
日本リウマチ財団ニュース

リウマチ財団の登録医と
学会の専門医－ミッションは自
ずと違ってくる

後藤 本日は，お忙しいところをお集

まりいただきましてありがとうござい

ます。財団ニュースの新年のはじまり

ということで，明るく次の時代をにら

んだお話をしていただければと思いま

す。先年より私は財団ニュースの編集

をさせていただくようになったのです

が，リウマチ財団の目的とか，学会の

目的，そしてその棲み分け，そういう

ところがどうもいま１つはっきりして

おりません。そこで，本日は学会の現

理事長の越智先生と財団の理事である

西岡先生という，今の日本のリウマチ

医療を引っ張っているリーダーのお二

人にその辺りからお話を伺いたいと思

います。

越智 公式的に，学会のほうはいわゆ

る広告できる専門医ということになっ

た，これが大きいです。財団のほうは

登録医ということでこの点が違いま

す。もちろん登録医でも専門医の方が

おられますし，今の診療体制において

は専門医，かかりつけ医，そしてその

間に病診連携があるというような，い

ろいろな診療連携があるという構造に

なっています。

西岡 財団の登録医は既に15年の歴史

があるわけです。地域社会に貢献する

ことを目指して，今，越智先生がおっ

しゃられたような，いわゆる「かかり

つけ医」的な形での役割はかなり果た

してきています。それに対して学会の

専門医は，登録医よりももう少し技術

的にあるいは学術的にレベルの高い診

療を担当してきているので，登録医と

専門医のミッションは自ずと違ってい

ると言えるのではないでしょうか。

プライマリケアとしての登録医は，

すでに全部で4000名以上と非常に多数

の方が定着しているので，リウマチ医

療を「サポートする資源」として考え

た場合に，その機能は非常に大事だと

いうことです。

後藤 ただ，従来とは違い専門医を標

榜できるようになった時代において

は，認定医とか登録医のメリットとい

ったものが，より具体的に問われるの

ではないですか。

越智 登録医というのはいわゆるかか

りつけ医，そういう立場だと思います。

平成８年のリウマチ科標榜許可のとき

にその考え方が出てきたと思います。

一番のオリジンに帰れば，どうしても

足が痛い，あるいは歩きづらい，そう

いう患者さんが少しでも交通アクセス

の良い場所で普段の診療を受けやすく

するような，そういう方向で決められ

たものですから，診療レベルが低いと

いう意味ではなくて，幅広くいろいろ

な疾患に対応してもらえるという意味

で非常に大切な意義があると思いま

す。

西岡 もう１つ大事な点として，登録

医に関しては所属する学会の壁がいわ

ばシームレスなわけです。つまり，整

形外科の先生でもなれるし，一定のト

レーニングをすれば一般内科や家庭医

の医師でもなれます。このことは重要

です。登録医用の教育プログラムは財

団でも組まれていますが，専門医の

CMEプログラムとは違った登録医用

のCMEプログラムが今後もっと整備
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年頭に当たり，リウマチ制圧のために改めて財団の活動を紹介し，将来に向けた今後

の取り組みのあるべき方向性を探ろうと，本誌編集委員長　後藤 氏の司会進行により，

日本のリウマチ医療のさまざまな分野をリードするお二人の先生方，越智先生と西岡先

生に「リウマチ医療の今後」を語っていただきました。

新年明けましておめでとうございます。

財団法人日本リウマチ財団は，昭和62年（1987年）11月厚生労働省（当時

厚生省）の許可を得て設立されて以来，多くの理解者のご支援，ご協力によ

りリウマチ性疾患制圧のため各種事業を実施して参りました。

昨年は厚労省研究班の成果をまとめた「EBMに基づく関節リウマチ治療ガ

イドライン」の制作普及，「線維筋痛症調査研究委員会の設置とその研究推進」，

「財団ニュースの登録医向け医療情報誌への改変充実」，「リウマチ登録医ネッ

トワーク」及び「大規模災害時リウマチ患者支援特別委員会の設置とその体

制」の構築等，新規事業を手がけ，より一層の事業充実強化に努めました。

皆様方のご支援に厚く感謝申し上げます。

近時，製薬業界の創薬へのご努力のお蔭で新しい抗リウマチ薬の出現等に

よりリウマチ治療への期待が大いに高まっております。このときに当たり当

財団としては，リウマチの完全制圧を2010年と目標に定めて，リウマチ治療

の指針普及，登録医の臨床試験ネットワークや診療システムの構築，さらに

は，抗リウマチ薬の安全性と有効性を科学的に評価する市販後臨床研究への

支援を日本リウマチ学会とともに推進したいと思います。本年も宜しくお願

いいたします。

日本リウマチ財団　理事長

久 史麿

年 頭 挨 拶

司　会 後藤　眞 桐蔭横浜大学先端医用工学センター教授　

出席者 越智隆弘 独立行政法人国立相模原病院　院長

大阪大学名誉教授　

西岡久寿樹 聖マリアンナ医科大学　教授

難病治療研究センター長　

新年鼎談

年 頭 挨 拶

創立45周年を迎えて
（社）日本リウマチ友の会　理事長

長谷川 三枝子

新年おめでとう

ございます。

2005年の年頭

に当たり，ご挨

拶を申し上げま

す。

本年，当会は創立45周年を迎えま

す。1960年発足以来，「リウマチ対

策の確立と推進，患者の福祉の向上」

を目的に活動を続けてまいりまし

た。

この間，多くの医師・医療関係者

等が，会員となって活動を支えてく

ださいました。改めて御礼申し上げ

ます。

今日までの45年間，リウマチ患者

をとりまく医療・福祉・社会環境は

大きく動いてまいりました。

これは，当会が5年ごとに実施し

ている患者の実態調査をまとめた

「リウマチ白書」の中に如実に反映

されております。当会の活動は，白

書の中に浮かび上がった患者の抱え

ている問題を一つ一つ解決し，患者

の療養環境を整えてきたといえま

す。

今，仕事始めとして，昨年実施し

た実態調査をまとめ，『2005年リウ

マチ白書』の作成を進めております。

生物学的製剤など新しい薬が加わっ

た薬物療法と共に人工関節置換術の

進歩などによる，リウマチ治療の新

たな時代の中で，白書の中の「リウ

マチ患者像」はどのようか？

『2005年リウマチ白書』では，リ

ウマチ患者が一番つらいことは「激

しい痛みがあり治らないこと」であ

り，一番望んでいることは「原因解

明と治療法の確立」でした。

「リウマチ科」標榜実現による早

期診断・早期治療，また有効で安全

な薬の開発により進行・悪化を止

め，機能障害が少なくなったとき，

白書の中の「リウマチ患者像」は大

きく変わると期待しております。

5月7日の45周年記念大会には，

『2005年リウマチ白書』をご呈示し，

ご高覧いただきます。

当会の45年の活動によって，リウ

マチ患者の自立と社会参加が可能と

なるよう努めてまいります。

今後共，ご指導・お力添えのほど

よろしくお願い申し上げます。

新年鼎談
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される必要があると思います。

病診連携のネットワークでは
開業医のバックアップ体制が肝心

後藤 国立リウマチセンターの整備は

いかがですか。

越智 徐々に進んでいます。

後藤 リウマチ患者は病院へのアクセ

スが一番重要な問題ですから，近くの

開業医のレベルが上がってだいたいの

ことを診てくれて，１カ月か２カ月に

いっぺんだけ専門医が診るというシス

テムができれば，たとえきわめて新し

い治療法でもその普及はかなり進展す

ると思うのです。

越智 今までのリウマチ専門の病院や

医院は，リウマチの患者さんにたくさ

ん来ていただきながら，長時間をお待

ちいただくケース，たとえば４時間も

待っていただくケースもありました。

その現状を打開するために，患者さん

にアクセスのいいかかりつけ医のとこ

ろに行ってもらうようになったこと

や，仮にそれがかなわない場合，たと

えば医療的・人員的なものが足りない

とか，あるいは施設が足りないといっ

た問題があれば，地区の診療支援施設

といったセンター的なところに患者さ

んに行ってもらうようになりました。

こういったシステムが徐々にできあが

ってきていると思います。私のいる神

奈川の相模原病院でも，病診連携には

非常に力を入れており，たとえばnon-

responderの問題であるとか，あるい

は手術が必要であるとか，そういった

患者さんが送られてきて，いったんは

お引き受けするものの，問題が解決す

ればまた近くで診ていただくという逆

紹介をしています。そういう形を取り

ながら，できるだけかかりつけ医の先

生方のところで治療をしていただくよ

うにしています。

後藤 「導入部は専門医が担当して，

ある程度コントロールができたらかか

りつけ医が診る」という考え方だと思

いますが，そのときにかかりつけ医は

いつでもウエルカムなのですか。何と

なく，ちょっとhesitateするところは

ないのですか。

西岡 Hesitateするのは最初の10例く

らいまでです。そのあとは使い方に慣

れてくる。ああこれはいいということ

になる。しかし一個人の開業医をどこ

かでバックアップする体制は絶対に必

要です。

後藤 たとえば地域の基幹病院があっ

てネットワークの診療所がある。地域

診療所の先生たちの教育や研修，そし

て副作用のチェックを地域の基幹病院

がやるというようなシステムをつくれ

ば，診療所の先生も安心なのではない

でしょうか。

西岡 地域ベースの医療の中で，第一

線の医療機関がどこまで生物学的製剤

や新しい技術を扱うかということは，

今後の大きな課題になるでしょう。今

はちょうど過渡期ですから，相当慎重

に進める必要があります。そのために

は市販後臨床調査をきちんとやるなど

して，第一線の登録医が自分たちの医

療の質を確保できるようにしないとい

けません。

後藤 地域の開業医のレベルが上がれ

ば，早期にRA患者さんを発見できる

し，あるいはadvancedの寝たきりに

なってしまったRA患者さんの在宅医

療などもできるようになるという，医

療の再配分がかなりスムーズになると

思います。そのための包括的なグラウ

ンドデザインを，もう少ししっかり学

会や財団が提示するほうがいいのでは

ないでしょうか。

高齢化社会において
重要性を増す包括医療としての
rheumatology

後藤 研修医制度が新しくなりつつあ

り，その中でのrheumatologyの比重が

どこでもかなり軽いわけでしょう。だ

からそこへもっとふみ込んで行くとい

うのが急務でしょう。というのはリウ

マチ性疾患というのは，心循環系の疾

患，あるいは内分泌性疾患と同じくら

い，この高齢化社会では最も多い病気

なわけです。社会的なインパクトも大

きいですし，経済的負担もものすごく

大 き い 。 も う 少 し 研 修 の 中 で

rheumatologyを取り入れるということ

をしておかないと，お医者さんになっ

て開業してから，何となくリウマチの

患者がいるからリウマチをちょっと勉

強するというのでは遅いと思うので

す。

西岡 日本のリウマチ学の特異な現象

なのですが，歴史的に整形外科と内科

系のそれぞれのバックグランドをもっ

た先生が，一つの学問や診療が体系を

形成してきているわけか内科系の先生

方は，その診療科の呼称に「内科」を

付けるとすごく安心するのです。整形

外科の先生はリウマチ・整形外科です

と，整形外科がバックにつくのでやは

り安心する。リウマチだけだと何かす

ごく不安になってしまうわけです。と

い う こ と は や は り ま だ 日 本 の

rheumatologyは歴史が非常に浅いとい

うことを意味している。運動器を中心

とする内科系の疾患，外科系の疾患，

そういうものを運動器疾患として全部

包括的にとらえていくような，たとえ

ば運動器科といったネーミングを今後

はしていくべきではないでしょうか。

後藤 本来的には，神経内科的なこと

もrheumatologyは含まなければいけな

いわけです。渡米したときに，若い医

者や学生が，「医者のカテゴリーの中

では開業医として収入が一番低いけれ

ども全身を診る大へん医者らしい科

だ」という理由でrheumatologyを選ん

だというふうに聞いています。つまり，

general practitionerとしてはすごくい

いからということで選んだという人が

けっこういたのです。一方，そういう

認識を日本はあまりしていないと思う

のです。私は生活習慣病の治療とかい

ろいろなことも含めて，もう少し日本

の医者にも，rheumatologyは全身を診

る科であるという認識をもっともっと

宣伝したほうがいいと思うのです。

新しい治療法の研究を支える
登録医情報ネットワークの
構築の価値

西岡 早期の段階でリウマチの診断治

療，特に積極的な治療によってリウマ

チの完全寛解導入を目指すという

「ERA（early RA）プログラム」が今

トピックスになっています。私はこの

リウマチの早期治療ということを経験

則からのみ提唱するのではなく，やは

りそれに対するきちんとしたEBMを

つくりあげていかなくてはならないと

考えています。たとえばEULAR（欧

州リウマチ学会）のstudyでは，発症

してから２週間で，２関節以上の関節

が対称的に腫れ，クライテリアに「ス

テロイドの注射が反応する」と称して

いるわけです。それに対して反応する

かしないかということで「very early

RA」というコンセプトをつくり，長

期的なコホート研究をやっているわけ

です。そしてその結果，何例が「完成

された」リウマチに移行するかをみる

のです。

ERAをcomplete remissionに持ってい

くことは可能であるので，それに対す

るEBMを日本としてもこれからはき

ちんとつくっていくことが大切だろう

と考えます。

後藤 そういうときに財団としてはど

ういった役割を果たしうるのでしょう

か。たとえばvery early RAだとそれ

こそ診療所の先生がたぶん最初に診る

わけですから，そういう人たちを巻き

込まないと，こういうプロジェクトは

なかなかうまくいかないと思います。

西岡 この間，登録医を対象に「治験

に参加したいですか」というアンケー

トをしたところ，4000人の登録医のう

ち約1000人からは積極的に治験登録し

たいという返事をもらっています。と

いうことは単なる治験ではなくて，登

録医を対象にメガスタディとか介入研

究をやることも可能だと思われます。

そのために今，登録医の情報ネットワ

ークの整備を急いでいます。

後藤 登録医の情報ネットワークの構

築はまた，生物学的製剤の研究という

側面においても非常に有意義でしょ

う。非常に切れのいいDMARDsだと

かさまざまな新薬が出てきています

が，ただ切れがいい反面，副作用もけ

っこうあるのです。そういう状況の中

では，登録医のネットワークを拡充す

ることにより，診療所の先生，登録医

のレベルを上げて，副作用の少ない，

治療効果の良いリウマチ治療のネット

ワークをきちっと構築すべきだと思い

ます。そのために財団としては今後e-

learningを構築したり，いろいろなサ

ービスを提供することができると思い

ます。このことに対してはどう思われ

ますか。

西岡 生物学的製剤は高値です。予め

個々の患者さんに対する反応性が予測

できる手法の開発，たとえばプロテオ

ーム解析やペプチド解析といったもの

が必要だと考えます。それはやはりリ

ウマチのサイトカインのプロファイル

が同一個体の中で時系列的にかなり変

わってくることなども関連しますが

…。

越智 これには研究プロジェクトを組

むというより，いろいろな薬を実際に

投与した各患者さんに関する情報を登

録医の先生に報告してもらうといった

ように，現場の先生方の反応をピック

アップするような方法が不可欠だと思

います。

国際貢献の推進－日本はアジア
のキーステーションに

西岡 私は昨年の9月からAPLAR（ア

ジア太平洋リウマチ学会）の会長の立

場にあるのですが，日本リウマチ学会

にもう少し国際貢献をしていただきた

いと思っております。幸いなことにリ

ウマチ財団が国際シンポジウムを長い

間やっており，ボトムアップ的に国際

化をはかってきました。

後藤 財団は今までそういう役目も果

たしてきたわけですね。

西岡 財団の国際シンポジウムとJCR

のシンポジウムとを合体させて，さら

にそれをグローバル化させるというそ

のfirst trialが今度の横浜における総

会・学術集会（平成17年4月17日～20

日）です。2008年度のAPLARの学術

会議も横浜で開催するため準備をすす

めています。日本は，世界の4分の3

の人口を占めるAPLAR圏におけるキ

ーステーションとしての役割を果たす

べきです。そういう意識を持って国際

貢献を推し進めていきたいと思ってお

ります。

後藤 お二方のお話により，財団のあ

るべき位置付けや明るい将来性が見え

て新年らしいお話をすることができま

した。本日はどうもありがとうござい

ました。

西岡先生

後藤先生

越智先生
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リウマチ外来で診る
生活習慣病の治療
リウマチ診療は，女の園です。それ

も中年以降の女性が圧倒的に多く，女

性特有の合併症や特徴があります。多

くの専門家が気づいているように，リ

ウマチ診療は，生涯を視野に入れた総

合診療です。とくに，最近の治療のめ

ざましい進歩によって，リウマチ性疾

患患者の寿命が延びていますので，リ

ウマチ診療は，老年病診療を加味せざ

るをえなくなっています。

内科のトレーニングを受けたリウマ

チ専門医には，高血圧症，糖尿病，動

脈硬化性疾患，便秘症，慢性胃炎など

は，なじみのあるものでしょうが，更

年期障害，不眠症，尿漏れ，となると

他科へ紹介しがちになると思います。

整形外科の分野からリウマチ診療を始

めた先生方では，多くの内科的疾患の

治療に不安を感じているのではないで

しょうか。逆に，内科系のリウマチ専

門医は，肩こり，腰痛，などの本来な

らリウマチ性疾患の代表であるありふ

れた症状への対処は苦手だと思います。

そこで，このシリーズでは，日常診

療でよく遭遇する疾患へのリウマチ専

門医としての一次診療につき，毎回代

表的な疾患を選んで，各分野の専門か

らわかりやすくお話をお聞きしていこ

うと考えています。

司会 我われ関節リウマチ（RA）や

膠原病を診ている者にとって，患者さ

んのだいたい８割が女性です。とくに，

出産後の40代，50代以降の女性が多

いわけですね。そういう意味で，女性

特有の病気というものが日常診療のな

かでも問題になってくることが多いわ

けです。

リウマチ性疾患のなかでも，RAと

いうのは全身に慢性の炎症が起きます

が，常に痛みがあるということから，

患者さんは動くのが「いやだ」「つら

い」ということで，全身の筋萎縮が起

きてくるわけです。女性はもともと筋

肉が少ないうえに動かしませんから，

ますます筋萎縮が強くなる。とくに下

半身，股関節，膝，足首が痛いと動く

のがいやだ，トイレにいくのもおっく

うであるということで，どうしても水

分を控えめにする。すると腎機能低下

とかいろんな問題が起きてくるわけで

す。また，全身性，二次性のアミロイ

ドーシスが起きやすい，便秘がちにな

るということもあります。それから

NSAIDsによる腎機能低下，ステロイ

ド性の高血圧，あるいは動脈硬化，糖

尿病も尿の問題に関係してくると思い

ます。またRAがあると，二次性のシ

ェーグレン症候群を合併することが非

常に多くて，口が渇くために水分をい

っぱいとるということで，またそれが

尿の問題に関係するということもある

わけです。

このほか最近，高齢化の問題があり

ます。さらに，尿漏れの予防策である

骨盤筋トレーニングはたぶん困難であ

る。そういうこともあって，RAの専

門医が日常診療のなかでできる範囲，

あるいは泌尿器の専門家に紹介すべき

状態を教えていただきたいと思いま

す。

最初に，後藤先生に，一般的な女性

の尿失禁についてご説明いただきたい

と思います。

後藤 基本的に女性の場合には，病気

でなくても尿失禁になりやすいファク

ターがいくつかありまして，尿道が短

いとか，もともと括約筋が男性に比べ

て弱いということ。そのため若い方で

も尿失禁がある。日本排尿機能学会に

おいて疫学調査を2002年にかなり本

格的に行った結果，健康な女性でも

15％ぐらいは尿失禁があったのです。

もともと尿失禁には２つのタイプがあ

り，１つは「腹圧性尿失禁」といって，

咳やくしゃみをしたときに漏れてしま

うタイプ。これは尿道の抵抗が弱くな

った場合に起こります。原因としては，

妊娠出産で骨盤底の筋肉がゆるむの

で，それで膀胱が下がるといったこと

があります。また，腹圧性尿失禁には

もう１つ原因があって，それは内因性

括約筋不全です。要するに尿道がゆる

んでしまう。膀胱が下がる下がらない

にかかわらず尿道がゆるんでしまうと

いう原因があって，主に閉経後のエス

トロゲン分泌が低下すると，尿道粘膜

攣縮が起こって膀胱とか，膀胱の出口

の部分がゆるんでしまう。この２つの

尿道がゆるくなる原因のために「腹圧

性尿失禁」が起こるといわれています。

30歳代，40歳代，妊娠・分娩を経験

するぐらいから増えてきて，その後一

定の頻度で発生しています。

そしてもう１つの尿失禁は「切迫性

尿失禁」です。症状でいうと，おしっ

こがしたくなったら急に我慢ができな

くなって，トイレに行こうと思ったら

漏れてしまう。あるいはトイレまでた

どり着いたけれども，下着を下ろすま

でに漏れてしまうという，そういう症

状で，一般には「おしっこが近い」

「夜間何回も起きる」ような症状を伴

います。

司会 最近「過活動性膀胱」というも

のも話題ですね。

後藤 そうですね。おしっこをためて

いるときに，自分の意思に反して膀胱

が勝手に収縮してしまう。これを不随

収縮といいますが，それが起こる。原

因の１つは神経の問題で，とくに中枢

神経の異常ということで，脳卒中，脳

出血・脳梗塞，あるいはパーキンソン，

多発性硬化症，そういった中枢神経の

病気に由来します。それから原因不明

というか，特発性で膀胱の収縮が起こ

る場合がいちばん多いと思います。ま

た，加齢によって神経や筋肉の問題で

膀胱が過敏になってきて漏れてしまう

という，そういうタイプの尿漏れを総

称して「切迫性尿失禁」といいます。

この切迫性尿失禁はお年をとられて

くるとぐんと増えてきます。50，60，

70，80歳代になるにしたがって急激

に頻度が増え，70歳代のお年寄りの

半分ぐらいはそういう過活動膀胱があ

るのではないかと思われます。

あと，典型的ではないですが尿失禁

のタイプとして「機能性尿失禁」とい

うのがありまして，尿道だとか膀胱の

異常とは関係なしに，トイレまでたど

り着けないとか，あるいはトイレに行

ったけど下着が間に合うように下ろせ

ないだとか，たとえば痴呆やそういう

ADLや認知の問題で物理的に漏れて

しまうようなものを「機能性尿失禁」

といいます。

つまり，リウマチでADLの悪い方に

はこの「機能性尿失禁」がかなり関与

しているのかなという印象をもちます。

司会 先生方は，どう患者さんに尿漏

れをお聞きしていますか。また「尿漏

れ外来」などとかされていますか。

吉川 今のところ標榜はしていませ

ん。ただお問い合わせがあった場合は，

「専門医は何曜日と何曜日にいます」

「女医希望ということであれば何曜日」

という対応をしますが，積極的にオー

プンにして「ぜひこちらに来てくださ

い」ということはしていません。たま

たま最初から泌尿器に来られた方が，

排尿障害があって「私が女性でよかっ

た，それで言えた」ということはあっ

たようです。たぶん，泌尿器科自体に

来るということに敷居が高いからでし

ょう。

うちでは現在，インターネットやメ

ールで相談を受け付けていて，時々

「（専門の女医さんを）紹介してくださ

い」ということもあります。ところが

たとえ尿失禁があった場合でも，「ど

この科に行ったらいいだろう」という

のはあると思います。たぶん尿失禁を

病気と考えていないので「まず泌尿器

科に行こう」「それだったら女医さん

のいるところに行こう」，そういう発

想にはあまりならないと思いますね。

RAの方でも，主治医の先生にいわれ

ると「じゃあ」ということで来られま

すが，たぶん一言言わないと来ない方

が，意外と多いだろうなと思います。

司会 そうでしょうね。後藤先生は，

たとえば患者さんを掘り起こす，意識

を高めることをどう若い医師にお話し

されているのですか。

後藤 実際難しいですね。泌尿器科自

体が外科の科なものですから，なかな

か若い先生がそういう排尿障害自体に

興味を示しづらいということがあるの

と，女性の方の場合には，男性，とく

に若い先生には相談しにくいというこ

ともありますので。

ただ，女性の尿失禁に関しましては，

最近10年ぐらいの間に，マスコミの

影響でかなり患者さん自身が啓蒙を受

けていますので，むしろ患者さんがが

んばって，勇気をもって泌尿器科を受

診している。反面，意外と先生のほう

が「へえ。そんなんしかたない」と言

われたりだとか，まだ意外と我われ側

の啓蒙が進んでない面もあります。

あとよく聞くのは，婦人科にかかる

患者が非常に多いということがありま

す。ただ，婦人科の先生ももう１つ関

心をもってない方も多いので，１つの

方法としては，女医さんの多い婦人科

や，開業医の婦人科の先生に関心をも

ってもらう活動が患者さんにとっては

いい窓口になるのかなと思います。

司会 そうですね。我われのイメージ

だと，泌尿器科は男性のものというよ

うな，女性は何となく婦人科に行くよ

うな，そういうイメージです。患者さ

んもそんなようなイメージじゃないか

なと思うのですが。

吉川 そうですね。

後藤 実際，30％ぐらいの患者さん

が女性だと思います。

吉川 もちろん排尿障害だけではない

と思いますが。

司会 たとえば，何年もRAの患者さ

んに付き合って親しくなると，排尿障

害の相談がいっぱい増えてくるわけで

すね。なかなか最初の段階で突然言う

人はあんまりいませんからね。患者さ

んの口を開かせるという，そこが難し

いと思うのです。

後藤 あきらめていらっしゃる，こん

なのはどっちみち治るはずもないと思

っている方がみえるかもしれないの

で，泌尿器科以外で診ている先生

（RAの専門医など）が質問をしてあげ

て，「こういうのは治るんだよ」といっ

ていただけるといいかもしれませんね。

吉川 そうですね。

次号治療編へ続く

リウマチ患者の生活習慣病を考える座談会

桐蔭横浜大学先端医用工学センター教授

名古屋大学大学院泌尿器科学講師

名古屋大学大学院泌尿器科学助手

司会：

出席者：

吉川 羊子 氏
後藤 百万 氏

後藤 眞 氏リウマチ患者の
尿失禁を考える

第
１
回

リウマチ患者の
尿失禁を考える

RA患者は「機能性尿失禁」を
抱えるケースが多い

尿失禁の主訴をうまく引き出し，
高齢者は失禁を前提に考える

〔Part 1 患者さんをどう見つける〕

後藤百万
先生

吉川羊子
先生
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去る平成16年12月4日，5日の2日

間。名古屋大学野依記念学術交流館に

おいて，ヒトの腰痛・膝痛・関節リウ

マチなどの筋・骨格系の痛みが，どの

ような神経機構によって生じるのか，

またその対処に対する検討を目的とし

た意欲的な研究会が，内外の研究者を

集めて開催された。

オーガナイザーは，名古屋大学環

境医学研究所神経性調節分野教授　水

村 和枝 氏，名古屋大学大学院医学系

研究科教授　杉浦 康夫 氏，明治鍼灸

大学教授　川喜田健司氏である。

会場でコメントを頂いたオーガナ

イザーの１人，水村 氏によると，「現

在，筋・骨格系の痛みに関しては，そ

の頻度や患者さんの多さに比較して研

究者が少なく，研究はあまり進んでい

ません。現在の痛みに関する多くの研

究が『皮膚の痛み』を中心に行われて

いることにぜひ一石を投じ，今後，

筋・骨格系の痛みの疼痛管理，痛みの

神経機構の解明により多くの研究者が

集まり，より広い視点からの学際的研

究が広がっていくことの１つのステッ

プにこの会がなればいい」とのことで

ある。

水村 氏によると，関節や骨格系の

痛みに関する研究が少数派である傾向

は「痛みのモデルを作成するに当たっ

ても，関節や骨の痛みであっても，表

面から触って皮膚を介して判定するこ

とになるので，どうしてもわかりにく

いからであるし，簡便な評価法もない

からです」とのことである。後藤編集

長は「関節の痛みは虚血再潅流による

とも考えられるが，痛みの要素は複雑

でありわかりにくいし，その部位を特

定しにくいものであるので，この研究

会の発足が多くの若手の研究者などの

目をもっと関節に向けてくれる機運を

醸成するきっかけとなってくれるとあ

りがたいし，リウマチ専門医の痛みに

関する興味・関心の対象として認知され

るまで育ってほしい」とコメントした。

数少ない関節の痛みの演題に，名

古屋大学環境医学研究所助教授　佐藤

純 氏の気象条件と痛みとの関連性に

ついての研究報告「天気と関節痛：関

節炎ラットの疼痛行動におよぼす人工

気象変化の影響」があったが，リウマ

チ専門医として，関節の痛みと気象の

関連性については日常的に見聞される

ことなので，どのような研究であるか

同研究室の水村氏にその概略の説明を

お願いした。

これに対して水村氏は，「気象の変

化に対して生じる関節などの痛みの増

悪は，動物の痛みモデルにおいて再現

することが可能でした。つまり，これ

は心理的なものや学習の結果ではな

く，生理的な機構があると言うことで

す。気圧の低下による痛みの増強は気

圧が変化している早期から生じ，気温

低下による痛みの増強は一定の時間経

過後に生じます。気圧低下による痛み

の増悪は内耳機能を破壊することによ

って消失しました。内耳破壊はリウマ

チのモデルでは試していないので，内

耳破壊で低気圧によるリウマチの痛み

の増悪がすっかり消えるかどうかはっ

きりはいえません。ひょっとするとリ

ウマチの場合にはもっと末梢で（つま

り関節で）気圧が影響する機構が在る

かもしれません」と述べるとともに，

「リウマチ患者さんの臨床傾向など，

症例の蓄積をリウマチ財団などに期待

したいですね」ともお話されていた。

水村氏は痛みに関してこうも述べ

ていた。「多くの医師の方が，病気が

あるから痛みはある。だから病気を治

せば事足りる，と考えていて，あまり

痛み自身に関心がないようです。けっ

こう冷淡なところがありますね。とこ

ろが病気を治療しても，実際なかなか

治らない痛みもありますし，痛みは痛

みとしてそれだけ治すこともできる

し，またその痛みを治したことによっ

て，もとの病気自体が軽快するケース

もあるのです。そういう意味でも，痛

みにもっと関心を持ってほしいと思い

ます」と述べていた。

後藤編集長も「RAの患者さんは痛

みが主訴であり，それを取って欲しい

と切に思っているケースが多い。それ

に反してリウマチの専門医において

も，患者さんの病態を『炎症』の面ば

かりで捉えることが少なくない。患者

さんの希望は明らかに『慢性的な痛み』

の除去がある。だから，これをどう改

善するか，そこにも治療の目的がある

ことをもっと認識しなければならな

い」と水村氏の意見に賛同を示され，

双方の研究が連動することによって，

RA患者さんのQOL改善に貢献してい

くこと，この研究会がテーマどおり，

筋肉や関節の痛みの発表が増えていく

ことに期待感を示した。

本研究会は，欧米の参加者も多く，

今後の国際的な発展が大いに期待され

た。

筋・骨格系の痛みの神経機構に関する国際ワークショップ

が開催される

International Workshop on the Neural
Mechanism of Musculoskeletal Pain
International Workshop on the Neural
Mechanism of Musculoskeletal Pain

木枯らしが吹きすさび，リウマチ患者

には厳しい季節が到来する11月の末（26

日，27日）。「患者に優しいリウマチ診療

を目指して」という重要なテーマを掲げ，

北里大学医学部内科学教授　近藤 啓文

氏のもと，リウマチ医療の内科学的アプローチを検討する本会

が開催された。20年の節目を目前とする19回目の会である。

会場は，東京都新宿区京王プラザホテル。リスナーには車椅

子で来場した患者さんの姿もちらほら見られ，リウマチ医療に

おける最新の治療法に対する患者さんや家族の関心の高さもう

かがわれた。

リウマチ医のレベルアップを目指す情報共有の場

最近，急速に進む生物学的製剤の導入や新規NSAIDsの登場

に対して，内科医の治療に対する期待感の高まりと，患者さん

の期待感の高まりはかなりのものである。一方，インターネッ

トによる薬剤情報の広範な共有化は，エビデンスのないまま一

人歩きしやすい環境にある。

そのような無秩序なIT環境下で，患者さんのさまざまなニ

ーズに応えていくリウマチ専門医のご苦労を解決する方策は共

通の課題でもあるが，その課題解決のひとつの方策として企画

されている本会の今回の大きな目玉は，手術療法の適応基準や

その時期について，整形領域のエキスパートからのご教示にあ

った。

特に，初日に行われた越智隆弘氏（独立行政法人国立病院機

構相模原病院院長）のお話は，同氏の長年の経験に裏付けられ

た，シンプルかつわかりやすい手術適応のお話であった。

かような越智先生の講演にもあるように，患者さんの治療の

選択肢，予後の見極め方には経験と内科，整形のカテゴリーに

こだわらない，幅広い対応が肝要である。近藤会長の掲げた本

学会のテーマにもあるように，患者本位の治療が今後もなされ

ることを祈って，盛会の内に本学会は幕を閉じた。

RAの長期自然経過はきわめて早期
の段階から，３群に分けることができ
る。この場合，超早期の段階で薬物療
法に反応性が良く，炎症性物質の低値状態が確認された，軽
症の兆候が見受けられる症例では，長期間にわたってもその
進捗（増悪）は全身にまで及ばず，手術の適応はあまりない。
それに比べ，早期の薬物療法に対して反応が良くない，中等
度の症例や全身の関節部位に炎症が及ぶ重症例では，長期経
過中に関節の破壊状況が大関節にも及び，患者さんのQOL
にきわめて深刻な事態をもたらす。
手術の適応を探るために，患者さんの希望に沿って，片腕
や片手だけに人工関節置換術を施術した例を追跡したが，長
期的に見た場合，軽症患者さんの場合，握力の維持の面など
で，手術のメリットは十分見出せた。しかしながら，手術し
ていない側の手の機能も完全には失われておらず，切迫した
手術適応の症例ではなかった。仮に，片方だけの手指の
手術適応のボーダーラインをどこに置くかといえば，患者さ
んの希望がなくても，側副靭帯付着部が健全であるか否かで
あろう。
また，大関節である股関節，足関節などでは，仮に機能が
失われてしまうと，患者さんの自立に大きな影響を与えるの
で，全身の状態とモチベーションが高ければ，ほぼ全例を適
応と考えるべきである。
まずは患者さんのQOLを優先し，本人のモチベーション
と精神状態を推察して，手術を薦めるかどうかを決断すべき
である。

第19回　日本臨床リウマチ学会総会が
開催される

特別講演　
「関節リウマチ手術適応とタイミング」

越智隆弘氏
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名古屋大学環境医学研究所神経性調節分野教授 水村和枝氏

近藤啓文氏
北里大学医学部内科学教授
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後藤 抗リン脂質抗体ご専門の小池先

生，全身性エリテマトーデス（以下

SLE）に関して何か新しい話題，ある

いは日本から発信できるようなお話は

ありますか。

小池 現在，日本から発信できるとす

れば，日本には良い抗血小板薬が多い

ということです。欧米はほとんどがア

スピリンで，せいぜいチクロピジンが

少し使われているくらいです。それに

比べて日本は多くの選択枝がありま

す。ですから日本人の場合，抗リン脂

質抗体症候群の治療choiceとして，動

脈血栓症の治療には，まずいろいろな

抗血小板薬を使うわけです。

後藤 具体的にはどんなものを使うの

ですか。

小池 プレタール，パナルジン，ドル

ナー，アンプラーグ，などがあります。

ですからそれをお薦めします。EBM

があるわけではないのですが，「脳梗

塞の治療指針」が出ましたので，それ

に準じたような治療方針が出せるので

はないかと思います。一方，静脈血栓

症の場合には基本的にワルファリンを

使うということになります。

後藤 たとえばループス腎炎などに日

本ではミゾリビン：Mizoribine（商品

名ブレディニン）を使った時期があり

ます。それはどうなのですか，有効な

のですか。

小池 すべてに有効というわけではあ

りませんが，ネフローゼ症候群でなか

なか大変な人に使うと比較的いいと

か，そのような使われ方があります。

後藤 一部の病院でよく使うレジメン

と聞きますが。

小池 そうですね。開発のときからミ

ゾリビンはその傾向がありました。た

しかに有効例があることも事実だろう

と思います。それから副作用が少ない

から使いやすい，ということもありま

す。

後藤 簑田先生，どうですか，そのへ

んは。

簑田　ミゾリビンが膠原病の治療薬と

してどのような位置を占めるのか，と

いうことはかなり難しところがあるよ

うに思います。一日に許可された量が

150mgと少ないところに問題がある

ように思われますが，いかがでしょう

か。ミコフェノール酸モフェチル：

mycophenolate mofetil（商品名セルセ

プト）のようにある程度の量を使える

のであればミゾリビンもきっと効くの

であろうと思いますが，150mg/日と

いう量はいかにも少ないような気がし

ます。保険上，場合によっては

300mgまで使用できるのでしたか？

後藤 そうです。

簑田　そうでしたね。関節リウマチ

（以下RA）の場合は300mg/日まで使

用できましたね。それでも量が少ない

のでしょうか，著効した症例を持った

経験は今のところありません。SLEで

シクロホスファミド：cyclophosphamide

（商品名エンドキサン）が使用できな

いような症例に使うことはあります

が，なかなかfirst choiceにはなって

いないのが現状です。メトトレキサー

ト：methotrexate（商品名メトレー

ト，リウマトレックス）も含めて，も

う一度これらの薬物の適応量を検討し

直す必要があると思います。

小池 ミコフェノール酸モフェチルは

米国，それからアジアでは香港などを

中心に使われています。実際に

「New England Journal of Medicine」

の最近号（N Engl J Med.350（10）：

971-980,2004）に出たデータでは，少

なくともシクロホスファミドのパルス

療法と比較できるくらいで，副作用は

はるかに少ないということでした。

簑田　ミゾリビンとほとんど同じよう

なプリン代謝を阻害する薬剤ですか。

小池 そうですが，実際の効果には議

論もあるんです。シクロホスファミド

のパルス療法と比較してどうなのかと

いうのは本当かなという意見もあり，

ほぼ同等くらいだろうという説もあり

ます。最初にシクロホスファミドのパ

ルス療法，そのあとにMMF を維持療

法として使うというようなやり方もあ

ります。

そこで実際に， NIHによるレジュ

メで，MMF とシクロホスファミドの

パルス療法を比較するstudyが国際的

に実施されるのですが，ご承知のよう

に日本はシクロホスファミドのパルス

療法が保険で承認されていないんで

す。ですから治験が日本だけできない

という，非常にまずい状況になってお

ります。

簑田　それは医師主導でもできないで

すか。

小池 医師主導ではやはり大変です。

後藤 CNS中枢神経ループスには先

生はどうされていますか。

小池 やはりシクロホスファミドのパ

ルス療法です。でもそれも保険上は認

められないです。

後藤 では次にシェーグレン症候群に

関してお話を進めたいと思います。シ

ェーグレンに関しては日本では塩酸セ

ビメリン：cevimeline hydrochloride

hydrate（商品名エボザック）という，

特に口腔乾燥症に大変いい薬が出てい

ます。もともと10年くらい前にはあ

まりいい薬がなくて，私自身，その当

時では最もよく効く薬として漢方の麦

門冬湯がいいのではないかなどといろ

いろ検討したんです。いまでもよく使

われると思いますが。その後塩酸セビ

メリンが出てアネトールトリチオン :

anethole tritione（商品名フェルビテ

ン）ができました。アネトールトリチ

オンはいろいろな副作用があって使い

づらいということで，いまは塩酸セビ

メリンが世界的に使われて，日本でも

よく使われています。

小池 歴史的にはシェーグレン症候群

は本当に良い薬がなくて，まずお水を

飲みなさいから始まりまして，それか

ら，サリベートという人工唾液，これ

はあまり患者さんに評判が良くなく，

ほとんど使われなくなりました。それ

で先生がおっしゃられましたように塩

酸セビメリン等々出てきまして，たし

かにいいのですが，消化器症状等があ

ってなかなか使いにくい人と，唾液の

コントロールが必ずしもうまくいくわ

けではないです。ですから革新的にす

ごい薬があるという印象というわけで

は……。

後藤 胃（の乾燥症状）には効果はあ

まりないですね。そこがちょっと悲し

いですね。どうですか，簑田先生のご

意見は。

簑田　この薬は外分泌腺の腺細胞がか

なり障害を受けたあと，残っている細

胞に対して「頑張れ，頑張れ」といっ

て強制的に，例えば唾液を出させるよ

うなものですから，基本的には対症療

法ですね。腺細胞はそのうち疲弊して

いくでしょうから，その時は効果がな

くなってしまうだろうなというような

とらえ方をしています。要するに腺細

胞の破壊そのものを抑えてしまう薬物

では決してない訳ですから，この破壊

過程を抑制できるような治療薬が必要

であると思っています。

後藤 そういう意味ではもう少し先の

薬がこれからも必要になってくると思

います。

小池 それから，シェーグレン症候群

自体がもう少し認知されるべきです。

日本のシェーグレン症候群の数は人口

比として欧米から比べるとものすごく

少なく，恐らくヨーロッパの数十分の

１くらいでしょうか。

後藤 ただし，RA患者さんをきちっ

とチェックすると，少なくとも60歳

以上の患者さんのうち，私はほぼ全員

がシェーグレンの症状を有していると

思います。問診してみるとシェーグレ

ンではない人は滅多にいませんから，

本当はRA患者さんとほとんど同じ数

がいるはずなんです。

小池 あるいはそれ以上にあるかもし

れませんね。

簑田　ただRAに伴った二次的な場合

は，どうしても患者さんは痛いほうに

神経が集中して，口腔内乾燥まではな

かなか訴えないのでしょうね。痛みが

うまくコントロールできれば，今度は

乾燥感というのが出てくる。

後藤 そうかもしれないですね。医者

が聞くと，だいたいは乾燥症状を訴え

るんです。だから医師がきちんと口腔

乾燥に気を配ることによって，口腔内

シェーグレン症候群はRAの陰に隠れ
ているが，その実数は意外に多いか？

膠原病治療における認可された薬剤や
用量の問題点，SLEの場合

日本リウマチ財団ニュース
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後藤先生

桐蔭横浜大学先端医用工学センター教授
後藤　眞氏

司会 北海道大学大学院医学系研究科病態
内科学講座第二内科　教授
小池隆夫氏

出席者 自治医科大学内科学講座
アレルギー膠原病学部門　教授
簑田清次氏

「アジアからの新しい
膠原病治療の流れ」

座談会

「アジアからの新しい
膠原病治療の流れ」
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が乾燥して虫歯ができたり，それがま

た逆にRAを悪化させる要因になると

いうことを防げるのではと私は思いま

す。口腔内をきちっとケアするのは

RAコントロールにはいいことだと思

っているんです。そういう意味では

RA患者さんにシェーグレン症状を聞

いて，適切に対処するというのは必要

だと思います。

後藤 強皮症の話に移りたいと思いま

すが，強皮症はリウマチ学の分野で最

も難病中の難病。まだよく病因もはっ

きりしない，リウマチの病気の中では

一番悲惨な状況を招く病気の一つで

す。中でも腎臓あるいは肺線維症，い

ろいろなことが問題になると思います

が，特に肺高血圧症などに治療法がな

かったわけです。とはいえ，最近

PGI2製剤（商品名ドルナー，プロサイ

リン）である程度コントロールできつ

つあります。小池先生はけっこうそう

いう経験がありますよね。

小池 肺高血圧症に対するPGI2製剤

は，治験のときにも何例か入りました

し，たしかに有効な薬だと思います。

それから，クエン酸シルデナフィル：

sildenafil citrate（バイアグラ）も肺高

血圧症にいいと聞いています。

後藤 そうですね，あれもいいみたい

ですね。

小池 わりといくつかいい薬剤が出て

くるのではないかと思います。それか

ら肺高血圧症は早く見つけて，たとえ

ば積極的にステロイド治療をすると

reversible（可逆的）だという話もあ

りますので，それも病態によってたと

えば混合性結合組織病（M i x e d

Connective Tissue Disease：

MCTD），強皮症，あるいは肺高血圧

をよく起こしそうな病気のときに，ま

ず本当に肺高血圧がどれくらいあるか

ということを早く発見して積極的に治

療するというのも重要なことだと思い

ます。

後藤 簑田先生はどうですか。

簑田　われわれはPGI2の経験はない

のでコメントできませんが，先ほどク

エン酸シルデナフィルの話がでました

が，われわれは一応studyとしてスワ

ン-ガンツ・カテーテル検査を含めて，

シルデナフィルの短期効果をみており

ますが，けっこう，肺動脈圧は下がり

ます。ところで，いま点滴製剤として

何が肺高血圧症に使われているのでし

たか。

後藤 エポプロステノールナトリウ

ム：epoprostenol sodium（商品名フ

ローラン）じゃないですか。

簑田　そこまで行く前の段階として

Ca拮抗薬のような血管拡張薬，それ

から先ほどのシルデナフィルでけっこ

う短期的な効果はあるようです。長期

的な効果がどのくらい継続するのかを

みてみようと思っています。

エポプロステノールナトリウムは経

験がないのでよくわかりません。ただ，

これまでは特発性肺高血圧症に対して

だけ保険適応があり使用可能で，その

場合には携帯用小型ポンプを使用して

カテーテルも永久に埋め込み，コント

ロールがしやすいのですが，膠原病に

ともなうような二次性の肺高血圧症に

はそこまでは認められておりませんで

した。たとえば入院中はそのような治

療が可能ですが，外来では携帯用小型

ポンプが使用できないとか。しかし，

これも最近になって認められたと聞き

及んでいますので，今後は症例があれ

ば使ってみたいと思います。もうじき

血管収縮の抑制薬が発売されますよ

ね。

後藤 エンドセリン：endothelin（Ｅ

Ｔ）拮抗薬ですね。

簑田　エンドセリンの拮抗薬（ボセン

タン）がもうじきPPHに対して適応

がとれるのではないかと聞いていま

す。あまり有効薬がない現在では，わ

れわれとしましては大変期待しており

ます。

後藤 最後に何か追加するようなもの

はありますか。

小池 強皮症に関しては，私どものと

ころで造血幹細胞移植をやっていま

す。先ほど後藤先生がおっしゃられた

ように強皮症というのはある意味では

患者さんも医者も非常にフラストレー

ションのたまる病気です。ほとんど治

療法がない。昔からD-ペニシラミン

が使われていて副作用がいっぱい出

て，そのわりには効果がないというこ

とでした。早期から急激に進行する強

皮症というのがありますね。そういう

患者さんに対してシクロホスファミド

の大量療法＋造血幹細胞移植をいまの

ところやっています。

後藤 200mg/kgですか。

小池 4g/m2のシクロホスファミドと

G-CSFで血幹細胞を動員し，CD34の

選別をします。それでもう一度シクロ

ホスファミド（200mg/kg）でという

具合です。

後藤 CD34の選別はどういうふうに

するのですか。

小池 末梢血に動員されたCD34陽性

細胞を磁気細胞分離装置（CliniMACS）

で集めてくるんです。特に急速に進行

する強皮症に対してはものすごく有効

です。

後藤 どれくらいに。

小池 早い人だと本当に１週間以内で

柔らかくなったという人がいます。正

式にはいわゆるRodnan変法のスキン

スコアで判定します。

造血幹細胞移植というのは強皮症だ

けではなくていろいろなものに実施さ

れています。RAも含めてSLE等々沢

山ありますが，私はやはり強皮症がた

ぶん一番適応ではないかと思います。

というのはSLEもいまはコントロー

ルが大部分可能ですし，RAも生物学

的製剤ができてきたのでずいぶんコン

トロールできます。しかし，強皮症，

特に急速に進行するタイプは，私は最

も適応があるのではないかと思いま

す。ただ急速に進行するタイプか否か

を客観的に見極めるのは少し難しいか

も知れません。経験にたよる部分が多

いと思います。

後藤 そうですね。それは強皮症にか

ぎらず，どの病気でもこの人はどうい

う経過をたどるか，rushかのんびり

かというのがわかる手段をわれわれは

ほとんど持っていないわけです。それ

がわかれば製剤のchoiceが最初からで

きるというメリットがあるわけです。

そういう意味でも私はdisease course

といいますか，そのへんの検討をもっ

ともっとこれから行い，それもできた

ら日本独自の，日本人に特有なものを

探るような研究が必要になるのではな

いかと思います。

小池 その意味では，それこそオーダ

ーメイド治療ですね。

後藤 そういうことですね。そういう

ふうになると思います。どうですか，

簑田先生。

簑田　それはマイクロアレイとか，そ

ういうものでやるのでしょうかね。

後藤 マイクロアレイも流行ですが，

私はやはり臨床家がたとえば初期の段

階から１年か２年，その経過を見るこ

とで将来の予測がつくような，何か臨

床的なヒントがあるのではないかと思

います。だからそのへんのところを少

し地道に集めて解析するような，そう

いうシステムをつくればもう少し将来

性があるのではないかと思います。

小池 Geneticなものも含めてトータ

ルにわかれば一番いいですね。

後藤 もちろんそうですね。本日は改

めてどうもありがとうございました。

膠原病のオーダーメイド治療を
見据える

肺高血圧対策に登場したPGI2製剤の
可能性とエンドセリン拮抗薬

小池先生

海 外 派 遣 研 修 医 を 募 集

財団では，
①日本リウマチ学会員である
②現在及び将来ともにリウマチ学を志す者
を対象に，標題研修医を次により募集しています。

1．［募集人員］若干名

2．受入機関等
1）1つのリウマチ・膠原病等診療研究機関に4カ月以上滞在して研修する
2）平成17年4月～18年3月の間に出発する
3）奨学金　各人60万円以内

3．応募手続
1）財団専門委員，リウマチ学会評議員の推せんを要す
2）所定の申込書により平成17年3月末日までに応募
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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

助手 永渕 裕子，同助手 山本直弘，

同教授　尾崎承一，同研修医　和久井

大輔　（以上出席者）

永渕：今回は，強皮症にて外来通院中
に腎クリーゼを発症した症例を経験し

ましたので，その治療および発症予測，

予後などについて検討を行います。和

久井先生，症例を呈示してください。

和久井：症例は51歳女性。頭痛，嘔
吐が主訴です。既往歴・生活歴は特記

すべきことはありません。現病歴は平

成12年8月手のこわばりを自覚。平成

15年1月手指の浮腫，下肢筋痛が出現

し，他科にてRS3PE症候群を疑われ，

プレドニゾロン（PSL）10mg/日の投

与を受けるも改善しないため，同年7

月当科紹介受診。手指の皮膚硬化を認

め，抗核抗体320倍陽性（speckled）。

抗Scl-70抗体陰性，抗セントロメア抗

体陰性で，レイノー現象は認めません

でしたが，10月皮膚生検にて表皮乳

頭の消失，真皮に軽度炎症細胞浸潤，

膠原線維の増生を認め（図1），強皮

症と診断。12月の検査では血圧正常，

腎機能正常で肺高血圧（－），食道拡

張（－），間質性肺炎（－）と臓器障

害を認めませんでした。外来にて

PSL5mg/日まで減量し，通院中でし

た。平成16年2月午前3時，頭痛，嘔

吐（6回）が出現。夜間救急センター

受診。血圧250/144。血小板減少（7.7

万/μ L），LDH1333IU/L，Crea

1.8mg/dL, BUN38.2mg/dLと腎障害も

認め，強皮症腎クリーゼを疑われ，即

日入院となりました。

永渕：山本先生，当直で最初に診察し
た所見はいかがでしたか？

山本：手指がやや浮腫状で，手指，前
腕，体幹の皮膚硬化，色素沈着を認め

ました。また，眼底に軽度浮腫性変化

があり，胸骨左縁第4肋間で収縮期雑

音を聴取，腹部で血管雑音も聴取して

います。入院時の頭部CTで異常なく，

胸部X線でCTR58％と心肥大を認め

ています。悪性高血圧と，血小板減少，

腎障害の急速な進行から強皮症腎クリ

ーゼを疑いました。

永渕：まず初期の治療はどうしました
か？

山本：レニン活性の測定を行うと同時
に，悪性高血圧に対し，ACE阻害薬

の投与を開始しました。

永渕：入院時の検査データ・画像所見
をまとめてください。

和久井：検査では尿蛋白（1+），潜血
（1+），沈渣異常なく，末梢血は

Hb9.9g/dLと低下。網状赤血球58.9万

/μLと増加。血小板5.4万/μLと減

少。血液像でfragmentを認めました

（図2）。直接・間接クームス陰性でし

たが，ハプトグロビン10以下と低下

し，溶血性貧血を認めました。MPO-

ANCA陰性。血漿レニン活性20.9（基

準値0.2 ～2.7）と上昇していました。

心電図はLVH。画像では胸部CTで異

常なく，腹部CTでは左腎内に高信号

域を認め，同部はエコー所見から腎嚢

胞内出血と考えられました。

永渕：入院後の治療をまとめてくださ
い。

和久井：強皮症腎クリーゼであり，微
小血管障害性溶血性貧血の合併と考

え，腎臓内科にコンサルトしました。

4000mLの血漿交換療法を2日間施行。

また悪性高血圧はACE阻害薬（マレ

イン酸エナラプリル5mg/日で開始。

10mg/日まで増量）の投与を継続。そ

の他，酸素投与，補液を行いました。

入院2日目には血圧は130/80mmHgと

正常化しましたが，同日の心エコーで

右室収縮期圧50mmHgと高値で，肺

高血圧の合併が疑われました。このた

め，プロスタグランジン製剤（ペラプ

ロストナトリウム）の内服を開始しま

した。腎嚢胞内出血は新たな出血はな

く，血圧のコントロールを行い，経過

観察としました。

永渕：入院後経過をお願いします。
和久井：血漿交換療法により，血液像
でfragmentを認めるものの，貧血，

血小板減少は進行がとまり，腎機能も

数日後には改善傾向となりました。入

院約1カ月後にはfragmentも消失し

ました。腎機能もCrea2.48mg/dLが

ピークでしたが，1.25mg/dLまで改善

しました。心エコーで右室収縮期圧

27.5mmHgと改善していました。

尾崎：腎クリーゼを発症する前に血小
板減少が先行するという報告がありま

すが，この症例ではどうでしたか？

また腎クリーゼの発症を予測する因子

がありますか？

和久井：本症例では血小板減少の先行
は認められていません。強皮症腎は強

皮症の10～15％に生じ，強皮症発症

5年以内の早期に出現することが知ら

れ，腎クリーゼのリスクファクターと

して皮膚病変が広範囲で，進行が早い

症例，黒人に多く，中等度以上のステ

ロイド（PSL15mg/日以上）の使用，

シクロスポリン投与例があげられてい

ます。秋から冬にかけて寒い時期に多

く，レイノー現象との関連が示唆され

ています。本症例では皮膚硬化の進展

が早かったことがリスクファクターと

してあげられます。以前は腎不全の進

行により，予後は不良な病態でしたが，

近年，ACE阻害薬の使用により，予

後は改善しています。

尾崎：悪性高血圧と，血小板減少，腎
障害の急速な進行をきたした強皮症腎

クリーゼの1例です。発症早期におけ

るACE阻害薬投与と血漿交換療法が

有効な症例でした。

日本リウマチ財団ニュース 7

聖マリアンナ医科大学リウマチ・膠原病・アレルギー内科　助手

永渕　裕子

図1 皮膚生検組織　表皮乳頭の消失，真皮に軽度炎症細胞浸潤，膠原線維の増生を認める。

図2 末梢血にみられたfragment

参考文献

Steen VD: Scleroderma Renal

Crisis. Rheum Dis Clin North Am

22：861-78，1996

強皮症腎クリーゼ
の一例

題２回　リウマチケースカンファレンス



8 日本リウマチ財団ニュース No.68

どのような疾患もその表現型はあ

るスペクトラムをもっているので，全

身性エリテマトーデス（SLE）の場合

においても誰がみても確実に診断でき

る場合と，このようなものをSLEと

診断してもよいのだろうかと迷う場合

とがある。前者において問題になるこ

ととしては，臓器合併症を含めた治療

がうまくいくかどうかである。

一方，後者の場合は診断のみなら

ず治療へも直結する問題であることか

ら，われわれ専門家の力が試される場

面であるが，実際にはかなり困難なこ

とが多い。本稿では確実に診断がつか

ない場合に，どのような点に特に注意

を払って今後のSLEの発症およびそ

の診断に注意すればよいかという観点

から意見を述べてみたい。

SLEは主に細胞の核に存在する

様々な抗原に対し自己抗体を産生する

結果，多量の免疫複合体が形成され，

主にⅢ型アレルギーにより組織障害を

引き起こす自己免疫疾患である。妊娠

出産適齢の若い女性に発症頻度が高

く，腎障害（ループス腎炎）は内臓臓

器障害の中で最も高頻度に出現する。

また，痙攣をはじめとする中枢神経障

害（CNSループス）と腎障害はとも

に予後不良因子である。

データが古いが平成８年現在，難

病申請している患者数は43,177人であ

り，我が国では４万人以上の患者数に

達している。男女比は１：９で，発症

頻度や重症度には民族差が知られてい

る。

予後は非常に改善され，1950年代

では５年生存率が40％程度であった

ものが，現在では10年生存率が90％

に達している。

1982年に大幅に改訂され，さらに

1997年に一部の改訂がなされた表1に

示す分類基準を世界標準の診断基準と

してSLEは診断されている。すなわ

ち，ここに挙げられている11項目中

４項目以上を満たした場合にSLEと

診断しているが，この基準は研究目的

に，すなわち研究を行う場合の対象疾

患をよりきちんとそろえるために作ら

れたものであり，当然の事ながら症状

がいまだ出そろっていない早期のSLE

は診断できないことになる。

分類基準が確定されている以上，

SLEを疑うコツというものはあまり無

いが，強いて挙げるとすれば以下の項

目である。１つ目として診断項目の1

つではあるが無痛性のため見落とされ

がちなものとして口腔内潰瘍がある

（図１）。我が国では発現頻度が少ない

ことも注意を要する点であろう。口腔

内を必ず見るという習慣が必要であ

る。次に，皮疹として診断基準上の蝶

形紅斑やディスコイド疹を認めない場

合にも，輪状紅斑（図２）を呈した場

合は見逃せない。輪状紅斑はシェーグ

レン症候群またはSLEの可能性が高

い。最後に，4項目以上を満たせば技

術的には診断可能とは言え，抗核抗体

が陰性の場合にはSLEの診断は慎重

とならざるを得ない。概念の項目に記

載した形での免疫複合体ができないこ

とになるからである。現在のHep2細

胞を基質とした抗核抗体の測定では

95%以上のSLEで陽性となる一方，正

常人においても20%程度が偽陽性とな

り，このことがむしろ問題である。抗

核抗体が陰性で細胞質が染色される場

合には特に抗SSA抗体を測定するこ

とをお勧めする。もし，陽性ならば重

視して良い。

SLEの診断でもっとも問題になる

のは分類基準を４つ以上満たさない，

いわば非典型例の場合の取り扱いであ

る。これはそれぞれの医師によって考

え方が大きく異なると思われる。

骨・筋肉あるいは関節の慢性炎症

症状を示し，結合組織疾患が考えられ

るものの，どの分類基準にも合致しな

いものをUCTDと呼ぶ場合がある。

診断が確定していないUCTDがその

後，どのような経過をたどるか，どの

程度がSLEと診断されるのか，SLE

と診断された場合にどのような特徴を

初期に有していたのかを明らかにすれ

ばSLEの診断のコツになるのではな

いだろうか。

ある文献によるとUCTDの83症例

を 5年間観察した場合，その 18例

（22%）はSLEの分類基準を，また1

例がシェーグレン症候群の分類基準を

満たすようになる一方，その他の結合

組織疾患への進展症例はなく，多くの

ものがUCTDのまま留まっていた。

ここでSLEへ進展した症例といまだ

UCTDのままでいる症例のUCTDと

診断された時点での特徴を表２に示

す。

兆候や検査において将来のSLEへ

の進展を示唆する所見に非常に乏しい

ことがむしろ特徴である。唯一有意差

を認めたものは抗カルジオリピン抗体

であったことから，SLEを疑う場合に

は抗核抗体や抗dsDNA抗体と同様に

抗カルジオリピン抗体を測定すること

がコツと言える。この点で1997年の

分類基準の改定は大変的を射たもので

ある。

またUCTDからSLEへの進展は比

較的早期に生じ，しかもループス腎炎

が最も重要な組織障害である点を含

め，SLE典型例と臨床像や検査所見で

差を認めない。

膠原病，特にSLEの可能性を精査

するように依頼されることは多い。見

逃されがちな口腔内潰瘍，輪状紅斑，

抗核抗体陰性の場合，さらには初期に

UCTDとしか診断できない症例の捉

え方についてまとめてみた。

全身性エリテマトーデス
（SLE）を疑うコツ

自治医科大学内科学講座
アレルギー膠原病学部門教授

簑田 清次

AA 概要

CC 分類不能結合組織疾患
（Undifferentiated Connective Tissue Disease: UCTD）

DD まとめ

BB 診断

図1 口腔内潰瘍

図2 輪状紅斑

表2 SLEへと進展した症例とUCTDに留まった症例のUCTD診断時での臨床的特徴

症状および検査成績 UCTDに留まった症例 SLEへと進展した症例

(%) (%)

関節痛 69 67

関節炎 33 44

脱毛 19 28

発熱 11 28

蝶形紅斑 3 11

光線過敏 17 0

漿膜炎 6 11

乾燥症状 22 6

貧血 6 0

白血球減少 25 22

血小板減少 12 6

抗カルジオリピン抗体* 13 50

抗dsDNA抗体 10 27

*p<0.01

表1 SLEの分類基準

１．蝶形紅斑 ２．円板状紅斑

３．光線過敏症 ４．口腔内潰瘍

５．関節炎 ６．漿膜炎（胸膜炎，心膜炎）

７．腎障害
a）0.5g/日以上もしくは3+以上の持続的蛋白尿

b）細胞性円柱

８．神経障害
a）痙攣

b）精神障害

９．血液学的異常
a）溶血性貧血

b）白血球減少症（<4,000/mL）

c）リンパ球減少症（<1,500/mL）

d）血小板減少症（<100,000/mL）

10．免疫学的異常
a）抗DNA抗体

b）抗Sm抗体

c）抗リン脂質抗体（抗カルジオリピン抗体，ループス抗凝固因子，梅毒反応

の生物学的偽陽性のいずれか）

11．抗核抗体
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平成17年度日本リウマチ財団主催ケア研修会開催予定 平成17年度日本リウマチ財団ケア研修会開催予定表
リウマチのケア研修会

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

世話人�地区�

北海道・東北�

開催日�

7月16日（土）�福島県立医科大学�
リウマチ・膠原病・免疫内科�
佐藤 由紀夫 教授�

東海・北陸�8月27日（土）�山田赤十字病院�
整形外科�
細井　哲 部長�

近畿� 10月1日（土）�奈良県立医科大学整形外科�
高倉 義典 教授�

中・四国� 9月10日（土）�高知大学整形外科�
谷　俊一 教授�

九州・沖縄�11月26日（土）�豊見城中央病院�
潮平 芳樹 副院長�

関東・甲信越�6月4日（土）� 丸の内病院�
鈴木 明夫 院長�

平成17年度リウマチ教育研修会開催予定表
リウマチ教育研修会

地区名� 開催日�開催地（予定）� 世話人�

中央� 7月30日（土）�
7月31日（日）�

京都市� 京都大学整形外科　�
　中村 孝司 教授�
京都大学免疫・膠原病内科�
　三森 経世 教授�

山形地区� 5月29日（日）�山形市� 山形大学整形外科�
　荻野 利彦 教授�

新潟地区� 9月11日（日）�新潟市� 県立瀬波病院�
　村澤　 章 院長�

岐阜地区� 9月18日（日）�岐阜市� 岐阜大学整形外科�
　清水 克時 教授�

徳島地区� 9月4日（日）�徳島市� 徳島大学整形外科�
　安井 夏生 教授�

宮崎地区� 11月20日（日）�宮崎市� 宮崎大学整形外科�
　帖佐 悦男 教授�

兵庫地区� 10月16日（日）�西宮市� 兵庫医科大学�
リウマチ膠原病科�
　佐野　 統 教授�
兵庫医科大学整形外科�
　立石 博臣 教授�

※医師及び医療に携わる方はどなたでも受けられます。 ※医師のみを対象としています。

Announcement
［登録医研修単位認定講演（H17.1～5）］
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

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

1／27（木） 19:30 1単位　（山口）
疼痛治療を考える会
横野　浩二　083-972-1011
第一製薬㈱広島支店山口営業所

1／28（金） 19:00 1単位　（広島）
呉市医師会学術講演会
村上　智昭　0823-22-2326
呉市医師会総務課庶務係

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

1／29（土） 17:30 1単位　（兵庫）
兵庫県整形外科医会学術講演会
四方　義朗　078-918-6161
四方整形外科

1／29（土） 18:30 1単位　（東京）
第6回整形外科カレントコンセプト
村上　絹枝　03-3964-4097
帝京大学整形外科

1／29（土） 18:50 1単位　（栃木）
第1回栃木骨粗鬆症集談会
早乙女　紘一　0282-87-2161
獨協医科大学整形外科

1／29（土） 17:10 1単位　（東京）
第6回ＲＡトータルマネジメントフォ
ーラム
和田　義男　03-3817-3858
エーザイ㈱診断薬部

2／2（水） 19:30 1単位 （茨城）
茨城県骨粗鬆症学術講演会
大塚　紳司　029-227-2171
万有製薬㈱水戸営業所

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

2／3（木） 10:00 2単位 （沖縄）
4（金） 10:50 13:20 各1単位

第35回日本人工関節学会
糸満　盛健　042-778-8707
北里大学整形外科

2／3（木） 11:00 1単位 （東京）
4（金） 10:50 2単位　

第38回日本痛風・核酸代謝学会総会
中島　操　03-3597-9394
日本痛風・核酸代謝学会事務局

2／4（金） 19:00 2単位 （長崎）
長崎リウマチ研究会
見山　浩道　095-824-3843
田辺製薬㈱九州支店長崎出張所

2／5（土） 14:00 2単位 （熊本）
骨･関節疾患セミナー整形外科領域のプラ
イマリケアにおける新しいアプローチ
吉田　貴司　03-3273-0833
中外製薬㈱

2／5（土） 16:40 1単位 （大阪）
天の川整形外科懇話会
佐向　紀彦　06-6203-5861
万有製薬㈱大阪支店大阪第一営業所

2／5（土） 17:00 1単位 （長野）
第4回信州膠原病セミナー
鈴木　貞博　026-292-2261
厚生連篠ノ井総合病院膠原病科

2／5（土） 17:45 1単位　（北海道）
第4回旭川関節疾患カンファランス
中林　淳一　0166-24-2805
旭化成ファーマ㈱

2／5（土） 18:00 1単位 （福岡）
第26回九州手の外科研究会
副島　修　092-801-1011
福岡大学整形外科

2／8（火）9:00 13:00 2単位 （東京）
厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患予防･
治療研究事業リウマチ研究班合同公開シンポジウム
遊道　和雄　044-977-8111
聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター

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

2／9（水） 19:30 1単位 （大阪）
第2回大阪リウマチ関節外科セミナール
舛岡　光　06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

2／9（水） 19:30 1単位 （東京）
板橋区医師会学術講演会
長瀬　満夫　03-3932-1050
長瀬クリニック

2／10（木） 18:30 1単位（北海道）
第1回 Current Opinion Forum（COF）
三浪　三千男 011-812-7001
北海道整形外科記念病院

2／10（木） 20:00 1単位　（埼玉）
第24回見沼リウマチ懇話会
内田　浩一　048-652-3831
大正富山医薬品㈱さいたま支店

2／10（木） 19:30 1単位　（沖縄）
第20回沖縄リウマチ･膠原病懇話会
古謝　亜由子　098-869-9540
旭化成ファーマ㈱沖縄出張所

2／11（金） 13:30 2単位　（東京）
リウマチ・アレルギーシンポジウムパート2
市川　英一　03-3635-1056
（財）日本予防医学協会公益事業推進室

2／11（金） 8:30 2単位 （福岡）
第4回久留米関節セミナー
稲員　由紀　0942-22-6111
久留米大学医療センター整形外科

2／17（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

2／17（木） 19:30 1単位　（岐阜）
第3回東濃・可茂脊椎セミナー
土屋　浩彦　058-265-7880
小野薬品工業㈱

2／18（金） 19:30 1単位　（福岡）
第13回北九州整形手術手技研究会
高橋　良正　093-691-7444
産業医科大学整形外科

2／18（金） 19:30 1単位　（茨城）
第4回リウマチ治療研究会
須藤　大助　03-3561-7345
ワイス㈱

2／18（金） 19:40 1単位　（東京）
第22回東京整形外科手術フォーラム
藤野　隆裕　03-3817-3762
エーザイ㈱東京エリア企画部

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

2／18（金） 19:30 1単位　（静岡）
オルト会特別講演会
坪井　声示　054-271-7303
静岡厚生病院リウマチ科

2／19（土） 15:00 2単位　（熊本）
第16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

2／19（土） 15:20 2単位　（兵庫）
第17回兵庫県リウマチ登録医の会
（リウマチ医の会）学術講演会
塩澤　俊一　078-769-4573
神戸大学保健学科

2／19（土） 15:30 2単位　（愛知）
第10回東海骨・軟骨研究会
中尾　哲二　052-262-4513
旭化成ファーマ㈱医薬名古屋支店学術
グループ

2／19（土） 16:30 2単位　（広島）
第3回広島Bone ＆ Joint セミナー
蔦野　小百合　082-244-5802
旭化成ファーマ㈱医薬中四国支店学術
グループ

2／19（土） 17:00 1単位　（大阪）
第11回近畿骨粗鬆症研究会
楊　鴻生　0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科

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

2／23（水） 19:00 1単位　（山口）
リウマチ学術講演会
砂山　淳　083-972-5311
田辺製薬㈱山口営業所

2／24（木） 19:00 1単位　（三重）
第52回三重リウマチ膠原病研究会
小林　裕史　059-224-5291
科研製薬㈱

2／26（土） 17:00 1単位　（滋賀）
第23回滋賀リウマチ膠原病臨床談話会
勝岡　英樹　077-554-1422
科研製薬㈱滋賀営業所

2／25（金） 19:00 1単位　（鳥取）
第3回山陰 Boneフォーラム
萩野　浩　0859-34-8115
鳥取大学整形外科

2／25（金） 19:00 1単位　（福島）
福島リウマチセミナー
細川　潤　024-932-1301
三共㈱福島第一出張所

2／26（土） 16:00 1単位　（福島）
第15回福島県整形外科医の集い
小林　利男　024-542-5121
県立リハビリテーション飯坂温泉病院

2／26（土） 16:00 1単位　（大阪）
第5回なにわリウマチフォーラム
酒井　清　06-6203-4591
ワイス㈱

2／26（土） 18:00 1単位　（岩手）
第383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

2／26（土） 18:00 1単位　（島根）
第24回山陰リウマチ性疾患研究会
上尾　豊二　0852-62-1560
玉造厚生年金病院

2／26（土） 18:15 1単位　（長野）
第20回東信整形外科懇話会
北側　恵史　0267-22-1070
長野厚生連小諸厚生総合病院

2／26（土） 19:00 1単位　（岡山）
第202回岡山県臨床整形外科医会研修会
角南　義文　086-273-1233
竜操整形外科病院

2／26（土） 20:00 1単位　（香川）
第2回香川リウマチ研究会
徳田　道昭　087-891-2145
香川大学第一内科

2／26（土） 15:30 2単位　（宮崎）
宮崎県リウマチ研究会
税所　幸一郎　0985-23-4111
国立病院機構都城病院整形外科

3／4（金） 19:00 1単位 （福島）
第3回県北膠原病研究会
櫻井　勝　024-956-5011
旭化成ファーマ㈱

3／5（土） 12:00 1単位 （福岡）
第29回九州リウマチ学会（日本リウマチ
学会九州沖縄支部）ランチョンセミナー
近藤　正一　092-762-2380
近藤リウマチ･整形外科クリニック

3／5（土） 18:30 1単位 （福岡）
第29回九州リウマチ学会（日本リウマチ
学会九州沖縄支部）イブニングセミナー
近藤　正一　092-762-2380
近藤リウマチ･整形外科クリニック

3／5（土） 17:00 1単位 （兵庫）
第2回兵庫整形リウマチの会
黒本　卓司　06-4807-3003
参天製薬㈱大阪･兵庫抗リウマチ薬チ
ーム

3／5（土） 9:40 14:30各1単位（奈良）
6（日） 9:00 2単位

第2回奈良足の外科セミナー
田中　康仁　0744-29-8873
奈良県立医科大学整形外科

3／8（火）9:00 13:00 2単位（東京）
厚生労働科学研究費補助金免疫アレルギー疾患予防・治療研究事
業線維筋痛症の病因･病態解明に関する分科会公開シンポジウム
遊道　和雄　044-977-8111
聖マリアンナ医科大学難病治療研究センター

3／8（火） 19:30 1単位 （福岡）
第4回臨床骨代謝疾患研究会
中村　由美　093-691-7258
産業医科大学整形外科

3／10（木） 19:30 1単位　（三重）
第5回伊勢志摩地区骨粗鬆症研究会
細井　哲　0596-28-2171
山田赤十字病院整形外科

3／12（土） 15:30 2単位　（福岡）
13（日） 8:30      2単位

第4回アレルギー・臨床免疫を目指す人達のための研修会
岩崎　眞由美　092-565-5534
（財）日本アレルギー協会九州支部

3／12（土） 17:00 1単位（北海道）
第30回北海道リウマチ研究会
佐藤　理　011-222-2717
科研製薬㈱札幌支店

3／14（月） 18:30 1単位　（京都）
第13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

3／18（金） 12:30 1単位　（大阪）
第18回日本軟骨代謝学会ランチョンセミナー
増井　亜紗子　072-366-0221
近畿大学整形外科

3／19（土） 17:00 1単位　（岐阜）
第23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

3／18（金） 19:30 1単位　（愛知）
第25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

3／19（土） 16:00 2単位　（東京）
リウマチ医のための肺障害研究会
池崎　利美 03-3817-3853
エーザイ㈱医薬事業部

3／24（木） 19:00 1単位　（千葉）
第4回東総リウマチ研究会
平栗　雅樹　0476-22-2311
成田赤十字病院内科

3／25（金） 19:30 1単位　（新潟）
第36回新潟リウマチ研究会
荒井　勝光　025-227-2272
新潟大学整形外科

3／26（土） 17:15 1単位　（兵庫）
兵庫医大整形外科開業医会学術講演会
（第5回）
山下　仁司　0794-26-8800
やました整形外科

3／26（土） 17:50 1単位　（大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会（第157回）
長谷川　利雄　06-6701-5815
長谷川整形外科医院

3／26（土） 18:00 1単位　（岡山）
第36回岡山リウマチ研究会
弘田　陽一　086-246-3232
科研製薬㈱岡山営業所

3／26（土） 19:00 1単位　（福岡）
リウマチフォーラム21
城島　宏　092-801-1011
福岡大学整形外科

3／27（日） 10:30 1単位　（福井）
第2回福井RAフォーラム
林　正岳　0776-21-1300
福井総合病院

4／2（土） 14:40 2単位 （大阪）
第4回大阪リウマチカンファレンス
舛岡　光　06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

4／2（土） 16:00 1単位　（北海道）
第4回北海道関節疾患研究会
河本　泰宏　011-512-2173
大正富山医薬品㈱札幌支店

4／2（土） 16:00 2単位　（神奈川）
神奈川県臨床整形外科医会リウマチ研
修会
紺野　勉　045-862-2551
紺野整形外科医院

4／5（火） 19:00 1単位 （福岡）
北九州骨・関節セミナー
田口　和秀　093-531-3831
三共㈱北九州第二出張所

4／9（土） 16:30 1単位 （岐阜）
第4回岐阜整形外科セミナー
大橋　俊郎　058-268-0567
山内ホスピタル整形外科

4／9（土） 18:00 1単位　（神奈川）
大和整形外科医会
岡本　仁志　046-262-2080
岡本整形外科

5／27（金） 20:00 1単位　（福岡）
第64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

2／4（金） 19:15 1単位 （静岡）
第15回浜松整形外科セミナー
土屋　敦史　053-452-3366
第一製薬㈱

2／16（水） 19:30 1単位　（栃木）
第12回宇都宮市リウマチ研究会
永田　信一　028-634-2118
アベンティスファーマ㈱

2／19（土） 17:30 1単位　（愛知）
第46回東海膠原病研究会
昆布　恭一　052-262-4513
旭化成ファーマ㈱医薬名古屋支店学術グル
ープ

2／12（土） 15:25 2単位　（東京）
東京内科医会学術講演会
佐藤　直近　03-3230-6813
田辺製薬㈱東京第一支店医薬部

3／4（金） 19:20 1単位　（神奈川）
第3回横浜運動器再建医学研究会
平上　吾郎　045-472-2311
旭化成ファーマ㈱横浜営業所

3／19（土） 17:30 1単位（神奈川）
第86回神奈川県臨床整形外科医会学
術講演会
近藤　秀丸　0465-35-7055
近藤整形外科クリニック

2／20（日） 11:00 2単位　（宮城）
第8回東北リウマチ医の会・第7回リ
ウマチ診療研究会･仙台
高井　真佐志　022-276-2206
参天製薬㈱北海道･東北エリアオフィス

3／5（土） 17:00 1単位 （福岡）
6（日） 11:00 12:00 各1単位

第29回九州リウマチ学会（日本リウマチ学会九州沖縄支部）
近藤　正一　092-762-2380
近藤リウマチ･整形外科クリニック

3／24（木） 19:30 1単位　（福岡）
第3回疼痛性疾患治療研究会
中村　由美　093-691-7258
産業医科大学整形外科

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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リ ウ マ チ 診 療 の 基 本 手 技

前回は関節所見の基本的知識とし

て，関節の腫脹，関節痛，軋轢音

（click），捻髪音（crepitation），関節

表面の皮膚変化，可動域（range of

motion : ROM），関節の不安定性

（instability），関節の変形（deformity），

筋肉の萎縮をそれぞれあげ，これらの

所見を主に触診で鑑別すべきことを述

べた。その際，触診技術を向上させる

秘訣として3つのポイントを挙げた。

（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

キストを座右においておく。

今回は，この秘訣を念頭に，部位別

の関節所見の取り方，その触診法を示

す。

●頸椎の場合

まず，視診で斜頸の有無を確かめ，

他動的に優しく回旋しつつ軋轢音の有

無をチェックする。

頸椎では第1・第2（環椎・軸椎関

節）に病変が出ることが知られてい

る。これを外部から触れることはでき

ない。ただし，患者はその部位に病変

があると後頭部に頑固な痛みを訴え，

これを支えている筋肉に二次性の攣縮

が出てくるので，これを指でチェック

する（図1）。

診察の際には，過度の前屈位をとる

ことのないようにも注意する。

●顎関節

顎関節は人差し指を患者さんの外耳

道に入れ，親指の掌側で顎関節部を触

りながら開口運動，左右への運動を試

みさせることによって異常な軋轢音を

把握できる（図2）。ただし，顎関節の

腫脹を認めることは稀である。

最大開口時の上下の門歯間の距離

（incisor gap:3cm以上あれば可）で，

顎関節の異常を推測することも可能で

ある。

●胸骨・鎖骨関節

胸骨・鎖骨関節の腫れは，視診によ

りチェックすることが可能である。

肩関節の運動により，疼痛の増強す

るケースもある。掌蹠膿疱症で特異的

に侵されることが知られている。

●肩関節

患者の背後に回り，両肩全体を検者

の両手掌で包み込みながら左右の関節

の腫れを診る（図3）。腫れている場合

には，手のひらに腫脹の感触が残る。

関節のROMをチェックする際に，

リハビリにもつながる診察方法があ

る。すなわち，肩関節を可及的に水平

に内側に回してみる「水平内転」の試

みである。患者さんの上腕が顎の下に

入り込むぐらいまで，しっかりと腕を

引っ張りつづけてみる（図4）。

これは肩関節を動かしている全筋肉

のストレッチにつながるもので，この

ストレッチができれば肩のROMにま

ず異常はないものと考えてよい。

●肘関節

肘関節は，視診だけで腫脹の有無を

鑑別できる。すなわち，伸展位での肘

頭部のくぼみ（dimple）に注意すると

よい（図5）。関節炎があるとdimple

が消え，同時に関節の運動が非常に悪

くなる。関節を伸ばしにくく，簡単に

full extensionできない状態になる。

さらに，肘を内外両側から検者の手

指で挟み込むようにして触り，上腕骨

顆部に局在する圧痛（テニス肘および

ゴルフ肘）の有無も診ておかなければ

ならない。

次回は，上肢の所見のとり方について

お示しする予定である。

関節所見の取り方－リウマチ性疾患へのアプローチ－　そのⅡ

道後温泉病院リウマチセンター

理事長　高杉　潔

図1

図2

図3

図5

第５問
【症例】

64歳，女性

数年来の両指痛が

あり来院。初診時，

外見上右優位のDIP

関節変形がみられた。

図1は初診時（62歳），
図2は２年２ヵ月後
のXPである。

第４問解答：反射性交感神経性ディストロフィー
【解説】

反射性交感神経性ディストロフィーは，軽微な外傷（小骨折，軽い捻挫）を契機に引き起

こされる強い骨萎縮を伴った四肢痛を特徴とする。疼痛・腫脹ともに関節に限局したもので

はなく，XP変化も関節近傍の骨萎縮は強度であるが，関節裂隙の狭小化や骨びらんは認めな

い。

皮膚温の異常，発汗異常など交感神経の関与が推察されるが，詳細は不明である。長期重

症例では痛覚過敏，皮膚・筋肉の萎縮，関節拘縮が高度になり難治性である。

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

レ ン ト ゲ ン ク イ ズ

協和会病院リウマチセンターセンター長　村田 紀和

図1 図2

図4
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関節保護
関節には，強靭な靱帯性関節包に

取り巻かれた骨と骨の間に，液体で満

たされた空所がある滑膜関節（膝など）

と，線維軟骨性関節（脊椎など）など

がある。特に滑膜関節は構造上から可

動性が大きく（水腫ができやすい），

破壊されると日常生活に支障をきた

す。これら関節の保護には，筋肉や靱

帯の強化などの関節強化が望ましい

が，やりきれない場合も多いので，サ

ポーターの作製方法を紹介させていた

だく。なお，「転ばぬ先の杖」と同様

に症状がないときからサポーターを巻

くのは慎重にしていただきたい。また，

サポーターをする前後に，廃用防止の

ため，関節をしっかり動かし，筋力強

化することを励行していただきたい。

1．手関節の保護
手関節は，前腕の橈骨・尺骨の遠

位端によるアーチに囲まれ，手掌にあ

る有頭骨を中心として半円型に配列さ

れた8つの手根骨により構成され，機

能的かつ複雑にできた関節であるが，

関節リウマチでは最も罹患率の高い関

節である。手関節の破壊により，指の

伸筋腱が断裂されたり（ d r o p

finger），手指がしびれたり（手根管

症候群）することもあるので，早期か

ら保護したい関節である。

手に物を握り持って，手掌を上に向

けたり（回外），反らしたり（回内），あ

るいは握り締めたまま連続的に手を使

用する動作を行うとき，手関節には負

担がかかりやすい。洗濯物を取り出す，

包丁やフライパン，掃除などである。

サポーターは，装具屋さんや専門

病院ではオペロンなどの素材を使用し

て簡単に作製してくれるが，一般には

困難である。市販のジャージ用の素材

である「クラベラファイブ（1.2m×

1mで1600円程度）」（汚れが見える白

い色を勧める）とベルクロテープ（マ

ジックテープ）を用いて右手用を作る

方法を紹介する。

①布地は，伸張方向に8cm，伸張方向

と垂直に50～60cm裁断し，左端を

図1-1のように裁断し縁をまつる。

②親指のフックは，縦5cm，横15cm

に裁断し，半分に折り片端を縫い，

裏返して筒状の紐を作る。（図1-2）

③①で裁断された布地を図1-3のよう

に，紐を手の大きさに合わせて布地

の上にして縫う。さらに右端の裏側

にベルクロテープのフワフワ面を上

にして縫う。なお，ベルクロの4隅

は刺さるのでカットしておく。

④②の紐部分に手掌を内に向けて右親

指を下から入れ，右手背に巻きつけ

ていく（図1-4）。

⑤引っ張りながらしっかりと巻きつ

け，ベルクロがあたる位置に，ギ

ザギザ面を縫う（図1-5）。安静時

には緩めておくと保温用にもなる。

2．膝関節の保護
膝関節は，接地面である足と股関節

の調整のために，捻れた荷重がかかり

やすい。また座る習慣の多い日本人に

とっては特に傷めやすい関節でもある。

膝関節は動きが大きいので市販の

弾性包帯（10cm×4.5mで350円程度）

とベルクロテープを使用する。

1皿の下（下腿上端）の周径より小さ

めの輪を片端に作り縫う。もう片端に

ベルクロのザラザラ面を縫う（図2-1）。

2膝の周りに下腿と大腿を交互に強

く引きながら巻き，ベルクロの位置に

印をつけ，フサフサ面を縫う（図2-2）。

服の上から強く巻いても効果は期待で

きる。

なお，巻き方などに関しては，専門

医やリハビリの指導を得たほうがよい。

3．足関節の保護
足関節は，体重の前後左右の調整

に最も重要な関節で，歩くときや方向

転換（お勝手仕事など）するときに，

関節を傷めやすい。

足首は手首同様にクラベラ ファイ

ブとベルクロテープを用いる。

①布地は，伸張方向に8cm，伸張方向

と垂直に80cm～1m裁断し縁をま

つる。

②片端を土踏まずの周径に合わせて，

筒状に縫い，もう片端にベルクロ

のフサフサ面を縫う（図3-1）。

③足首周囲に「8の字」を描くように

グルグルと巻きつけ，ベルクロの

位置にザラザラ面を縫う（図3-2）。

尚，安静時には緩めておく。

なお，優先するのは右巻きか左巻

きか，またアーチサポートを入れるか

否かなどについて，専門医やリハビリ

に相談することをお勧めする。

札幌山の上病院 清水 兼悦

連 載 ⑤

自分でできるリハビリ

医者が言うべき事ではないことは十分

承知していますが，健康に悪いことは，

まことに愉しいことが沢山あります。困

ったことに，人生こうでなくっちゃ，と

思いたくなることばかりです。診察室を

出ると，私は別人格になって，言行不一

致の大変悪い患者さんの一員に変貌しま

す。私以外の先生方は，こんなことはな

いと信じていますが，本当に，医者の不

養生とはよく言ったもので，ときどき意

識不明になるほど大吟醸とロマネコンテ

イをちゃんぽんに深酒はするは，原稿を

書きながら一晩中葉巻やパイプを吹かし

続けるは，指に皺が浮き出るほどサウナ

に入ったり，胃散を服用しながら脂の浮

き出たフォアグラを朝から食べるは，頭

痛と吐き気がおきるほど長時間ビデオに

のめり込んだり，腰痛を起こしながらも

轆轤を回し続けたり，足首を痛めても毎

日のウオーキングを欠かしません。休日

には皮膚癌を恐れずサンスクリーン無し

の日光浴を楽しみ，ヘッドフォーンの中

でがなり立てるジャズに鼓膜が破れそう

になりながら，血圧上昇も気にせず真冬

でも早朝の冷水浴を続けます。このよう

に書いてきますと，医者にはあるまじき，

はちゃめちゃな毎日なのではないか，老

化を専門に研究している医者の癖に，自

分の健康に全く無関心なのかと呆れられ

るかもしれません。しかし，患者さんに

は決してお薦めできない自分なりのオー

ダーメイド健康法を実行しているつもり

です。つまり，しごく当たり前のことで

言うのも恥ずかしいのですが，人生はど

うころんでもたった一度しかないうえに，

どのように健康的な生活を送ったところ

で，なるときにはなるのが病気で，死ぬ

ときは死ぬのが人生だと考えているから

です。だったら，自分が快適だと考える

ことを悔いなく実行することが，最もス

トレスが少ない真に健康的な生活ではな

いか，とこじつけているのです。われな

がら，診察室の言動と落差の大きい実生

活との，あやういバランスをとりながら

のヒヤヒヤものの人生を楽しんでいるの

かもしれないな，と考える今日この頃で

す。

（後藤　眞）

身体に悪いこと
は愉しい

図1-2

図1-1

図1-3

図1-5

図2-2 図3-1

図1-4

図2-1

図3-2

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11月～12月）

岩瀬　清子様（東京都）
清水　純子様（埼玉県）
亀井伊那子様（東京都）
吉田健太郎様（京都府）

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例あり（含
RA3例以上）

3. リウマチ教育研修単位20単位あり
（財団の証明書によるもの）
なお，申請期間は平成17年3月31日

までです。

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，申請用紙は昨年11月にお送り

しています。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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