
後藤 小池先生，日本リウマチ学会の理

事長ご就任，おめでとうございます。

リウマチの分野も，DMARDs，生物学

的製剤と，いろいろな治療法が開発され

て，それが実際に使われるようになり，

今まで生命予後がよくないと思われてい

た病気なのに，かなり改善されつつある

現状があります。そこで，リウマチ治療

に携わっている医師，あるいはリウマチ

学会はどうあるべきかというところを，

新理事長になられた抱負をまじえて，お

話し願えればと思います。

小池 20世紀の終わりから21世紀にか

けて，生物学的製剤，それからいくつか

のDMARDsが出てきて，リウマチの治

療が革命的に変わってきています。

ただ，残念ながら，日本ではその導入

が遅れていました。それが日本でも実際

に使われてみるとたしかによく効く薬だ

ということで，遅ればせながら，欧米の

治療先進国の後塵を拝しつつ，みんなが

んばっているという現況だろうと思いま

す。

そこには，日本固有の副作用が出たと

いうことがあります。なかなか欧米とイ

コールにできない面もあるし，欧米スタ

ンダードにあわせて治療しなければなら

ないという矛盾をかかえていることも事

実だと思います。

インターナショナルにはスタンダード

の治療法が，とくにACRを中心にでき

あがっていますが，はたしてそれがその

まま日本によいかどうかということは検

証しなくてはいけませんね。まず第一に

メトトレキサート（以下MTX）を中心

としたDMARDsの使い方を，もう一度

きちんと日本で最終的に検証する。それ

から日本固有の副作用の問題を解決して

いく。またこれからもいろいろと出てき

ます生物学的製剤に伴う日本固有の副作

用がないか。日本リウマチ学会のガイド

ラインもとくに感染症などに注意しなが

ら，改訂を加えていき，それをきちんと

使えるような専門家をつくっていくとい

うのが，リウマチ学会の最大の使命だろ

うと思っています。

後藤 グローバルスタンダードといって

も，実際はアメリカンスタンダードだと

思うのですが，そのベースになる歴史を

振り返ってみると，アメリカ流の治療の

底辺には，ハイドロキシクロロキンなど

がありますし，MTXにしろ，日本より

はるかに多い量を普通に使っているわけ

です。バックグラウンドが違うところで

グローバルスタンダードを押しつけられ

てきているというところがあって，日本

流，あるいはアジア流の，そうせっかち

ではないマイルドな治療というのも一考

すべきかと思います。TNF抑制薬も，10

年後，20年後，何が起きるか予測できな

いわけですし，やはり日本リウマチ学会

独自で，何かつくるべきじゃないかと思

います。

小池 おっしゃるとおりです。そのいち

ばんよい例が，Leflunomide（商品名アラ

バ）の問題ですね。Leflunomideはローデ

ィングドーズも含めてまったく欧米と同

じ量で使って，導入する以前では想像で

きないような副作用が出たわけです。そ

れを一つの反省材料に，日本での使用

法，適用法をつくっていかなければいけ

ない。ただ，MTXに関しては，保険上

の最大用量の上限問題について，欧米流

に25mg，30mgはどうかと思いますが，

今後基準を再検討してほしい状況にある

気はします。また，生物学的製剤の量の

問題ですが，これも欧米並みにする必要

があるかどうか，そのへんもきちんと決

めなければなりません。

たとえば Infliximab（商品名レミケー

ド）ですと，欧米より少ない量ですが，

Etanercept（商品名エンブレル）は，欧米

と同じ量ですね。でも使ってみると，必

ずしも１週間2回，フルドーズ使わなく

ても…というようなこともありますか

ら。

後藤 １週間に１度程度というのが，か

なりアメリカでも行われているみたいで
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新年明けまして有難うございます。

リウマチ登録医の先生方を始め読

者の皆様方には，良い新年を迎えら

れたこととお慶び申し上げます。ま

た，旧年中は，財団の諸事業につき

まして，ご理解とご支援を賜りました

ことをこの場をおかりして厚く御礼申

し上げます。

財団は，リウマチの患者さんが何

時でも何処でも最高の医療が受けら

れるように医療環境の整備の一環と

ています。

一方，医師向けにエビデンスに基

づく治療ガイドラインが16年度に発

行されましたが，このガイドライン

に基づき一般向けにわかりやすくま

とめた「患者さんのための関節リウ

マチ治療ガイドライン」を財団の編

集，越智隆弘先生の監修で医歯薬出

版株式会社から発行されることとな

り，まもなく患者さんが一般書店で

購入する事が可能となります。医師

と患者が相談して，患者が納得でき

る治療方針を進めるという，いわゆ

る患者が治療方針選択に加わる時代

が来たといわれていますが，このガ

イドラインがその事に十分にお役に

立つと信じています。

また，昨年は外国で，大津波，大

地震そしてハリケーンと大きな災害

が起き，また，国内においても，台

風，豪雨，地震による災害があった

年でした。災害時におけるリウマチ

患者さんの治療の継続性を可能とし

疾患の悪化防止策を講じるための方

策として専門家からなる「災害時リ

ウマチ患者支援検討会」を設置し，

その検討に入りました。財団として

リウマチ患者さんが少しでも安心で

きる環境の整備を志しています。

リウマチの制圧という目標に向か

って，本年も，日本リウマチ学会，

日本整形外科学会および日本リウマ

チ友の会等の関係団体との協力，連

携を強化しながら財団として取り組む

べき事業を積極的に実施していく所存

であります。

本年が登録医の先生方を始め読者

の皆様にとりまして，すばらしい年

となりますことを祈念して年頭の挨

拶といたします。

して教育研修を実施していますが，

昨年はその教材である「基本テキス

ト」を改訂しました。加えて，リウ

マチ登録医に対する生涯教育の一環

として，e-メールとCD-Romを利用し

たe-ラーニングを開始しました。こ

れはリウマチ登録医の先生方に研鑚

を重ねていただくと同時に，e-メール

によるテストを受けていただき，そ

の結果によって単位を取得できる仕

組みになっています。今年は更に新

しいプログラムを検討することとし

日本リウマチ財団　理事長

久 史麿

年 頭 挨 拶

聞き手　後藤　眞 編集委員長
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財団と学会の新しい関係構築�
日本リウマチ学会・小池隆夫新理事長に聞く�

�

財団と学会の新しい関係構築�
日本リウマチ学会・小池隆夫新理事長に聞く�

�

財団と学会の新しい関係構築�
日本リウマチ学会・小池隆夫新理事長に聞く�

�



日本リウマチ財団ニュース2 平成18年1月1日発行　No.74第三種郵便物認可

すね。

小池 そうですね。ですからいろいろ試

行錯誤しながら使っていきたいと。今，

リウマチ医療の世界は一種のバブル状態

です。ここで少し冷静になって，本当に

今のままでよいのかどうかを考えなけれ

ば，将来思いがけないしっぺ返しがくる

かもしれないと思っています。

小池 現在思うのは，やはり生物学的製

剤の治療というのは難しい、ということ

です。いろいろな副作用，とくに感染症

の問題を中心とするものがたくさん報告

されているので，発売になったあとも厚

生労働省は市販後調査を義務づけたわけ

です。つまり現時点でも，非常に注意し

て使わなければならない，ということは

相当専門性を要するということになりま

す。現在，そしてこれからも，少なくと

もリウマチの専門医は呼吸器感染症の知

識を，もちろんリウマチの知識も専門医

として知らなければなりませんが，新し

い生物学的製剤を使って問題が起きたと

きの対処もそれなりにできるような人で

なければならない。そういう意味での専

門性がますます問われてくると思います。

後藤 そういうときに，学会の認めた専

門医であるメリットがないとうまくいか

ないのではないでしょうか。これから老

人医療費の問題がいろいろ変わってくる

と，慢性で頻繁に通院する疾患の場合に

は，医療費用の面でかなり医者にとって

大変な場面も出てくるだろうと思うので

す。たとえばかつての「慢性疾患指導

料」のようなものが復活することがあれ

ば，もう少し落ちついて治療できるかと

思うのですが。

小池 おっしゃるとおりに，リウマチの

専門医だけでなくて，「専門医制度」そ

のものにインセンティブが日本ではない

わけですね。ただ看板に掲げられるとい

うぐらいのことですから。より実質的な

インセンティブが得られるような体制に

することは，これからは国全体で当然な

っていくと思いますね。リウマチ患者さ

んというのは100万人ぐらいはおられま

すので，リウマチ専門医がその全てをフ

ォローできないわけですから……そこに

問題は付きまといます。

後藤 そのへんが日本リウマチ財団の登

録医制度がフォローしていくレベルの話

だと思いますね。

小池 そう思います。とくに生物学的製

剤の投与にあたって，そういうところで

病診連携，あるいは病病連携でもよいで

すし，学会と財団の専門医，登録医がそ

ういう組織づくりをしたよいシステムに

依存する部分が出てくると思いますね。

後藤 これからも新しい生物学的製剤，

あるいはDMARDs，NSAIDsも含めて，

いろいろ出てくると思いますけど，その

臨床治験，あるいは臨床研究に対して，

臨床を支えるGPや多少リウマチに関心

があるドクターを含めて，専門の先生た

ちがうまく連携をとりながら，よい治療

法，あるいはよい臨床研究の成果をあげ

るような，有効性の高いシステムが必要

だと思います。

小池 そうですね。それでなければ，今

の専門医の数からいっても，とうてい診

きれないわけですね。その意味では，リ

ウマチ医療の裾野を拡げていただくとい

うのが，当初からの財団登録医制度の役

割でしょうか。ただ，新しくリウマチ学

会の理事長になって感じますのは，いわ

ゆるリウマチ学会の専門医と，整形外科

学会の専門医，それから財団登録医，そ

の３者が社会的には非常にコンフュージ

ングであるという事実です。

後藤 そうですね。どこがどのレベル

で，どういう責任を負っているかという

のがまったくわかりません。お互いの連

絡会とか協議会みたいなものを，つくっ

たほうがよいと思います。

小池 また，リウマチ学会で実施するい

ろいろな事業を（財団が）財政的に支え

ていただくというような，本来は，学会

でやりにくいようなことに対して，財団

が補完するということがいちばんよいシ

ステムだろうと考えています。ただ実際

は，学会そのものがきちんとした専門医

の研修会をせず，財団におんぶの状態で

すね。結局，登録医があって専門医があ

る。その境がよくわからないということ

がありましたね。

ましてこの違いを私たちは認識してい

ても，患者さん，あるいは一般の人は

「登録医」と「専門医」とはどう違うか

ということがわからない。今後この区別

を明確化する作業は本来学会がやるべき

ことでしょう。

リウマチ学会は，医療の裾野を拡げ

て，登録医の先生方に広く現時点のリウ

マチの専門的知識を広めるという役割，

分担を担うというのは，当然あると思い

ます。ただし現状はそこに追いついてい

ないので，当面はきちんと専門医を育て

る役割，それから裾野を拡げる役割とい

うプライオリティを考えていくべきだろ

うと思います。

小池 国の考えとして，リウマチの専門

医は一本化すべきというものがありま

す。財団の登録医も含めて，整形外科領

域のリウマチ医も含めて，そうすべきだ

ろうという意見は，厚生労働省のなかに

あるみたいですね。

ただ，それが難しいのは，たとえばリ

ウマチ専門医に試験を科したときに，

「関節リウマチ」という項でくくると，

私たちも了解可能だし，整形外科の先生

も了解可能ですが，「膠原病」の部分は，

整形外科の先生方には範囲外の部分があ

るし，逆に私たちが関節のリプレイスメ

ントのこと，あるいは人工関節の素材に

ついての問題に答えられるかというとお

手上げですね。関節リウマチ以外のこと

も専門的にやればものすごく難しいわけ

です。だから，それをぜんぶリウマチ専

門医として含めるのかどうかというの

は，欧米のリウマトロジストと違うとこ

ろの難しさですね。

後藤 欧米に比べ，日本は，整形も内科

もごっちゃになっているから，たとえば

TNF抑制薬で膝とか股関節とか，大関節

の骨再生が本当にできるか否かという話

になると，そのへんで医療体制のギャッ

プがあるわけです。必ずしもアメリカ

流，ヨーロッパ流の専門医制度が良いわ

けでないでしょう。

だから，日本的なスタンダードをつく

るべきだと思うし，今から欧米流にする

必要はぜんぜんないと思います。日本独

特の副作用もありえるし，日本は世界に

冠たる結核蔓延国ですからね。日本的な

風土，あるいは歴史を踏まえた専門医を

考えるべきじゃないかと思います。

小池 ただ，グローバルスタンダードが

あることもまた事実なわけですね，日本

以外に。そのグローバルスタンダードと

日本のスタンダードがあまりにも乖離し

てしまうと，日本は「アナザー・プラネ

ット」というふうにいわれてしまう。グ

ローバルスタンダードを見据えながら，

日本流の，あまりとんでもなく違うもの

じゃないスタンダードな治療法をきちっ

とつくっていく。あるいは専門医をつく

っていくというのが，これからだと思い

ますね。日本でも欧米で使っている薬は

なるべく早く使いたいのは事実です。問

題はあるにせよ，少なくとも世界で使わ

れている薬はなるべく早く使い，日本な

りの検証をしていくシステムを構築しな

いといけない。たとえばMTXでは10年

も欧米に遅れている。Infliximabでも5年

も遅れをとっているということでは医療

のボーダーレス化の時代にふさわしくな

い。少なくともスタートではそんなに遅

れがなく，国内で検証しつつ，日本流の

使い方もあるということが早急に必要で

す。

小池 今年，リウマチ学会は総会が50回

目を迎えます。最初の5回はリウマチ学

会ではなくて，リウマチ研究会という別

の名前で，5回目から学会になりました。

後藤 学会の在り方として，もっと財務

体質を強化したらいかがですか。たとえ

ばACRは参加費が450ドルとかなり高額

です。日本の学会ももっと値上げしても

よいかと思いますが。

小池 私もそうすべきだと思います。日

本の学会というのは予算を安く抑えるこ

とを中心に，学会長が一所懸命に資金繰

りを考えるというのは，何か本末転倒の

ような気がします。たとえば，EULAR

などは，参加費が1000ユーロです。つま

り14万円ですから。

後藤 仮に10万円ぐらいとして，ミー

小池隆夫新理事長後藤眞氏

より専門性の強い
リウマチ医が望まれる

内科と整形外科でのリウマチ
医療の今後の対応を考える

今後の学会の進む方向，財団との
関係は－海外学会との連携など



ト・ザ・プロフェッサーのような特別プ

ログラムは有料制にしてもよいかもしれ

ませんね。

小池 ただAPLARの問題など国家間の

物価の高低差の存在もありますね。次回

はクアラルンプール（マレーシア）です

が，金銭価値が違うわけです。クアラル

ンプールと横浜では開催費用が10倍以上

違うわけです。また，国によって専門医

の数に大きな差が生じています。たとえ

ばマレーシアにはリウマトロジストは数

十人しかいません。日本は専門医で4000

人です。ですから，EULAR，ACR含め

て，APLARを考えた場合に，私たちが

どういうふうにAPLARに対してアプロ

ーチしていかなければならないか。サイ

エンティフィックなバックグラウンドも

違うわけですし。だから，そのへんは難

しい。

後藤 やっぱり時間はかかるでしょう。

小池 日本がきちんとしなければならな

い部分というのは当然あります。

後藤 システムをしっかりとつくるとい

うことが重要だと思います。西岡久寿樹

先生（聖マリアンナ医科大学）たちが中

心となって，アジアのいろいろな人を招

請し，リウマチ学会のなかでインターナ

ショナルミーティングを実施しているの

はよいことだと思いますね。

小池 おっしゃるとおりです。今，アジ

アの方をいろいろお呼びしているわけで

すが，私たちが奨学金制度（グラント）

をつくって，APLARを他国で開催する

ときに，グラントを出す，あるいは彼ら

をサポートする，そういう経済的なサポ

ートも必要かと思います。

後藤 財団においてそういうことができ

れば、と個人的には思っているのですけ

ど。

小池 ODAみたいなものですね。ぜひそ

ういうことをできればよいと思います。

また，今問題になっているのは，インタ

ーナショナルなシンポジウムに参加する

外国人のメンバーが毎年同じで，いつも

同じような内容という批判も出ているこ

とです。そこでより国際的なリウマチ学

の動向が肌でわかるようなシンポジウム

でなければいけないと思うのです。

後藤 そうだと思います。たとえばACR

のAnnual Symposiumのような過去何年

間かのレビューを発表する人を決めてお

き，輪番制にするような試みでしょう

か。

小池 一考に値するお話だとは思いま

す。

後藤 でも，それぐらいでないとACRの

Masterといわれている人たちみたいには

なれないと思うし，そういう人を何人か

リスト化できれば，「専門医のモデル」

になるでしょう。大変とは思いますが。

小池 核になる人がおられて，SLEはこ

の人たち，強皮症はこの人というふう

に，その人たちが順番でもよいから，き

ちんとやっていくというようなことです

よね。

後藤 そういう意味で，専門家の研究班

を疾患ごとにつくったらどうかなと思う

んですけども。

小池 それはたいへん参考になります

し，今はほとんどがRAばかりですから

ね。今はだれもが生物学的製剤に関心が

ありますけど，日本のリウマチ学会のな

かには多彩なバックグラウンドをもった

方が実は多いですから，今後は考えてい

きたいというか，実はいくつかの小委員

会は稼動し始めています。

後藤 そうですか。それは期待できます

ね。学会に既に「小池カラー」が出始め

ているということでしょうか。どうも今

日は長時間ありがとうございました。今

後のご活躍をご祈念申し上げます。
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のべ1万人近くもの参加者を集めたACR/ARHP Annual Scientific Meeting

が去る11月12日-17日米国西部San Diegoで開催された。Presidentは

Elizabeth A. Tindall, MD（ACR），Carol A. Oatis, PT, PhD（ARHP）の女性２

人である。

参加した財団登録医の印象記として，慶應義塾大学医学部内科講師 平形

道人 氏の紀行文をご紹介するが，このほか著名なリウマチ専門医である

Frederick Wolfe, MD（National Databank for Rheumatic Diseases）と埼玉

医科大学附属総合医療センター リウマチ・膠原病内科教授　竹内 勤氏に本

紙編集長の後藤 眞 氏を交えた座談会で、生物学的製剤のこれからについて

意見交換を行った模様を2回に分けてご紹介する予定である。また，ACR

のガイドライン・サブコミッティのチェアマンであったペンシルバニア州

Pittsburgh大学C. Kent Kwoh, MDに，日本のガイドラインとMTXを中心に

した日米の治療選択肢の現在と近い将来についてのインタビューを行った

ので，その概略も次号75号にはご紹介する。

また，国際学会において同胞の活躍は常に気になるところである。今回

も若手の専門医がオーラルにポスターに数多く活躍されていた。詳細は紙

面の都合でご紹介しきれないが，その溌剌とした表情だけでもご紹介したい。

November 12-17, 2005 at San Diego, California, U.S.A.

特集

2005 Annual Scientific Meeting 
of American College of Rheumatology Report
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第69回アメリカリウマチ学会（Tindall

会長）は2005年11月12日から17日ま

で，「カリフォルニア誕生の地」サン

ディエゴにおいて開催されました。サ

ンディエゴはメキシコにも近く，スペ

イン統治時代の雰囲気の漂うOld

Townと都市計画で整備されたDown

Townからなる港湾（横浜の姉妹）都

市です。世界各国から，ACR史上最

多の12,500人（Scientific Attendants

9,278人，日本からは345人）が集い，

自然免疫，調節性T細胞などの免疫学

トピックス，リウマチ性疾患の遺伝子

解析によるアプローチ，新たな生物学

的製剤（Biological Agents ; BA）の有

効性と課題，などの免疫・リウマチ関

連領域はもちろん，関節穿刺トレーニ

ングや病理組織所見の実地研修，パワ

ーポイントの効果的プレゼンテーショ

ン法，Review course・各分野の権威

によるMeet the Professorなどの教育

コースなど，基礎生物学者からリウマ

チ臨床医に至るまで実に幅広く，興味

深いテーマが取り上げられました。

近年，EULARの充実が注目されて

いますが，ACRはその規模と内容に

おいて， やはり世界No.1のリウマチ

学会であると再認識させられました。

本大会はBA治療のパイオニア，

Ravinder Maini卿による抗サイトカイ

ン療法の発想や展望に関する，重厚な

Opening Lectureで幕が開けられまし

た。欧米ではBAもRAを中心とする

リウマチ性疾患の治療薬として定着

し，長期観察症例における薬剤の高い

継続率・有用性・副作用の成績，

TNF阻害薬以外のBA（Rituximab，

Abatacept）の有用性，などが報告さ

れました。とくに，（1）TNF阻害薬

が心血管疾患のリスクを減らし，メト

トレキサートと同様に生命予後を改善

した大規模臨床試験の成績，（2）作用

機序の異なる BAの有用性の検討

（AbataceptがTNFα阻害薬抵抗例に
有効性を示した成績），（3）TNF阻害

薬の薬物動態（投与量・投与間隔）と

臨床的改善との関連性の検討，（4）

BAをはじめとする免疫抑制療法施行

時の感染対策ガイドラ

インの重要性，（5）強

直性脊椎炎（ATLAS

試験），乾癬性関節炎

（IMPACT 2試験）に

おけるTNF阻害薬の

有効性，などが注目さ

れました。残念ながら，

この分野では遅れをと

っている，わが国でも

これらの成績に基づ

き，BAの適応や使用

法などについて独自の

エビデンスの集積とそ

の検討が課題と考えら

れました。

高齢化時代を迎え，BAによる飛躍

的進歩を遂げたRAの次の治療ターゲ

ットとして最も関心の高い，変形性関

節症（OA）の病態追究や治療に関し

ても数多くの報告が行われました。プ

レナリーセッションではOAのレント

ゲン所見の変化に先行して変動する血

清蛋白，GlucosamineやChondroitin

sulfate補給の有用性などが報告されま

した。

個々の発表では，（1）SLEにおける

難治性症例，中枢神経障害合併症例に

対するRituximabの有効性やB細胞除

去の病態に対する影響，（2）強皮症に

おけるTGFβ阻害による線維化抑制や

肺線維症に対するCyclophosphamide

の効果，Bosentanなどのエンドセリ

ン受容体拮抗薬の肺高血圧症に対する

有効性・線維化抑制作用，（3）多発性

筋炎における，骨格筋C蛋白誘導筋炎

モデルマウスの検討，新たな抗

Tyrosyl-tRNA合成酵素抗体の同定，

筋炎特異自己抗体と免疫遺伝学的背景

との関連，（4）線維筋痛症に対する関

心が高く，病態，治療

法などの多数の報告が

行われていること，な

どが一リウマチ内科医

として印象に残りまし

た。

毎年，ACRでは，リ

ウマチ・免疫学の分野

で顕著な業績をあげて

いる研究者による記念

講演が行われています。

本年のPaul Klemperer

（膠原病の概念を提唱し

た病理学者）記念講演

はBetty Diamondコロ

ンビア大学教授により，「SLEにおけ

る抗DNA抗体の誘導と同抗体の中枢

神経ループス発症への関与」について，

Edmund L. Dubois（SLE研究のパイ

オニア）記念講演は，Jennifer H.

Anolikロチェスター大学助教授によ

り「SLE の B 細胞を標的とする

Rituximabによる治療」について行わ

れ，ともにSLEの病態解明，治療の

方向性を示唆する発表として聴衆に感

銘を与えました。

巨大な San Diego Convention

Centerのいたるところで，第一線で

活躍する研究者，臨床家による活発な

ディスカッションが繰り広げられまし

た。また，学会場ばかりでなく，近く

のレストランなどで美味しいシーフー

ドを食べながら恩師，友人，共同研究

者などと旧交を温め合うのもACRな

らではの素晴らしい光景といえます。

ACRが研究，臨床，教育の面でイン

パクトを与え続ける学術集会であると

ともに，国際交流の場として益々発展

することを祈りたいと思います。

2）San Diego Convention Centerポスター会場に於いて
高崎 芳成 順天堂大学教授（左），Eng M. Tanラ・ホーヤ スクリッ
プス研究所教授（中央），筆者（右）（2005年11月14日）

学会場でお会いした登録医の先生方

「少し前は生物学的製剤の研究発表も『これだけ効
いた』という効果を示す発表が多かったが最近は
どの時点で投与を中止して，その状態を維持でき
るか，というような観点の研究にシフトしてきて
いる。それが今回よりはっきりしたのではないか」
と述べたのは宮坂信之 氏（東京医科歯科大学大学
院　膠原病・リウマチ内科学　教授）である。

「最近は臨床研究が以前より増えてきているようだ」
と感想を述べられていた日高雄二 氏（医療法人鉄蕉
会 亀田総合病院 リウマチ・膠原病・アレルギー内
科　部長）。

東京女子医科大学　附属膠原病リウマチ痛風センター　田中　栄一氏
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　山中　寿氏

Tight Control of the Disease Activity May Lead to Reduce the Medical
Cost for Care of Patients with Rheumatoid Arthritis -Analysis of Medical
Cost for Care Using a Large Cohort Database. 

プレスカンファレンスにて

田中栄一 氏は，日本国内にお
ける生物学的製剤の使用コス
トを5年間に亘って検討した
成績を発表された。

1）Dr Diamond: Paul Klemperer Memorial Lecture講演直後のSan
Diego Convention Centerメインホールに於いて（2005年11月14日）
三森 経世 京都大学教授（左），Betty Diamondコロンビア大学教授
（中央），John A Hardinアルバートアインシュタイン医科大学教授（右）

第69回アメリカリウマチ学会（ACR））�
サンディエゴ大会の印象記�
第69回アメリカリウマチ学会（ACR））�
サンディエゴ大会の印象記�
第69回アメリカリウマチ学会（ACR）
サンディエゴ大会の印象記� 慶應義塾大学医学部内科　

平形　道人氏

2005 Annual Scientific Meeting of American College of Rheumatology Report
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わが国におけるインフリキシマブ

（Infliximab 3mg/kg，メトトレキサー

ト6mg/週と併用）の市販後調査は慢

性リウマチ患者3,000例を対象に行わ

れた。全害事象の発現率は31.2％，重

篤な有害事象の発現率は6.7％で，主

要な有害事象として，細菌性肺炎が

66例，結核が12例，カリニ肺炎が10

例，間質性肺炎が 17例，infusion

reactionsが327例で認められた。

Wolfe教授らが実施した米国の試験

では，肺炎の発症率は1,000例・年あ

たり14％であり，これはわが国の市

販後調査の成績とほぼ同等であった。

また，対照群と比べて細菌性肺炎の発

症率は増加しなかったが，頻度は低い

ものの間質性肺炎には注意が必要だと

いう。結核については日米間で国民全

体における発現率が大きく異なるため

評価は難しかった。欧米では一部の研

究者から抗TNFα療法による肺炎リ
スクの上昇が指摘されているが，抗

TNFα療法の対象となる患者群は，軽
症の慢性リウマチ患者と比べて，重症

度だけでなく，危険因子や合併症の保

有率が高いため，もともと感染症リス

クが高いことに留意する必要がある。

対照群を設定しない症例観察研究で

は，肺炎の発症率を健常者集団と比べ

たりするなど，データの誤った解釈が

起こりやすい。

また，インフリキシマブは患者の生

命予後を延長するという報告があり，

長期使用しても悪性腫瘍の発現リスク

の上昇は認められていない。特記すべ

きリスクはないが，肝機能の悪化がわ

ずかに増加するという。Wolfe教授の

7年間の使用経験でも重大な副作用は

認められず，有効性と安全性に優れた

薬剤であることは確認されている。

わが国では今後，実地診療における

インフリキシマブの長期使用が開始さ

れる。経過を慎重に観察する必要があ

ることはもちろんだが，米国における

7年間の使用経験では肺炎を含めてリ

スクの上昇は認められておらず，安全

性に対する過度の懸念は，インフリキ

シマブ投与によって得られる患者の利

益を損なう可能性があるだろう。

（詳細は次号75号で）

ACRの重鎮と

ポスター会場にて 学会場では，多くの若手ドクターを見かけた。中には当財団の奨学
金制度で渡米している方もいました。

左端：山崎宣興氏フロリダ大学
（聖マリアンナ医科大学）
（ポスター779）
Mitsumasa Kishimoto 氏 NYU-
Hospital for Joint Diseases
佐藤実氏　フロリダ大学準教授

学会初日の晩には，ACRボードメンバーが集まり，
リラックスした雰囲気でワインパーティが行われた。
財団からは常務理事の西岡久寿樹 氏（聖マリアンナ
医科大学難病治療センター）がご出席された。

安岡秀剛氏　ピッツバーグ大学
（慶應義塾大学医学部内科）
（ポスター930）

澤向範文氏　
産業医科大学第一内科

（ポスター897）

古谷武文氏　東京女子医科大学　
附属膠原病リウマチ痛風センター講師　

（ポスター740）

Prof. Wolfe F竹内勤氏

リウマチ治療における
生物学的製剤治療のあり方

ACR
座談会
Preview

後藤眞編集委員長
桐蔭横浜大学先端医用工学部　教授　

Prof. Wolfe F
National Data Bank for Rheumatic Diseases, Wichita, Kansas,
and University of Kansas School of Medicine, Wichita, Kansas

竹内勤氏
埼玉医科大学　総合医療センター
リウマチ･膠原病内科　教授

■出席者■司会

2005 Annual Scientific Meeting of American College of Rheumatology Report

今回の座談会では，世界的に著名なリウマチ専門医である
Wolfe教授（University of Kansas）を招き，竹内勤教授（埼玉医
科大学），後藤 眞 本紙編集委員長（日本リウマチ財団）ととも
に，わが国における市販後調査の結果，米国における7年に及
ぶ使用経験に基づいて，抗TNFα製剤であるインフリキシマブ
の適正使用について論じた。
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去る平成17年11月19日，新潟市
において，リウマチ患者さんの災害
支援をテーマとしてシンポジウム
「リウマチ患者の災害支援を考える」
が，日本リウマチ財団とＲＡトータ
ルマネジメント研究会，エーザイ株
式会社，三光純薬株式会社の共催に
よって開催された。
シンポジウムの基調を述べたのは，

日本リウマチ財団（以下財団）災害
時リウマチ患者支援検討会委員長で
ある山本純己氏である。

シンポジストの講演に先立って山
本氏より，財団内で災害時のリウマ
チ患者支援活動をどうすべきかをか
ねて検討してきた「災害時リウマチ
患者支援特別委員会」のこれまでと，
去る11月により広範な参画を企図し
て，この特別委員会の発展的解消に
よって発足した「災害時リウマチ患
者支援検討会」の設立経緯と今後の
課題について発表があった。
この検討会の大きな柱は①災害時

におきるリウマチ患者さんのトラブ
ルの確認，②現時点でできうる患者
支援の体制作りの2点にあるという。
具体的な検討会の方向性としては，
被災時のリウマチ患者さんのバック
アップ体制として，リウマチ医療関
係者のネットワーク作りや連絡網の
整備，関係者間のコンセンサスを得
ることと，リウマチ患者さんへの啓
発活動と患者さん自身の災害対策準
備など，災害時のリウマチ患者さん

支援のグランドデザインを構築する
ことにある。
現在，リウマチ財団登録医は全国

津々浦々に開業あるいは勤務されて
おり，その医療機関数は3千を超え
ている。山本委員長によると，今後
これら登録医の協力を背景に，財団
を核として，災害時のリウマチ患者
医療をどうすべきか，登録医を含め
た医療機関へ何をお願いし，救急医
療とどう折り合いをつけていくかな
どを，徐々にこの検討会において煮
詰めていくことになるそうである。
今後の検討会の動きが注目されると
ころだ。

山本氏の基調講演の後，座長の新
潟県立瀬波病院院長 村澤章氏より，
今回のシンポジストの紹介と，参加
者には財団が災害支援の協力を要請
した施設からみえられた先生方がい

らっしゃっていることの旨のお話が
あって，今回のシンポジウムがより
専門的な話題の場となることへの期
待感が述べられた。
3人のシンポジストは，リウマチ患

者さんのマネジメントを考えるきっ
かけとなった阪神淡路大震災時の災
害医療に携わった元兵庫医科大学教
授，現神戸海星病院院長立石博臣氏，
新潟中越地震の災害医療の当事者で
ある，長岡赤十字病院 羽生忠正氏，
同じく長岡赤十字病院人工腎センター

看護師長 水落清美氏である。3人の

演者からは，それぞれのご経験から
学ばれたこと，課題とすべきことな
どが発表された。
また各先生方のご発表のあと，災

害時のリウマチ医療に詳しい元佐賀
大学教授 現熊本詫麻台病院院長 忽那
龍雄氏も加えた６人による総合討論
が行われ，会場に集まった災害時リ
ウマチ患者支援検討会の呼びかけに
応じた協力医療機関の先生方，コ・
メディカルの方々よりも活発なご質
問，ご発言がなされた。

立石氏は，震災当時の記録から，
ライフラインの途絶により病院内の
患者さんたちのケアに多くの障害が
生じたことをご紹介された。その中
で，手術直後の感染症対策の問題点，
転院させる場合の引き受け先の設備
を検討すべきこと，職員も被災者に
なるという現実問題，また患者搬送

山本純己氏 村澤章氏

被災地でのRA患者さんの状況の把握�

ライフラインの停止�
　電気－２日�
　飲料水－1カ月�
　ガス－２カ月�
　　ポリバケツで重い水の運搬�
　　日用品や食料品の買出しなど�
　　お風呂�

各地域でのRA患者さんのリストアップ－友の会の名簿�

現時点では隣近所の助け合い�
ADLの障害程度の把握�
リストをどこで保管し誰がコントロールするのか�
誰がお世話に行くのか�
　交通渋滞があるのですぐ行ける人�

薬や注射をどうするのか（生物学的製剤など）�

表１　RA患者さんのケアの方法

リウマチ患者さんの
災害時支援医療の展望

シンポジウム
「リウマチ患者の
災害支援を考える」

阪神淡路大震災の
経験から　

神戸海星病院　立石博臣氏

1

■座長：財団法人日本リウマチ財団災害時リウマチ患者支援検討会委員長 山本純己氏／新潟県立瀬波病院院長 村澤章氏
■シンポジスト：神戸海星病院院長 立石博臣氏（元兵庫医科大学教授）／長岡赤十字病院 羽生忠正氏（編集委員）／長岡赤十字病院人工腎センター看護師長 水落清美氏

■オブザーバー：熊本詫麻台病院院長 忽那龍雄氏（元佐賀大学教授）

シンポジウム
「リウマチ患者の災害支援を考える」開催

シンポジウム
「リウマチ患者の災害支援を考える」開催

―災害時リウマチ患者支援検討会発足――災害時リウマチ患者支援検討会発足―



日本リウマチ財団ニュース 7No.74 平成18年1月1日発行　 第三種郵便物認可

に大きな支障が出て，ヘリコプター
ですら災害直後にはなかなか手配で
きず，搬送体制を再検討すべき点が
あることなどを発表された。
その上で，災害時医療のポイント

を①急性期外傷対策，②慢性疾患の
悪化防止対策，③心のケア，の3点
にあるとし，重要なのは近隣の人同
士の協力体制，近くの医師，近くの
医療施設の協力体制が必要であると
述べた。また，介護師など，ケア関
係のスタッフの果たす役割の重要さ
を強調され，避難所における患者さ
ん指導，リハビリテーション活動の
継続の実態などもご紹介された。表
1は立石氏の考えるRA患者さんの災
害時への備えの一例である。

羽生氏は，阪神淡路大震災を「都
市型」の震災と位置づけた上で，新
潟中越地震は幸いにも犠牲者が少な

かった理由として，山間部を震災が
襲ったことによることが大きかった
こと，震災発生時の時間帯が幸いし
たことなど，阪神淡路大震災と新潟中
越地震の相違点をまず明らかにした。
ついで羽生氏は，震災発生時に患

者さんの服薬習慣が継続困難になる
ことや，救急医療は慢性疾患に対す
る対応の上で多くの問題点を有する

ことなどを，実際の事例を上げてご
紹介された。また，長岡赤十字病院
が震災時にとった救急医療の内容を
ご紹介しながら，偶然にも直前に実
施された多数傷害者受け入れ（トリ
アージ）訓練が功を奏したと述べる
と同時に，表2のような心構えをし
ておく必要性を強調された。
次に，震災からしばらくたった後

の避難所生活の問題点もいくつかご
指摘された。特に，米国ニューオー
リンズなどを襲った，一連のハリケ
ーン（カトリーナなど）の避難住民
施設において，避難所の床一面に簡
易ベッドが設置されていたことを取
り上げ，日本の避難所が一様に体育
館の床に畳を敷いただけという状況
との相違に着目されていた。四肢の
関節を患うリウマチ患者さんにとっ
て，日本式の避難所は過酷な状況で
あることを指摘すると同時に，現避
難所の環境ではイスやベッドの持込
みなどを患者さんたちが実行するに
は，心理的にも物理的にも困難な環
境にあることを指摘された。また，
避難所を退去したあとの仮設住宅も，
障害者にとってけっして使用しやす
いタイプのものではないことなどを
改めて強調された。

水落氏は，災害時における患者さ
んの心のケアを中心に，新潟中越地
震の際に実施された心のケアの内容
と，そこから見えた問題点について
言及した。まず，災害時には救急医
療が優先されるため，心のケアを目
的とした医療チームは救護班とは別
行動をとったと述べた。そしてその
際，患者さんのリストアップに保健
師さんたちの協力が大きく貢献した
という。その一方，患者さんたちに
「カウンセリング」と勘違いされて，
治療を拒否されることもあり，今後
は行政との連携や保健師との連携を
密に行い，患者さん側の理解を深め
ていく必要があると感じたという。
また，立石氏と同様に，被災者に

医療者側の人間も含まれてしまうと
いうジレンマや，「心のトリアージ」
という，患者さんの中での治療優先
度をいかに解決するか，行政や看護
師さんたちとの活動が重複する無駄
が生じてしまうことについて，今後
どうすべきかなどの問題点を指摘さ

れた。
患者さんとのコミュニケーション

については，「アウトリーチ型」であ
るべきとして，医療者側からの積極
的な接触・アプローチが実践の場で
はとても重要なこと，被災者は，医
療行為に関して自制心が働き，積極
的に病状を訴えないことなどの問題
点を掲げた。特に，各団体がばらば
らに行動するという，コミュニケー

ション欠如が大きな課題であったこ
とを指摘され，平常時からの行政・
地域の医療機関のコミュニケーショ
ンの確保が，今後も重要であり，表
3のような事項を今後十分に検討す
る必要がある。
続いて総合討論と質疑応答が行わ

れ，フロアからは，訪問看護師さん
が地域のＲＡ患者さん，それも寝た
きりの方を把握している可能性が高
く，彼らとの連携も考えるべきとい
うことや，患者会との連携も今より
ももっとよくすべきことなどのご意
見が述べられた。また，ＰＴの方か
らも貴重なご意見が出るなど，熱心
な意見交換が行われると同時に，今
後，災害時の患者支援の協力病院の
メンバーが，より増加していくこと
への皆さんの大きな期待感が感じら
れた会であった。

・保健師は、全国からの応援体制であった。�

・保健師と県の「心のケア」チームとの連携した活動が開始されていた。�

・県と赤十字間で災害発生以前からの情報交換がなかった。�

・同じネーミング�

被災者の情報交換が円滑に進まない。�

保健師・県「心のケア」チームに赤十字の活動の理解を得ることが難しい。�
�
�

新潟中越地震の
心のケア
長岡赤十字病院

水落清美氏（人工腎センター看護師長）

3

立石博臣氏

羽生忠正氏

水落清美氏

 FM放送やテレビを介して患者さんへの呼びかけ�
（AMでは受信不能の地域がある）�

平素から各地域にリウマチ患者さんのための�
災害時支援病院のシステムを作る�

リウマチ患者さんの方から連絡を入れ�
相談するように周知させる�

災害時に医療機関から個々の患者さんに�
連絡をとることはむずかしい�

表2

新潟中越地震での
対応　

長岡赤十字病院　羽生忠正氏

2

表3 県・保健師との連携
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松原 リウマチ性疾患のなかで最も一般

的な疾患である関節リウマチ（RA）は，40

歳代後半から発症して，寛解と増悪を繰

り返しながら20年近く治療を続けていか

なければならない病気です。治療のなか

では，痛みに対する消炎鎮痛薬の使用頻

度がかなり高くなることから，副作用とし

て胃腸障害の問題が出てまいります。

社団法人日本リウマチ友の会の協力で

RDIC（リウマチ・関節炎情報センター）が

行った実態調査によると，消炎鎮痛薬に

より，胃部不快感，胃の痛み，食欲不振，

胸やけ，吐き気など，なんらかの胃腸障

害を経験した人は，アンケートを回収でき

た1,764人中1,146人（65％）にのぼってい

ます。そして，潰瘍と診断された人は全体

の18％にあたる325人となっています。

一般に，消化性潰瘍の原因のなかで，消

炎鎮痛薬はどの程度の割合を占めるので

しょうか。

田辺 本邦の消化性潰瘍は，Helico-

bacter pylori（H. pylori）が関係してい

るものが最も多く約90％，次いで消炎鎮

痛薬，とくに非ステロイド系消炎鎮痛薬

（NSAIDs）起因性のものが10％～15％

と言われております。しかしこの，

NSAIDs起因性のものに関しては消化性

潰瘍の24％～37％を含めるという結果

も発表されており，高齢化社会を迎え，リ

ウマチ性疾患あるいはその他の整形外科

的な疾患が増加して，NSAIDsの使用も

増えていることから，今後はNSAIDs潰

瘍がさらに増える可能性が十分あると思

います。

松原 ところで，NSAIDsにより胃粘膜の

傷害が起こるメカニズムについてお話し

いただきたいのですが。

田辺 NSAIDsは，アラキドン酸からプロ

スタグランジン（PG）を生成する酵素のシ

クロオキシゲナーゼ（COX-1，COX-2）を

抑えることによって，ブラジキニンなど炎

症性物質の作用を抑制して，痛みを取る

わけですね。しかしCOX-1には胃粘膜を

保護する作用があるので，COX-1，COX-

2の両方を抑えてしまうと，粘液産生減

少，微小循環障害，組織修復抑制など，

胃粘膜の防御機能の低下を生じます。さ

らに，NSAIDsによる直接作用がありま

す。すなわち，酸の存在下でNSAIDsが

脂溶性に変化して細胞内に入り，蓄積さ

れて胃粘膜上皮を傷害します。この両方

の作用で胃粘膜傷害が発生することにな

ります。

松原 胃粘膜傷害発症の危険因子といい

ますか，どんな方が胃粘膜傷害を起こし

やすいでしょうか。

田辺 より発症のリスクを高める危険因

子として確実にわかっているのは，高齢

者，潰瘍の既往のある方，ステロイド薬の

投与を受けている方，高用量あるいは複

数のNSAIDsを服用している方，脳血管

障害あるいは虚血性心疾患などで抗凝固

療法を受けている方などです。また，可

能性のある危険因子としては，H. pylori

の感染，喫煙，アルコールの摂取などが

あげられます。

松原 H. pyloriに関しては，現在，い

ろいろな考え方があるようですね。

田辺 H. pyloriの除菌によってNSAIDs

潰瘍の発症が抑えられるというエビデン

スがある一方で，すでにNSAIDs潰瘍を

発症している人では，除菌により治癒が

遷延するということもいわれておりまして，

今後更なる検討が必要であると思います。

松原 NSAIDsによる胃粘膜傷害という

のは，ほかの原因による胃粘膜傷害と違

った特徴があるのでしょうか。

田辺 内視鏡的には，比較的小さな潰瘍

の多発，あるいは深掘れの潰瘍で，前庭

部にできやすく，非常に治りにくいのが特

徴です。そして，時に出血を伴いますが，

NSAIDsを服用していることから，痛みが

なくて突然出血する，あるいは胃穿孔で

発症するというような特徴があります。

最近では内視鏡的な止血法，あるいは

プロトンポンプ阻害薬（PPI）のような強

力な酸分泌抑制薬がありますので，極端

に重篤な予後をたどる患者さんは減って

いますが，以前は，出血を契機に全身状

態の悪化から致死的になるようなケース

もありました。やはりふだんからの予防が

非常に重要であると思います。

松原 RA患者さんがNSAIDsを服用す

る場合，年に１度くらいは内視鏡検査を受

けていただくことが必要でしょうね。現実

には，先ほどのRDICの実態調査によれ

ば，消炎鎮痛薬の服用中に医師から胃の

検査を勧められたことがないという患者

さんが42％もおられます（図1）。

田辺 かかりつけの医師から，１年に１回

は検査しましょうということをリクエストし

ていただくことが重要ですね。そこでな

んらかの胃粘膜傷害，あるいは潰瘍性の

病変がみつかれば，その時点で，出血や

穿孔が起こる前に，薬剤の変更や追加な

どの対応ができますから。

松原 最近，NSAIDsによる胃粘膜傷害

を予防しようということで，COX-2に対す

る選択性が高い薬剤が使われるようにな

ってきましたが，その効果についてはいか

がでしょうか。

田辺 私自身は，COX-2に対する選択性

が高い薬剤の使用経験が少ないのです

が，欧米のデータでみるかぎりでは，明ら

かに選択的 COX-2 阻害薬のほうが

NSAIDs潰瘍を抑制するというエビデン

スがあります。先生がお使いになった印

象ではいかがですか。

松原 日常診療下において実はあまり大

きな差はないような気がします。先ほどの

データのように，RAの患者さんの３分の

２の方がすでに軽い胃炎症状を伴ってい

ますので，その時点からCOX-2に対する

選択性が高い薬剤に変えても逆に胃粘膜

の修復に対してあまり良くないのではとい

う気がするのですが如何でしょうか？

田辺 日本人の場合，H. pyloriの陽性

率が非常に高率で，胃炎を合併している

人が多いという背景を考えますと，確か

にCOX-2にも胃粘膜の修復作用がある

ので，それを抑えてしまうことで，胃炎の

治癒が遅れる可能性があるかもしれませ

ん。その点，欧米のようにH. pyloriの感

染の少ない，つまり胃炎のない胃粘膜と

は病態が違う可能性があるかなと思いま

す。そういった事からも実際に日本人に

ついて，きっちりと内視鏡的・組織学的に

経過を追ったデータを出す必要がありま

すね。

松原 日本人と欧米人では病態あるいは

生理的な違いがあるわけで，そのことは

胃粘膜傷害の治療を考えるうえで重要に

なりますね。

田辺 図2は日本人とアメリカ人の胃酸

分泌量を年代別に比較した成績ですが，

最高酸分泌量，基礎酸分泌量ともに，日

本人では明らかにアメリカ人より低いこと

がわかります。さらに，H. pyloriの感染

率が欧米では平均30％くらいであるのに

対し，日本では平均50％，40歳以上では

実に70％以上が陽性という報告もあり除

菌治療が進んでいる現在においても依然

米国と比較し高い感染率であることを考

えますと，日本人の胃粘膜は萎縮性で，

なおかつ酸分泌が少ないという特徴があ

るといえます。

松原 治療にあたってH. pyloriの除菌

をしたほうがいいとお考えですか。

田辺 除菌に関しては，まだ一定のコン

センサスが得られていない状況だと思い

ます。NSAIDsを長期間にわたって投与

する場合には，あらかじめ除菌をしたほ

うが潰瘍の発症が少ないとするデータも

ありますが，現実問題として，整形外科で

NSAIDsを投与する時に，必ず内視鏡検

査をして除菌をして，ということはなかな

か難しいかもしれません。臨床の現状を

考えれば，防御因子増強薬とH2ブロッカ

ーの併用で様子を見ていく形でよいので

はと私自身は考えています。

松原 NSAIDsを長期服用している患者

さんの場合，PPIの位置づけについては

どのように考えたらよいでしょうか。

田辺 欧米のデータでは，PPIを使用す

ることによって，明らかにNSAIDs潰瘍を

予防できたというエビデンスが出ていま

す。しかし，現実的に，日本でPPIをfull

doseで10年，20年飲み続けることが，安

全性も含めていいかどうか，ということで

すね。欧米人に比べると日本人は酸分泌

が低いので，over treatmentになる可

能性があるかもしれませんね。H2ブロッ

カーのfull dose，あるいはhalf doseで

実際はある程度対処はできるのではない

かと思います。しかし，それについて日本

人でのエビデンスは十分とは言えません

ので，今後更なる検討が望まれます。

NSAIDs潰瘍を発症してしまった患者

さんに対しては，できればNSAIDsを中

リウマチ患者の消化器疾患を考える

NSAIDsによる
胃粘膜傷害の特徴

RA患者の65％が消炎鎮
痛薬による胃腸障害を経験

日本人と欧米人の病態の
違いと治療の考え方

聞き手：松原司氏　松原メイフラワー病院院長／話し手：田辺聡氏　北里大学東病院消化器内科講師

無症候性潰瘍の可能性あり消炎鎮痛薬服用中は胃腸障害の症状が無くても検査は必要�

消炎鎮痛薬服用中に胃の検査をすすめられたことがあるか�

胃腸障害の経験の有無に関わらず，消炎鎮痛薬服用中に胃の検査をすすめられた人は�
41％，すすめられたことのない人は42％とほぼ半々である。�
すすめられたことがない人が多いことは，無症候性潰瘍の可能性も考えられることから�
長期服用患者の胃の検査は必要性が示唆されている。�

勧められた�
ことはない42％�

不明�
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その他 5％�
勧められたが�
検査を受けなかった 4％�
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検査を受けた 37％�
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リウマチ患者の生活習慣病を考えるシリーズ



止しますが，どうしても中止できない場

合，PPIをしっかりとfull doseで使って

いただくというのが，治療の基本だと思い

ます。同時にNSAIDsにより落ちている

胃粘膜防御機能を回復させるため，PG

製剤，防御因子増強薬を併用するケース

も少なくないようですね。

松原 外来で，H2ブロッカーを併用して

いるにもかかわらず，胃の症状がすっきり

しないというケースを，しばしば経験する

のですが，そのような場合，H2ブロッカー

から，より酸分泌抑制作用の強いPPIを

短期間使うという治療法はいかがでしょ

うか。

田辺 おそらくそれで対処が可能と思い

ますが，注意しなければならないのは，

たとえ自覚症状が改善した場合でもその

時点ですでに深掘れの潰瘍ができている

場合がありますので，できるだけ内視鏡で

チェックをしてもらうのがよいと思います。

松原 RAの場合，NSAIDs潰瘍を予防

するためには，どのような薬剤の選択を

すべきか，先生のお考えをお話しいただ

ければと思います。

田辺 消化器系の症状がない方には，

NSAIDsにより落ちている胃粘膜防御機

能を回復させるという意味で，安全性が

高い防御因子増強薬を主にして，またも

たれがあるとか，痛みがあるなど，酸に関

連した症状があると思われた時には，H2

ブロッカーやPPIを併用するという考えが

大切かと思われます。PG製剤はNSAIDs

潰瘍の予防に有用であるというエビデン

スがありますが，長期間服用することに

よる副作用の問題もありますので，患者

さんの状態をきっちり把握しておく必要が

あります。NSAIDs潰瘍の発症機序は胃

粘膜防御機能の低下が主ですけれども，

防御機能が落ちている状態では，少量の

酸でもイリタブルなのですね。ですから，

防御因子増強薬やH2ブロッカー，PG製

剤等をその患者さんごとにうまく使い分

けることが日本における現実的な処方な

のかもしれません。

松原 抗リウマチ薬は遅効性のものが多

く，そのため効果が発現してくるまで少量

のステロイド薬を，たとえば２カ月間程度

使う場合があります。ステロイド薬は潰瘍

の危険因子ですし，抗リウマチ薬にも胃

腸障害の副作用のあるものがあります。

田辺 確かに先生のおっしゃるとおり

NSAIDsにステロイドを併用することで

消化性潰瘍リスクが高まるというデータは

ございます。そのようにいろいろな薬剤を

使う場合は，確実に危険因子が増えてい

ますので，攻撃因子を抑えるH2ブロッカ

ーやPPI，防御機能を高める防御因子増

強薬やPG製剤を組み合わせて消化性潰

瘍の予防を行うことが重要かと思われま

す。

松原 患者さんに合わせた治療法を選択

するということですね。そのなかで，先生

はどのような薬剤を使用されますか？

田辺 私はH2ブロッカーに防御因子増強

薬，特にエカベトナトリウム（商品名：ガス

トローム®）の併用を考慮します。エカベ

トナトリウムは体内にほとんど吸収されず

直接胃粘膜全体および炎症部位を被覆す

るユニークな薬剤です。胃粘膜のPGE2，

PGI2増強作用，胃粘膜血流増加作用，胃

粘液増強作用に加え，薬剤の相互作用が

ないことから安全性に優れ，長期間さま

ざまな薬剤を服用する患者さんにも安心

して使用できる薬剤だと考えています。ま

た胃粘膜障害発症リスクの１つと考えられ

ているH. pyloriに対する静菌作用も認

められているなど，多角的な作用を有し

ているのが特徴だと思います。

アスピリン胃粘膜傷害の抑制作用もラ

ットで認められており（図3），臨床的にも，

NSAIDs，ステロイド薬，抗癌剤などによ

る薬剤性胃炎に対し，自覚症状の改善効

果が認められています（図4）。

さらに，服薬回数が１日２回なので，H2

ブロッカーと併用する場合に飲みやすく，

コンプライアンスが維持されます。つまり

効果，安全性，服薬コンプライアンス，い

ずれの面においても非常に使いやすい薬

剤であると考えています。

松原 なるほど。エカベトナトリウムは防

御機能を回復させるだけでなく胃粘膜に

直接被覆保護作用を示すため，NSAIDs

からの直接障害に対しても効果が期待で

きるわけですね。それではH2ブロッカー

を使う場合，一般にどんなことに注意す

べきでしょうか。

田辺 腎機能の低下している場合に，い

ろいろな副作用が出やすいことと，それ

から，高齢者では長期連用で薬剤性の認

知症が起こることがあると考えられていま

す。

松原 それは注意すべき点ですね。ま

た，腎機能に関しては，RAの場合，ステ

ロイド，抗リウマチ薬など多くの薬剤を服

用していることが多いので，腎負荷が大

きく，腎機能が低下してきますので，そう

いうことも考えて注意する必要があると思

います。

田辺 その通りですね。

松原 RA患者さんは，NSAIDsをはじめ

抗リウマチ薬を長期連用されるため，胃

粘膜障害，消化性潰瘍のハイリスクの患

者さんであるということが重要な点です。

ですから，長期に安全に使えるよう

な防御因子増強薬を主体に，あるいはH2

ブロッカーを併用しながらコントロールし

ていくことが重要ですね。そして，で

きれば年に１回くらいは消化器専門

医のところで評価をしていただくとい

うことを，患者さんにも推奨していく

ことが大切であると思います。

田辺 そうですね。もちろん，内視鏡

で胃の状態を確認させていただい

て，胃の状態に合わせた薬剤を使う

ということが重要なのですが，日常

診療下でそれがなかなか難しいとす

れば，エカベトナトリウムのように，防

御機能を高め，安全性が高い薬剤は

非常に使いやすい薬ではないかと思

います。

そして，可能であれば，年に１回，

あるいは何か胃の症状が出た時には

内視鏡で確認するということが，症状

の重篤化あるいは合併症を防ぐ重要

なポイントであると思います。

松原 どうもありがとうございました。
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NSAIDs潰瘍の
予防をどうするか

使いやすい防御系薬
エカベトナトリウム

エカベトナトリウムの薬剤性胃炎に対する臨床効果�
～自覚症状改善効果～�

対象：薬剤起因性（NSAIDS，ステロイド，抗生剤，制癌剤など）の胃炎患者�
方法：エカベトナトリウム1.0gを1日2回，原則として2週間投与�

川野 淳ほか：Prog Med 14: 2014, 1994
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エカベトナトリウムのアスピリン胃粘膜傷害抑制作用（ラット）�

方法：ラットに被験薬物を経口投与し，30分後にアスピリン（200mg/kg）を経口投与。�
 4時間後に胃を摘出し，胃粘膜損傷の長さを測定した。�

（　）内は実薬の1日臨床用量�

五十嵐ほか：新薬と臨牀47:1276,1998
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定義はともかくとして，近年の平均寿命の延
長とリウマチ治療の革命的な進歩により，リ
ウマチ患者さんの高齢化が目に付くようにな
りました。しかし，加齢の特徴のひとつは，
個体差が拡大することです。同じ65歳でも，
かつての50歳と見まごうばかりの若々しい方
もいれば，80歳といってもいいような加齢の
促進した方までさまざまです。さらに，長期
にわたるNSAIDsやステロイドによる中途半端
な抗炎症治療により，二次性のアミロイドー
シスやメタボリックシンドロームによる糖尿
病や動脈硬化のために内臓機能の低下，筋萎
縮があります。消化器疾患には，NSAIDs潰瘍
ばかりでなく，アミロイドーシスによる胃腸
障害も忘れてはなりません。現時点では，有
効な治療法がありませんが，本年度中には，
MRA（IL-6レセプター阻害剤）が上市され，
さらに，リウマチ治療に変革が起きると思わ
れます。対談の中で，注目したいところは，
NSAIDs潰瘍，薬剤性胃炎に対して，日本人の
高齢者の特徴から，各薬剤の特徴，有効性を
論理的にお話いただいたところだと思われま
す。今後ますます，日本人のエビデンスとし
てのデータ作成をお願いし日常診療に反映し
ていただく必要があると考えます。

高齢患者さんのことも忘れない

後藤眞

Editors CommentEditors Comment
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H18.1～H18.5）］

※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。

問い合わせ先：日本リウマチ財団　TEL.03-3946-3551

この研修会は医師のみを対象に開かれています。

1／14（土） 15:00 3単位　（宮崎）
第13回宮崎リウマチ医の会
永渕　伸敏　Tel.0985-28-2736
旭化成ファーマ㈱医薬宮崎出張所

1／14（土） 16:00 1単位　（奈良）
第15回ＲＡ症例検討会
正井　隆夫　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

1／14（土） 18:00 1単位　（岩手）
第388回岩手整形災害外科懇談会
西田　淳　Tel.019-651-5111
岩手医科大学整形外科

1／17（火） 19:00 1単位　（福岡）
第5回炎症性骨･関節疾患研究会
齋藤　和義　Tel.093-603-1611
産業医科大学第一内科

1／19（木） 19:00 1単位（北海道）
三木会学術講演会
研谷　智　　Tel.0166-68-2511
旭川医科大学整形外科

1／20（金） 19:45 1単位　（埼玉）
第46回埼玉リウマチ研究会
三村　俊英　Tel.049-276-1462
埼玉医科大学リウマチ膠原病科

1／20（金） 19:00 1単位　（大分）
二豊整形外科フォーラム
佐々木　誠人　Tel.0979-24-1423
川嶌整形外科病院

1／21（土） 17:00 1単位　（山梨）
第1回山梨リウマチ研究会
藤原　智明　Tel.055-232-2511
科研製薬㈱

1／21（土） 17:00 1単位　（東京）
ＲＡトータルマネージメントフォーラム
和田　義男　Tel.03-3817-3861
エーザイ㈱医薬部運動器領域室

1／21（土） 16:30 1単位　（愛知）
第3回豊明整形セミナー
松本　大祐　Tel.052-211-2458
ワイス㈱

1／21（土） 18:00 1単位　（福島）
第3回臨床リウマチ懇話会
松本　達　Tel.022-264-4321
ワイス㈱北日本支店

1／21（土） 16:00 2単位（和歌山）
和歌山臨床RAフォーラム(第15回)
木浦　賀文 Tel.0724-71-3321
阪南市立病院整形外科

1／28（土） 17:00 1単位　（兵庫）
神戸大学整形外科同門会生涯教育学術講演会
西山　隆之　Tel.078-382-5985
神戸大学医学部整形外科

1／28（土） 17:00 1単位　（岐阜）
第18回飛騨整形外科懇話会
福田　淳司　Tel.058-251-3155
旭化成ファーマ㈱岐阜営業所

1／28（土） 18:30 1単位　（栃木）
第2回栃木県骨粗鬆症集談会
早乙女　紘一　Tel.0282-87-2161
獨協大学整形外科

1／28（土） 17:00 1単位　（静岡）
第31回静岡リウマチ懇話会
山内　武司　Tel.054-283-8047
科研製薬㈱静岡営業所

1／28（土） 17:00 1単位　（滋賀）
第3回びわこリウマチと免疫セミナー
渕田　真　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱

1／28（土） 17:50 1単位　（千葉）
第6回臨床骨代謝フォーラム
岡崎　亮　Tel.0436-62-1211
帝京大学付属市原病院

1／28（土） 16:00 1単位　（愛知）
平成18年1月度愛知県整形外科医会教育講演会
中尾　哲二　Tel.052-262-4513
旭化成ファーマ㈱医薬名古屋支店学術グループ

1／29（日） 14:10 2単位　（福岡）
第7回博多リウマチセミナー
近藤　正一　Tel.092-762-2380
近藤リウマチ・整形外科クリニック

2／1（水） 19:30 1単位　（栃木）
第13回宇都宮市リウマチ研究会
永田　信一　Tel.090-6944-0409
アベンティスファーマ㈱

2／1（水） 19:00 2単位　（岡山）
岡山運動器疾患研究会
桝井　俊和　Tel.086-234-1727
帝人ファーマ㈱広島支店岡山営業所

2／3（金） 10:10 1単位　（京都）
2／4（土） 13:45 1単位　
第36回日本人工関節学会
川那辺　圭一　Tel.075-751-3366
京都大学整形外科

2／11（土） 13:35 2単位　（東京）
リウマチ・アレルギーシンポジウム
IN 東京パート2
市川　英一　Tel.03-3635-1056
日本予防医学協会健康増進開発本部

1／27（金） 18:30 1単位　（鳥取）
臨床免疫・アレルギーフォーラム
勝又　俊行　Tel.0859-22-5506
旭化成ファーマ㈱

1／7（土） 17:30 1単位　（熊本）
熊本骨折セミナー
吉玉　孝士　Tel.096-359-6311
中外製薬㈱熊本出張所

2／11（土） 14:10 1単位　（愛媛）
第3回愛媛リウマチのケア研究会
長田　雅道　Tel.089-941-6345
エーザイ㈱

2／15（水） 19:30 1単位　（長崎）
県北骨代謝研究会
上田　武司　Tel.095-826-6270
帝人ファーマ㈱

2／15（水） 19:30 1単位　（広島）
備後臨床免疫懇話会
松浦　一映　Tel.084-928-4878
旭化成ファーマ㈱

2／16（木） 19:00 1単位（神奈川）
第4回横浜運動器疾患治療懇話会
三ツ木　直人　Tel.045-261-5656
横浜市立大学市民総合医療センター

2／16（木） 18:45 2単位　（埼玉）
第13回埼玉骨・関節疾患研究会
船津　剛志　Tel.049-245-6321
エーザイ㈱川越コミュニケーションオフィス

2／16（木） 19:30 1単位　（大阪）
第3回大阪リウマチ関節外科ゼミナール
七岡　信子　Tel.06-6879-3552
大阪大学整形外科

2／16（木） 20:00 1単位　（岐阜）
第4回東濃・可茂脊椎セミナー
土屋　浩彦　Tel.058-265-7880
小野薬品工業㈱

2／17（金） 19:30 1単位　（熊本）
学術講演会
清水　達也　Tel.096-373-1196
田辺製薬㈱

2／17（金） 19:30 1単位　（長崎）
県央膠原病研究会
白江　伸也　Tel.095-818-7360
アステラス製薬㈱

2／17（金） 18:40 2単位　（東京）
第23回東京整形外科手術フォーラム
鈴木　良則　Tel.03-3817-3862
エーザイ㈱医薬部運動領域室

2／18（土） 17:30 1単位　（長野）
第97回信州整形外科懇談会
清水　富永　Tel.0263-37-2659
信州大学運動機能学

2／25（土） 18:00 1単位　（大阪）
第12回近畿骨粗鬆症研究会
楊　鴻生　Tel.0798-45-6952
兵庫医科大学整形外科

2／23（木） 20:00 1単位　（埼玉）
第5回埼玉シェーグレン症候群研究会
竹内　勤　Tel.049-228-3433
埼玉医科大学総合医療センター
リウマチ･膠原病内科

2／25（土） 15:30 1単位　（長野）
信州膠原病セミナー
鈴木　貞博　Tel.026-292-2261
厚生連篠ノ井総合病院膠原病科

2／25（土） 16:00 1単位　（福島）
第16回福島県整形外科医の集い
小林　利男　Tel.024-542-5121
県立リハビリテーション飯坂温泉病院

2／25（土） 18:00 1単位　（愛知）
平成17年度名古屋市立大学整形外科
開業医会講演会
橋　浩成　Tel.052-739-2525
守山整形外科クリニック

2／25（土） 18:00 1単位　（広島）
第5回骨･軟骨広島フォーラム
弓崎　徹矢　Tel.082-238-0666
日本新薬㈱広島支店

3／3（金） 19:00 2単位　（茨城）
第9回分子リウマチつくばセミナー
中井　康文　Tel.029-824-8611
第一製薬㈱東京第二支店土浦営業所

3／4（土） 19:30 1単位　（広島）
広島市整形外科医会研修講演会
原田　英男　Tel.082-870-5555
原田リハビリ整形外科

3／4（土） 15:30 2単位　（京都）
第5回関西膠原病フォーラム
井手尾　健太　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部リウマチ営業グループ

3／11（土） 17:00 1単位（北海道）
関節保存療法講演会･高分子ヒアルロ
ン酸講演会in札幌
三浪　三千男　Tel.011-812-7001
北海道整形外科記念病院

3／11（土） 17:00 1単位　（兵庫）
第3回兵庫整形リウマチの会
小池　正道　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱大阪･兵庫抗リウマチ薬チーム

3／11（土） 19:00 1単位（北海道）
第5回旭川関節疾患カンファランス
中林　淳一　Tel.0166-24-2805
旭化成ファーマ㈱医薬札幌支店旭川営業所

3／16（木） 19:15 1単位（神奈川）
第9回藤が丘整形外科研修会
森島　紀子　Tel.045-974-6365
昭和大学藤が丘病院整形外科

3／16（木） 20:00 1単位　（大阪）
第8回南大阪リウマチ研究会
山口　統彦　Tel.0729-57-2121
大阪府立呼吸器･アレルギー医療センター

3／18（土） 17:00 1単位　（滋賀）
第25回滋賀リウマチ・膠原病臨床談話会
小林　雅雄　Tel.077-554-1422
科研製薬㈱滋賀営業所

3／18（土） 16:15 1単位　（兵庫）
兵庫医大整形外科開業医会学術講演会
（第7回）
富永　浩司　Tel.06-6488-1601
合志病院整形外科

3／24（金） 19:30 1単位　（愛知）
第30回瑞穂卒後研修セミナー
福岡　宗良　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

3／25（土） 17:00 2単位　（山形）
第19回日本リハビリテーション医学会
東北地方会
高木　理彰　Tel.023-628-5355
山形大学整形外科

3／25（土） 17:00 1単位　（岐阜）
第25回岐阜人工関節フォーラム
大橋　俊郎　Tel.058-268-0567
山内ホスピタル整形外科

3／25（土） 18:00 1単位　（岡山）
第37回岡山リウマチ研究会
香西　貴雄　Tel.086-246-3232
科研製薬㈱岡山営業所

3／25（土） 18:30 1単位　（岐阜）
痛みと炎症2006
清水　克時　Tel.058-230-6330
岐阜大学整形外科

3／26（日） 15:30 1単位　（岡山）
第215回岡山整形外科医会研修会
角南　義文　Tel.086-273-1233
竜操整形外科医院

3／30（木） 19:00 1単位 （神奈川）
第54回相模原市医師会整形外科医会
学術研修会
吉川　泰弘　Tel.042-750-5043
吉川整形外科

4／1（土） 18:00 1単位　（長野）
第40回信州リウマチ膠原病懇談会
山崎　秀　Tel.0263-33-0385
丸の内病院リウマチ科

4／1（土） 17:00 1単位　（愛知）
第52回東海関節外科研究会
佐藤　悦郎　Tel.052-201-3341
大日本住友製薬㈱名古屋支店

4／15（土） 18:00 1単位　（鳥取）
第1回Biological Meeting in Tottori
萩野　浩　Tel.0859-38-6587
鳥取大学附属病院リハビリテーション部

4／15（土） 18:00 2単位 （神奈川）
第1回相模原市・大和市整形外科医会
学術研修会
吉川　泰弘　Tel.042-750-5043
吉川整形外科

5／12（金） 20:00 1単位　（福岡）
第68回福岡リウマチ懇話会
近藤　正一　Tel.092-762-2380
近藤リウマチ･整形外科クリニック

3／25（土） 16:30 2単位　（大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会（第168回）
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815
長谷川整形外科医院

3／25（土） 15:00 2単位　（熊本）
第18回熊本リウマチセミナー
本田　五男　Tel.096-366-3666
熊本整形外科病院

1／22（日） 10:00 3単位　（岩手）
第9回東北リウマチ医の会
小山田　喜敬　Tel.019-695-2321
鴬宿温泉病院

2／9（木） 20:00 1単位　（埼玉）
第26回見沼リウマチ懇話会
冨永　大二郎　Tel.090-5997-7124
大正富山医薬品㈱東京第2支店埼玉第1営業所

2／17（金） 20:00 1単位　（福岡）
第67回福岡リウマチ懇話会
近藤　正一　Tel.092-762-2380
近藤リウマチ･整形外科クリニック

2／4（土） 16:30 2単位　（広島）
第4回広島Bone & Joint セミナー
蔦野小百合　Tel.082-244-5802
旭化成ファーマ㈱医薬中国支店

3／4（土） 17:00 1単位（北海道）
第31回北海道リウマチ研究会
福岡　春海　Tel.011-222-2717
科研製薬㈱札幌支店

3／17（金） 19:30 1単位　（新潟）
第38回新潟リウマチ研究会
生越　章　Tel.025-227-2272
新潟大学整形外科

3／6（月） 18:30 1単位　（京都）
第19回京都運動器疾患フォーラム
藤岡　幹浩　Tel.075-251-5549
京都府立医科大学整形外科

3／18（土） 16:55 1単位（鹿児島）
第1回鹿児島リウマチの臨床とケア研究会
菊次　博志　Tel.099-254-9860
エーザイ㈱

1／21（土） 17:45 1単位　（岡山）
第213回岡山県臨床整形外科医会研修会
角南　義文 Tel.086-273-1233
竜操整形外科病院

2／8（水） 20:00 1単位（神奈川）
三浦半島リウマチ懇話会
河田　亙丈　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱

2／ 9（木） 11:55 1単位　（京都）
第39回日本痛風・核酸代謝学会総会
三橋　操　Tel.03-3597-9394
日本痛風･核酸代謝学会事務局

2／18（土） 17:00 1単位　（宮崎）
宮崎県リウマチ研究会
税所　幸一郎　Tel.0986-23-4111
国立病院機構都城病院

2／18（土） 17:00 1単位　（兵庫）
播磨手の外科症例検討会特別講演会
山下　仁司　Tel.0794-26-8800
やました整形外科

2／18（土） 17:30 1単位　（宮城）
第42回宮城リウマチ外科研究会
佐野　徳久　Tel.022-259-1221
東北厚生年金病院整形外科

2／18（土） 14:10 2単位　（佐賀）
第14回佐賀リウマチのケア研究会
榊　愛美　Tel.0954-43-1120
嬉野医療センターリハビリテーション科

1／26（木） 19:10 2単位　（大分）
リウマチ医のための大分県肺障害講演会
津村　弘　Tel.097-586-5872
大分大学整形外科

1／26（木） 19:30 1単位　（山口）
第2回疼痛治療を考える会
横野　浩二　Tel.083-972-1011
第一製薬㈱広島支店山口営業所

1／26（土） 18:30 2単位　（東京）
第8回骨とリウマチ研究会
松下　健一　Tel.03-3346-0215
中外製薬㈱東京第一支店学術室

2／10（金） 19:20 1単位　（鳥取）
第4回山陰 Bone フォーラム
萩野　浩　Tel.0859-34-8155
鳥取大学附属病院リハビリテーション部

2／9（木） 19:30 1単位（神奈川）
第4回横浜運動器再建医学研究会
熊埜御堂法男　Tel.045-472-2311
旭化成ファーマ㈱横浜営業所

1／26（木） 19:30 1単位　（三重）
第6回伊勢志摩地区骨粗鬆症研究会
細井　哲　Tel.0596-28-2171
山田赤十字病院整形外科

2／9（木） 19:30 1単位　（三重）
第54回三重リウマチ膠原病研究会
小林　裕史　Tel.059-224-5291
科研製薬㈱津営業所

2／10（金） 19:30 1単位　（佐賀）
佐賀リウマチ研究会
伊波　浩司　Tel.0952-22-7811
田辺製薬㈱佐賀営業所

2／18（土） 18:00 1単位　（大阪）
第3回三島リウマチフォーラム
小暮　奎次　Tel.06-6204-2501
武田薬品工業㈱マーケティング部

2／18（土） 18:00 1単位（神奈川）
第25回川崎リウマチカンファレンス
房安　雄司　Tel.03-3517-2581
参天製薬㈱

2／18（土） 20:00 1単位　（香川）
第3回香川リウマチ研究会
徳田　道昭　Tel.087-891-2145
香川大学第一内科

2／18（土） 17:00 1単位　（愛知）
第48回東海膠原病研究会
今井　利光　Tel.052-951-8041
三共㈱東海第一支店学術第一課

1／27（金） 19:30 1単位　（熊本）
第19回熊本膠原病研究会
本田　五男　Tel.096-366-3666
熊本整形外科病院

《教育研修会》�

《ケアの研修会》�
地区名�

北海道・東北�
関東･甲信越�

�
東海･北陸�
近畿�

中・四国�
九州�

　世話人�
藤　哲�
住田　孝之�
�
林　正岳�
松末　吉隆�
上尾　豊二�
束野　通志�

�
弘前大学部整形外科 教授�
筑波大学大学院人間総合科学研究科�
先端応用医学専攻臨床免疫学 教授�
福井総合病院 理事長�
滋賀医科大学整形外科 教授�
玉造厚生年金病院 院長�
熊本整形外科病院 副院長�

地区名�
中央�
�

北海道�
群馬�
�

富山�
大阪�
岡山�
�

大分�

　世話人�
川合　眞一�
木村　友厚�
小池　隆夫�
高岸　憲二�
野島　美久�
木村　友厚�
吉崎　和幸�
槇野　博史�
�
安田　正之�

�
東邦大学医療センター大森病院膠原病科教授�
富山大学医学部整形外科教授�
北海道大学大学院医学研究科病態内科学教授�
群馬大学大学院医学系研究科機能運動外科学教授�
群馬大学大学院医学系研究科生体統御内科学教授�
富山大学医学部整形外科教授�
大阪大学健康体育部健康医学第一部門教授�
岡山大学大学院医歯学総合研究科腎・免疫�
･内分泌代謝内科学教授�
国立病院機構別府医療センターリウマチ�
膠原病センター長�
�

平成18年度リウマチのケア研修会・リウマチ教育研修会開催地および世話人

お知らせ
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第11問　【症例】56歳，男性
数年前頃からの股関節痛から歩行障害を来し，人工関節形成術を受けた際の
腰椎XP像である。

解答　acro-osteolysis

【 解 説 】 Acro-osteolysis（ or acrolysis or dactylolysis）

は，主に指，趾の末端が骨融解する病態を表し，通常は末端部

から消失した像を呈する。強皮症を始めとして全身性エリテマト

ーデス，混合性結合組織病などの膠原病や乾癬性関節炎，遺伝

性，代謝性によるものが知られている。本例のように末節骨の中

間部が融解する像は，polyvinyl chlorideにさらされた症例によ

く見られる所見であるが，それ以外はまれで家族性，非家族性に

みられることがありバチ状指を呈する。本例はシェーグレン症候

群を合併し，歯突起と第5腰椎棘突起にも骨融解像がみられた。

第10問　【症例】53歳，女性
20年前頃から手指，趾の変形が徐々に進行し

ている。その他頸部，腰部にこわばりと疼痛が

みられる。

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

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

腰椎正面XP像 腰椎側面XP像

厚生科学審議会疾病対策部会リウマチ・アレルギー対策委員会による意見
を踏まえ，厚生労働省が策定し，今後5年程度の「リウマチ対策の方向性等」
についての内容が，さる12月の財団法人日本リウマチ財団法人賛助会員打
ち合わせ会において，厚生労働省健康局疾病対策課長 関山昌人 氏から説
明が行われた。その内容は厚生労働省のホームページ「リウマチ・アレルギ
ー情報」にも掲載されているので，ぜひご参考までに閲覧していただきたい。�

http://www.mhlw.go.jp/new-
info/kobetu/kenkou/ryumachi/index.html�

概要は�
　　　　　　　　 リウマチ対策の地域格差を無くすためにより戦略的な施
策をとるべきである。�
　　　　　　　　「リウマチ重症化防止策の推進」を図るために関係団体
の連携を深め，施策の柱として，医療提供等の確保，情報提供・相談体制の
確保，研究開発等の推進をすえたほか，国と地方公共団体との役割分担とそ
の連携においては，関係省庁，関係学会の相互連携の必要性がある。�
　　　　　　　　　　　　　　　　診療ガイドラインの普及によって，診
療レベルの均一化をはかり，専門医の偏在による診療格差を無くすための人
材育成，またそのため，地方公共団体の役割の充実や国の情報提供の改善
をはかる。�
となっている。詳細は是非，上記ホームページをご確認のほどお願いする。�
なお，当日の法人賛助会員打ち合わせ会の詳細は次号で報告することとする。�

基本的方向性�

趣旨�

今後5年程度におけるリウマチ対策�

お知らせ

 今後5年間の�

 「リウマチ対策の方向性等」�

 について�

 今後5年間の�

 「リウマチ対策の方向性等」�

 について�
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事務局だより

財団では，平成18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13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18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63年度，平成3年度，平成6年度，
平成9年度，平成12年度，平成15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18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

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】
（2005年12月）

川口尚史様（埼玉県）
橋口重明様（福岡県）
熊沢史子様（千葉県）

もうすぐ還暦だというのに、突然、

気楽で安泰な都立病院の部長職を投げ

打って、不安定な研究者稼業に身を窶

しました。よく知る友人ですら，定年

近くに，なにをどう狂ったのか，と訝

ります。自分の心の中では，初志を貫

いた気持ちですが，今更，物好きにも

火中の栗を拾うがごとき無謀な行動と

思わないでもありません。リウマチ専

門医としてある程度の評価をいただい

た身には，患者さん相手の診療の面白

さ，生き甲斐はいうまでもありません

が，30年もやっていれば，気楽な稼業

の惰性診療になってきたことを自覚せ

ざるを得ません。94歳で亡くなるま

で，活発に診療と研究を続けた我が父

を思いますと，人生90年の時代にな

ろうかという近未来では，臨床家とし

ては，健康に留意し，やる気さえあれ

ば，死ぬまで診療は可能ですし，いつ

でもやめることも可能です。ならば，

通常の意味での65歳程度の早すぎる

定年の時期までにしかできないことを

しなければ，あの世で臍をかむ可能性

がある。人生を二度三度と味わい尽く

すためには，多少のリスクを覚悟して

でも，いまのうちにできることをやっ

ておきたい。これまでの他人のために

使った時間から，自分のために使う時

間に切り替えの時期だ，趣味を仕事に

したいとの思いが強くなりました。駒

場の教養部の時から，医学研究者にな

りたいと考え，そのための準備をして

いましたが，世情よく言い尽くされて

いるように，世の中，なかなかうまく

いかないもので，希望どおりの職にあ

りつけず，ずるずると臨床医の片手間

に研究を続け，幸か不幸か，それなり

の業績を挙げ，サイエンス誌に，“趣

味の研究の成果”として記事を掲載さ

れたこともありました。しかし，どう

してもプロとして自分の手で直接体験

としての研究に没頭したいという思い

を抑えきれなくなりました。研究が趣

味という嘗てのイギリスやフランス貴

族の研究者のような生活感のない優雅

さとはほど遠いのですが，独り善がり

な団塊の世代の思想かどうかはわかり

ませんが，徹底的に自分のためが，万

人のためだ，という屁理屈でやってき

ました。しかし，老年期に近づいた今

となってみれば，他人のためになにか

することは高貴な行為どころか欺瞞だ

とさえ思えます。

人生80年。もうすぐ，人生100年に

なると，日大人口問題研究所が発表し

ていますが，それでも人生は，短く，

瞬時に終わる蜻蛉のごときものだと思

います。自分のためにひたすら楽し

む，ひたすら追い求める。生きていく

とは，何かを達成するためのモノでは

なく，内実はともかく，ひたすら暇つ

ぶしをすることに他ならないと思いま

す。これは単なるニヒリズムではな

く，還暦近くまで，生きるということ

はどういうことかと，青二才の疑問を

問い続けている未成熟な男の現在進行

形の暫定的な解答に他なりません。古

い歌謡曲ではありませんが，人生迷い

道ですが，どうやら，こうした振る舞

いは，死ぬまで何かに憑かれたように

追い求めなければ気が済まない悲しい

性なのかもしれません。谷川俊太郎の

詩に，「本当の事を云おうか/詩人のふ

りはしているが/私は詩人ではない」

とあるように，年齢とともに，自分が

これまで演じてきたことが紛い物であ

ったことに嫌気がさしたというところ

が正直なところかもしれません。

（後藤　眞）

夢追い人、ひとり：夢老い人、ひとり？

(財)日本リウマチ財団からのお知らせ

リウマチ治療の基本を規定する「リウマ
チ基本テキスト」が平成14年の初版発行か
ら3年を経て，このたび第2版が発行され
ました。わずか3年の間ですが，リウマチ
治療には新たな製剤の投入があり，めまぐ
るしく変化しています。これらの変化を踏
まえて大幅に増補してあります。是非お手
元に1冊を。

医師向けの治療ガイドラインを、患者さん
に理解していただき、医師と相談しながら、
患者さん自らやご家族の関節リウマチを治療
していくためのテキストが医歯薬出版社より
発刊されます。医師と患者さんが治療情報を
共有するこれからの時代にマッチしたガイド
ラインです。是非患者さんにお勧めください。

B5判 684頁 定価 5000円（税込）

B5判 136頁 価格未定

関節リウマチのEBMに基づく治療ガイドライン

「リウマチ基本テキスト」第2版 発行

近時はEBMに基づく治療が求められています。
このガイドラインは厚生労働省の研究班がまとめ
たもので，平成16年4月発行しました。
リウマチ診療医必携の書としてぜひお求め下さい。

編集 越智　隆弘　　山本　一彦　　龍　順之助
内容 A4判　166頁　　診療のマニュアル　41頁

治療のガイドライン　103頁　　
文献検索資料 他　12頁

定価 5,250円（含消費税･送料別）
日本リウマチ財団リウマチ登録医特別価格
4,700円（含消費税･送料別）

申込 FAXで日本リウマチ財団へどうぞ
FAX 03-3946-7500

財団法人　日本リウマチ財団 事務局
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-39-7 ヤマモト大塚ビル5F  

TEL 03-3946-3551 FAX 03-3946-7500

好評発売中

患者さんのための
関節リウマチ治療ガイドライン

財団法人日本リウマチ財団 編

監修：越智隆弘


