高いということが問題のようです。この

辺の弱点を克服するために香川大の徳田

道昭先生（第一内科講師）はメトトレキ

サートと同じように少量パルス療法を試

みられているようです。すなわちメトト

レキサートを服用する日にだけブレディ

ニンを併用するという方法です。ブレデ

ィニン単独では効果が弱いということと

費用の面を考慮したやり方です。有効性

があったということでしたのでわれわれ

もそのやり方を踏襲してみました。メト

トレキサートのみでは有効性がなかった

症例にブレディニンを後からミニパルス

的に併用した訳です。2例と少数ではあ

りますが，非常にCRPが低下した症例が

ありびっくりした次第ですが，どれほど

の長い期間有効性を認めることができる

かというのが今後の課題だとは思いま

す。同様の作用機序を示します

mycophenolate mofetilの有効性から考え

るとブレディニンの弱点はその許可され

た使用量にあるかも知れません。

後藤 タクロリムス（商品名プログラフ）

がそのうち出てくると思いますが，それ

について先生はご経験があるそうですね。

小池 タクロリムスも来年くらいにたぶ

ん出てくると思いますが，いろいろな副

作用を考えるとちょっと使いにくいよう

な印象はあります。具体的に何か大変な

ことがあったというわけではないのです

が，使いづらいという言い方はおかしい

けれども，生物学的製剤もうまくいかな

い，あるいは最初に普通使うDMARDs

もいま一つ切れが悪い，あるいは生物学

的製剤はどうしても嫌だとおっしゃる方

もおられますし，そういうときに使われ

るような薬かもしれませんし，あるいは

ひょっとすると免疫抑制剤に非常に

sensitiveなあるリウマチの一群というの

があるのかもしれません。そういう意味

では期待される薬だろうと思います。

話題のスタチンの抗炎症効果

後藤 いくつかの生物学的製剤，あるい

はDMARDsという本格的なRAの治療

薬がいくつかありますが，たとえばスタ

チン系というような，あまり考えていな

かったけれどもけっこう抗炎症効果があ

るものが，日本発で動脈硬化の薬として

出てきて，その余波として私自身もアト

ルバスタチンカルシウム水和物（商品名

リピトール）とか，スタチン系薬剤だけ

でコントロールしているRA患者がけっ

こういて，予想外によく効きます…。

簑田 われわれは臨床でそれを評価した

ことはありません。スタチンを使用して

いるリウマチ症例は多いのですが，有効

性が高いということを実感する症例は少

ない気もしますが，これは臨床研究をし

て評価しなければなりません。ただし，

東大の神田浩子先生や今は埼玉医大にう

つられた三村俊英先生はACRコアセッ

トで評価され，その高い有効性を報告（J

Rheumatol, 29:2024-6,2002）されています。

われわれは実験的にその機序を検討し

ています。心移植の症例においてスタチ

ンが使用された群と使用されなかった群

を比較した場合に生着率が前者で長かっ

たという報告に端を発してスタチンの免

疫抑制効果が注目されるようになりまし

た。スタチンには血清脂質改善作用やこ

の免疫抑制作用の他にもさまざまな作用

があり，「スタチンの多面的効果

（pleiotropic effect）」という言い方がなさ

れます。われわれはスタチン（特に水溶

性）がリンパ球にアポトーシスをもたら

すことを報告し，免疫抑制作用の一つの

理由ではないかと考えてきました。リウ

マチに有効性があるのなら，滑膜細胞も

アポトーシスに陥るのではないかと検討

しましたところ，果たしてその通りであ

りました。それはrhoキナーゼを介して

起こっているらしいです。われわれはお

もにアポトーシスという観点から検討し

ておりますが，それ以外の機序もきっと

あるのでしょうね。

後藤 スタチンのリウマチに対する

studyのペーパーが最近，Lancet（Trial

of Atorvastatin in Rheumatoid Arthritis

（TARA）: double-blind, randomised

placebo-controlled trial. Lancet：363,

2015‐2021, 2004）に出ていたんです。

けっこういい抗炎症効果があるんです。

私自身は高コレステロール血症とかいろ

いろある患者には必ず使っていて，その

場合たとえばステロイドが切れるとか，

いろいろなリウマチ系の薬が中止できる

人が多いんです。ただやはり横紋筋融解

や，CPKが上がってきたりするのがちょ

っと気になって，量を少なくしたりとか

いろいろな工夫はしているわけです。

新しいアプローチが求める
検証の必要性

後藤 レフルノミドがメトトレキサート

の次にかなり有効な薬剤ということで日

本では使われていますが，間質性肺炎と

かいろいろな問題点が起きてきている。

ところがいろいろ調べてみても欧米には

あまり間質性肺炎がないということで，

そもそも薬剤の量が日本人に適当なのか

という問題と，やはりgeneticなもので

日本人のレフルノミドに対する感受性の

問題か，あるいは何か酵素の問題がある

のかということが新たな焦点として浮か

んできているわけです。ただ，メトトレ

キサートでは必ずしも日本人に間質性肺

炎が多いというわけではなさそうですか

ら，どうも薬剤特異的なものの可能性が

あるわけです。

そのへんのところから新しいRAの治

療法，間質性肺炎はRAによく出てくる

症状の一つですから，そういうものの

pathogenesisを探求するという意味でも

私は一つのきっかけになるかなと思って

いるのですが。

小池 治験のときには，欧米並みの副作

用といいますか，特に違いはなかったわ

けですが，いざ市場に出てみると間質性

肺炎が多い。それともう一つの特徴は死

亡例がやはり多いですよね。ですからそ

れがどうしてか。おそらくいま後藤先生

がおっしゃられたように日本人のgenetic

なバックグラウンドなのだろうと。呼吸

器の先生などと話すと，いわゆる昔で言

うHamman‐Rich型みたいな，特発性

の間質性肺炎は日本に多いのだそうで

す。ですから，比較的急速に進行するよ

うなgenetic backgroundがあるのではな

いかという気がします。

後藤 呼吸器学会で，薬剤性呼吸器障害

を検討するグループというのがあるみた

いです。彼らはイレッサで集ま

っていろいろ検討していたメン

バーなのですが，彼らからリウ

マチ関係者に呼びかけがあっ

て，東京で一月くらい前に国立

国際医療センターに集まって…。

小池 剖検のCPC（臨床病理検討会）

をやったときですね。

後藤 はい。そのグループが集めた剖検

例，6，7例をpathologistとradiologist，リ

ウマチ関係者と呼吸器の専門家が集まっ

て検討したのですが，やはりメトトレキ

サートと全然違って，非常に急速にもの

すごい免疫抑制をかけたとしか思えない

ような症状でした。間質性肺炎に必ずカ

リニ肺炎があったりとか，通常ないよう

な感染が必ずかぶっているということで，

レフルノミドは従来のDMARDsなどとい

う生やさしいものではないというのがグ

ループの意見です。非常に強い免疫抑制

作用があるのだということで，そのへん

をもっと注意して使うべきであるという，

そういうコメントをもらいました。

小池 ただものすごく有効な薬であるこ

とは間違いないです。いままで他剤でも

なかなかだめな人が，「よく効いた」と

いうことがありますので，慎重に症例を

選んできちんと使うということが重要で

しょうね。

後藤 メトトレキサートにしろ，インフ

リキシマブにしろ，レフルノミドにしろ，

ものすごく有効であることは間違いない

わけです。ただ使い方を慎重にしないと

死亡例が出てくるということで，私は

RA治療は，そこまでのことを視野に入

れることが必要だと思います。簑田先生，

どうですか。

簑田 レフルノミドに関しては市場に出

る前の期待が非常に大きかったような気

がします。それまでは真の意味で有効性

のあるDMARDsといえば前にも申し上

げましたがメトトレキサートとブシラミ

ン程度でした。しかも肺への障害が少な

いのではないかとの情報もあり，われわ

れは待ってましたとばかり飛びついた感

があります。後藤先生がおっしゃること

は誠にそのとおりでありまして，われわ

れも反省しております。当科でもレフル

ノミドによる間質性肺炎のために不幸な

転帰をたどった症例を1例経験しました。

この薬物は腸肝循環しますので，体内か

らなかなか薬物が消失しないという欠点

があります。腸肝循環をブロックするコ

レスチラミンを使用しても血中濃度が減

少するまでに時間がかかるようです。レ

フルノミドによる間質性肺炎でもっとも

大きな問題はその死亡率にあります。半

数ぐらいが致死的のようです。間質性肺

炎を発症した症例で救命し得た症例は血

漿交換を行った症例だけだということも

聞き及んでおります。今後同様の経験を

した際には迷わず血漿交換を試みるつも

りです。

後藤 たとえばいまレフルノミドに対し

ては最初にLoading doseがありますね。

簑田 能書どおりに一応行っています。

後藤 私はレフルノミドの治験責任者の

1人なのですが，最初の3日間は100mg

投与することになっている。私はそうい

うのはすべきではないと言ったのですけ

れども押し切られて，やるということに

なっているのですが，私はいままで一度

もしたことがないんです。100mgを3日

間やってもやらなくても，全然効果は変

わらないんです。ゆっくりと効果が出る

いうことはないんです。間質性肺炎を起

こして死亡した例は，Loading doseをか

けた人も，かけていない人も出ています。

だから必ずしもLoading doseが悪いとい

うわけでもなさそうなので，その点につ

いてはまだよくわからないところがあり

ますので，用量に関しては要検討だと思

います。ただいずれにしてもいい薬であ

ることは間違いないので，何か日本人向

けのいい使い方をみんなで探らなければ

いけないと思います。

小池 警告も出ていますが，間質性肺炎

の影が少しでもある人には使わないよう

にということになっています。そうなる

とどこまで間質性肺炎になるかという問

題になりますからね。

後藤 RAそのものに，間質性肺炎は多

かれ少なかれあるわけですからね。そう

いう意味ではあまり厳格になったら使い

づらくなってしまいますよね。

いろいろ問題はありますが，有望な薬

はいくつかあるということです。さらに

日本独自の用法用量の設定も重要です。

たとえば有効性や安全性を見ながら低

doseの併用とか間欠投与などをいろいろ

組み合わせるとか，日本ではメトレート

という錠剤を割ることが可能なメトトレ

キサートが発売されていますので，1mg

単位で増減し調整することも有用かもし

れません。私は何かいろいろな展開が開

けるのではないかと思います。

今後の日本，その治療法の展望

後藤 先ほどのブレディニンとメトトレ

キサートを少々間欠的に投与することで

よさそうだというお話がありました。数

種類を組み合わせるというのはだんだん

癌のchemotherapyみたいになってしま

いますが，私はリウマチ治療もそういう

ふうにならざるを得ないのかなという気

もします。どうですか。

小池 やはりメトトレキサート，それか

らサラゾスルファピリジンも日本人の

doseはものすごく低いですよね，いいか

悪いかは別として。保険上は，一応メト

トレキサートは8mgですし，サラゾスル

ファピリジンは1gです。これは欧米の

量からいくと半量以下です。ところがレ

フルノミドだけは欧米並みに使っている

んです。ですから，もしそうだとすると

（同じ見地からすれば），レフルノミドの

量はもっと少なくてもいいのかもしれま

せん。

後藤 たとえばサラゾスルファピリジン

にしろメトトレキサートにしろ，日本人

に最適なdoseがどうなのかというのは，

どこでどう決められたのかよくわかりま

せんが，それすらもう一度評価する必要

があるのではないかという気がするわけ

です。そういうことによってもう少しい

まの治療が安全で有効性の高いものにな

るのではないかと思うのですが…。RA

の話はこのくらいにさせてもらいます。

（了）
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　高齢化社会を背景に、関節リウマチ（RA）をはじめとした慢性的な疼痛を随伴する炎
症性疾患の増加と、それに比例した非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs：non-steroidal 
anti-inflammatory drugs）使用量の増加が認められている。それに伴い、NSAIDs
に起因する胃病変（胃潰瘍、胃びらん）の発症頻度も増大し、RA患者のQOLを著しく損
なっていることから、その抑制と治療の対策が急がれる。�
　本稿では、日本医科大学第三内科教授　坂本長逸氏に、RA患者におけるNSAIDs起
因性胃病変の疫学と病態、さらには抑制的薬剤併用の展望までをお話いただいた。�監修： 坂本 長逸　氏（日本医科大学第三内科 教授）�

�

坂本 長逸氏�

関節リウマチ（RA）患者では、�
なぜNSAIDsによる胃病変が�
問題となるのでしょうか？�

�
坂本　NSAIDsは
RA患者の慢性関
節痛に対する鎮
痛効果を期待し、
患者のQOL改善・
維持を目的として
長期連用されてい
ますが、何らかの
対応をとらないと、

NSAIDsに起因する胃病変が高頻度に発
症します。NSAIDsによる胃病変は、使用早
期で発症リスクが高いとされています。�
　わが国のRA有病率は65歳以上では10％
とする報告もみられるなど、RA患者の多くは
高齢であり、胃粘膜の高度な萎縮や粘膜の
菲薄化、胃粘膜防御能の低下などにより、
NSAIDsによる胃病変が発症しやすい状態
にあると考えられます。�
　米国では、1990年代の統計ですが、RA
患者およそ500万人、変形性関節症患者
800万人の計1,300万人がNSAIDsを服用し
ていますが、NSAIDsによる胃腸傷害によっ
て毎年107,000人が入院を余儀なくされ、こ
れによる死亡は17,000人/年に達していると
されており、大きな社会問題となっています。�
��
わが国のRA患者における�
NSAIDs起因性胃病変の現状について
お聞かせください。�
�
坂本　1991年に発表された日本リウマチ財
団委員会報告によると、3ヵ月以上NSAIDsを
服用したRA患者のうち、評価可能な1,008
例において、62.2％（627例）に上部消化管
病変が認められ、そのうち胃潰瘍は15.5％（156

例）、胃びらんは38.5％（388例）を占めました。
これは一般母集団の検討と比較して有意
に高率であることが明らかとなっています。�
��
NSAIDs起因性胃病変の危険因子に�
ついてお聞かせいただけますか。�
�
坂本　日本リウマチ財団委員会調査報告
による危険因子の解析などから、NSAIDs起
因性胃病変のハイリスク因子として、75歳以
上の高齢者、ステロイド併用例、潰瘍既往
例などが指摘されています。�
　また、NSAIDsによる胃病変はHelico-
bacter pyloriの有無とは関係なく発症するこ
とが知られています。�
�
NSAIDs起因性胃病変は、�
どのようなメカニズムによって�
惹起されるのでしょうか？�
�
坂本　NSAIDsはアラキドン酸をプロスタグ
ランジン（PG）に転換する律速酵素のシクロ
オキシゲナーゼ（COX）を標的分子として阻
害し、鎮痛・消炎効果を示しますが、一方で
は胃粘膜防御に密接に関与するPG産生も
抑制するために胃病変を引き起こすと考え
られています。現在、COXにはCOX-1、COX-
2の2つのアイソザイムが存在することがわかっ
ています。NSAIDs起因性胃病変の発症機
序として、図1で示すように、COX-1、COX-2
の抑制とNSAIDsの胃粘膜に対する直接傷
害が考えられています。�
��
NSAIDs起因性胃病変の特徴を�
ご教示ください。�
�
坂本　NSAIDs連用者では、胃病変を発症
していても無症候の場合が多く、とくに高齢
者にその傾向が強く認められます。通常の

胃炎や潰瘍にみられる腹
痛などの自覚症状に乏し
いため、胃潰瘍を発症して
いたとしても、穿孔や出血
に至るまで発見されない
例もあります。�
　NSAIDsによる潰瘍の
特徴としては、胃前庭部大
彎に多く発症すること、小
さなびらんや浅く不整形な
潰瘍の多発、あるいは単
発性の不整形な巨大潰
瘍などがあげられます。さらに、NSAIDsのも
つ血小板機能抑制作用のため、出血性潰
瘍の頻度も高いと指摘されています。�
��
NSAIDs起因性胃病変の増悪を�
防ぐための方法をご教示ください。�
�
坂本　NSAIDs連用者では常に胃病変の
発症に留意し、慎重に投与する必要があり
ます。また、患者に対するインフォームドコンセ
ントも重要であり、NSAIDsを投与することによっ
て胃病変が発症しやすくなることや、消化器
症状があらわれた場合、すみやかに医師に
伝える必要性を患者に説明します。�
　NSAIDs起因性の胃病変は薬剤投与の
中止によって約80％が治癒すると報告され
ており、胃病変が発症した場合は、すみやか
な投与中止が必須です。やむをえず
NSAIDs投与を継続する場合、胃びらんであ
ればH2受容体拮抗薬に加えて防御因子増
強薬を併用し、潰瘍であればプロトンポンプ
阻害薬（PPI）もしくはPG製剤を併用します。�
��
最近開発されているCOX-2阻害薬に�
ついて、ご意見をお聞かせください。�
�
坂本　COX-2阻害薬投与による胃、十二指
腸潰瘍の発生率を検討した報告では、COX-
2阻害薬は潰瘍発生率が低値であることが
示されています。�
�　しかし、COX-2阻害薬は通常のNSAIDs
と同様潰瘍修復阻害作用があるので、
NSAIDs潰瘍患者に対し通常のNSAIDsに
代わって用いるのは正しい使用法ではありま
せん。�

��
NSAIDs起因性胃病変を抑制するには、
どのような薬剤の投与が考えられるで�
しょうか。�
�
坂本　まず考えなければいけないのは、日本
人の特徴とNSAIDsの使用量です。日本人で
は欧米との食生活の違いなどから、たとえH. 
pyloriに感染していなくても、成人の最大酸分
泌量は20mEq/h前後です。高齢者に多い萎
縮性胃炎患者では、最大酸分泌量はさらに
低くなっています。ところが欧米人の最大酸
分泌量は30mEq/h～40mEq/h前後であり、日
本人と大きな開きがあります。NSAIDsの投与
量についても、日本は米国の約1/2～1/3であり、
このようなデータを考慮すると、欧米ほど強力
な酸分泌抑制剤を必要とせずにNSAIDs潰
瘍を抑制しうる可能性があります。�
　したがって、私はNSAIDs起因性胃病変を
抑制するためには、H2受容体拮抗薬の常用
量にPG製剤の半量を加えるか、防御因子増
強薬の併用を考慮します。防御因子増強薬は、
胃の生理機能に影響を与えず、副作用も少な
いので、長期連用が容易ですが、単独で
NSAIDs長期服用者の潰瘍発症を抑制しうる
か否かについては、さらに検討が必要です。�
　一方、防御因子増強薬のひとつであるセル
ベックスは、ジクロフェナク短期2週投与による
胃病変発現に対し、プラセボと比較して有意
な抑制効果を示し、H2受容体拮抗薬の胃潰
瘍常用量と比較しても抑制効果は同等との
報告があります（図2）。さらに、1994年の報告
によれば、セルベックスはNSAIDs投与に伴う
急性期の胃粘膜病変を有意に抑制することが、
2週間にわたるプラセボとの二重盲検試験に
より証明されています（図3）。�
��
NSAIDs起因性胃病変の�
治療・抑制に関する今後の展望を�
お聞かせください。�
�
坂本　NSAIDs起因性胃病変に対するエビ
デンスの検討はまだ十分とはいえず、わが国
で上部消化管傷害の抑制や治療に汎用され
てきた防御因子増強薬についても、短期投与
で検討された結果以外には科学的検討が十
分行われていないのが実情です。NSAIDs起
因性胃病変に対する抗潰瘍薬の科学的検
討を進め、抑制薬のエビデンスを確立すること
が今後の治療の発展に不可欠と考えます。�
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時代とともに変わる病態認識
たとえば，こんな話があります。10年

ほど前の「Annals of the Rheumatic

Disease」のeditorialに，一番多くて一

番困っているのは腰痛の患者であるか

ら，免疫学とかそんなことをやるより

も，その時間を腰痛の研究とかにあてな

さいということが書いてありました。一

つのアンチテーゼかもしれませんが，こ

ういうことがあまりにも日本では知られ

ていないし，英国ではeditorialで有名な

人が平気で言える，そういう雰囲気が日

本にもそろそろ萌してこなくてはいけな

いと思うのです。

次に昔のリウマチの疫学について。頸

椎の手術を清水保先生が始めたのは，私

が整形外科に入ったのが昭和20年です

から，昭和21年のことでした。非常に

よく効いたものがあり，大学病院に何十

人と患者が入院したものですから，それ

で研究させてもらったのです。それはそ

れでよかったのですが，手術をして平均

12年ほど経った患者のfollow upをした

時，驚いたのが完全治癒というのがある

んです。完全治癒の4例をみたら，発症

後3年目に入院して11年目に完全治癒し

たとか，8年目に入院して退院後3年で

治癒した。他の2人は1年または2年以

内で入院し，3年以内に完全治癒があっ

た。これをどういうふうに扱うのかとい

うことで，結局，フランスで1950年ご

ろに表示がある亜急性関節リウマチとい

うものを適応しようとしたわけです。と

ころが適応できるのは発症後2，3年く

らいで治るもので，本来治るのが早いわ

けです。一方，この症例には感染症がよ

くあって，ことに連鎖状球菌の感染があ

るとか。そして発症年齢がみんな若い人

なんです。発症年齢が若いのは，具合が

悪いのではないかとなるのですが，RA

の統計を取っても昔は二相性だったんで

す。若い人の山と更年期の山とがあっ

た。最近の統計とはずいぶん違います。

ですから，若いから具合が悪いとその当

時は言えなかったと思っています。

いずれにしてもリウマチをどういうふ

うに処理して，どういうふうに言うのか

ということです。2年以内に治ると言い

ますが，5年も6年も経って治るのもあ

るし，いまは良性RAというのがあるん

です。良性と言ったら，今度は悪性の

RAとなるわけです。悪性RAというの

は言葉が悪いからやめるといったら，良

性もやめないといけないわけです。イギ

リスでは良性の多発関節炎という診断が

あります。これは住民調査をすると3％，

4％もあるという。そうするとこれは

RAの枠を突破して，polyarthritisの全

部が入ってきます。

フランスではいまは亜急性という言葉

はありません。慢性関節リウマチという

言葉がなくなっているからです。慢性と

か急性がなくなって亜急性だけがあると

いう話はないから，ないわけで，日本だ

け亜急性というのがある。これもちょっ

と気が引けるのですが。

亜急性RAに関して，私が住民検診で

40年近くみている中に，これはと思うも

のがありました。52歳の男性ですが，最

初は腰痛と書いてRAではなかった。両

肘に屈曲拘縮があってこれはOAだろう

かと思っていたんです。1970 年に

definiteのRAになった。今度は1980年

ごろになってきたらprobableとなって，

これはRAにしたいからprobableにした

のですが，症状はまったくなくなってい

るんです。症状はまったくないけれど

も，リウマチ因子は陽性だと。1988年に

なると診断はどう考えてもRAとは言え

ないということでno RAになってしま

った。しかしリウマチ因子はプラス，そ

して症状はまったくない。1992年になり

ましたら，これは別の一般住民検診をし

ている大家の人が診断を付けているので

すが，どんな診断かというとpolyarthritis

と。しかしprobable RAもまんざら否

定もできないという。そのときリウマチ

因子はマイナスになっているんです。最

後は肺癌で死亡したのですが，1965年か

ら30年以上みた分これをどういうふう

に言うのかと。

もう一例は，1965年のときは過去の亜

急性関節リウマチという診断です。何が

亜急性かというと，19歳のときに手首と

か足とかが腫れて，6～7カ月で治癒し

た。しかし左の小指の屈曲拘縮が残っ

た。これが一番最初の診断です。その次

の1969年の診断は左小指，PIPの屈曲拘

縮でRAは何もない，全然なしです。そ

の次になると，これは別のリウマチの大

家ですが，definite RAと診断しまし

た。とにかくpolyarthritisがあって

definite RAに適合したということだと

思います。その次はprobable RAにな

っているのですが，リウマチ因子が今度

は陽性になっています。それからあとは

RAではないとか，屈曲拘縮だけである

とか，訴えもないし，最後のころは健常

者であるとなっていた。ところが今度

はレントゲンを撮ったら手にerosive

change が出ているんです。だから

erosive arthritisがプラスになった。こ

の人はいま86歳です。

こういうのをどういうふうに言うのか

ということです。私はRAにこういうも

のがあってもいっこうに差し支えがない

のではないかと。つまり時間の経過とと

もにずっといろいろchronicに変化します

し，はっきり言えば環境の変化でいろい

ろな症状が起こってくるということです。

リウマチの疫学の問題点と歴史的経緯
繰り返すようですが，RAの発症年齢

が二相性であるというのは外国でもそう

です。たとえば，フィンランドでもそうです。

どんどん環境で動く。ただしprevalence

は慢性病だからそう簡単に変動しない。

発症率というのをみないといけない。発

症率は何年間の間に何人発症したか，患

者が出たか，何年発症したかということ

によって，変動しているとかあるいは何

か環境の変化であるとか，そういうこと

がわからないかと。それがepidemiology

では一番問題になるところです。

このような研究はアメリカのピマイン

ディアンの研究で，私とほぼ同時期にや

っています。ピマインディアンはリウマ

チ因子がものすごく高い。それから発症

率もものすごく高い。それが40年間の

間に半減しています。リウマチ因子も半

減しているんです。

有名な論文では，この現象は女性に強

く起こっていると言ってます。一番最初

にそれを言い出したのはMayo Clinicの統

計で，20年くらいのデータですが，1960

年代から，ずっと減ってきたんです。し

かも男性はまったく減らないで，女性だ

けがずっと減ってきた。それがなぜかと

いうことで，彼らは経口避妊薬を使うよ

うになったからということを理由にして

いる。いまだにそれを理由にしているん

です。経口避妊薬が使われるようになっ

たころと，女性の発症率が減ったのと同

じころだというふうに言っているんです。

日本でこれをみたら，日本でも男性は

あまり減らないんです。女性はぐっと減

って，最近十何年間は発生率がゼロで

す。だからリウマチはまったくなくなる

だろうと思っていましてね。去年またや

った。そうしたら十何人か，新しいのが

出たが，全部昔から続いている人ではな

い。まったく新しくできている。ほとん

どが女です。男は1人しかいない。

そういうことをみますと，RAという

のは慢性炎症性で先ほどのpolyarthritis

という確固とした，そういう疾患がある

というふうに思えない。ものすごく変動

性がある。しかも性によっても違うわけ

です。そういうのはやはり環境の因子と

いうのが強く作用している。

外国の人が言うには，住民中のRAは

より軽症でリウマチ因子の陽性率も低い

と。そういうふうに本に書いてあります

から，皆さんそういうふうに説きます

が，私の場合そんなことはない。陽性率

は臨床の場合とまったく同じです。です

からどういう理由でそうなっているのか

わからないのですが，国際リウマチ学

会に行ったときに，試しにピマインデ

ィアンの住民を案内してもらったんで

す。案内してくれたValkenburg氏は

epidemiologyの教授ですが，若いときは

rheumatologueだった。一緒にデータを

見たのですが，そんなに開きがなかった。

その先生が見ても，おかしいことだけは

はっきりしていた。彼はrheumatologue

ですからよくわかっている。本当の疫学

では，調査をさせて集計して出している，

そういうところの現場に行かないとわか

らないのではないかと思ったのです。

女性のRA発症率が低下してきたのは

経口避妊薬によると言いますが，私の場

合も低下はしてきましたが，だれも経口

避妊薬を使っていません。一方，発症率

が増えた際に，経口避妊薬を使っている

人は1人もいないわけです。ですのでこ

れは日本には当てはまらない。

たしかにピマインディアンは経口避妊

薬を飲んでいます。しかし，アメリカは

薬剤治療がいろいろ発達してきて，

DMARDsとかいろいろなものが出てき

たので，現在は，はっきり経口避妊薬と

は言わないようです。寿命もその住民で

調べました。一般人口の寿命とRAのそ

れを比べるだけですが，そこの住民を全

部調べたんです。すると男の寿命はまっ

たく差がなく，女性はやはり短かかっ

た。70歳ぐらいです。通常，女性は80

歳くらいまで行きますからね。男のほう

は70歳くらいなのであまり差はない。

つまり住民中のRAはそんなに短命では

ない。日本のデータ（白浜）もそうです

が。もちろん臨床的に来るのは重症が来

るわけですが，そんなに具合が悪い疾患

とは言いにくいものです。

ブランドもののデータだと，若年発症

のRAは確実に寿命が短い。けれども中

年以降に出てきたようなものはほとんど

変わらない。住民検診でやると変わらな

いと出てくる。とはいえ臨床的にはよく

差が生じる。昔からそう言われているの

ですが，なぜ同じ傾向なのかというと，

住民中のRAは軽い症状が多いからと，

そのように彼らは言うんです。私はそう

は思わないのですが。

生物学的製剤と早期RA
最後に，早期RAの治療をどうするか

ということです。先ほど完全治癒例が4

例あると言いました。実はもう1例ある

んです。結核で死亡したのですが，もしそ

れを入れて5例にすると，20％くらいは

自然治癒というか，早期RAを対象にし

て治療できると出てくるのではないかと。

いまの生物学的製剤ですと30％くらい

は効かないものがある。20％は自然によ

くなって，30％は全然効かないから，あ

との50％が恩恵を被る。こういうことで

す。その50％の中でコストがかかるか

ら，せいぜいRA全体の20％くらいが恩

恵を被る。早期からやってerosionを防

ぐのは，こういう話になっています。

年齢が若い者から年寄とあるでしょ

う。昔のものが若いので軽くて，年寄が

重いからということではないかといわれ

ているのできちんと比べようとしたんで

す。そうしたらスコアはあまり差がない

んです。リウマチ因子の陽性率がどれく

らいあるか，hipの罹患のパーセントが

違うかどうか，その二つをみたんです。

そうしたらまったく同じですから若いか

ら軽症で年寄になってきたから重症とい

うふうにはならないと。そうしたら

「Annals of the Rheumatic Disease」がや

っと受け付けてくれました。

リウマチの完治への考察
そんなこんなで結局，これからがどう

だという要望ですが，epidemiologyの一

番の目的は予防する，発生をどうしたら

防げるかということです。女性のほうは

環境因子に非常に敏感な感じがしますの

で，それは何かコントロールできるので

はないかという感じです。少なくとも男

性の程度までは低下させることができる

のではないかということです。男性はど

ちらかというと遺伝的なものに原因を求

めたらいいのかも知れません。やはり環

境だけではちょっと始末に負えない。男

性のほうがそういう部分が強いのではな

いかという感じがします。RAの遺伝子

をみつけたら，それは男だけをまず対象

にしたほうがいいと，そう思っています。

もう一つ，RAが完全治癒するという

のは何をもって言うのかですが，これは

炎症がまったくなくなることです。とこ

ろが炎症がなくなるから治癒したのだと

思っていたら，そうでもないでしょう。

80歳くらいになってerosionになってき

たり。児玉俊夫先生（故人）が好きな言葉

に「Once rheumatoid arthritis, always

rheumatoid arthritis」というのがある。

昔はいいかげんなことを言うと思ってい

た。一度リウマチにかかったら一生治らな

いなどと，そんなことを言うから困るのだ

と。これもアメリカのブランドものです。

ところがやはりこれはこれで真実なんで

す。一度RAにかかった者はまた出てくる

可能性がある。何十年経ってもまた出て

くるわけですから。そういう環境と遺伝的

傾向とかが残っているので，それはRAで

はない，これはRAであるというふうにな

かなか言いにくい面があるわけです。（了）
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日本のリウマチ専門医の教育
―疫学から見たリウマチの過去・現在・未来―

滋賀医科大学
名誉教授

七川 歓次
「日本ではリウマチ専門医というのがなかなかできない。RAの専門医ならいる。もちろん
それも非常にけっこうなことですが，やはり（本当の意味での）リウマチ専門医がほしい。」

六甲山荘における
講演会より
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全身性強皮症は，皮膚のみならず

肺，食道，心，腎などの内臓諸臓器

に線維化をきたす系統的疾患で，膠

原病の1つに分類される。本症の診

断は定型例では比較的容易であるが，

早期例や非定型例では他の疾患と誤

診されることも少なくなく，リウマ

チ性疾患を診療する医師においては，

その診断のポイントを理解しておく

ことが重要である。

2002年，筆者を主任研究者とする厚

生労働省強皮症調査研究班により，そ

の診断基準の改訂が行われた。これま

で世界的に普及しているアメリカリウ

マチ協会による分類予備基準が広く使

用されてきたが，改訂診断基準はアメ

リカリウマチ協会によるものに，近年

一般臨床上普及してきた疾患特異性抗

核抗体（抗トポイソメラーゼＩ抗体，

抗セントロメア抗体）の項目を加えた

ものである（表1）。

しかしながら，診断基準は定型例

を抽象するためのものであり，診断

基準に合致しないからといって，そ

の診断を否定しうるものではない。

むしろ，診断基準に合致しない早期

例をより早く把握することが重要で

ある。

ちなみに，我が国における厚生労

働省の診断基準は，医療補助の対象

者を線引き，選別するためのものと

理解すべきである。

①本症の約半数はレイノー現象で始

まり，レイノー現象出現時には通常

皮膚硬化はみられない。レイノー現

象は必ずしも冷水負荷試験では誘発

されず，問診で「冷たい水や空気に

触れると鑞のように突然白くなるこ

とがありませんか。」と質問するのが

よい（図1）。

②手指の腫脹，朝のこわばりなどを

初発症状とする例も少なくなく，こ

れらの例では関節リウマチの初期と

の鑑別が困難となる。関節リウマチ

では進行期においては，骨破壊像が

認められるが，全身性強皮症，関節

リウマチの初期では，骨破壊像は認

められない。

手指の腫脹については，「指輪が抜

けにくくなったことはありません

か。」と問診するのがよい。

③ごくまれではあるが，健診などで

肺線維症が皮膚硬化に先行して見い

出されることもある。

①～③のいずれの場合も後で示すポ

イント制診断法を参考とする。

①皮膚硬化

皮膚硬化が進行すると皮膚の表面

が光沢を呈し，つまみあげ不能とな

るが，初期すなわち真皮下層のみに

線維化が起こった時点では，「厚ぼっ

たく皮膚がつまみあげられる状態」

（図2）となる。

②皮膚生検

臨床上皮膚硬化が明瞭でない場合

は，前腕伸側遠位にて皮膚生検を行

い，真皮の硬化像（図3）を確認する。

③爪上皮出血点

全身性強皮症においては，皮膚硬

化に先行して爪上皮内に出血点がみ

られる（図4）。他の膠原病では，皮

膚筋炎で同様の所見がみられる。正

常人でも，外傷などで生じることも

あるが3指以上にみられる場合は，

上記の膠原病の可能性が高い。

④疾患特異性抗核抗体

全身性強皮症に対して特異性の高

い特異抗核抗体が10近く知られてい

るが，保険診療で測定できるのは，

抗トポイソメラーゼＩ抗体（抗Scl-

70抗体）と抗セントロメア抗体であ

る。

診断基準に合致しない症例につい

ては表2のポイント制診断法を参考

とする。

AA 診断基準

BB 初発症状

CC 診断のポイント

全身性強皮症，
診療のコツ
ーその診断のポイント〈コツ・シリーズ　その2〉

金沢大学大学院医学系研究科
皮膚科学教授

竹原　和彦

DD ポイント制診断法

表1 厚生労働省　新診断基準（竹原班）

大 基 準 ：手指あるいは足趾を越える皮膚硬化※

小 基 準 ：1）手指あるいは足趾に限局する皮膚硬化
2）手指尖端の陥凹性瘢瘍，あるいは指腹の萎縮※※

3）両側性肺基底部の線維症

4）抗トポイソメラーゼⅠ（Sc1-70）抗体または抗セントロメア抗体陽性
大基準，あるいは小基準2項目以上を満たせば全身硬化症と診断

除外基準：※限局性強皮症（いわゆるモルフィア）を除外する
※※手指の循環障害によるもので，外傷などによるものを除く

判　　定：大基準を満足するか
小基準の 1）及び 2）～ 4）のうち1項目以上を満足する

表2 ポイント制診断基準案

皮膚症状
躯幹を含む瀰慢性皮膚硬化 10

肢端皮膚硬化（MP関節より近位） 5

強指症のみ 3

手指腫脹 1

抗核抗体
抗トポイソメラーゼⅠ抗体陽性 5

抗セントロメア抗体または抗U1-RNP抗体陽性※ 3

抗核小体抗体陽性 2

その他抗核抗体陽性 1

レイノー現象
Ⅲ相性 3

Ⅱ相性かつ両側性 2

Ⅱ相性または両側性 1

肺線維症
胸部X-Pで変化が認められ，％VC80％未満 4

胸部X-Pで変化が認められ，％VC80％以上 2

爪郭部出血点
3指以上で認められる 2

1または2指で認められる 1
※抗U1-RNP抗体と抗Sm抗体共存例は，その他の抗核抗体陽性とし，1ポイントとする。

［判定］合計ポイント 9以上 強皮症確実例

5～8 強皮症不全型

4以下 強皮症は否定的

図1 レイノー現象

図3 皮膚生検像（左側浮腫期，右側硬化期）

図2 前腕皮膚硬化

図4 爪上皮出血点

参考図書

「よくわかる強皮症のすべて」

竹原和彦編　永井書店

本ビデオは，（社）北里研究所の小曽戸
洋教授の監修により漢方医学ビデオシリー
ズの一環として企画制作されたものである。
内容は「大陸医方と日本医療の夜明け」「西
洋医学伝来から現代の漢方医学」の２部構
成になっており，各時代ごとに全26のパー
トに分かれている。
現在まで「関節リウマチ」に関しては
内科と整形外科が携わり，漢方医学が顧

みられることは全くといってなかった。
ところが，平成13年から医学教育モデル
コア・カリキュラムに「和漢薬を概説で
きる」ことが到達目標として盛り込まれ，
昨今すべての大学医学部，医科大学の医
学教育の中で漢方についての教育が導入
されている。また，平成17年度の薬剤師
国家試験からは，従来の生薬学に加え漢
方薬についても出題範囲となった。諸事
情を勘案し，登録医の方々におかれても，
コンパクトにまとめられたこのような資
材は，是非一見の価値ありと思うが。

「漢方医学の歴史」ビデオ完成
――企画：株式会社ツムラ――

ポイント
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H16.11～）］
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

11／2（火） 19:00 1単位　（新潟）
第79回膠原病研究会　
黒田　毅　025-227-2195
新潟大学第二内科

11／4（木） 19:00 1単位　（福岡）
第54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

11／5（金） 12:30 1単位　（兵庫）
11／6（土） 12:00 1単位
第103回中部日本整形外科災害外科学会
大久保　眞美　072-366-0221
近畿大学整形外科

11／5（金） 18:30 1単位　（熊本）
第4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

11／6（土） 18:00 1単位　（長崎）
第23回長崎県央整形外科懇話会　
河合　尚　095-827-3600
ノバルティスファーマ㈱

11／6（土） 17:30 1単位（北海道）
第8回道東リウマチ・膠原病談話会
（講演会）
竹田　剛　0155-24-4161
帯広厚生病院第三内科

11／6（土） 17:00 2単位　（茨城）
第10回茨城リウマチ　
松本　功　029-853-3221
筑波大学膠原病リウマチアレルギー内科

11／9（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

11／10（水） 18:30 1単位 （山形）
第15回山形整形外科セミナー　
土岐　雅良　022-264-4321
ワイス㈱

11／10（水） 19:30 1単位 （東京）
第18回ひがし日本リウマチ研究会　
松永　和彦　03-5694-6211
アベンティスファーマ㈱

11／10（水） 20:00 1単位 （東京）
第19回城北リウマチ研究会　
中澤　信　03-5950-1121
科研製薬㈱東京支店中央営業所

11／10（水） 19:00 1単位 （宮崎）
宮崎骨粗鬆症セミナー　
温水　0985-85-0986
宮崎大学整形外科

11／11（木） 19:00 1単位 （大阪）
第3回臨床リウマチUpdate
甲斐　吉浩　06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

11／11（木） 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

11／11（木） 20:00 1単位 （東京）
第4回城北関節炎・RA・OA・AS談
話会
松元　秀一郎　03-3355-9481
ワイス㈱

11／11（木） 19:30 1単位 （兵庫）
第9回兵庫県骨・カルシウムを語る会
楊　鴻生　0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科

11／12（金） 18:00 2単位 （熊本）
第15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

11／12（金） 18:15 2単位 （埼玉）
第8回OMIYA FORUM ON
RHEUMATOID ARTHRITIS
田中　啓介　03-3241-4920
三菱ウェルファーマ㈱首都圏統括部学術グループ

11／12（金） 18:30 2単位 （富山）
第37回富山リウマチと免疫研究会　
吉川　太樹　052-219-1870
参天製薬㈱

11／12（金） 19:30 1単位 （千葉）
第1回東葛リウマチ医会　
富田　康之　04-7165-8887
富田医院

11／12（金） 20:00 1単位 （高知）
第31回高知リウマチ研究会　
谷　俊一　088-880-2387
高知大学運動機能学教室

11／13（金） 16:20 2単位 （東京）
第34回多摩リウマチ研究会　
中林　公正 0422-47-5512（内線5915）
杏林大学第一内科

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

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

11／13（土） 15:00 1単位 （長野）
平成16年度長野県南整会学術講演会
鳥山　冶康　0265-79-2221
鳥山整形外科医院

11／13（土） 15:15 1単位（神奈川）
三浦半島リウマチのトータルケア懇話会
千場　純　0468-22-7045
三輪医院

11／13（土） 16:00 2単位 （東京）
第1回東京リウマチトータルマネージ
メント研究会　
和田　義男　03-3817-3858
エーザイ㈱診断薬部

11／13（土） 16:50 1単位 （愛知）
愛知県整形外科医会学術講演会　
山路　哲生　052-241-4136
愛知県整形外科医会

11／13（土） 17:30 1単位 （大阪）
関西骨粗鬆症研究会NOW
宗圓　聰　0743-77-0880
近畿大学医学部奈良病院

11／13（土） 18:00 1単位 （大阪）
第2回三島リウマチフォーラム　
森島　哲治　06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

11／13（土） 18:15 1単位 （愛知）
第5回 Aichi Prospect 21
本庄　宏司　0561-62-3311
愛知医科大学整形外科

11／13（土） 18:30 1単位 （千葉）
第4回リウマチ薬物治療研究会　
松村　竜太郎　043-261-5171
国立病院機構千葉東病院

11／13（土） 19:00 1単位（神奈川）
湘南地区整形外科研究会　
山路　修身　045-871-3780
山路整形外科

11／13（土） 19:15 1単位 （福井）
福井県臨床整形外科医会例会　
安住　哲　076-248-6485
日本臓器製薬㈱金沢分室

11／13（土） 19:00 1単位 （香川）
第12回香川オステオポーローシス研究会
乗松　尋道　087-891-2196
香川大学整形外科

11／15（月） 18:30 1単位 （京都）
第11回京都運動器疾患フォーラム　
藤岡　幹浩　075-251-5549
京都府立医科大学整形外科

11／15（月） 19:30 1単位 （沖縄）
第3回沖縄リウマチ薬研究会　
末廣　雅彦　092-271-5155
ワイス㈱

11／17（水） 19:00 2単位（北海道）
道南関節リウマチ･膠原病懇話会
（講演会）
藤崎　俊英　0138-77-1010
藤崎整形外科クリニック

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

11／18（木） 18:30 2単位 （愛知）
東海炎症研究会　
関谷　勇人　052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

11／18（木） 19:00 1単位 （千葉）
第3回南総リウマチ研究会　
日高　雄二　0470-99-2211
亀田総合病院膠原病内科

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㈱

11／18（木） 19:30 1単位 （埼玉）
第8回埼玉県北部リウマチ研究会
太田　万郷　048-562-6700
太田整形外科クリニック

11／18（木） 19:30 1単位 （東京）
第7回大田区リウマチ･膠原病研究会
関口　昌之　03-3762-4151
東邦大学整形外科

11／19（金） 19:00 2単位 （福岡）
第7回久留米リウマチ懇話会　
乗富　秀騎　092-411-0119
参天製薬㈱

11／19（金） 20:00 1単位 （茨城）
第1回茨城リウマチケア研究会　
藤田　健作　029-856-5118
エーザイ㈱茨城薬二部

11／20（土） 15:00 2単位 （東京）
第6回ステロイド治療研究会　
大島　久二　0562-93-9008
藤田保健衛生大学臨床検査部

11／20（土） 16:15 1単位 （大阪）
兵庫医大整形外科開業医会（第4回）
富永　浩司　06-6488-1601
合志病院整形外科

11／20（土） 16:30 2単位 （東京）
第8回荒川整形外科フォーラム21
熊倉　貞雄　03-3994-7698
三笠製薬㈱東京支店

11／20（土） 17:00 1単位 （大阪）
第22回関西免疫研究会　
竹内　孝男　06-6774-5111
大阪赤十字病院免疫・リウマチ科

11／20（土） 17:30 1単位 （静岡）
第30回東海地区整形外科教育研修会　
塚崎　宏　053-455-1582
エーザイ㈱

11／20（土） 18:00 1単位 （岩手）
第381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

11／20（土） 18:00 2単位 （広島）
第130回広島県臨床整形外科医会研修
講演会　
原田　英男　082-870-5555
原田リハビリ整形外科

11／20（土） 18:00 2単位 （東京）
第7回桜リウマチ研究会　
関田　真也　03-3355-9481
ワイス㈱

11／20（土） 18:00 2単位 （大阪）
第2回関西リウマチフォーラム　
渕田　真　06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

11／22（月） 20:00 1単位 （宮崎）
第1回宮崎膠原病リウマチ治療研究会
桜井　裕治　092-261-2532
田辺製薬㈱九州支店医薬部医薬推進課

11／24（水） 19:00 2単位 （千葉）
千葉骨粗鬆症シンポジウム　
松本　英和　043-245-0721
万有製薬㈱

11／26（金） 11:00 1単位
13:00 1単位（東京）

第19回日本臨床リウマチ学会総会　
遠藤　平仁　042-778-8111
北里大学内科

11／26（金） 19:30 1単位 （愛知）
第23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

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

11／26（金） 12:00 1単位 （東京）
11／27（土） 12:00 1単位
第19回日本臨床リウマチ学会総会ランチョンセミナー
遠藤　平仁　042-778-8111
北里大学内科

11／27（土） 11:00 1単位 （東京）
13:00 1単位

第19回日本臨床リウマチ学会総会
遠藤　平仁　042-778-8111
北里大学内科

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

11／27（土） 17:00 1単位 （兵庫）
尼崎市整形外科医会講演会　
西川　哲夫　06-6431-4300
西川整形外科リハビリクリニック

11／27（土） 17:30 1単位 （岩手）
第2回岩手リウマチ医研究会　
木皿　尚哉　090-9039-0686
ワイス㈱

11／27（土） 17:30 2単位 （大阪）
大阪整形外科フロンティア　
川嶋　麻衣子　06-6879-3552
大阪大学整形外科

11／27（土） 19:00 1単位 （新潟）
第3回上越リウマチ研究会　
一戸　昭芳　025-249-6986
ワイス㈱

11／27（土） 19:15 1単位 （東京）
第22回お茶の水膠原病・リウマチ臨
床医会　
勝亦　恭生　03-3844-6980
ノバルティスファーマ㈱東京第一支店東東京ブロック

11／30（火） 19:10 1単位 （茨城）
取手市医師会学術講演会　
横田　基廣　03-3561-7345
ワイス㈱関東甲信越支店水戸営業所

12／2（木） 20:00 1単位　（大分）
第12回大分人工関節研究会　
山田　建治　097-546-7111
大分県立病院整形外科

12／2（木） 19:30 1単位　（山口）
第4回山口臨床リウマチ研究会　
村上　敬司　082-246-7536
ワイス㈱

12／2（木） 19:45 1単位　（岐阜）
第22回東濃リウマチ性疾患研究会　
西本　聡　0572-55-2111
土岐市立総合病院整形外科

12／3（金） 19:15 1単位　（埼玉）
熊谷骨粗鬆症勉強会　
加藤　幸一　049-243-1352
万有製薬㈱

12／4（土） 10:50 1単位　（東京）
16:30 1単位

第15回日本リウマチ学会関東支部学術集会
川口　鎮司　03-5269-1725
東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター

12／4（土） 12:00 1単位　（東京）
第15回日本リウマチ学会関東支部学術集会ランチョンセミナー
川口　鎮司　03-5269-1725
東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター

12／4（土） 15:30 1単位　（愛知）
第5回藤田リウマチカンファレンス　
松本　大祐　052-211-2458
ワイス㈱

12／4（土） 18:00 1単位　（福島）
第6回いわきリウマチ性疾患懇話会　
松本　進　022-264-4321
ワイス㈱北日本支店

12／4（土） 16:40 1単位　（奈良）
第13回RA症例検討会　
速水　英一　06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店紀和営業所

12／5（日） 12:30 1単位　（兵庫）
14:40 1単位

第6回 Latest Orthopedics 研究会　
黒坂　昌弘　078-382-5985
神戸大学整形外科

12／5（日） 16:00 2単位　（京都）
京都運動器疾患フォーラム特別講演会
藤岡　幹浩　075-251-5549
京都府立医科大学整形外科

12／8（水） 20:00 1単位（神奈川）
三浦半島リウマチ懇話会　
河田　亙丈　070-5597-4299
ワイス㈱

12／9（木） 19:00 1単位　（石川）
第2回リウマチ抗サイトカイン療法セ
ミナー　
柴野　洋成　052-211-2458
ワイス㈱東海・北陸支店

12／9（木） 19:20 1単位　（岡山）
第1回岡山骨疾患を考える会　
中谷　登　086-234-1727
帝人ファーマ㈱岡山出張所

12／10（金） 15:10 1単位 （秋田）
12／11（土） 11:10 2単位
第14回日本リウマチ学会北海道･東北支部学術集会
渡部　亘　018-884-6148
秋田大学整形外科

12／11（土） 15:35 1単位 （大阪）
12／12（日） 15:15 1単位
第16回中之島リウマチセミナー　
中川　恵子　06-6371-9921
行岡病院

12／11（土） 17:00 1単位 （京都）
第2回中丹リウマチ研究会　
渕田　真　06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

12／11（土） 18:00 1単位 （兵庫）
第4回播磨リウマチ膠原病研究会　
松原　司　0795-42-8851
松原メイフラワー病院

12／16（木） 19:00 1単位 （広島）
第6回広島整形外科セミナー21
松本　浩一　082-242-6111
山之内製薬㈱

12／16（木） 19:30 1単位 （山口）
第41回山口県リウマチ･膠原病（YRC）
研究会　
林田　育彦　0836-35-2112
住友製薬㈱宇部営業所

12／16（木） 20:00 1単位 （大分）
第74回大分県リウマチ懇話会　
増田　直樹　090-4655-5798
参天製薬㈱

12／18（土） 14:50 2単位 （大阪）
第3回大阪リウマチカンファレンス　
村田　紀和　06-6339-3455
協和会病院リウマチセンター

1／13（木） 19:00 2単位　（長崎）
第3回長崎骨と関節フォーラム　
宮崎　浩明　095-827-2893
山之内製薬㈱長崎営業所

1／15（土） 18:00 1単位　（岩手）
第382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

1／17（月） 18:30 1単位　（京都）
第12回京都運動器疾患フォーラム　
藤岡　幹治　075-251-5549
京都府立医科大学整形外科

1／21（金） 19:45 1単位　（埼玉）
第44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

1／22（土） 17:00 1単位　（静岡）
第30回静岡リウマチ懇話会　
影山　康徳　053-435-2299
浜松医科大学整形外科

1／23（日） 14:30 2単位　（福岡）
第6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

1／25（火） 18:30 2単位　（東京）
第7回骨とリウマチ研究会　
松下　健一　03-3346-0215
中外製薬㈱東京第一支店学術室

1／27（木） 20:00 1単位　（香川）
香川骨粗鬆症学術講演会　
乗松　尋道　087-891-2196
香川大学整形外科

1／29（土） 16:00 2単位（和歌山）
和歌山臨床RAフォーラム（第13回）
木浦　賀文　0724-71-3321
阪南市立病院整形外科

1／29（土） 16:30 2単位　（愛知）
第6回東三河リウマチ研究会　
清水　保　052-211-2458
ワイス㈱東海・北陸支店

1／29（土） 17:00 1単位　（岐阜）
第76回岐阜県整形外科集談会　
清水　克時　058-230-6330
岐阜大学整形外科

2／3（木） 18:30 2単位　（埼玉）
第12回埼玉骨･関節疾患研究会　
船津　剛志　049-245-6321
エーザイ㈱川越コミュニケーションオ
フィス

2／9（水） 19:00 1単位　（福岡）
第223回福岡整形外科医会研修会　
内田　芳雄　092-681-2511
内田整形外科医院

2／17（木） 19:00 1単位　（兵庫）
第17回兵庫医大リウマチ関節外科談話会
尾山　瑞恵　0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科

2／18（金） 20:00 1単位　（福岡）
第63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

2／19（土） 17:15 2単位　（新潟）
第9回新潟リウマチ医の会　
羽生　忠正　0258-28-3600
長岡赤十字病院リウマチ科

2／19（土） 17:30 1単位　（宮城）
第38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

開催日　開始時間　単位数 （開催場所）
講演会名称
連絡先・問い合わせ先

11／12（金） 19:00 1単位 （三重）
第5回骨･関節免疫研究会　
森嶋　重信　052-211-2458
ワイス㈱

11／17（水） 19:30 1単位 （長崎）
第11回長崎大腿骨頸部骨折研究会
井上　和幸　095-848-7601
旭化成ファーマ㈱医薬長崎出張所

11／20（土） 18:00 1単位 （長野）
第37回信州リウマチ膠原病懇談会　
金物　壽久　026-226-4131
長野赤十字病院

11／17（水） 19:00 1単位 （千葉）
勝浦市夷隅郡医師会学術講演会　
小林　誠　03-3561-7345
ワイス㈱

12／3（金） 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

12／18（土） 17:30 1単位 （島根）
第42回山陰整形外科集談会　
高尾　昌人　0858-20-2241
島根大学整形外科

11／20（土） 18:45 2単位 （群馬）
群馬リウマチ関節外科研究会　
井上　博　027-322-3660
井上病院

12／3（金） 20:00 1単位　（高知）
第1回高知リウマチ・サイトカイン治
療研究会　
小山　直久　088-884-7800
田辺製薬㈱高知営業所

1／8（木） 16:20 1単位　（熊本）
熊本骨折セミナー　
林　泰夫　0964-32-3111
宇賀岳病院整形外科

この研修会は医師のみを対象に開かれています。

平成16年度日本リウマチ財団主催ケア研修会開催予定

日本リウマチ財団主催によるリウマチのケア研修会は，下記の
ように開催する予定です。関係職種の方への広報をお願いします。

［申込方法］氏名，勤務先の名称，所属部署名，職種，所在地，電
話番号をお書きのうえ返信用封筒（宛先を書き80円切手貼付の
こと）を同封し申込先へお申し込み下さい。
申込みを受け付けたときは受講票をお送りします。

［対　　象］医師，薬剤師，保健師，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

［研修単位］医師：２単位，理学療法士・作業療法士各１単位認
定

［受 講 料］無料

開催場所�

富山市�
富山県民会館�

開催日�

平成17年�
3月12日（土）�

申込先�

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

平成16年度日本リウマチ財団主催教育研修会開催予定のお知らせ

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が必要です。

地区名�
（単位数）�

佐賀�
（6単位）�

秋田�
（6単位）�

山梨�
（6単位）�

開催日�

11月7日�
（日）�

11月28日�
（日）�

12月19日�
（日）�

開催場所�

佐賀市�
佐賀県医師会�

メディカルセンター�

秋田市�
秋田県総合�
保健センター�

甲府市�
甲府富士屋�
ホテル�

申込先�

長澤 浩平　�
佐賀医科大学内科教授�
（〒849-8501  佐賀市鍋島5-1-1）�

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）�

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）�

［申込方法］「○○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）を同封のうえ
申込先へ申込み下さい。

［受講料］
地区研修会：登録医 7,000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。
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リ ウ マ チ 診 療 の 基 本 手 技

リウマチ性疾患の診察に際して，最も

大切な診断手技がある。すなわち，「系

統的に全身の関節の状態を把握する作

業」としての「関節の診察」である。し

かし，リウマチ専門医にさえ，具体的な

“関節所見の取り方”についての指導が

なされてきていないのが現状であろう。

患者さんの訴えている「痛み」が関節

滑膜か，腱鞘か，滑液嚢か，腱付着部

か，はたまた筋肉に由来するものかとい

った，その病変の部位をしっかりと鑑

別・把握しておくことが何よりも求めら

れている。なかでも，「関節滑膜」の腫

脹は最も頻度の高いものなので，これの

所見取りに精通することが大切である。

なによりも　まず触診を

人体では股関節以外の，他の主要な関

節は，すべて検者の手で実際に触れてみ

ることができる。視る（視診）のみでな

く必ず手を当ててみること（触診）が大

切である。大多数の関節は左右対称性に

存在しているので，各々の所見を引き比

べながら頭から足の爪先まで触診する癖

をつけたい。

この触診技術を向上させる秘訣は，次

の３点である。

①いつも関節に触れ続ける姿勢を保つ。

②腫脹の有無に疑問があれば，正常と思

われる部分と対比してみる。

③筋肉・骨格系，神経系に関するテキス

トをいつも座右に置いておく。

自分の触れている部分の詳細な解剖を

知らずして診察を続けることはチャート

を持たずして航海に乗り出すようなもの

である。

本紙上では，関節ならびに関節周辺の

病態について簡単に触れ，臨床の場で問

題となる関節を中心として，それぞれの

関節の触診のコツを私なりの方法で簡略

に提示してみた。読者はこれを一つの参

考資料とされた上で，さらに各自の診察

方法を編み出していかれるようにと切望

してやまない。

関節病変の基本的知識

1．関節腫脹

炎症性の関節炎では，軟部組織である

滑膜が炎症を来してこれが腫大してくる

が，しばしば関節腔に滲出液の貯留も同

時に認めるようになる。肘関節，膝関節

等において特に顕著であるが，関節腫脹

自体は「軟らかく」触れられるのに対し

て，骨性増殖を主体とする変形性関節症

では凸凹の「硬い」腫れとして観察され

る。また，関節腔内に存在する関節液

は，関節面に添えた手（掌）に“波動”

として感知されるので，その手技はぜひ

マスターしておきたい。

さらに，激烈な炎症症状を呈する結晶

誘発性関節炎（crystal-induced arthritis）

では，関節表面の皮膚の発赤とともに，

その周辺組織に「押さえれば陥没する浮

腫」をよく認めてくる。

2．関節痛（自発痛，運動痛，圧痛）

安静時の関節に存する痛みを「自発

痛」と呼んでいるが，「痛みが存するか

ら，必ず関節に炎症（関節炎）がある」

とは限らない。逆に，関節に明らかな腫

脹が存していても，全く痛みを自覚して

いないケースは山ほど存在している。し

かし最も厄介なことは，ヒトは，「最も

炎症の甚だしい局所」の痛みのみに心を

奪われてきて，他の部分の痛みは全くマ

スクされているという特性を持っている

点である。

手や足の関節を診察するときに，指や

足趾を他動的に動かしながら，この関節

面を押さえ続けて診ていくやり方は，疼

痛の有無を確認する上で確かに有用な方

法「運動痛」であるが，関節を押さえる力

の強弱の問題もあり，「圧痛」の解釈に

は難しい点が多いように見受けられる。

3．軋轢音（click）

捻髪音（crepitation）

関節の他動運動時に生ずるもので，特

に股関節に病変があるときのそれは「大

きくて，よく聞こえる」ものとして有名

である。関節面が磨耗し，正常軟骨がす

でに消失ないし，消失しかけていること

を示している。

関節リウマチなどでは罹患膝関節で，

特に外側に好発する滑膜ひだ（plica）が

運動時に関節面に挟み込まれたようにな

り，有痛性の捻髪音を伴ってくるように

なる。

4．関節表面の皮膚変化

炎症性関節炎罹患部の皮膚に著明な発

赤疹を認めることが多く，皮膚温は高く

推移しているもので，検者の手背部を用

いてこれをいつもチェックする癖をつけ

たいものである。

また，手指のMP，PIP関節の背側に

好発するゴットロン皮疹は，皮膚筋炎の

診断につながることもある。

5．可動域（range of motion: ROM）

各罹患関節のROMは，継続的に記録

に残しておきたいものである。日本整形

外科学会，日本リハビリテーション医学

会の「新関節可動域測定法」の一覧表を

座右に置いて，リウマチ内科医もこの方

法を習熟しておくべきである。

一般的にいって，他動運動時のほうが

関節の動きをより忠実に把握できるとい

える。筋肉の萎縮や，腱鞘に病変がある

ときには自動運動が困難で，障害されて

いるからである。

また，脊椎の検査では自動運動が，四

肢の検査では他動運動のほうが多くの情

報を得やすいといえる。

6．関節の不安定性（instability）

変形（deformity）

関節表面の軟骨が破壊され，腱に弛み

を生じてくると関節は不安定となり

（instability），膝や肘によくみられる

「屈曲変形・拘縮」や，手指の尺側偏位，外

反膝などに代表される「アライメント不

良」，さらに進行した「亜脱臼・脱臼」など

のあからさまな変形を認めることとなる。

関節を触診する際に，不安定性の有無

をよく確認して，変形予防のために日常

生活上の問題点をアドバイスするととも

に，的確なリハビリの指示，装具の作成

などの方向づけをいつも心がけるように

したい。

7．筋肉の萎縮

関節を動かしているのは「筋肉」であ

ることを，われわれはともすれば忘れが

ちである。

障害の存する関節はとかく使用されな

くなり，これを動かす筋肉に二次的な萎

縮が生じるのは当然といえば，当然のこ

とである。関節の診察時に，関節周辺の

筋肉の状態にも目を向けておきたい。そ

して，この筋肉の機能維持・増強が，リ

ウマチのリハビリテーションの中心をな

すものであることを肝に銘じておくべき

である。

（次号から各論に入ります）

関節所見の取り方－リウマチ性疾患へのアプローチ－　そのⅠ

第４問
【症例】 36歳，女性

６カ月前，転倒した際に右手関節から手背にかけて打撲した。当時骨折は認

めなかったが，腫脹，疼痛が強く，次第に電撃痛へと変化した。図は発症６カ

月後の単純XP像である。（解答と解説は次号掲載になります。）

第３問解答：強直性脊椎炎

【解説】

強直性脊椎炎は若年男子に好発し，

主病変は仙腸関節および脊椎で経過

に伴い強直に進展する。時に末梢関

節炎を伴う。関節炎は股関節，膝関

節，足関節などの非対称性，単ない

し少関節炎であることが多い。

XP上仙腸関節炎は必須で，この症

例では右stageⅢ，左stageⅡである

が次第に強直に陥る。股関節骨頭は

関節包付着部の骨増殖反応により鉄

兜上になり，病変が進行すれば強直

になることもある。

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

レ ン ト ゲ ン ク イ ズ

道後温泉病院リウマチセンター

理事長　高杉　潔

協和会病院リウマチセンターセンター長　村田 紀和

研究学術賞候補者を募集

財団では，このほど全国医科大学長等関係者に次の財団研究賞等候補者の推

薦を依頼します。

１. ノバルティス・リウマチ医学賞

２. アボットジャパン・リウマチ臨床医学賞

３. ツムラ・リウマチ臨床医学賞

締め切りは平成17年１月15日

４. リウマチ性疾患調査・研究助成

締め切りは平成16年12月末日

推薦依頼先は次のとおり。

全国医（歯・薬）科大学長，大学医（歯・薬）学部長，関係機関長，財団評

議員・専門委員
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リウマチ患者にDMARDsをどのよう

に使用すべきか。この大きな命題に関し

て，各領域の専門家が実地に即して，そ

の使用法を披瀝し，意見交換を行なった

座談会の続編である。今回も｢こんな方

法があったのか｣｢私ならこうする｣とい

う，様々な示唆に富む具体的な話題を提

供する。

羽生 （前号続き：アレルギーを取ろう

と考えた場合，DMARDsを開業医はど

う使うべきか）開業医さんなどからの紹

介に対して，われわれはDMARDsの量

を一度増やし，「大丈夫だからこのまま，

また続けてください」と戻すのがいまの

病診連携から言って一番いいと思いま

す。

後藤 そのとき，たとえば紹介が来て十

分量に増やし，ある程度コントロールし

て，また逆紹介したときに，こんなに使

っているのかというので減らしてしまう

ということはありませんか。

羽生 ほとんどはそのままです。

後藤 そのへんでこまめに検査するとい

うことは必要だと思いますが，開業され

ていると，頻繁に検査は査定の問題とか

何かでしたがらないのではないですか。

近藤 でも，それはやはり必要です。

高杉 先生がいみじくもおっしゃった，

やはり教育（が重要）です。使いたがら

ないという医師もいる半面，「ぼーん」

と大量投与する医師が結構いるんです。

のっけからメトトレキサートの８mgを

カッとやる人がいる。なかなか難しいで

すね。本当にまじめにみている先生はた

しかにいろいろ耳を傾けてくださるけれ

ども，たまたま来た患者に対してこれだ

という形で飛びつく人も多いんです。

近藤 リウマチ科を標榜する先生の教育

というものにもっと力を入れないと。

高杉 教育内容はいいのですか。あまり

にも高踏的な話ばかりではないのです

か。

後藤 もっと実学をやるべきだと思う。

近藤 講師がぜひ話してほしいことは，

最初の患者にそういうふうにして早くか

らDMARDsを投与する。そうやっても

治らない患者とか，いろいろ合併症があ

る患者をどうするかです。

それと，薬が効かない症例をどう治す

かも非常に難しいのですが，もう一つは

治った症例をどこで切るか，どこまで引

っ張るかというのが非常に難しい。

後藤 それは一番悩みます。

私も昔は景気よく，もう来なくてよろ

しいとやったけれど，３年経つとみんな

来るんです。「先生，再発しました」と

言って。だからどの程度よくなって，ど

の程度なのかわからなくなってしまうん

です。それで反省して，薬はいつまでも

ちょこちょこ出すほうがいいのかなと。

近藤 それに必ず経過を追うことです

ね。

羽生 手や足だけだったら，CRPがマイ

ナスになっても間違いなく腫れていますか

らね。腫れているうちはやはりDMARDs

を出さなければだめなのではないでしょう

か。そこが誤って伝わって，データがよく

なったからやめようという……。

後藤 いまはやりの検査データだけにな

ってしまうからね。

近藤 それはないでしょう。先ほど言わ

れたように初期の種々の腫れが２～３カ

所あってもCRPが全然動いていません

から。それはやはり診察です。

後藤 だから内科医は高杉先生がよく言

うようにCRPと血沈ばかりみていて，

触りもせず腫脹もわからないのに「もう

来なくていい」というのがけっこう多い

わけです，とくに，東京地区では。

近藤 コツはアルコール綿球を常に机の

上に置いておくんです。そして上肢は簡

単にみやすいですからみますよね，さっ

とみて，問題は足です。足の指のところ

はみんななかなかみないから，やはりそ

ういうものでも靴をちゃんと脱がして，

靴下の上からちょっちょっと触るんで

す。

そうしてアルコール綿球で手を拭くん

です。もうそれで次の患者さんに行ける。

その患者さんに対しても書けるし，触っ

てもいいし。常にそれをしておきます。

後藤 なかなか細かいですね。

近藤 やはり患者さんにとって不快感が

ないように診察をすることが大事です。

相手の人権を大事にしないと。

後藤 高齢者や合併症についてはどうで

すか。

近藤 腎機能，肝機能であれば，薬の量

を少なくするとか，経過をみながら使う

ことがある程度可能だと思います。

後藤 腎機能に悪いものにはこれとかと

いうのがありますか。

近藤 メトトレキサートはご承知のよう

に血中濃度が上がりますから，まず使え

ません。アザルフィジンか，せいぜいブ

レディニンです。

リマチルも少しくらいならいいと思い

ます。肝機能に悪いのも，これもまた使

う薬が少ないです。先ほど言ったリマチ

ル，アザルフィジンもぼんと来ることが

ありますから注意しながらということ

で。

後藤 呼吸器は…。

近藤 一番嫌なのはそれです。たとえば，

間質性肺炎を合併している場合など，使

える薬はほとんどありません。ではそう

いう人を何で引っ張るか。結局ステロイ

ドでしょう。でも最近は，白血球除去が

いいのではないかと思うんです。それし

かないのではないかと思います。

後藤 高齢者の場合にはどうですか。た

ぶんいろいろな合併症もあると思います

が，高齢者でけっこうアクティブな……。

高杉 基本は高齢者は腎機能を落として

いる人，潜在的に落ちている場合がけっ

こう多いわけだから，一応low doseから

始めるのが大原則ではないでしょうか。

羽生 それとすごくアクティブだった

ら，１mg単位のプレドニンを併用すべ

きです。

近藤 高齢で活動性が高いときにはかな

りADLが落ちますから，ステロイドは

やはり必要だと思います。

後藤 そうだと思います。どんな年齢，

あるいは合併症があっても，少量のステ

ロイドをうまく一緒に使うというのはい

ろいろな意味で有益だろうと思います。

近藤 高齢発症のリウマチ患者さんで活

動性が高いときにはステロイドがやはり

一番いいと思います。もちろん

DMARDsも使いながらですが。

高杉 osteoporosisうんぬんに対して

long standingでステロイドを使うときに

は，やはりビスホスホネートをちゃんと

入れられるプロトコールか何かをつくっ

てあるのですか。

近藤 高齢発症だと時間がそうないから

絶対とは言いませんが，当然そうです。

ご存じのとおりアメリカではみんなそう

ですよね，0.5mgですよね。

高杉 もうガイドラインみたいなものが

出てしまったから…。

近藤 ただ日本人ではビスホスホネート

を飲めない人がけっこういるんです。そ

の点，今度出た，エストロゲン製剤で癌

化がないというのが期待できるか。効果

がどのあたりかわかりませんが。

羽生 次はコストの話。コストを考える

と結局メトトレキサートを８mgに抑え

られているがために，逆に高価なものに

移らなければいけないというジレンマで

す。

後藤 １年間に必要なコストからいうと

一番安そうなのがブシラミンです。次が

メトトレキサート……。

羽生 ですがやはり活動が盛んで，要す

るにコントロールができなくなってメト

トレキサートを８mgまで行っても，コ

ントロールできないと次には生物学的製

剤というように考えておけばいいです

ね。そうでなければレフルノミドに移る

かなと。いまのところ二つしかないわけ

です。

でもメトトレキサートをもう少し増や

させてくれたら，doseで必ず効く薬の

ように思うんです。だから私はいま

0.15mg/kgを一応みて，効いていないと

思ったら患者さんの体重を聞いて，

0.15mg/kgくらいを追いかけてみて，そ

れで９とか10mgとなる人がいっぱいい

るわけです。そうすればコストの話もも

うちょっと変わってくると思います。

後藤 やはりメトトレキサートを現実的

な量に，使えるようにする。

羽生 それと葉酸をちゃんとつくってく

れるということが。

後藤 そのへんのところが厚労省でどの

くらいできるかということですが，開業

されているとコストというものに非常に

センシティブになると思います。そのへ

んはどうお考えですか。やはり薬の選択

のときにそれをいつも念頭に置きます

か。

近藤 そうです。ただ患者自身もいまコ

ストに敏感になっていますから，本当に

必要な薬だけ，たとえばステロイドを少

量というと，効いているDMARDsだけ

しか飲まない。だから必要な薬はこれで

すということで，飲まないでいい薬とい

うか必要でない薬は切っていく。

後藤 そうですね。実際に患者さんが自

分の感触でこれは自分に効いている，こ

れはいい薬だという判断をかなりするよ

うな時代になっています。

近藤 処方するときにこれは残っている

から要らないというのがよくあります。

それとやはり薬代が高いんです，働いて

いる人にとっては。これはお気の毒です

ね。そういう意味では医療保険をなんと

かしてほしい。３割負担はやはりきつい

みたいですから。特に長期処方をすると

お金がないから薬は１カ月分でいいとい

う人もいっぱいいるんです。そういう社

会的なことを医者はいつも頭に置いて，

なるべくそういう患者さんを助ける，負

担を軽くするというのが必要です。

羽生 逆に認められれば，生保の患者さ

んでも値引きに使えるわけでしょう。す

ごく安いんです。

後藤 そうです。だから私も生保の患者

に使っています。

羽生 先ほど言い忘れましたけれども，

併用はやはりできるだけ早く従来の

DMARDs からやめないと。従来の

DMARDsは非常に副作用発現率が高い

ですから。

後藤 従来のとはどういう意味ですか。

羽生 メトトレキサートと併用した場

合，併用というのは追加併用した場合と

いうことです。ブシラミンとかアザルフ

ィジンで結構ですが，アザルフィジンは

あまり出ないかもしれないけれども，蛋

白尿が出てきたりしますので。そういう

意味では私はブシラミンを長く併用する

というのが好きではないです。

でもブシラミンではなくて，ブシラミ

ンとサラゾスルファピリジンで非常によ

く効いている例もあります。

高杉 あれもまた１年半くらいで落ちて

くるんです。

羽生 たしかにそうです。そうでなけれ

ば併用しているのですが…。

後藤 ちょうどお時間になりました。あ

りがとうございました。

DMARDsとコスト問題

合併症に配慮した薬剤選択のコツ

データばかりでなく触診も重要

座談会―DMARDs をめぐる諸問題 Part2

リウマチには，必ずDMARDsを使おう
桐蔭横浜大学先端医用工学センター教授
後藤　眞

近藤リウマチ・整形外科クリニック院長
近藤　正一

道後温泉病院リウマチセンター理事長
高杉　潔

長岡赤十字病院リウマチ科部長
羽生　忠正

出席者

表　わが国で使用されている主なリウマチ治療薬の値段�
薬物名（市販名）�
抗リウマチ薬�
金チオリンゴ酸ナトリウム（シオゾール）�
オーラノフィン（リドーラ）�
ブシラミン（リマチル）�
サラゾスルファピリジン（アザルフィジンEN）�
D-ペニシラミン（メタルカプターゼ）�
ロベンザリット（カルフェニール）�
アクタリット（オークル，モーバー）�
レフルノミド（アラバ）�
免疫抑制剤�
メトトレキサート（リウマトレックス）�
ミゾリビン（ブレディニン）�
生物学的製剤�
インフリキシマブ（レミケード）�

通常使用量�

25mg/2週�
6mg/日�
100～200mg/日�
1000mg/日�
100mg/日�
240mg/日�
300mg/日�
20mg/日�

4～8mg/週�
150mg/日�

3mg/kg/8週�

1年間に必要な費用�

1万660円�
8万9571円�
3万3251～6万6503円�
6万5554円�
2万8214円�
10万1287円�
11万1690円�
12万3041円�

4万3368～8万6736円�
42万5626円�

135万8280円*
「診断マニュアルとEBMに基づく治療ガイドライン」（日本リウマチ財団）より抜粋�
*1回２バイアル年6回の場合�



10 日本リウマチ財団ニュース No.67

Behçet病とは，急性炎症症状が繰り返
し出現した後に，慢性に経過する疾患で

ある。

主な症状は，①口腔内アフタ，②眼症

状（ぶどう膜炎），③外陰部潰瘍，④皮膚

症状（結節性紅斑，ざ瘡，毛嚢炎様皮疹，

皮下の血栓性静脈炎など）などの4つ。こ

の他に，頻度は少ないが副症状として，血

管症状，神経症状，消化器症状，関節炎症

状，副睾丸炎などが生じることもある。

今回は，皮膚粘膜症状を中心に，症状

の特徴と治療について述べようと思う。

1．口腔内アフタ性潰瘍
この症状が，最も頻度が高く，また初

発として生じることが多い。舌，口唇，

頬粘膜だけでなく，咽喉の奥深い部位に

も生じる。

1990 年に作成された国際診断基準

（表1）でも，本症状が年に3回以上生じ
ることが，Behçet病を診断するためには
必須としている。

慢性再発性アフタとの鑑別は難しいが，

大型のアフタが多発した場合には，まず

本症を疑うべきであろう。

口腔内アフタ性潰瘍以外の症状は，治

療により発生頻度が減り，出現しなくな

ることが多いが，これは頻度が減っても

出現が続くという特徴がある。

2．皮膚症状
1）結節性紅斑
これは，皮膚症状のうち最も頻度が高

く，患者の約80％にみられる。結節性紅

斑自体は，独立疾患であるが，Sweet病や

潰瘍性大腸炎，Crohn病などの様々な疾

患の症状としても認められる。

むろん，Behçet病も結節性紅斑を生じ
やすい基礎疾患の1つで，両下肢，特に

下腿に好発する。指頭大から手掌大まで

の軽度に隆起する紅斑で，圧痛があり，

皮下に浸潤を触れる。

基礎疾患が異なっても，臨床・組織共に

本質的な差はない。たとえば，臨床的に

はBazin硬結性紅斑，結節性動脈周囲炎，

血栓性静脈炎などが似た症状を呈する。

そのため，必ず皮膚科を受診させて生

検を行い，病理組織学的所見と共に診断

を下す必要がある。

2）ざ瘡・毛嚢炎様皮疹
これらには，毛嚢一致性と非一致性の

ものがある。しかし，毛嚢一致性でざ

瘡・毛嚢炎の好発部位に生じた場合は，

通常のものと区別が出来ない。

Behçet病を疑うのは，毛嚢非一致性の
場合や好発部位が異なる場合（図1）。毛
嚢非一致性の毛嚢炎様皮疹の病理は，表

皮直下の膿疱か小水疱を呈するので判断

できる。

3）針反応
滅菌した注射針の進入部が24～48時

間後に発赤し，時に中心部に小膿疱を生

じる反応で，病勢の活動期，特に初期に

生じやすい。もっとも，最近のBehçet病
では針反応の頻度が減っている。

4）皮下の血栓性静脈炎
急性期の患者の場合，採血や静注後に

皮下の血栓性静脈炎が，下腿に生じやす

いので注意を要する。

ある程度の長さの血管であれば，血栓

が生じても索状に触知するため診断は容

易である。しかし，血管の短い部分に生じ

た場合は，結節性紅斑との鑑別が難しい。

この場合は生検し，病理学的に確認す

る必要がある。

男性の場合の好発部位は陰嚢であるが，

その他に陰茎や亀頭にも生じることがある

（図2）。女性では，大小陰唇に好発し，外
陰部潰瘍が初発症状のことが多い。

激痛を伴って，円形の血痂が生じ，そ

れがとれると深い潰瘍が露呈する。多発

すると，隣接した肛門周囲や鼠径部にも

生じることがある。

しかし，大型のものでもこの潰瘍は傷の

治りがよく，月日が経つと瘢痕は消失し

てしまう。

鑑別の必要があるのは梅毒と単純疱疹

の場合の二つ。前者の潰瘍は無痛であり，

後者は疼痛を伴うが小さくて浅く数個集

簇する特徴がある。

激痛のある深い潰瘍は，Behçet病特有
のもので診断価値がある。

検査所見のうち，末梢血好中球数と赤

沈，CRP，CH50，ヘモグロビン値，血清

銅などが治療の指標となる。急性炎症の

ある活動期で上昇する前4者だけでなく，

ヘモグロビン値の低下と血清銅の上昇の

改善を待って内服薬の減量をするように

したい。

Behçet病では，上気道感染や急激な天
候の悪化，抜歯，外傷などが誘引となり，

突発的に急性炎症が再燃してくることが

ある。そのため，比較的軽症でコルヒチ

ン程度でコントロール可能な症例でも，

短期間の観察で安易に薬剤の減量を行わ

ないようにしたい。

また突然，重篤な副症状が出現するこ

ともあるので，半年から1年の単位で，

臨床症状と検査データをみながら慎重に

行う必要がある。

局所療法としては，口腔内と外陰の粘

膜潰瘍および毛嚢炎様皮疹に対して，清

潔とステロイド外用を行う。結節性紅斑

は，安静のみで外用は行わなくてよい。

聖マリアンナ医科大学皮膚科教授

溝口　昌子

リウマチ性疾患と皮膚病変（2）

Behçet病

Ⅰ皮膚症状Ⅰ皮膚症状

外陰部潰瘍外陰部潰瘍

治　療治　療

図1 61歳女性の上肢にみられた桃生炎様皮疹 図2 35歳男子の外陰部潰瘍

Ⅰ . 繰り返す口腔粘膜のアフタ性潰瘍
（12カ月に3回以上繰り返す）

Ⅱ. ①　外陰部潰瘍
②　定型的眼症状
③　定型的皮膚症状
④　皮膚の針反応

Ⅰ＋Ⅱの①～④のうち二つでBehçet病と診断

Behçet病国際研究グループによる診断基準
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生活・行動習慣の改善を得るために

前述したように，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，決し

て手足の筋力強化や関節可動域の拡大を

促すこと，或いは日常生活の能力を増幅

せしめることのみを言うわけではない。

RAのリハビリには理学療法と作業療法

といわれているが，作業療法に関しては，

手の治療，手工芸としてのイメージが先

行している。

作業療法の作業（occupation）とは，

対象者が専念・従事している人生・生

活・仕事・活動などの総称であり，主婦

業やADL，退職後の庭いじり・読書も作

業である。作業療法士の仕事として，対

象者の身体技能の改善・増幅は基本とし

て，①日常習慣や個人的イメージを変化

させ，②環境調整も含めて行動選択を適

正化させ，③よい環境を強化し，対象者

の主体的な活動を支援する，即ち，対象

者の意志・習慣役割・技能・環境のバラ

ンスをとることが求められる。

意志決定に重要な個人的イメージ

意志は，興味や文化に裏打ちされた価

値などの他に，自己の有効性について抱

く個人的なイメージも重要で，この作業

を求め，あの作業を回避するかに影響す

ると考えられている。

対象者が以下（内的統制）のように，

努力すれば立派な人間になれる

幸福・不幸は偶然には決まらない

努力すれば友人の気持を理解できる

将来を考えることは役に立つ

と，よりそう思いがちであれば，計算

されたチャンスを求めリスクを冒しなが

らも達成してきた方が多い。

対象者が以下のように（外的統制），

人生は運命によって決められている

努力しても自分では出来ない

自分の決断は良い結果を生まない

一生を思い通り生きることは出来ない

と，より考えがちであれば，失敗を避け

るため作業への参加を回避しがちになり，

無力感や不安恐怖を高めやすい。

時として，内的統制傾向にあるひとに

は外的な，外的統制傾向にあるひとには

内的な自己イメージによる自己コントロ

ールを期待したい。

行動選択として，しては
いけない10項目

行動の選択には，その時その時，あま

り因果関係の無い選択，その選択に特別

の意味がある選択がある。RA患者にと

っては，単なる意味のない選択でも，

RAという疾患・障害から見ると，実は

意味がある選択も多い。

1991年の「RAのリハビリ」研究会で，

能力障害は無いが，RAの活動性は中等度

（ステージⅡ，赤沈50mm）で機能障害（ク

ラスⅡ，握力100mmHg）のある患者を想定

し，以下のような「してはいけない10項

目」が選定されている。

①頚に合わない高い枕を使う

②膝を曲げて寝る　

③正座をする　

④低い椅子を使用する

⑤床からの立ち座り　

⑥長距離歩行をする　

⑦踵の高い先細りの靴を履く　

⑧買い物袋をたくさん持つ

⑨手拭いや雑巾を絞る

⑩蛇口の使用

体幹機能を維持するための生活習慣

以下に紹介するのは，RA患者には特に

早期から必要と思われる体幹機能の維

持・強化を目的としたものである。

1 枕は，仰向け用と横向き用の2種類が

あると良い。仰向け用（図1）の高さは，

体型にもよるが3～5cmにしたい。又，

肩周囲の保護を考え，肘～上腕の下に

5cm程度の枕を入れることを勧める。横

向き用（図2）に，枕元にもう一つ大き目

の枕を用意する（首がねじれない高さ）。

尚，高さの微調整はバスタオルなどで行

う。大きめの抱き枕や膝枕があると良い。

2 椅子は，安静用と作業用の2種類があ

ると良い。安静用は，足底が充分に接地

し，膝を曲げた状態で，膝ウラに拳が一

つ入る程度（図3）。座面が大きく骨盤が

背もたれにつかない場合は，クッション

などで補う。基本的に足は組まず，肘掛

けがあると良い。トイレを含む作業用

（台所にも置くと良い）は，姿勢変換を

容易にするため45～50cm以上にする。

補高用のものはリハビリに相談する。

3 頚や腰周囲の筋肉を保つためには，次

のような体操を勧める。

後頚部の強化；頭の後ろで図のように肘

を開いて手を組む（図4左）。その状態で

頭を後に倒すように力を入れるが，手の

力で動かないようにする。肘を閉じて同

様にする（図4右）。尚，関節疼痛にて出

来ない場合は壁や，枕をとったベッド上

ですると良い。

前頭・側頭部の強化；前頭部に両手を

当てて，同様にする（図 5左）。側頭部

に片手を当てて。同様にする（図5右）。

腰周囲の強化；仰向けで両膝を曲げて，

膝下に大きな枕や半分ほど膨らませたビ

ーチボールを挟み込む（図6）。挟んだま

ま股関節を曲げ，膝を自分に寄せ，10秒

静止する。挟んだまま足底を接地させる。

10回行う。
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皆さんもご経験があると思いますが，なに

か最近，いつの間にか背中を丸めているよ

うな気がします。おっとっと，危ない危ない。

加齢のしつこい悪魔がのしかかってきてい

るぞと気づきます。この地球上で生きるとは，

加齢と重力との闘いに他なりません。これ

が変えられぬ直立二足歩行をし始めた生命

の宿命です。しかし，人間には，また別の加

齢，つまり老い（老化）が被さっています。

数百万年前のヒトの祖先であるアフリカの

原人（ミトコンドリア・イブとロマンチックな女

性名が付けられています）が，ある朝何気な

く二本足で直立歩行に成功し，今日のサバ

ンナの王者の道を歩き始めました。この時

点から，われわれは老化という野生動物と

は別の老いの様式を発達させました。これ

はひとえに知能が獲得した進化の戦略であ

り，善し悪しは別にして，高度な進化の賜な

のです。

ある時間を生きていれば，歳を取ること

は仕方がない，これは生ける者の宿命だ，

加齢だと，知能は理解します。しかし，自分

の肉体と精神が着々と老いていく現実に，

頑固な心はそう素直には納得できません。

そんな馬鹿な！ 何かの間違いだ！ 錯

覚に違いない！

この私に限って，こんな哀しいことがあっ

て堪るモノか！

ちょうど，癌の告知を受けたり，リウマチ

の診断を告げられた時に受けるショックと狼

狽を，20歳を過ぎれば，自意識過剰な私た

ちは日々経験します。

そのため，死や老いの考察は，人知を備

えたヒトのみになしうる哲学的行為です。フ

ランスのモラリスト：モンテーニュの随想録

には，「他人から席を譲られたように，他人

に席を譲りたまえ」と，死を必然のものと提

示しています。この地球で利用できる空間も

食料も燃料も限りがあり，人口増加，長寿化

は，必然的に生存競争の激化を招いていま

す。民族紛争，宗教戦争，国際紛争，人種差

別，性差別は，過去の闘争ではありません

が，世代間闘争は今後ますます熾烈化する

ことが予想されます。マッカーサーの，「老

兵は死なず，ただ消え去るのみ」という言

葉は，なかなか重みがあります。

われわれは，本当に心から長寿を望んで

いるのでしょうか？多くのヒトが，健康で生

活に不安がない限り長生きしたいと考える

のが当たり前だと言うかも知れません。し

かし，本当にそうでしょうか？私は，現在で

さえ，毎日が愉しく充実し，生きている喜び

を感じている方が，どれほどいるのか疑問

に思っています。長すぎる寿命は，退屈の

悪魔との闘いではないでしょうか？あと100

年健康で若 し々い命が保証されるとして，こ

ころから享受できる方が，一体何人いるで

しょうか？『ガリバー旅行記』の中に，日本

とおぼしき地域に住む，不死（不老ではな

い！）人間：ストラルドブルグが訴える，死ね

ない苦悩のくだりは，衝撃的です。２１世紀

以降，人類は，長寿の重みに押しつぶされ

て，自らの死の処方箋を書き始めるのでは

ないでしょうか？老いが自己充足の主題の

年齢となって，余暇のバランスが愉しく取れ，

共同体内での有用な仕事があるならば，老

人に対する世間の評価は，確実に変化する

と思われますが。生き甲斐がなければ，死

に甲斐もありません。歴史にとらわれない自

分なりの人生観を真剣に確立する必要があ

るのではないでしょうか？

（後藤　眞）

長すぎる老いの闇夜
老い駆けっこしない人生を

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 ④

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

●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。

●寄附金に対する免税措置 個人の場
合，所得税法第78条第2項第3号の規
定により，その年（1月1日から12月
31日）に支出した寄附金の額か，また
は所得の合計額の25%相当のいずれか
低いほうの額から1万円を控除した金
額が寄附金控除の対象となり，所得の
合計額から控除され所得税が減額され
ますので，事務局にお申し出下さい。

【ご寄附いただいた方】
（2004年10月）

鈴木 幸子様（東京都）

図1

図2

図3

図4左 図4右

図5左 図5右

図6

事務局だより

財団では，平成17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12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名あり（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17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62年度，平成2年度，平成5年度，
平成8年度，平成11年度，平成14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11月にお送りしま

す。申請期間は平成17年3月31日まで
です。

リウマチ登録医募集

リウマチ登録医の資格更新
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