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長期的視野でリウマチ患者さんを
ケアしていく見地

西岡 麦谷先生は医療法の今度の改革

に陣頭指揮をとって当たられたわけで

すが，3年近く医療課長としてご活躍

なさった中で，関節リウマチを含む医

療費の問題や，福祉面，新薬の許認可

などを含めて，この領域に関わってこ

られたということで，色々とご苦労も

あったと思いますが。

麦谷 数年前に関節リウマチの疾患対

策の担当課長だったころから，研究費

や診断基準など，いろいろとこの領域

には携わってまいりました。日本では，

年間 100万人近くが亡くなるわけです

が，死因では圧倒的に癌が多く，それ

から心臓，脳血管です。関節リウマチ

は直接死因であることは少ないといわ

れています。そういう意味で，診療報

酬の観点から，関節リウマチというの

は非常に点数のつけにくい疾患といえ

ます。また，いわゆる生活習慣病で，

代謝疾患とか，糖尿病といった免疫疾

患も同様に診療報酬点数はつけにくい

です。

現在，リウマチ領域では，新薬であ

る生物学的製剤が積極的に使われてい

ます。しかし，この生物学的製剤は，

安全性の上からも外来での管理をやら

ないといけない。薬によっては，少し

訓練をすれば家で自己注射を打てると

いう薬もある。このような特別な管理

（vital signをいつも測らなければいけ

ない）を行わなければならない薬や，

家で患者さん自身が注射を打つ薬とか

は今までは想定していなかったことな

ので，従来の診療報酬点数体系ではま

かなっていませんでした。こういうも

のをできるだけ取り入れ，点数化して

いくことを今回は留意いたしました。

また，数時間ごとに vital sign をみ

なければいけないというので入院にす

るか，それを外来の点数をつけること

によって入院せずにやるか。これは入

院費より明らかに外来でのほうが安い

ですから，そういう観点は重要です。

それらは，癌の手術や抗癌剤治療と

か，そういったことと違って，痛みを

抑えながら，しかも日常生活の状態を

維持しながら，長年にわたってコント

ロールしていくことに配慮することを

意味しています。（患者さんを）これ

からどうやってケアしていくか，ある

いはどうやってリハビリするのかとい

うところが，今後，この制度を考える

観点からも，点数をつける観点からも，

留意しなければいけないところかと思

っています。

西岡 癌の場合には例えば５年生存率

というような，１つの基準があります

が，慢性疾患，あるいは生活習慣病に関

しては，治療した結果のアウトカムを

明確に評価するかということ，そうい

うものが医療経済的な面，診療報酬に

反映されるのかというようなことが，

今後の政策課題としてありますよね。

適正かつすばやい鑑別診断が医療費を

抑制する可能性　－リウマチ性疾患に

対するプライマリケアの充実が必須－

西岡 世界人口の3分の2を占めるア

ジア・太平洋地域において，有痛性の

疾患，腰痛だとか，そういうものを含

めた何らかの痛みを訴えている，15

歳以上のリウマチの患者さんの割合を

求めた，WHOとアジア・太平洋地域

のリウマチ会議連盟の疫学データがあ

ります。それによると，上海24％，

インド18％，オーストラリアでみる

といわゆる原住民といわれるアボリジ

ニアンで33％，日本30％，パキスタン

18％と，平均するとおよそ30％の患

者さんが何らかの痛みを訴えていると

いうことがわかります。

宝住 リウマチも含めた有痛性の疾患

をもつ患者さんが，日本でも30％い

らっしゃるのですね。私は整形外科医

の立場からも，有痛に悩む人がかなり

多いことは実感しています。それにつ

いては，何らかの助けや手だて，日本

であれば医師会，世界医師会もありま

すし，またWHOを通じて，救いの手

を差し伸べるようなことは考えていき

たいですね。

西岡 故橋本龍太郎先生が提唱された

シルクロード外交の医療版として，キ

ルギスに聖マリアンナ医科大学難病治

療研究センターの調査団を派遣しまし

た。驚いたことに，日本ではほとんど

みられなくなったリウマチ熱が，2005

年には2000年に対し３倍に激増して

いるというデータがありました。この

リウマチ性疾患が，あまりみられなか

った国においてなぜ激増したのだろう

か。現地のドクターによると，リウマ

チ熱の診断のスキルがなかった。そこ

にリウマチ熱の教育プログラムを実施

したので，リウマチ熱の患者さんがボ

ーンと増えたというのです。

同じような現象が日本においてすら

あります。現在私は，厚生労働省の疾

病対策課で「線維筋痛症」という病気

を調べていますが，日本では数年前ま

では線維筋痛症患者さんはほとんどい

ないとされていました。今はマスメデ
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「新しい医療保険制度のもと
リウマチ医療の方向性を探る」

新しい医療制度改革関連法案が公布され数ヵ月が経過した。基本的には，種々の改革推進の中で，医療分野でも制度改革は不可欠であった

と思われる。一方，慢性疾患として，リウマチ患者さんのケア面の立場でも経済的側面は極めて重要である。多くのリウマチ性疾患に関わる

ものにとっては，いくつかの問題点を残した改革である，との声も少なくない。

そこで財団では，今後のリウマチ医療の方向性に対して，今回の医療制度改革がどういう意義を持つであろうか，また改革を断行した側の

真意は，そしてリウマチ登録医はどのように対応していけば良いのかなどを，改めて検討する場を設ける必要を感じるに至った。

この春，日本医師会副会長の任とリウマチ担当に就かれたばかりの宝住与一 氏，そして最近まで厚生労働省保険局の医療課長として医療

制度改革案の推進を，その中心で担ってこられた麦谷眞里 前医療課長（現・国立国際医療センター国際医療協力局長）のお二方をお招きし

て，今後のリウマチ医療をめぐる問題について，自由に討議していただいた。

なお，貴重なお話のため，2号に分けてご報告する。
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ィアがこの病気を色々と取り上げてく

れましたので，どんどん増えている。

でも，日本で患者さんに身体のあちこ

ちが痛いといわれても，線維筋痛症と

いう病名が診る側の頭の中になかった

ものですからわからなかった。患者さ

んの方も何の病気かわからないので

転々と病院を渡り歩いて，ものすごく

医療費がかかっていた。そういう意味

での，プライマリケア医と専門医の間

のコミュニケーションが必要になって

くる疾患が，このリウマチ性疾患の中

にも実に多く含まれていると感じるの

です。その辺の教育プログラムも，医

師会のほうでも検討していただきたい

と思います。

宝住 そうですね。我々医師会として

も，リウマチまたはリウマチ類似の疾

患について，第一線の医師にプライマ

リケアとして，各診療科の域を超えて

財団が行っている登録医の教育など

は，高く評価しています。

慢性疾患に対する
診療報酬点数制度改正の影響

西岡 厚生労働省が，健康保険法など

の一部を改正する法律について改正案

を出して，医療制度の改革大綱という

のを，平成17年12月１日，政府と医

療改革協議会決定ということで提唱さ

れているわけですが，この点について

はいかがですか。

宝住 国の予算というのは特別会計も

含めて考えるべきで，それほどまでに

医療福祉が国を財政危機に陥れるほど

の負担になっているわけではないと考

えています。適正化ということは，抑

制するということですが，たしかに

我々からみても適正化しなければなら

ない部分もあります。ただし，慢性疾

患とか，リハビリとか，そういうあま

りアウトカムがはっきりしないような

もの，さらにはアウトカムが悪くても，

重度の身体障害のある場合などは医療

の長期化はさけられないものですが，

それを上限100点で切ってしまうのは

問題だと感じますね。

それに，医療機器や衛生材料，薬も

高いのですから（そちらから削減すべ

きでは?）。外国に比べて何倍もしてい

ます。例えばインターフェロン，メソ

トレキセートは55円だったのが，リ

ウマトレックスになったら 255円にな

った。その時は問題になったけれども，

未だに 255円ですね。以前は薬価と販

売価格が下がった時は，かなり改正の

度に下がったものですが，今は下がら

ないので高止まりしているのではない

かという危惧の念があります。

麦谷 まずリハビリについては，今回

の改訂で（実質的には）削っていませ

ん。医療費抑制で上限を設けたといわ

れていますが，医療費抑制で上限を設

けたわけではなくて，高齢者のリハビ

リテーションがいかにあるべきか，と

いう研究会の報告書をもとに作ったも

のですので，リハビリを受けている人

には全く不利益はないはずです。

そして材料の価格は，おっしゃると

おり，日本の市場の調査結果で高止ま

りしています。医療機関あるいは医師

の側からすると，高いのではないか，

外国から比べてという感覚をお持ちの

ことと思います。アメリカ，ヨーロッ

パを調査しましたが，それぞれの実際

の購入価格（実勢価格）は実はわから

ないのです。それで小売り価格，カタ

ログ価格と比較しているのですが，そ

れでも日本は高いです。これは世界レ

ベルのエージェンシーなどを使って，

定点で各国の値段を，いくつかの商品

について，医療材料について出すとい

うようなことを定期的にやらない限り

解決できない。日本の保険局の力だけ

ではできないですね。

宝住 整形外科医の立場から，骨折の

場合に人工関節で，股関節にチタンを

使う。チタンが一番よいとは分かって

いますが一般の仕様（値段）より何倍も

する。歯にかぶせる材料に金を使うみ

たいなものでしょう。そのチタンや人

工関節でも，日本ではフィリピンや韓

国の何倍も高いのです。これも何とし

ても調べていきたいと思っています。

それからリハビリの件は，高齢者の

リハビリとか，そういうものをみな

150日で切ってしまった。ケースバイ

ケースで，必要のない人もいるかもし

れないけれども，本当に必要で困ると

いう人には例外的な処置（救済処置）

というか，そういうものを何か考えら

れないものでしょうか。自賠責とか，

労災などで，リハビリの先生が治療計

画において必要だということを，給付

決定をする当局に事細かに報告するよ

うに，同じように必要性を保険給付課

に詳しく報告すれば認められるように

なってほしいと思っています。

薬剤の内外価格差と
診療報酬分配のゆがみ

西岡 リウマチの生物学的製剤もそ

の治療費の95％以上が薬剤自体の価

格です。つまり，生物学的製剤の治

療において，保険請求のほとんどは

薬代として医療機関を通過していく

だけで，医薬品の経費だけが患者負

担となり，手間の割に医療機関の収

入とならない。あの高額な生物学的

製剤でも，9割以上の利益が製薬会社

に流れてしまう。もちろん安定供給

という意味では，生物学的製剤を作

ることは非常に大変なプロセスを経

ていますから，ある程度の値段が必

要であることは認めます。しかし，比

率から言いますと，我々が実際に患

者さんを診て非常に注意しながら使

うその技術料というか，そういうも

のが保険請求にはあまり加味されて

いないと感じます。

それは，人工関節の関節置換術の場合

でも同じで，医療機器のほうに多くの

給付金が流れて，手術そのものの技術

料というのは決して高くないのです。

宝住 抗癌剤の場合も専門家が必要な

のと同じように，リウマチの薬も新薬

を使うのは副作用のことを考えたらな

かなかふみこめません。それでも使う

というのは相当な技術だと思うのです

が，日本の場合は保険点数的に評価が

ほとんどゼロですよね。

しかも，医療というのは短期のもの，

急性期のものについてはアウトカムが

はっきりしますが，慢性疾患への対処

や，その機序はわかりにくく，治療に

よってどの程度よくなったのか，それ

を評価する術があまりないという点も

あります。

西岡 現在，ひとりの患者さんを治療

した場合のすべての医療費の中で，医

療機器，医薬品の占める比率と，医師

が得るべき技術料との配分，医療費抑

制の方向性の中で，その比率に偏りが

あるのではないか，どちらかというと

前者のハード面のコストのほうが多い

ように思われます。

（文責編集部）

次号では，その改善策はあるかを，

リウマチ医療に従事する立場から，考

えていきたいと思います。

西岡久寿樹氏宝住与一氏
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後藤：本日の座談会では，関節リウマ

チ（RA）の治療に要するコスト，費

用対効果について，異なる制度下とは

いえ，本質的な部分は同じではないか

という仮説をもとに，日本と欧州のド

クターにお集まりいただき，情報交換

を行いたいと思います。

最近のRA治療は，ご存知のように

生物学的製剤の導入によって世界中で

劇的に変化しました。日本では最初と

なったRA適応の生物学的製剤である

Infl iximab が 2003年 7月，続いて

Etanerceptも2005年3月に承認され，遅

ればせながらその変化の真っ只中です。

一方，生物学的製剤の治療効果は確

かに高いですが，大関節の骨破壊がな

くなったわけではありません。

そこで，Boonen先生，リウマチ治

療のオピニオン国家の1つ，オランダ

におけるRA治療の現状についてまず

はご教示いただこうかと思います。

Boonen：オランダは伝統的にリウマ

チ学が盛んです。そして，リウマチ専

門医は主たるRA治療に加え，強直性

脊椎炎（AS）の患者さんなども診療

しています。また，変形性関節症

（OA）の診療担当は，病院ごとに異

なってはいますが，我々の施設では整

形外科医が診療しています。

一方，オランダの成人人口600万人

に対して，リウマチ専門医は120名と

それほど多い数ではありません。

後藤：確かにそれほど多い数ではあり

ませんね。ではそのリウマチ専門医が

すべて内科医なのですか。

Boonen：約半数は内科を修めた後に

リウマチ専門医になった方です。ただ，

内科医ではないリウマチ専門医も少な

くありません。そしてこのほとんどの

リウマチ専門医は病院で働いており，

内科医と連携をとっています。

次にオランダの医療システムと薬価に

ついて説明しましょう。オランダの医

療費は国民総生産の6.8％と日本とほ

ぼ同等です。医療費は国の予算と個人

の医療保険料でまかなわれ，全国民は

収入に応じた保険料を支払います。こ

のため，基本保険は強制加入で，その

保障内容は限定的ですが，追加の保険

料を支払えば保障の範囲は広がりま

す。例えば，理学療法は基本保険では

制限されますが，RAやASなどの慢

性疾患であれば，わずかな保険料を上

乗せするだけで，理学療法でもすべて

カバーされます。また通常は，実地医

家（GP）の仲介を要しますが，より

レベルの高い医療を受けることも可能

で，リウマチ専門医や二次，三次医療

機関を受診することもできます。

つまり，前述の基本保険は，GPだ

けでなく専門医受診，入院，歯科治療

など，医療のかなりの部分や幅をカバ

ーしているわけです。「基本保険」と

呼ばれますがその実，内容はかなり広

範なのです。

後藤：では，生物学的製剤などの新し

い治療薬は，どうでしょうか? 任意の

追加費用を払うことができない患者さ

んには使用できないのではないですか。

Boonen：高額な治療を行う場合には

conditional prescriptionと呼ばれる別

の制度があります。重症であれば保険

の範囲を超えて処方することができる

のです。

また，オランダでは薬剤を認可する

過程で有効性と安全性を確立するだけ

でなく，費用対効果を実証する必要が

あります（図1 紫のバーの下）。費

用対効果が確認されないと，保険会社

からの保険料の償還を受けることがで

きません。欧州でも特に，英国でこう

した制度が厳格に運用されています。

●オランダにおけるRAの標準治療

西本：オランダにおけるRAの標準治

療はどのようなものですか。

Boonen：欧州ではEULAR（European

League Against Rheumatism）の下で，

治療ガイドラインを作成しています。

早期 RA の治療ガイドラインは，

Annals of the Rheumatic Disease誌の

オンライン版に最近発表されました

（図2）。早期RAの診断は関節腫脹を

基に行い，RAと診断したらGPはリ

ウマチ専門医に6週以内に紹介するこ

とになります。腫脹が認められたら，

MRIあるいは超音波で確認します。

鑑別には熟練を要しますがコスト面か

らは超音波のほうが安価です。そして，

NSAIDsの使用は痛みがある場合に限

定し，消化器疾患や心疾患のリスクを

考慮する必要があります。また，ステ

ロイドはDMARDsの一種と位置づけ

られています。

予後の悪い患者さんでは早期介入は

非常に重要です。予後悪化の予測因子

には，痛みを伴う腫脹関節数，びらん

性疾患，抗シトルリン抗体陽性があり，

これらの因子を有する患者さんはでき

るだけ早期から治療を行うことが推奨

されます。また，積極的治療を行う場

合には，RA 治療の目標は「寛解

（remission）」になります。一方，（よ

り効果のマイルドな）DMARDsを選

択する場合には患者さんのコンセンサ

スが必要です。

私たちの考えでは，重症RAの予後

は，DMARDs単独療法よりも強化療

法のほうが良好としています。予後不

良の患者さんに対しては，まずは

MTXを投与し，状況に応じて他の

DMARDsを併用することになります。

リスク-ベネフィットと費用対効果の

観点から，初期治療はMTX単独，サ

ラゾスルファピリジン，レフルノミド

のいずれかとなりますが，ただ，最近

では，生物学的製剤をより早期に効果

的に用いれば，より容易に患者さんの

寛解を得ることも可能になってきたと

考えられています。

西本：ではGPの方も（そのような有

効な生物学的製剤の）治療を行うこと

出席者（Boonen先生を囲んで）

山中寿氏　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

西本憲弘氏　大阪大学大学院生命機能研究科免疫制御学講座　教授

村田紀和氏　協和会病院リウマチセンター　センター長

司会　後藤眞氏　桐蔭横浜大学先端医用工学部　教授

生物学的製剤の使用に一日の長を有する欧米の医師と，その幅広いメリットについて意見交

換を行う作業は，単に薬効や副作用などの医学的情報を入手する意義に留まらない。全例

PMS（市販後調査）が昨年完了し，臨床の場で供される機会が徐々に増えてきたInfliximab

（レミケード）や，じきPMSが終了するであろうEtanercept（エンブレル）という2つの有

益な生物学的製剤を手にした登録医の先生方にとって，患者さんのメリットを最優先しなけ

ればならない現代医療のもとでは，医療経済学的な側面からの評価は必須の作業ともいえる

であろう。

そこで財団では，関節リウマチのX線評価法（モ

ニタリング法）として名高いModified-Sharp法

開発者であるDesiree van der Heijde先生に師

事するBoonen Annelies 先生を招き，表題のよ

うな座談会を生物学的製剤の情報提供の一環とし

て開催した。

オランダにおける
RA治療システム

オランダにおける
RAの標準治療

日欧の比較

Boonen 氏 山中寿氏

リウマチ性疾患の医療経済から
生物学的製剤の意義を問う

Health economics in rheumatoid arthritis: Europe vs Japan



ができるのですか。

Boonen：同じヨーロッパ圏であって

も，国によって医療制度も違えば，

GPおよびリウマチ専門医の質も大き

く異なります。その中でも，オランダ

ではGPの処方は（基本は）NSAIDs

だけに限定されています。ただ，その

中でも特別に早期RAを診療するクリ

ニックがいくつか存在し，そうしたク

リニックのGPは早期RAについてよ

く教育を受けています。また，リウマ

チ専門医は，GPの卒後教育にも参加

しており，そうした活動が質の高い

GPの育成につながると考えています。

西本：GPが実施できる検査にはどの

ようなものがありますか。

Boonen：GPはMRI検査やHLA B

27検査を行うことはできません。こ

れらの検査の実施は専門医に限定され

ます。

（編注：このあと，Dr. Boonenより，欧

州の治療状況を概説していただいたが，

紙面の関係で割愛させていただいた）

●日本における生物学的製剤の使用状

況

後藤：では山中先生，日本における生

物学的製剤の使用状況について，

Boonen先生にご説明して頂けますか。

山中：日本では全国に25万人の医師

がおり，リウマチの専門医はそのうち

約3,400名です。ただしリウマチ性疾

患の状況は，欧州とは大きく異なり，

日本では乾癬性関節症や強直性脊椎炎

は稀です。日本人ではHLA B27の頻

度が稀であるからでしょう。

RA治療に用いられるDMARDsに

は，日本オリジナルも含め多くの種類

があります。MTXの保険上の上限用

量は8mg/週と欧米の基準に比べ低用

量に設定されています。

我々は，2000年から早期の症例を

含めて，RA患者さんおよび担当医師

から多くのデータを収集してきました

が，2000年から2005年の5年間で患

者さんのDAS28や日常の活動性は改

善しました。MTX使用量・使用機会

の増大が，この改善効果に寄与したと

私は考えています。

2005年までは欧米に比べ，生物学的製

剤の使用量はごくわずかでしたが，今

後数年の間に，生物学的製剤の使用機会

が増えて症状の改善によりいっそう寄

与してくれることを期待しています。

Boonen：生物学的製剤の上市はいつ

でしたか。

山中：日本で最初の生物学的製剤であ

るInfliximabは，2002年の上市で，

Etanerceptの上市は2005年のことで

す。我々の施設における外来患者さん

の支払う（額面上の）医療費は過去5

年間で上昇しています。

ただし，医療費は疾患活動性や重症

度と密接な関連性があります。例えば，

重症あるいは重度の障害を有する患者

では医療費は高額となりますが，適切

な治療を行って症状を改善すれば，患

者ひとり当たりの総医療費を削減する

ことができる可能性があります。

RA治療に用いられる生物学的製剤

は，確かに高額ですが，適切に使用す

ることによって疾患の活動度や重症度

が改善し，それに伴って医療費の総額

が，結果的に軽減できるかもしれない

と期待しています。

我々はプロスペクティブなコホート

研 究 に よ っ て ， 生 物 学 的 製 剤

（Infliximab）を含めたリウマチ治療薬

の費用対効果を検討しています。1年

間の追跡では，生物学的製剤による

DAS28やHAQの改善効果は生物学的

製剤が最も大きかったのですが，薬剤

費は最も高額で，DAS28やHAQの改

善に要する経費は，生物学的製剤では

高くなるという結果でした。しかしな

がら，生物学的製剤の費用対効果は，

症状の改善に必要な医療費に加えて，

QOLの改善，骨破壊の予防効果，疾

患の治癒・寛解などへの影響･効果を

考慮する必要があり，我々はさらに検

討を進める必要があります。

Boonen：興味深いデータですね。医

療経済学的分析の限界は，入院予防，

就労不能，フォローアップ治療の必要

性，介護費用，医療器具の購入費など

の削減効果を明らかにするため，長期

の観察が必要となることです。山中先

生がお示しになったように，フォロー

アップ治療，介護費用は直接的な医療

費を考慮する上で重要でしょう。

西本：実際のところ，最も費用のかか

る治療法は外科手術です。生物学的製

剤をもし積極的に実施すれば，患者さ

んの骨破壊を予防し，ひいては外科手

術を要する患者さんが減る可能性があ

ると思います。おそらくその効果は，

5～10年後に明らかになるでしょう。

1年間の追跡研究では，まだそこまで，

将来削減できるであろう具体的な費用

対効果を数値的に明示することはでき

ないでしょう。

Boonen：どんな試験でもそれを実証

するのは無理だと思いますよ。十分な

追跡期間を設定することも難しいです

し。モデルを用いて推定するのが現実

的でしょう。

●生物学的製剤の導入と外科手術の施

行件数

後藤：日本では，患者さんの大多数は

整形外科的な手術によって治療されて

いました。整形外科医として村田先生，

生物学的製剤による大関節の骨破壊の

予防についてご意見をお願いします。

村田：生物学的製剤が本当に骨破壊を

予防さらには修復するのかどうかにつ

いては大きく2つの問題点がありま

す。1つはスコアリングシステムその

ものについてと，1つは大関節に対し

ての影響です。骨のエロージョン

（Er）のスコアリングシステムについ

てですが，まず部位ごとにErの程度

をスコア化し，次に各関節のErを合

わせてスコア化するわけですね。

Boonen：そのとおりです。まず各

部位の障害の程度をグレード1～3で

スコア化します。ある関節のスコア

はその合計となりますが，スコアの

最大値は手の関節の場合には5，足の

関節の場合には10となります。この

方法は簡便法として関節破壊の程度

を定量化することができます。しか

し，小さな障害がたくさん存在する

場合にはX線よりもMRIで評価した

ほうが正確です。

村田：X線像から得られたデータを扱

う場合には，立体的なものを前後像と

いう二次元的なもので評価しているこ
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EULARの早期RAの治療ガイドライン�
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●Treatment guidelines for early arthritis
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● Referral 6 weeks

● Diagnostic procedures clinical examination
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● NSAIDs if symptomatic
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● Agressive treatment goal is to achieve remission
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● Consensus on choice of DMARD possible?MTX is anchor drug 

● Consensus on monitoring disease possible? DAS componens-HAQ
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生物学的製剤の使用状況

生物学的製剤の導入と
外科手術の施行件数
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とを考慮する必要があります。同じグ

レード3でもErの体積でみると何十

倍もの差があります。それを合計して

スコア化した場合，仮に1つのErの

体積を1点とするとスコア1=1点，ス

コア2＝2～5点，スコア3＝3～50点，

スコア4＝4～75点，スコア5＝5～

100点になり，スコア2からスコア5

では各スコア間に何重もの重なりがあ

ります。したがってスコア5からスコ

ア3に改善したといっても，Er体積は

増悪している可能性があるのです。ノ

ンパラメトリックなデータであるため

に，統計学的な処理方法に注意する必

要があるということですね。

もう1つは大関節への影響において

ですが，関節破壊抑制効果についての

データが全くないということと，逆に

悪影響をおよぼしている可能性もある

ということです。極端な例ですが，他

の部位の臨床症状および検査所見の改

善にかかわらず，生物学的製剤導入前

は無症状でレントゲン変化もみられな

かった両股関節に，破壊が急速に進行

し人工関節手術に至った患者さんがい

るのです。

Boonen：先生がたの施設における外

科手術の状況は，生物学的製剤の導入

前後で変化しましたか。

西本：生物学的製剤の導入2～3年後

のデータになりますが，外科手術の件

数は減少していません。日本の場合，

現在の生物学的製剤治療の投与対象患

者さんは，すでに重度の骨破壊を伴っ

ていたため，そのような結果が出たと

考えられます。もっと早く投与してい

れば手術の件数などは減少するように

変わってくるかもしれません。

Boonen：我々が実施した横断研究

では，生物学的製剤の導入前後で関

節の全置換術の件数は増大しました

（図3）。この結果は，患者さんのこの

治療法に対する期待値の増大が招いた

ものと解釈できます。生物学的製剤で，

疾患の重症度を改善することができる

のであれば，欧米の患者さんはもっと

もっと行動半径の拡大や行動できる可

能性を高めたいと考えます。そのため

にも，たとえ関節が1つでも障害にな

っているのであれば，その障害を取り

除くために，患者さんは積極的に外科

手術を望むのではないでしょうか。

西本：私も同じような経験をしていま

す。生物学的製剤を投与すると関節炎

の症状は急速に改善しますが，骨粗鬆

症や関節障害はすぐには治りません。

しかし，患者さんは炎症症状がとれ，

行動範囲が広がり，運動ができるよう

になります。そのため骨折や腱断裂の

件数が増大しました。そのため私は，

生物学的製剤の導入後はたとえ症状が

急速に改善しても強い運動は避けるよ

うに，活動はゆっくりと高めるように

と，指導しています。

Boonen：私もInfliximab投与患者さ

んを対象に，身体活動についての教育プ

ログラムをスタートさせました。この

薬剤のおかげで，患者さんの状態が良好

となるため，運動を開始したのはよい

ものの，ついついオーバーワークにな

ってしまうからです。RAの重症度スコ

アの変化と外科手術の関連性について

は，ぜひ検証してほしいと思います。

後藤：話は尽きないところですが，許さ

れたお時間も残り少なくなりました。

癌に対する化学療法のように，生物

学的製剤とDMARDs，ステロイド，

NSAIDsなどを適切に併用すれば，日

本でも，特に早期のRA患者さんでは，

良好な治療効果を得ることができるよ

うな時代になりました。今後も，欧米

の経験を積極的に取り入れながら，日

本人の患者さんのメリットをどのよう

に高めていくかを，逐次検討していく

べきかと思います。

我々は，今回のような企画を積極的

に利用し，そのような環境を醸成して

いきたいとの意を財団の一員として強

くしました。

本日はみなさん，活発なご討論あり

がとうございました。

（文責 編集部）

トシリズマブはヒト化抗IL-6レセプ

ター抗体であり，従来MRAと呼ばれ，

関節リウマチをはじめとする難治性免疫

疾患の治療薬として開発が進んでいる。

西本氏が発表した本試験は，MTX8mg/

週を少なくとも8週間投与し，効果不十

分な活動性関節リウマチ患者を対象に，

トシリズマブの臨床的有効性と安全性

を二重盲検群間比較試験にて検討した

ものである。

ダブルダミー法を用いて，トシリズ

マブ8mg/kg＋プラセボ錠（トシリズマ

ブ群）もしくはプラセボ注＋ MTX

8mg/週（MTX群）のいずれかに割り

付け，トシリズマブは4週に1回，計6

回点滴静注し，MTXは8mg/週を計24

回経口投与した。主要評価項目として

ACR基準20％改善頻度を，副次的評価

項目として，ACR50，ACR70，ACR-N

AUC，DAS28の変化，EULARの改善

基準で評価を行った。

エントリー患者127名のうち，実際に

投薬された患者は125名で，そのうちト

シリズマブ群61名，MTX群64名であ

り，患者の平均年齢は51.7歳，平均罹病

期間は8.6年であった。

その結果，ACR20改善頻度において，

トシリズマブ群はMTX群に比して有意

に高値を示した（トシリズマブ群80.3％，

MTX群25％，p<0.001）。またACR50，

ACR70においても，トシリズマブ群は

MTX群に比して有意に高値であった

（ACR50 ：トシリズマブ群 49.2 ％，

MTX群10.9％，p<0.001； ACR70 ： ト

シリズマブ群29.5％，MTX群6.3％，

p<0.001）。また，EULAR改善基準と

ACR-N AUC， DAS28に よ る 寛 解

（DAS28＜2.6）のすべてにおいて，トシ

リズマブはMTXにまさっていた。有害

事象の発現頻度は，トシリズマブ群

91.8％（56/61），MTX群71.9％（46/64）

でそのほとんどは軽度であり，重篤な

有害事象はそれぞれ4例，3例であった。

また，両群とも結核発症はなかった。

以上の結果から西本 氏は，トシリズマ

ブはMTXで効果不十分な関節リウマチ

患者に対して，高い有用性が確認され

たと報告した。
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アムステルダム／オランダ
6月21日－24日　於 RAI アムステルダム会長　Tore K．Kvien 教授（ノルウェー）

最近のリウマチ医療において，欧米とくにヨーロッパの研究，医療事情に対する日

本の研究者の関心は高い。リウマチ性疾患の病態の研究，治療，リハビリテーション

について，数多くの事例を集めて検討されるために，その多様な内容に関心が集まる

ためかもしれない。第7回を迎えた今回の年次集会でも，応募演題は昨年の2割り増

しの3000近くとなり，うち口演が300題，ポスターは1500題が発表された。

今号では，その中でも，貴重な口演機会を与えられた，日本人登録医の発表を2題

ご紹介する。

トシリズマブ単独投与の有効性と安全性
活動性関節リウマチ患者における抗IL-6レセプター
モノクローナル抗体の24週二重盲験第｣層試験結果

大阪大学大学院生命機能研究科免疫制御学講座教授

西本憲弘氏

全身型若年性特発性関節炎に対する，抗IL-6レ
セプターモノクローナル抗体トシリズマブの多
施設プラセボ対照二重盲験試験
横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学教授

横田俊平氏

全身型若年性特発性関節炎（Systemic

JIA）はヨーロッパにおいて年間10万人

当たり30から150名にみられる病態とい

うが，その状態は極めて深刻であると

いう。この小児の予後に大きな影響を

与える病態を対象に，横田氏らのグル

ープは，抗IL-6レセプターモノクロー

ナル抗体トシリズマブ（8mg/kg）を，

まず6週間にわたって，2週間ごとに3

回投与し，効果のあった群に対して，

プラセボ対照二重盲験試験を2週間ごと

に6回投与を実施した結果を報告した。

対象は，全身型若年性特発性関節炎

患児56名（うち女児35名，男児21名），

平均年齢8.3歳。疾患の活動性は，可動

関節数，不動関節数，ESR，CRPとい

う2つの炎症パラメーター，医療従事者

もしくは両親のグローバルアセスメン

ト，そしてCHAQで検討した。

試験期間は，6週と12週に分け，投与6

週目に効果を認めた患児は44名（完治

した患児も除外，後に1名が解析対象よ

り除外）であった。

その結果，初期の6週でJIAコアセッ

ト30を達成した症例は，91％（51名），

50を達成した症例は85％（48名），70

を達成した症例は68％（38名）であっ

た。また，続いて実施された二重盲験

試験により比較検討された43名のうち，

JIA30，50，70の達成率は実薬群（20例）

では同じく90％，90％，85％であった

のに対し，プラセボ群（23例）はそれ

ぞれ61％，57％，35％であった。

トシリズマブ投与中に発現した重篤

な有害事象は2例であり，アナフィラキ

シー様反応と消化管出血であった。前

者は投与中止により正常化し，後者は

ステロイド性潰瘍と判断された。

横田氏は，JIAの治療目的は，疼痛や

炎症を抑制し，関節破壊を遅延させ，

あるいは予防することで関節機能を維

持すると同時に，小児の成長，身体活

動性，社会的情緒的発達を促すことに

あるとした。

24週後のDAS28とEULAR 改善基準*
治療 ベースライン

DAS28
（平均）

24週後の
DAS28
（平均）

Good

（％）

Good＋
Moderate
（％）

寛解**

（％）

トシリズマブ
8mg/kg 6.073 －3.295 65.5 96.6 43.1

MTX
8mg/週 6.183 －1.069 3.2 39.7 1.6

P値 NS P＜0.001 P＜0.001 P＜0.001 P＜0.001

* LOCF，**DAS28＜2.6



Announcement
［登録医研修単位認定講演（H18.9～H18.12）］
この研修会は医師のみを対象に開かれています。

※お問い合わせは連絡先または財団へ，時間は認定講演開始時間。
財団主催の教育研修会および単位認定講演については，リウマチ情報センターの
サイト（http://www.rheuma-net.or.jp/）で見ることができます。

問い合わせ先：日本リウマチ財団　TEL.03-3946-3551

9／14（木） 19:00 1単位　（千葉）
第7回東総リウマチ研究会
平栗　雅樹　Tel.0476-22-2311
成田赤十字病院　内科　

9／14（木） 19:20 1単位　（愛媛）
愛媛県臨床整形外科医会東予支部会学術講演会
鷲見　信清　Tel.0897-66-1201
すみ整形外科リハビリ科

9／14（木） 20:00 1単位　（大阪）
大阪タクロリムス研究会
三木田　武司　Tel.06-6203-5551
アステラス製薬㈱北大阪支店

9／15（金） 19:30 1単位　（福岡）
第8回筑後骨粗鬆症研究会
播本　義彦　Tel.0942-30-7712
大日本住友製薬㈱

9／15（金） （山梨）
9／16（土） 8:00・12:00 各1単位
甲斐セミナー
堀内　忠一　Tel.055-273-6768
山梨大学整形外科

9／16（土） 18:15 1単位　（岐阜）
オステオポローシスセミナー
清水　克時　Tel.058-230-6330
岐阜大学大学院整形外科

9／16（土） 18:00 1単位　（千葉）
千葉骨粗鬆症フォーラム2006
森谷　敬一　Tel.043-245-1014
帝人ファーマ㈱千葉営業所

9／16（土） 16:30 1単位　（大阪）
第5回リウマチフォーラム北河内
小暮　奎次　Tel.06-6204-2501
武田薬品㈱医薬営業本部

9／28（木） 19:30 1単位　（兵庫）
兵庫県女性のQOLと生活習慣病を考える会
楊　鴻生　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科

9／28（木） 20:00 1単位　（大分）
第81回大分県リウマチ懇話会
高田　典克　Tel.097-534-5100
ファイザー㈱大分オフィス

9／28（木） 20:00 1単位　（愛知）
第2回愛知県抗サイトカイン研究会
杉浦　匡　Tel.052-963-8240
田辺製薬㈱レミケードグループ東海

9／28（木） 20:00 1単位　（埼玉）
第27回見沼リウマチ懇話会
富永　大二郎　Tel.03-3980-2428
大正富山医薬品㈱埼玉第1営業所

9／28（木） 19:00 1単位　（山口）
第8回山口臨床リウマチ研究会
尾崎　節史　Tel.082-246-7536
ワイス㈱

9／28（木） 20:00 1単位　（茨城）
第5回リウマチ治療研究会
須藤　大助　Tel.03-3561-7345
ワイス㈱関東甲信越支店

9／29（金） 18:30 1単位（北海道）
釧路根室リウマチ研究会学術講演会
岡崎　徹　Tel.070-5561-7290
ワイス㈱北日本支店

9／30（土） 17:00 1単位　（兵庫）
阪神骨粗鬆症フォーラム
楊　鴻生　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科

10／6（金） 12:00 1単位　（兵庫）
7（土） 12:45 1単位

第107回中部日本整形外科災害外科学会うずしおセミナー
日高　さゆり　Tel.06-6348-1391
㈱ジェイコムコンベンション事業部内

9／26（火） 18:30 1単位　（東京）
第72回関節疾患フォーラム
松本　裕　Tel.03-5950-1121
科研製薬㈱

9／13（水） 19:30 1単位　（山形）
第14回山形リウマチ研究会
高木　理彰　Tel.023-628-5355
山形大学医学部整形外科

10／6（金） 13:30 1単位　（兵庫）
7（土） 14:30 1単位

第107回中部日本整形外科災害外科学会･学術集会
日高　さゆり　Tel.06-6348-1391
㈱ジェイコムコンベンション事業部内

10／7（土） 18:00 1単位　（東京）
第5回北関東リウマチ抗TNF療法研究会
池本　脇本　Tel.03-3230-6628
田辺製薬㈱千葉埼玉支店

10／7（土） 15:40 1単位　（兵庫）
播磨早期リウマチ研究会
和田　義男　Tel.03-3817-3861
エーザイ㈱

10／7（土） 16:00 2単位　（青森）
運動器疾患 /骨・関節フォーラム青森会場
木谷　文治　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビユー社

10／8（日） 16:00 2単位　（宮城）
第5回日本リウマチ実地医会
井手尾　健太　Tel. 06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部リウマチマーケ
ティングチーム

10／8（日） 10:30・13:30 各2単位（広島）
第19回中国・四国リウマチ医の会
横竹　均　Tel.082-246-7536
ワイス㈱　

10／11（水） 19:00 1単位　（福岡）
北九州臨床整形外科医会学術講演会
花田　浩一　Tel.093-531-7567
帝人ファーマ㈱北九州営業所

10／12（木） 18:00 2単位　（島根）
第3回島根東部リウマチセミナー
岩佐　潤二　Tel.0853-20-2241
島根大学整形外科

10／21（土） 18:00 1単位（神奈川）
第5回横浜整形外科手術手技カンファレンス
高橋　晃　Tel.045-787-2655
横浜市立大学大学院医学研究科整形外科

10／21（土） 19:00 1単位　（岡山）
第14回岡山関節外科研究会
宮崎　猛　Tel.086-246-3232
科研製薬㈱岡山営業所

10／21（土） 15:00 2単位（和歌山）
運動器疾患 / 骨・関節フォーラム和歌山会場
木谷　文治　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビュー社

10／21（土） 17:00 1単位　（秋田）
第3回秋田県南･由利地区リウマチと
関節疾患懇話会
吉田　浩之　Tel.018-863-3915
万有製薬㈱

10／21（土） 17:30 1単位　（岩手）
いわて関節リウマチセミナー
津田　忠衡　Tel.019-651-1766
田辺製薬㈱盛岡営業所第１チーム

10／21（土） 17:30 1単位　（愛知）
第10回東海足と靴の研究会
影山　康徳　Tel.053-435-2299
浜松医科大学整形外科

11／8（水） 19:30 1単位　（宮崎）
Osteoporosis Clinical Network 研究会
渡邊　信二　Tel.0985-85-0986
宮崎大学整形外科

11／9（木） 19:30 1単位　（山口）
第43回山口県リウマチ･膠原病（YRC）研究会
村田　育彦　Tel.0836-35-2112
大日本住友製薬㈱宇部営業所

11／9（木） 19:30 1単位　（東京）
第11回大田区リウマチ･膠原病研究会
中村　秀紀　Tel.03-3762-4151
東邦大学整形外科

11／9（木） 19:30 1単位　（千葉）
第7回南総リウマチ研究会
日高　雄二　Tel.0470-99-2211
亀田総合病院膠原病アレルギー内科

11／9（木） 19:30 1単位　（兵庫）
第11回兵庫県骨・カルシウムを語る会
石田　隆　Tel.078-231-0711
エーザイ㈱兵庫医薬一部

11／9（木） 20:00 1単位　（東京）
第8回城北関節炎・RA・OA・AS談話会
松元　秀一郎 Tel.03-3355-9481
ワイス㈱

11／18（土） 18:30 1単位　（千葉）
第8回リウマチ薬物治療研究会
根本　欽司　Tel.043-231-6221
田辺製薬㈱千葉埼玉支店

11／18（土） 18:30 1単位　（埼玉）
リウマチ領域学術講演会
和田　義男　Tel.03-3817-3861
エーザイ㈱

11／20（月） 20:00 1単位　（愛知）
斯整会骨軟部腫瘍特別講演会
松下　康　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

11／24（金） 18:15 2単位　（埼玉）
第10回 OMIYA FORUM ON RHEUMATOID ARTHRITIS
田中　啓介 Tel.03-3241-4920
三菱ウェルファーマ㈱首都圏エリアマーケティング部

11／24（金） 19:30 1単位　（愛知）
第1回斯整会セミナー
福岡　宗良　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

11／11（土） 18:00 1単位　（福岡）
第12回 Fukuoka Knee Society
城島　宏　Tel.092-801-1011
福岡大学整形外科

11／11（土） 18:20 2単位　（熊本）
第19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

11／25（土） 16:25 2単位　（東京）
第38回多摩リウマチ研究会
中林　公正　Tel.0422-47-5512
杏林大学第一内科

11／25（土） 19:00 1単位　（鳥取）
第5回鳥取県東部リウマチ膠原病研究会
大谷　明弘　Tel.082-246-7536
ワイス㈱中四国支店

11／11（土） 19:00 1単位　（長野）
中信リウマチの会
北野　浩己　Tel.03-3561-7345
ワイス㈱関東甲信越支店

11／11（土） 16:00 1単位　（兵庫）
兵庫医大整形外科開業医会学術講演会
（第8回）
山下　仁司　Tel.079-426-8800
やました整形外科

11／25（土） 16:30 2単位（神奈川）
第55回神奈川リウマチ医会
新井　猛　Tel.044-977-8111
聖マリアンナ医科大学整形外科

11／25（土） 16:00 1単位　（大阪）
第14回北河内リウマチ膠原病勉強会
宮島　茂夫　Tel.06-6992-1001 
関西医科大学附属滝井病院整形外科

11／12（日） 15:00 2単位　（福岡）
第2回リウマチ医のための福岡肺障害研究会
近藤　正一　Tel.092-762-2380
近藤リウマチ・整形外科クリニック　

11／16（木） 19:30 1単位　（愛知）
第101回三井教授退官記念愛知リウマ
チアーベント学術講演会
岩堀　裕介　Tel.0561-62-3311
愛知医科大学整形外科

11／25（土） 16:05 2単位　（長野）
第1回リウマチの肺障害研究会in松本
鳥羽　Tel.0263-33-0385
丸の内病院

11／30（木） 20:00 1単位　（埼玉）
第3回埼玉西部リウマチ性疾患研究会
竹内　勤　Tel.0492-28-3433
埼玉医科大学総合医療センター
リウマチ膠原病内科

11／16（木） 19:30 1単位　（岩手）
第398回岩手整形災害外科談話会
西田　淳　Tel.019-651-5111
岩手医科大学整形外科

11／16（木） 19:30 1単位　（埼玉）
第12回埼玉県北部リウマチ研究会
今井　史彦　Tel.0494-27-0055
今井内科クリニック

12／1（金） 20:00 1単位　（福岡）
第70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

12／2（土） 17:30 1単位　（愛知）
第62回名市大整形外科セミナー
福岡　宗良　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

11／17（金） 19:00 1単位　（東京）
第1回ヒアルロン酸関節注入療法の臨
床と基礎研究会
齊藤　聖二　Tel.03-5269-1725
東京女子医科大学附属リウマチ痛風センター

11／17（金） 19:00 1単位（北海道）
新札幌整形外科懇話会
阿部　聡　Tel.011-222-2751
科研製薬㈱札幌支店

12／2（土） 18:00 1単位（神奈川）
大和整形外科医会
岡本　仁志　Tel.046-262-2080
岡本整形外科

12／3（日） 12:10 1単位 （岡山）
第8回 Latest Orthopedics 研究会
尾崎　敏文　Tel.086-235-7270
岡山大学整形外科

11／17（金） 20:00 1単位　（高知）
第35回高知リウマチ研究会
丸岡　武史　Tel.088-872-0330
ノバルティスファーマ㈱

11／17（金） 20:00 1単位　（福岡）
第9回久留米リウマチ懇話会
井手尾　健太　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部

12／7（木） 20:00 1単位 （愛知）
第28回八事整形会
佐藤　公治　Tel.052-832-1121
名古屋第二赤十字病院整形外科

12／7（木） 19:00 1単位 （大阪）
第5回臨床リウマチupdate
甲斐　吉浩　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

11／17（金） 19:15 1単位　（広島）
呉整形外科研究会
太田　博　Tel.082-227-3101
帝人ファーマ㈱広島支店

11／17（金） 19:00 1単位（北海道）
第6回道南関節リウマチ・膠原病懇話会（講演会）
鈴木　周史　Tel.0138-31-6701
旭化成ファーマ㈱

12／7（木） 19:00 1単位 （大分）
第14回大分人工関節研究会
泊　一秀　Tel.0977-22-0391
新別府病院

12／8（金） 19:00 1単位 （新潟）
Niigata Osteoporosis Forum for the Future
遠藤　直人　Tel.025-227-2272
新潟大学整形外科

11／17（金） 19:40 1単位　（東京）
第4回蒲田･川崎リウマチ懇話会
山口　雅孝　Tel.03-3745-6151
祐徳薬品工業㈱東京支店

11／18（土） 17:00 1単位　（大阪）
第7回近畿小児リウマチ・膠原病研究会
山本　順一　Tel.06-6231-0854
旭化成ファーマ㈱

12／9（土） 16:00 2単位 （奈良）
骨粗鬆症フォーラム in 奈良
高倉　義典　Tel.0744-22-3051
奈良県立医科大学整形外科

10／26（木） 19:00 1単位　（山口）
第14回山口県東部地区リウマチ勉強会
竹市　浩司　Tel.082-502-7301
参天製薬㈱山口オフィス

10／27（金） 20:00 1単位　（埼玉）
埼玉県北部骨粗鬆症研究会
上田　恵莉子 Tel.049-243-1352
万有製薬㈱

10／28（土） 18:00 1単位　（鳥取）
第2回TACT（Tacrolimus Rheumatoid Arthritis
Committee in Tottori) 
赤星　忠春　Tel.0859-31-6272
アステラス製薬㈱

10／28（土） 18:30 1単位　（東京）
第13回整形外科カレントコンセプト
松下　隆　Tel.03-3964-4097
帝京大学整形外科

10／28（土） 19:00 2単位　（千葉）
第11回千葉リウマチ医の会
土田　豊実　Tel.043-309-1114
ツチダクリニック

10／28（土） 16:20 2単位　（愛知）
愛知県整形外科医会学術講演会
赤尾　博　Tel.052-951-8044
三共㈱東海第一支店

10／28（土） 17:00 2単位　（茨城）
第12回茨木リウマチ
後藤　将志　Tel.029-855-1988
旭化成ファーマ㈱

10／28（土） 16:30 2単位　（兵庫）
第23回神戸免疫･膠原病懇話会
黒本　卓志　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

10／31（火） 19:00 2単位　（秋田）
秋田関節リウマチ治療学術講演会
新紺　高也　Tel.018-824-2761
田辺製薬㈱秋田営業所

10／31（火） 18:30 2単位　（長崎）
第16回長崎骨粗鬆症研究会
石原　幸司　Tel.095-827-1131
エーザイ㈱　長崎医薬部

11／1（水） 19:30 1単位　（愛知）
第2回斯整会リウマチ研究会
福岡　宗良　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学整形外科

11／2（木） 19:30 1単位　（千葉）
東葛南部リウマチ研究会
秋吉　隆　Tel.03-3561-7345
ワイス㈱関東・甲信越支店

11／4（土） 18:00 1単位　（長野）
第41回信州リウマチ膠原病懇談会
金物　壽久　Tel.026-226-4131
長野赤十字病院

11／4（土） 16:15 2単位　（大阪）
ＯＲ会
三倉　民也　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱

11／4（土） 19:30 1単位　（香川）
第19回香川県関節外科セミナー
森　諭史　Tel.087-891-2196
香川大学整形外科

11／4（土） 16:00 1単位　（大阪）
近畿大学病診連携リウマチ研究会
菊池　啓　Tel.072-299-1120
近畿大学堺病院整形外科

10／12（木） 19:30 1単位　（三重）
RAcommunication2006
岡本　忠　Tel.052-733-8112
大正富山医薬品㈱名古屋支店

10／12（木） 19:00 2単位　（兵庫）
第4回阪神リウマチ治療研究会
岩崎　剛　Tel.0798-45-6592
兵庫医科大学内科学リウマチ･膠原病科

10／13（金） 19:30 1単位　（長崎）
第15回県北リウマチ研究会
植木　幸孝　Tel.0956-33-7151
佐世保中央病院

10／13（金） 19:30 1単位　（福岡）
第5回福岡整形外科懇話会
脇山　みさ子　Tel.092-642-5487
九州大学整形外科

10／14（土） 17:00 1単位　（愛知）
第10回東三河リウマチ研究会
勝又　忠　Tel.0564-27-0226
旭化成ファーマ㈱岡崎営業所

10／14（土） 17:15 1単位（神奈川）
第10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

10／14（土） 14:30 1単位　（京都）
第12回日仏整形外科学会
北條　達也　Tel.075-251-5549
京都府立医科大学整形外科

10／14（土） 17:00 1単位　（大阪）
北摂痛みのフォーラム
宮田　清広　Tel.06-6389-7761
三共㈱大阪第一支店

10／14（土） 17:00 1単位　（静岡）
浜松オルスト勉強会
宮本　繁仁　Tel.053-469-5588
みやもと医院

10／14（土） 17:10 1単位　（京都）
18:10

第6回臨床免疫セミナーin kyoto
樋田　治郎　Tel.075-352-3537
旭化成ファーマ㈱

10／14（土） 16:00 1単位　（東京）
第5回城東RAカンファレンス
青砥　正道　Tel.03-3230-6729
田辺製薬㈱医薬営業本部

10／14（土） 15:00 2単位　（奈良）
第4回奈良県リウマチ研究会
高倉　義典　Tel.0744-22-3051
奈良県立医科大学整形外科

10／14（土） 16:30 1単位　（広島）
第４回中丹リウマチ研究会
永田　昭博　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

10／20（金） 19:00 1単位　（福岡）
第13回久留米リウマチ膠原病研究会
福田　孝昭　Tel.0942-22-6111
久留米大学医療センター

10／20（金） 20:00 1単位　（茨城）
第2回リウマチ治療を考える会
須藤　大助　Tel.03-3561-7345
ワイス㈱

10／21（土） 15:55 1単位　（宮城）
第4回膠原病肺疾患研究会
中村　信宏　Tel.022-226-2185
エーザイ㈱宮城医薬第一

9／30（土） 17:00 1単位　（兵庫）
第20回神戸臨床リウマチ懇話会
阿部　修治　Tel.0794-38-0621
甲南病院加古川病院整形外科

9／30（土） 18:30 1単位　（広島）
第140回広島県臨床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

9／30（土） 16:30 1単位　（岐阜）
第26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

9／30（土） 17:30 2単位　（大阪）
第３回阪和リウマチ研究会
池田　敏彦　Tel.072-254-2710
田辺製薬㈱南大阪営業所

9／30（土） 17:30 1単位　（三重）
三重県関節リウマチ適正使用検討会
関根　宗　Tel.059-213-6851
アステラス製薬㈱津第二営業所

9／30（土） 17:00 2単位　（秋田）
運動器疾患/ 骨・関節フォーラム秋田会場
木谷　文治　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビュー社

9／30（土） 18:00 1単位　（静岡）
第8回静岡リウマチ治療研究会
吉川　一真　Tel.052-211-2458
ワイス㈱東海北陸支店

10／1（日） 12:00 1単位　（石川）
第10回石川県リウマチケア研究会
小林　二郎　Tel.076-221-6151
エーザイ㈱

10／2（月） 17:45 1単位　（東京）
第34回　日本臨床免疫学会総会　イブニング
山田　秀裕　Tel.044-977-8111
聖マリアンナ医科大・膠原病・アレルギー内科

10／2（月） 12:15 1単位　（東京）
3（火） 12:00 1単位

第34回日本臨床免疫学会総会ランチョンセミナー
山田　秀裕　Tel.044-977-8111
聖マリアンナ医科大・膠原病・アレルギー内科

10／5（木） 19:30 1単位　（新潟）
第4回新潟尿酸代謝フォーラム
荒井　勝光　Tel.025-227-2272
新潟大学整形外科

10／5（木） 19:00 2単位　（茨城）
県南地区骨粗鬆症学術講演会
川村　知立　Tel.029-850-1391
万有製薬㈱つくば営業所

10／5（木） 19:30 1単位　（三重）
第7回伊勢志摩地区骨粗鬆症研究会
飯野　浩美　Tel.059-226-1505
武田薬品工業㈱

10／5（木） 19:30 1単位　（千葉）
骨粗鬆症Lecture Meeting in千葉
松本　英和　Tel.043-245-0721
万有製薬㈱千葉支店

10／6（金） 19:00 1単位　（新潟）
第39回新潟リウマチ研究会
荒井　勝光　Tel.025-227-2272
新潟大学整形外科

10／6（金） 19:30 1単位　（沖縄）
沖縄リウマチ・膠原病懇話会
古謝　亜由子　Tel.098-869-9540
旭化成ファーマ㈱沖縄営業所

9／16（土） 18:00 2単位　（広島）
第35回広島リウマチ研究会
杉谷　真実子　Tel.082-224-1530
大日本住友製薬㈱　西中国支店

9／16（土） 16:10 2単位　（東京）
第2回リウマチと感染症研究会
森山　敏行　Tel.03-3985-1146
大正富山医薬品㈱

9／16（土） 17:00 1単位　（愛知）
第20回FSRの会
田島　啓行　Tel.052-219-1870
参天製薬㈱

9／20（水） 20:00 1単位　（大阪）
第9回南大阪リウマチ研究会
藤井　隆　Tel.0721-29-1121
済生会富田林病院

9／21（木） 19:00 2単位　（山口）
第4回山口県サイトカイン研究会
曠野　聡　Tel.083-972-5311
田辺製薬㈱山口営業所

9／21（木） 19:00 1単位　（香川）
第3回香川整形外科セミナー
山本　哲司　Tel.087-891-2196
香川大学整形外科

9／21（木） 19:30 1単位　（三重）
第153回木曜集談会特別講演会
大石　朋広　Tel.059-229-4740
帝人ファーマ㈱

9／21（木） 19:40 1単位　（大阪）
第7回大阪RAフォーラム
柏原　英邦　Tel.06-6205-5164
田辺製薬㈱大阪支店

9／22（金） 19:00 1単位　（富山）
第21回富山県リウマチ性疾患研究会
助口　正敏　Tel.076-444-0805
大日本住友製薬㈱

9／22（金） 20:00 1単位（神奈川）
第1回川崎骨粗鬆症を語る会
小酒井　治　Tel.044-222-3255
宮川病院　整形外科

9／22（金） 19:30 1単位　（愛媛）
愛媛関節疾患学術講演会
吉良　史枝　Tel.089-960-5343
愛媛大学大学院運動器学

9／22（金） 19:00 1単位　（福岡）
筑後臨床整形外科医会学術講演会
日高　滋紀　Tel.0942-22-5700
日高整形外科病院

9／23（土） 15:00 1単位　（京都）
第19回京滋骨粗鬆症研究会（マッタ）
高月　邦明　Tel.075-212-5280
エーザイ㈱京都コミュニケーションオフィス

9／23（土） 17:00 1単位　（岐阜）
骨粗鬆症最新講演会
兼松　秋生　Tel.058-279-3588
かねまつ整形外科

9／23（土） 16:00 1単位（北海道）
道東リウマチ膠原病談話会
川崎　秀博　Tel.011-261-5445
旭化成ファーマ㈱医薬札幌支店

9／25（月） 18:30 1単位　（京都）
第21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

10／21（土） 11:20 2単位　（徳島）
15:00

第17回日本リウマチ学会中国四国支部学術大会
岸　潤　Tel.088-633-7127
徳島大学大学院分子制御内科

10／21（土） 17:50 1単位　（大阪）
大阪臨床整形外科医会研究会（175回）
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815
長谷川整形外科医院

10／21（土） 15:05 2単位　（東京）
第8回ステロイド治療研究会
大島　久二　Tel.0562-93-9008
藤田保健衛生大学臨床検査部

11／18（土） 18:30 2単位　（群馬）
群馬リウマチ関節外科研究会
井上　博　Tel.027-322-3660
井上病院

11／18（土） 18:00 1単位　（東京）
第12回荒川整形外科フォーラム21
三山　功　Tel.03-3805-5558
東日暮里整形外科

11／7（火） 19:30 1単位　（東京）
第22回ひがし東京リウマチ研究会
須藤　裕之　Tel.03-5830-4470
武田薬品工業㈱浅草東営業所

11／7（火） 19:15 1単位　（岡山）
第2回美作地区リウマチの会
服部　孝雄　Tel.086-246-3700
田辺製薬㈱

11／8（水） 20:00 1単位　（東京）
第21回城北リウマチ研究会
中澤　信　Tel.03-5950-1121
科研製薬㈱東京支店

11／18（土） 18:00 2単位　（東京）
第11回桜リウマチ研究会
龍　順之助　Tel.03-3972-8111
日本大学医学部整形外科

11／18（土） 18:30 2単位　（広島）
第141回広島県臨床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
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12／16（土） 14:05 1単位　（大阪）
17（日） 11:30 1単位　

第18回中ノ島リウマチセミナー
中川　恵子　Tel.06-6371-9921
行岡病院
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平成18年度　日本リウマチ財団主催　リウマチ教育研修会開催予定

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）

研修会に参加ご希望の方は，事前申込が必要です。

〔 申込 方 法 〕「中央または○○地区リウマチ教育研修会申込」とし，氏名，勤務先，科

名，連絡先住所，電話番号，財団登録医は登録番号を書き，返信用封筒（宛先を書き80

円切手貼付）を同封のうえ申込先へお申込みください。

〔 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』（平成17年度発行）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。

地区名� 開催日�開催場所� 世話人・申込先�

北海道�
9月10日�
（日）�

札幌市�
札幌後楽園ホテル�

世話人：小池　隆夫　北海道大学病態内科学教授�
申込先：〒060-8638　札幌市北区北15条7丁目�
　　　　北海道大学大学院医学研究所�
　　　　病態内科学講座　第2内科�
　　　　渥美　達也�

富　山�
富山市�

富山県民会館�

世話人：木村　友厚　富山大学整形外科教授�
申込先：〒930-0194　富山市杉谷2630�
　　　　富山大学医学部整形外科学教室�
　　　　松下　功�

10月1日�
（日）�

大　分�
大分市�

大分県医師会館�

安田　正之　独立行政法人別府医療センター �
　　　　　　リウマチ膠原病センター部長�
〒874-0011　別府市内竈1473

11月26日�
（日）�

当財団では，リウマチケア研修会を下記のように開催する予定です。
医師，看護師，その他保健，医療，福祉，介護，行政等に従事する方ならどなたで

も受講できます。
〔 受 講 料 〕無　料　参加ご希望の方は，下記の方法で事前にお申込みください。
〔 申込 方 法 〕「○○地区リウマチケア研修会申込」とし，氏名，勤務先，科名，連絡先
住所，電話番号を書き，返信用封筒（宛先を書き80円切手貼付）を同封のうえ申込先へ
お申込みください。

〔 研 修 単 位 〕登録医教育研修単位　2単位（2,000円）

地区名� 開催日�

9月9日�
（土）�

開催場所� 世話人・申込先�

世話人：林 正岳 理事長�
申込先：〒910-8651福井市新田塚1-42-1�

福井総合病院�
リウマチのケア研修会事務局　杉本和則�

北海道・�
東北�

9月2日�
（土）�

藤　哲 教授�
弘前大学整形外科�
申込先：〒036-8563　弘前市本町53

東海・�
北陸�

12月9日�
（土）�

世話人：滋賀医科大学整形外科�
　　　　松末　吉隆　教授�
申込先：〒520-2192　大津市瀬田月輪町�

9月30日�
（土）�

島根県立産業交流会館��
くにびきメッセ�

松江市�

KBSホール�
京都市�

世話人：上尾 豊二 院長�
玉造厚生年金病院�

申込先：〒699-0293　松江市玉湯町1-2�
リウマチのケア研修会事務局　荒川�

九州�
10月7日�
（土）�

世話人：束野 通志 副院長�
熊本整形外科病院�

申込先：〒862-0976�
熊本市九品寺1-15-7

パレアホール �
くまもと県民交流館��

パレア�
熊本市�

フェニックスプラザ�
小ホール�
福井市�

アピアあおもり�
青森市�

中国・�
四国�

近畿�

平成18年度　日本リウマチ財団主催　リウマチケア研修会開催予定

Topics－Editorial eyes

生物学的製剤Infliximabの
適応追加3周年記念講演会開催

報われたか？
3年間の情報提供
出席者900余名

日本初の関節リウマチ適応生物学的製
剤Infliximabは，リウマチ友の会からの
国に対する要望書提出などの側面支援を
受けながら，沈滞していたリウマチ医療
にまさにカンフル剤としての期待を担い
登場してきた。それ以来，厳重な全例
PMSを経て，ようやくより使用できる裾
野が広がりつつある。振り返れば，この
製品が使用される中では，患者さんの骨
破壊が抑制されるだけでなく，破壊され
た関節が全面的に回復するようなイメー
ジが一人歩き，ミスリードされた時期も
あった。しかしここにきて，オピニオン
リーダーである専門家はもちろんのこと，
登録医の中でも，この薬剤がそのような
関節リウマチ治療の理想のクスリとは言
い切れないことが判明しつつある。一度，
重度に破壊された関節が完全に元に戻る
という，本来の治癒は可能ではない。

しかしながらその一方で，この薬剤を，
ふさわしいタイミングでふさわしい患者
さんに適用すれば，従来ではかなわなか
った治療成績を上げることが可能になっ
たのは事実のようである。治癒は無理で
も，寛解は可能なようである。

従来，抗リウマチ薬の扱いに経験のな
かった製薬メーカーが，この種のピカ新
であるリウマチ治療薬を扱うことには，
一部の向きから懸念の声がなかったとい
えばうそであろう。しかしながら，全国
のリウマチ治療に携わる専門医の先生方
の協力を得て完遂した PMSによって，
この薬剤は2度目の誕生を迎えたといえ
る。リウマチ医療に従事する者にとって，
自らの治療の匙を育て上げたこと，それ
をいわばリウマチ・ビギナーのメーカー
が続けられたことは，あえて誤謬を恐れ
ずにいえば，一定の評価ができるのでは
ないだろうか。

依然として，高額な薬価が患者さんの
治療継続や治療機会の障害になっている

事実や，超早期，炎症の激しい時期にフ
ァーストで使用できないという，本来必
要である患者さんに使用しにくい事情は
あるにせよ，引き続いて登場してくる，
抗サイトカイン作用以外の期待の新薬な
どにも，我々のその経験は生かされてく
るはずである。患者さんに過大な期待と
失望を与えない，しかし確かな夢を与え
る，新しい次元のリウマチ医療へ，産み

の苦しみの3年間だったともいえよう。
会の内容については，プログラムを紹

介するに留めるので，内容に関心のある
向きは直接問い合わせることをお勧めす
る。なお，呼吸器領域の講師を迎え，今
後の生物学的製剤を使用するにあたって，
きわめて示唆に富んだ会であったことを
ここでは述べておく。

（文責　編集部）

平成18年7月1日，当財団の設立に
も多大の御尽力を頂きました元内閣総
理大臣の橋本龍太郎先生が急逝された
時には，本当に驚きました。ご逝去さ
れる一週間程前から，「体調がかなり悪
い」と伺い心配しておりましたが，突
然の訃報を伺った時には信じられない
思いと同時に，先生と御一緒させて頂
いた思い出が走馬灯のように駆け巡っ
ていきました。

橋本先生と初めてお会いしたのは，
1980年代後半，伊勢市で開催されまし
た日本病院協会のシンポジウムに同席
させて頂いた時でした。

その時，先生に言いたい事を言わせ
て頂きました。先生はニヤリとあの独
特の「笑顔」で「元気がいいね」と私
に声をかけられ，その日の夕食の会で

も自由な雰囲気の中で「リウマチ対策」
をお願いしました。

その後，日本リウマチ財団設立，リ
ウマチ対策事業，リウマチ科の標榜，
介護保険，国立病院機構相模原病院に
おける国立リウマチセンターの設立等，
リウマチを取り巻く行政面でも多大な
御協力と御指導を頂きました。

特に国立病院機構相模原病院にリウ
マチセンターを設置する時には，何度
となく都内の橋本先生の事務所をお尋
ねしました。

リウマチセンターの設立には当初は
消極的でしたが，その必要性を「しつこ
いなあ」と言われる程，先生にお話しま
した。最終的に御同意して頂きましたが，
その時の条件として，「適格な責任者を
探すこと」と言われました。

その時，現在相模原病院長でいらっ
しゃる越智隆弘先生（当時は，大阪大学
医学部長）のお名前を挙げると，しばら
くの間，考えられていました。そして，

「その方なら申し分ないけど，本当に来
て頂けるのかな」とおっしゃった時，私
は「必ず実現してみますから，先生のバ
ックアップを下さい」と申し上げました。

この時に将来のリウマチセンターの「核」
となるナショナルセンターが出来上がる
と確信を持った次第です。

小生がアジア太平洋リウマチ会議
（APLAR）の責任者に就任した時も，真
っ先にお会いして頂き，橋本先生はシル
クロード外交プロジェクトの一環として
リウマチ医療の面からも，支持して頂け
るとの力強い御助言を頂きました。

行財政改革，医療，福祉，外交，環
境等あらゆる面でいつも，もの凄い理
念と政策を有した方である一方，ユー
モアと「いたずら心」をいつも忘れな
い方でした。

最後にお会いしたのは，数ヵ月前に
西麻布で焼き鳥を御一緒に食べながら
越智先生などと懇談の時を過ごさせて
頂いた時でした。先生は上機嫌で体調
もすっかり回復されているように御見
受けしました。そこで，2008年に横浜
で行われるアジア太平洋リウマチ会議
にシルクロード外交の理念を入れよう
という話がまとまり，「全面的に協力す
るから」と言われました。永田町にい
ながら「永田町の論理」を決して好ま
れず，ワシントンやモスクワからでも，

いつもメールを下さいました。
私たちリウマチに関わる全ての者に

とってもかけがえのない「後ろ盾」と
なって頂いただけに，残念でなりませ
ん。8月8日に日本武道館にて4,500名
が出席されて盛大に執り行われた自由
民主党と内閣主催の「橋本先生お別れ
会」は先生をお送りするのに相応しい
厳粛にて見事に統率のとれた実に「美
しい」セレモニーでした。

先生と御約束させて頂いた事を多く
の同志と共に一つずつ実現することを
お誓い申し上げ，今はただ御冥福をお
祈りするのみです。

合掌

橋本龍太郎先生

聖マリアンナ医科大学
難病治療研究センター長

西岡久寿樹

橋本龍太郎先生を悼む

関節リウマチ診療のあるべき姿を求めて
2006年7月29日

第一部 Review レミケード：関節リウ
マチ効能追加からの3年を振り返って

座長：名古屋大学整形外科 石黒直樹 氏
１.日本の関節リウマチ治療はどこまで欧
米に近づいたか

●メトトレキサート（MTX）による治療
成績 東京女子医科大学附属膠原病リ
ウマチ通風センター　鎌谷直之 氏　
●レミケード投与に際しての関節破壊
に対する画像評価　富山県済生会高岡
病院リウマチセンター　本荘 茂 氏　
●レミケードによる治療成績　埼玉医
科大学総合医療センターリウマチ･膠原
病内科　竹内 勤 氏
２.知っておくべきマネジメント

●レミケード使用時の安全対策～呼吸
器を中心に 東北大学加齢医学研究所呼
吸器腫瘍研究分野　渡辺 彰 氏

第二部 Panel Discussion 明日からの関
節リウマチの日常診療を考える

司会：東京医科歯科大学膠原病･リウマ
チ内科　宮坂信之 氏
京都大学臨床免疫学　三森経世 氏
検証　この3年間，関節リウマチ患者に
もたらされたベネフィットを考える
■画像評価の重要性，アンカードラッグ
としてのMTXを考える
総括　これからの日常診療におけるレミ
ケードの使い方
■より高いゴールを目指して
パネリスト：

・東京女子医科大学附属膠原病リウマチ
通風センター　鎌谷直之 氏

・筑波大学膠原病リウマチアレルギー内
科　住田孝之 氏

・名古屋大学整形外科　石黒直樹 氏
・埼玉医科大学総合医療センターリウマ

チ･膠原病内科　竹内 勤 氏
・産業医科大学第一内科　田中良哉 氏
・富山県済生会高岡病院リウマチセンタ

ー 本荘 茂 氏

プログラム
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●生物学的製剤使用の基本的な考え方

その条件

井上 リウマチ治療は，生物学的製剤

の登場後に画期的に治療が進歩したと

いう推移があるわけですが，その使い

方はなかなか難しく，どなたも自由に

使えるというものではないし，また施

設によって投与方法なども違ってくる

と思います。まず生物学的製剤はどの

ような症状の方に使ったらよろしいの

でしょうか。基本的な質問からお願い

します。

山本 現在日本で使う基準としては，

既存のDMARDs で十分にコントロー

ルできない関節リウマチの患者さん

や，3ヵ月ぐらい投与して十分コント

ロールできないだろうという患者さん

に使うことが一応のコンセンサスにな

っていると思います。ただし，欧米で

はなるべく早期に使うほうがいいので

はないかという考え方が出てきている

ので，これがどれぐらいまで定着する

か。日本でもだんだん考え方が早くな

っていくかもしれません。

それから厚生労働省の研究班，日本

リウマチ学会提唱のガイドラインに従

っていえば，疼痛関節痛と腫脹関節痛

が6つ以上，CRPが2mg/dL以上，赤

沈が28mmHg/h以上という活動性を

有する患者さんということと，感染症

の危険がなるべく少ないということ，

リンパ球，白血球がしっかりあり，白

血球 4,000，リンパ球 1,000以上，そ

れからβ-D-グルカンが陰性，なおか

つ結核があるかないかをきちんとみ

て，結核のある方には予防的投与をさ

れた後ということが大まかな基準では

ないかと思います。

松原 日本ではInfliximab（レミケー

ド）がPMSから入って使用されてき

た経緯からすると，一番の問題に感染

症のルールアウト，それと結核があり

ます。特に日本では欧米に比べて7倍

ぐらい結核の発症率は高いので，その

バックグラウンドをうまくルールアウ

トして使っていくことが重要なことで

して，とにかく結核が一番不安だった

わけです。というのは，結核有病率は

大阪が全国トップで，その次が我々兵

庫県というようなバックグラウンドだ

ったからです。結核は発症すると大変

なので，それをふまえてまずルールア

ウトしよう。そして，ツベルクリン反

応でも硬結が出るとか，水疱形成が出

るような人にはもう積極的にINH（イ

ソニアジド：結核治療薬）の予防投薬

を や り な が ら で ， 9 ヵ 月 ぐ ら い

Infliximabと一緒に使っていくという

ような形でやりました。

ただ，InfliximabのPMSも現在結果

が出ていて，ある程度予防投薬をした

中からは結核が発症していないという

ことがわかっています。ここはそれを

ふまえながらカチッとやれば，さほど

心配がいらないのではないかなという

感じをもっています。

日本の場合は，疾患の活動性に関

しては現状では山本先生がおっしゃ

ったとおりに，かなり進行した症例

が対象なので，特にMTXまで使って，

コントロールがなかなかうまくいか

ないというような症例が対象になり

ます。つまりstage3，4の進行期のリ

ウマチ患者さんに使われてきたとい

う経過があるわけです。今後は関節

破壊の進行をいかに止めていくかと

いうことを観点にしますので，おそ

らくもう少し早期のstage 1，2の患者

さんを対象とした治療が多くなって

くるだろうと思います。

● Infliximab 治療効果の実際の印象

HACAの出現

井上 Infliximabは非常に強力な効果

があると思うのですが，先生方の実感

として，実際の治療，効果の面ではど

のようなご印象をおもちでしょうか。

山本 必ずしもすべての患者さんに効

くというわけではなくて，やはり反応

しない患者さんもいる。それから使っ

ていくうちにHACA（Human Anti

Chimeric Antibody：抗体）ができて

くるからかわかりませんが，だんだん

効かなくなってくる，それから投与間

隔の8週間，効果を維持できないなど

の患者さんがいるということで，必ず

しも今の使い方で十分に夢の薬とは思

えないですね。どのくらいの患者さん

に効いてという正確なデータはまだ私

の施設では出しておりませんので申し

上げることはできませんが，6割ぐら

いの患者さんは十分に反応しているこ

とは間違いないのですが，そうでない

患者さんもかなりいるということは事

実だと思います。

松原 現在日本では Infliximabの使用

量は3mg/kgであって，用量を増やす

ことと，8週サイクルを短縮化して使

うことができません。欧米と比べて，

少量でしか使えないという現状があり

ます。

基本的に，当初1ヵ月から2ヵ月ぐ

らいの有効性をとると，ほとんどの人，

9割ぐらいがレスポンスします。とこ

ろが3ヵ月を超えると，山本先生がお

っしゃいましたように，かなりレスポ

ンスが鈍くなる症例が2割，私の施設

では3割前後ぐらい効果が非常に悪く

なってくる症例があります。それをみ

ていると，HACAがかなり発現して

きて，それで3ヵ月を超えてからはず

っと効果が減弱してくるという例がか

なりあります。HACAが発現すると，

皮膚潰瘍とか，infusion reactionなど

も頻繁に起こしてくる傾向がありま

す。欧米ではこのHACAの発現はか

なり少ないのですが，日本の場合は

HACAの発現が多くて，しかもMTX

生物学的製剤をどう使い分けるか
―施設タイプ別考察―

リウマチ財団ニュース座談会リウマチ財団ニュース座談会

リウマチ医療において，生物学的製剤の登場はエポックメイキングなものであった。このため患者さんのこの薬剤に寄せる思

い，期待感は極めて大きなものとなっている。一方，その高額な薬価ゆえに，十分な効果が得られない時の落胆も大きく，医

師としてもその思いは複雑である。しかも，この薬剤は，その安全性が極めて重要でもある。

発売当初，限られた専門家が使用する薬剤であったのだが，ここにきてPMSが解けたInfliximab（レミケード）は，徐々に一

般医のもとでも使用されつつある。それにともない現場では，もうひとつの生物学的製剤Etanercept（エンブレル）をどう位

置づけていいか，ポジショニングに関する迷いが生じているともいう。これは2剤のすみわけ，使用法に対する指針を求める

声といってもいいであろう。

そこで財団ニュースでは，登録医の先生方への情報提供の一環として，この2剤の使い分けについて，2人の施設タイプの違

ったオピニオンリーダーの先生に，この2剤の使い分けについてお話をいただいた。

山本一彦氏 松原　司氏

前 編前 編

山本一彦氏 東京大学大学院医学系研究科アレルギーリウマチ学教授

松原　司氏　松原メイフラワー病院院長
井上　博氏　日本リウマチ財団企画運営委員会委員　医療法人井上病院理事長

コメンテーター

司　会
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の用量も限定されています。欧米に比

べて少量しか使えません。それらの問

題があって，Infliximabは用量，それ

からMTXの量などが関係して，有効

率が下がってくる例が欧米に比べたら

多いように思います。

井上 私の施設でも，まるまる8週間

効果があるという方もいるのですが，

やはり少なくて，6週ないし7週でほ

とんどの方が切れてしまって，その1

～2週間を坐薬，ホルモン剤，鎮痛消

炎剤などで次の点滴の日まで耐えてい

るという患者さんの訴えもあります。

3mg/kg という用量は少ないのかもし

れませんが，日本では一応認められて

いる用量ということで，期間も保険の

関係上から8週あけないといけないな

ど，難しい面もあると思います。

実際，HACAは測っておられるの

でしょうか。私の施設では測っていな

いのですけれども，臨床症状から判断

する，あるいはCRPから判断すると

いうことなのですが，HACAに関し

てはいかがですか。

山本 いや，全員測っているわけでは

ないです，私達の場合も。どうしても

問題になる症例について，担当のドク

ターが測っているというのが現状です。

松原 実際HACAはルーチンでは測

らないのですが，たまたまPMS中に

抗体のところを少しスタディしようと

いうことで，我々の施設では一応全例

HACAを測りました。そうしますと，

30週の時点でHACAの陽性例は，症

例の約80例の中で21％に発現してき

ました。HACAが発現した症例とし

ていない症例とで，この Infliximab

に対する反応性を比較してみると，実

際に圧倒的に効果が鈍くなってくる。

ということで，この21％という数字

は，欧米と比べても倍以上の高さで出

てきていますので，そのあたりで有効

性が低下してくるのですね。14週を

超えたぐらいからかなり低下してくる

例があります。おそらくそれと

HACAとの関連性というのはあると

いうように思います。

● Infliximab治療効果の実際の印象

効果出現の早さ

井上 Infliximabは非常に効果の発現

が早いと思われますが，有効性が確認

できるまでの期間というのはどのぐら

いというご印象をおもちでしょうか。

山本 最初の効きは，松原先生がいわ

れたように，投与した直後からみられ

ることが多いのですが，その後，やは

り効いていないという印象が出てくる

患者さんが，先ほどいったようにいら

っしゃるので，どのぐらいから効いて

くるかは難しいですね。だいたい2回

目に2週後，それから6週後に打つわ

けですが，そのぐらいでやはり無理だ

なと思われる患者さんが2割，3割出

てくるぐらいの感じだと思います。

井上 一応3回ぐらいまでは投与して

みるということでよろしいですか。

山本 そうです。特に2週を超えて4

週ぐらいまでのところで，かなりの患

者さんで有効性が出てきますので，そ

のあたりまでは当然投与はすべきであ

ると……。

井上 そのあたりで一応有効，無効を

判断し，継続するのか，中止するのか

を考えるということでよろしいでしょ

うか。

山本 そうですね。やはり3回ぐらい

は最低でもやらないといけないと思い

ます。

松原 実際には，十分の量を投与する

条件になれば，入れていくことによっ

てだんだんと効果が発現してくるとい

うデータがあるので，本当は頑張るべ

きなのでしょうが，今の3mg/kg とい

う用量では致し方ないということだと

思います。

● Infliximab投与の際に感染症について

そのアドバイス

井上 感染症などが非常に問題になっ

てくる薬なのですが，投与前のメディ

カル・チェックをはじめ，外来などで

も今後登録医の先生が行うようなこと

も増えてくると思われます。投与前の

アドバイスなどがありましたらお願い

いたします。

山本 結核をまず除外すること，それ

はツベルクリン反応とレントゲン，で

きたらCTというぐらいの設定しかな

いと思いますので，一応基準として発

赤20mmということになっていますの

で，それを守るのがいいことだと思い

ます。それからレントゲン，CTにつ

いては，肺の専門家が読めるという条

件がやはりあったほうがいいので，

我々も自分でもみますけれども，一度

肺の専門家が目を通せる状況が重要だ

と思います。

結核はそれでいいのですが，非常に

似ている非定型抗酸菌症ですね。これ

をリウマチ患者さんはもっている場合

が結構多くて，それが実際にactiveな

のか，colonizationなのかを含めて，

判断は非常に難しいことがあります。

あとはニューモシスティス肺炎

（Pneumocystis jirovecii）はβ-D-グル

カンで一応除外し，そしてB型肝炎を

どうするかというのが非常に難しい問

題で，C型肝炎の場合は一応確定的な

意見がないので投与することがありま

すが，B型肝炎は，一応現時点では除

外したほうがいいのではないかという

ふうに思います。そんなところが感染

症の，基準と思っています。

松原 私の施設も一応パスを作って治

療をやっているのですけれども，その

中に，いわゆるツベルクリン反応は当

然ですが，β-D-グルカン，それから

胸部のＸ線だけではなくてCTを撮

り，これも一応放射線科で1回チェッ

クして，肺臓病変のそれも結核だけで

はなくて，いろいろな肺炎 ，間質性

肺炎（interstitial pneumonia）などを

含めて有無を確認した上でやるという

形をとっています。

肝炎ですが，一応基本的に，HBV

およびHCV抗体の陽性例に関しては，

できるだけ私の施設では避けるように

しています。

井上 当院で投与しているものを調べ

てみたのですが，リンパ球数が非常に

変動している方がいて，通常は 1,000

以上あるのですが，突如 800以下にな

ってしまう。これはちょっと心配だな

と思っても，次の時に測るとまた

1,600になっているというように，毎

回変化している方がいます。リンパ球

数の低い場合はバクターの併用がよい

というふうに呼吸器の先生がいってお

られますが，何か注意すべき点とか，

アドバイスなどはございますか。

松原 白血球数やリンパ球の 1,000と

いうのは非常に変動が激しいです。実

際，治験の用量設定試験をその後にや

ったのですが，これは縛りとして

1,000という縛りがあったのですが，

そうしますと１人の患者さんでも，あ

る時は 1,400～1,500 が 900ぐらいと

か，変動がものすごく大きいのですね。

実際では，1,000 ということにどのぐ

らいのエビデンスがあるのかなという

ことで，ちょっと疑問に思い実施した

のですが，1,000 というものに対して，

基準というはっきりしたエビデンスは

ないようなのですね。そんなことで，

あくまでも 1,000にこだわる必要はな

いのではないかな……と。それから，

データもある程度とっていますので，

ずっと1,000以下で止まっているとか

いう人は別なのでしょうが，ある程度

変動がある場合は，特に 1,000をずっ

と切っているということでなければ，

1回の検査にこだわる必要はないので

はないかという気はしております。

山本 ガイドラインでも，別にエビデ

ンスはないと書いてあります。ですか

らそれはそれで，松原先生がいわれた

とおり，１つの基準としてみていただい

て，絶対的なものではないと思います。

●生物学的製剤とクリニカルパス

井上 Infliximabの患者さんが非常に

増えてきて，大学病院などではなかなか

数をこなせなくなってくる。となると関連

病院とか，関連医療機関にお願いする

というようなことも当然あると思います

が，そういうクリニカルパスといいます

か，どのようにされていますか。

山本 本来，それを作らなければいけ

ないと思っていますが，まだ本格的に

は動いてはおりません。ただ，東大病

院のような大きな病院のいいところと

いうのは，すべての診療科をもってい

て，24時間フル回転であることなの

で，我々としては，導入時については

ご相談させていただいて，導入の前後

についてケアさせていただいた後，患

者さんにとって継続しやすい方向で病

診連携をさせていただいて，何かあっ

た時にはすぐに来ていただくというよ

うな……。

松原 我々のところは紹介するのでは

なくて，通常の開業医さんであるとか，

今みられている患者さんから紹介を受

けてInfliximabを行って，それ以外の

リウマチの治療というのを向こうであ

る程度行っていただく，チェックもや

っていただくような形の，「相互にみ

ていく」という形のクリニカルパスを

やってきました。ただ，最初の灰色の

問題であるとか，感染症のルールアウ

トとか，そういうところは主治医の病

院でやったほうが安全だと思います。

また紹介を受けた後の患者さんに関

しては，8週サイクルにしますので，

その間のコントロール，あるいは検査

などはそちらのほうでやっていただい

て，もし異常があった時にはすぐ我々

のところに知らせていただくというよ

うな形で，病診連携をとりながら，副

作用も非常に早い状況から見つけてい

こうということでやっています。

井上 DMARDsその他の内服薬の投

薬などは，先生のところでされるわけ

ですか。私のところではInfliximabの

注射のみに来院され，その後の診療，

投薬は近医で行ってもらう患者さんも

います。

松原 はい。投薬は一応パスで，うち

のところで行って，そしてまた向こう

の開業医さんのところでみていただく

という形ですね。

井上 生物学的製剤は医療費の点でも

大きな問題を抱えています。高額な医

療になりますので，高額療養費制度の

適用なども考えて，患者負担も多少軽

減しないと，重症のリウマチで苦しん

でいる方でも生物学的製剤の恩恵に与

ることはできないと思います。

次号ではその医療費の問題をはじ

め，生物学的製剤の Infl iximabと

Etanerceptの比較などについて，さ

らにお話しいただこうと思います。

（文責　編集部）井上　博氏

Infliximabの投与スケジュール�

3回目以降は，8週（約2カ月）おきに点滴�

Infliximab�
（点滴）�

0 2週� 6週� 14週� 22週�

8週間� 8週間�
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リウマチ学の研究や診療法も，

ここ10年間ぐらいで非常に大きく変わ

ってきました。従来のようなNSAIDs

や免疫調整剤主体の治療から，生物学

的製剤を中心とした，かなり複雑な治

療法が主流となりつつあり，内科的な

バックグラウンドがないとなかなか取

扱いづらい領域になってきていると思

います。この部分では，整形外科医の

先生方が，多少二の足を踏んでいると

ころが出てきていませんか。

それはあると思います。とくに

ガイドラインでもMTXが薬物治療の中

心となってきているので，整形外科医に

とっては，副作用の問題が非常に気にな

ります。整形外科医単独で患者さんを診

ている場合，例えば間質性肺炎の問題が

出てきたらどうするか。感染症で肺炎の

問題が出てきたらどうするかという不安

が生じています。すると（ガイドライン

で推奨されていながら），どうしても副

作用対処を懸念するところから，薬物選

択において一歩退いてしまう（避けてし

まう）可能性があります。

とくに生物学的製剤は，感染症の問

題や肺炎の問題，関節以外の臓器への

副作用という内科的問題を抱えていま

すので，それにどう対処するかが不安

材料になって，整形外科単独で診てい

るところでは，ドクターが処方を避け

る可能性があります。

このような後ろ向きの対処は，患者

さん本位の面から，やはり私はおかし

いと思います。副作用が出てきたとき

にそれに対してどう対応するか，病病

連携的な体制構築，あるいは病診連携

を固めながら，たとえ整形外科医でも

生物学的製剤の適応のイニシアチブを

とろうとする姿勢が重要ではないかと

思います。

現実には，先生のところではど

のような連携をされているのですか。

メイフラワー病院の中でも，

内科と整形，リハビリテーションで

常に連携をとっていますし，そうい

う理念で診療が行われています。で

すから，院内での連携自体は問題あ

りません。ただ，目線を外に向ける

と問題が見えてきます。例えば100人

以上のリウマチ患者さんが通院し，

診療されている規模，つまり内科と

整形外科の両方があるような中規模

以上の医療機関で治療を受けている

患者さんは，全体の30％ぐらいしか

いないことです。つまり残りの70％

の患者さんは，地域の開業医さんや

小規模な病院の整形外科医のもとで，

10人，20人という単位で治療されて

いる可能性が高いことです。そこで

はうまい連携が必ずしもできていな

いかもしれません。だからこそ，地

域主体の病診連携システムを整備し

て，かかりつけ医の先生方のバック

アップを行い，もっと思い切った最

先端の薬物治療を実施できる環境づ

くりが重要じゃないでしょうか。

厚生労働省もその方向に進めた

いと盛んに報告していますが，現実に

は，なかなか患者さん側の希望や，医

療環境の問題から，うまくいっていな

いようですね。松原先生には，病診連

携，病病連携のシステムをうまく回転

させるノウハウに，何かいいアイデア

がありますか。

病診連携というのは，患者さん

を送るだけの一方通行的なものではな

く，紹介元のかかりつけの医療機関と，

我々のようなリウマチ専門の医療機関

とが，「いっしょに治療していく」とい

うスタンスが重要です。では具体的に

共同で行う場合のポイントは何かとい

うと，生物学的製剤の場合を例にとれ

ば，共通のクリニカルパスを作成して，

生物学的製剤の治療は専門病院で行い，

日常のチェックや投薬，生物学的製剤

以外の抗リウマチ剤はかかりつけ医が

行うというシステムを作成するといい

のではないでしょうか。専門的治療と

コンベンショナルな治療を分けながら

も，「いっしょに治療していく」という

関係をクリニカルパスで構築すること

が重要だと考えます。

確かに，松原先生が実施されて

いる共有のクリニカルパスは，たいへ

ん有用なアイデアだと思います。ただ，

一般の開業医にとって，リウマチ患者

さんを診るというと何か恐れというか，

使用する薬が手に負えないという先入

観が非常に強いようなのです。ですか

ら，共通のパスがあって，専門病院が

「こちらが責任もちますよ」ということ

をいっても，なお拒否感が存在する場

合もあると思います。そこは今後，一

般医の先生たちが，リウマチに対して

忌避感（心理的アレルギー）をもたず

に，気軽に診てもらえるような啓蒙活

動や教育，雰囲気を作らないと，必ず

しも実効性があがらず大変かなと思い

ます。松原先生は，その点，不自由さ

や閉塞感は感じていませんか。

もちろん勉強会や研究会は必要

です。私たち自身，医師会単位で実施

し，医師会以外のリウマチに少し興味

のある先生方を集めるという形でも，

地域的な研究会を実施しています。生

物学的製剤の知識を，もう少し広い範

囲の先生方に知ってもらうための啓蒙

活動的な会もこれには含まれます。

紹介元の先生方も，患者さんがよく

なると，感謝されるので，医師冥利と

いうか，非常にハッピーになります。

そういうことで，最初は少し引いてい

ても，徐々に研究会を通した知識と，

患者さんの反響で変化していくわけで

す。このため，当初はなかなか病診連

携がうまく広まりませんでしたが，

徐々に充実してきました。

松原先生のところでは，病診連

携から一歩進めて，オープンシステム

に近い，例えば患者さんが入院した場

合に，紹介元の先生が，その患者さん

をたまには診にくるような，セミオー

プンシステムなどを実施しています

か？　それができれば，恐らくもっと

病診連携が進むと思いますけど，いか

がでしょうか。

限定的ではありますが，オープ

ンシステムのような，患者さんの紹介元

の先生がこちらで手術に参加し，退院後

はまた自分で診ていくシステムもとって

います。クリニックでは，入院病床があ

りませんから，近くの病院と病診連携で

オープンシステムの契約をして，手術の

患者さんはそちらに送って，私が直接赴

き手術をし，週に２回程度，回診すると

いう方法をとっています。

そうですか。では，収益はどう

分配するのですか。

例えば手術でしたら，執刀料の

何％という取り決めを事前にして，そ

の先生にお払いするという形です。

一般的に，分配の相場とかがあ

るのでしょうか。

一概にはいえませんね。各病院

でお決めになられればと思います。

松原先生は整形外科出身ですが，

リウマチ関係の手術については，経営

上のノウハウなどはあるのでしょうか。

またリハビリでは何か工夫されていま

すか。

収益上の工夫ほどではありま

せんが，関節手術というのは，専門

病院化するにつれて，ある程度数的

にたくさんこなす形になります。こ

のため，病棟からリハビリテーショ

ンまで，治療のパスを作ることもで

きて，症例の多くない施設に比べて

非常に効率化できる面とそれによっ

て習熟度があがるメリットがありま

す。そういう意味では患者さんにと

っても，専門化のメリットは大きい

と思います。事故なども起こる頻度

が少なくなりますからね。

手術材料といいますか，人工関

節などに特別に工夫されていますか。

欧米の人工関節ではなかなかサ

イズが合わない場合があるので多少は

ですね。例えば施設にいる全症例の脛

骨サイズを計測し，人工関節のサイジ

ングや形状を少し変えたりするカスタ

ムメイドや開発も実施しています。

松原�

後藤�

松原�

後藤�

松原�

後藤�

松原�

後藤�

松原�

後藤�

松原�

後藤�

松原�

後藤�

松原�
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松原�
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聞き手
後藤　眞氏

松原メイフラワー病院　院長

松原　司氏

後編
ひとつの成功事例に見る

現在のリウマチ医療

前回，松原先生は，その多角的な経営が，総合的にリウマチ疾患を見ていく

ためと，臨床ばかりでなく研究も行うことができる環境づくりに必要であった，

と述べられた。また，リウマチ専門病院は，どちらかというと整形外科出身の

医師がイニシアチブを取るべきでないかともコメントされていた。しかし，現

在，生物学的製剤の登場により，内科の医師の活躍する場面も大きい。その

あたりから，引き続き，松原先生の経営に対するお考えをご紹介する。

リウマチクリニック，リウマチ病院の経営を考える

生物学的製剤時代の
リウマチ病院の体制は
どうあるべきか

生物学的製剤時代の
リウマチ病院の体制は
どうあるべきか

松原　司氏 後藤　眞氏

整形外科医の診療を助ける病院，
病診連携の必要性

整形外科医の診療を助ける病院，
病診連携の必要性

送り手側の不安感の
払拭はどうすべきか
送り手側の不安感の
払拭はどうすべきか

専門病院にとっての
リウマチ手術の意義
専門病院にとっての
リウマチ手術の意義

オープンシステムに
近い形も診療では実施
オープンシステムに
近い形も診療では実施
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今，お話をうかがっていると，

先生は，リウマチの診療・研究面でか

なり理想的な発展を遂げられていると

思います。例えばこれからの後進の育

て方で，クリニックと病院をどう使わ

れていますか。

後進の教育は非常に重要です。

ただ，現時点はスタートしていません。

今後我々でひとつのプログラムを作り，

とくに若い世代の先生をメイフラワー

病院で預かり，トレーニングしていく

システムを構築したいと考えています。

当病院は関節外科にかなり特化してい

ますので，その分野＝
イコール

関節外科の手術

で考えています。

どれぐらい手術数はありますか

人工関節では，年間150例ぐら

いです。膝，股関節，その他の人工関

節の関節外科としての手術が圧倒的に

多いです。またそれ以外の手術も，400

例ぐらいはあります。ですから，例え

ば関節外科医を育成するようなプログ

ラムを作って，募集という形にしてい

こうかと思っています。スーパーロー

テーションが終わった後，関節外科医

の専門医を目指す若い世代の人がいれ

ば，その方たちを教育できるシステム

を作っていこうと。毎年少しずつ関節

外科の手術がこなせるようになるプロ

グラムを今，考案中です。

現実に，まだスーパーローテー

ションは終わっていませんが，若い先

生方から問い合わせがありますか。

自分は興味あるのでやっていき

たいという人から，少数ですが問い合

わせがきていますね。

それは将来楽しみですね。関節

外科医を作るためのプログラムという

のは，一般的なものはあるのですか。

いいえ，一般的なものはありま

せん。ですから，関節外科，とくにリ

ウマチ性疾患で，初級クラスぐらいか

ら，中級クラス，上級クラスと段階的

にレベルを上げてトレーニングを行う

内容を考案していけばと考えています。

日本各地にリウマチセンター，

あるいはリウマチ科がありますが，そ

ういうところとの横の連絡や情報交換，

意見交換をされていますか。

現段階ではありません。今後は

検討すべきでしょうね。

そうですね。日本各地のリウマ

チセンターには患者さんが多数集まっ

ているわけで，そこでは必然的に医師

の治療に対する習熟度があがるわけな

ので，そのような臨床医の横の連携が

行われれば，もっと日本全体のリウマ

チ診療のレベルを押し上げると思いま

す。あるいは今後の若い人たちの教育

や治験，副作用のチェック，創薬に影

響を与えられるかもしれません。

新たな日本の医療改革関連法案

が公布されましたが，その影響に関し

てはどのような見解をもっていらっし

ゃいますか。

これは，医療経営に対して，か

なり首を締めるものと考えます。とく

に経営努力的なことをしなければ，や

っぱり7～10％近いぐらいの収益減が

起こります。政府は3％減といってい

ますが，そうではないと思います。今

後，中小病院では経営的には難しいと

ころが多数出ると思います。そこで，

これからの病院が生き残るために必要

なのは，基本的に患者さんサイドに立

つということです。リウマチの患者さ

んも，目の前に病院があるからそこで

リウマチを診てもらうという患者さん

はいないわけです。「私はリウマチだ」

リウマチだったらどこで治療してもら

ったらいい治療が受けられるか，とい

う，意識があるわけです。ですから，

病院経営も，重要なことは，はっきり

とした自己主張をもっている必要があ

るのです。

ある程度特化するということで

すか。

そうです。「この病院ではこの病

気は自信もって高度医療まで提供でき

ます」という，はっきりとした自己主

張をもつということが，病院経営上，

医療改革とか，そういう小手先のこと

にあまり影響を受けない病院づくりに

大切じゃないかと思います。

そうですね。そういう意味では

本当にリウマチ診療に特化する，レベ

ルを上げるために邁進するのが，優良

経営につながるということですね。

最後にうかがいますが，先生が

このような医療を目指された，理想の

モデル，あるいはきっかけがございま

したらお話いただけますか。

なぜ私の病院が「メイフラワー」

という名前なのかに，そのお答えに対

するヒントがあります。つまり理想の

モデルがあるわけではないのです。

Pilgrim Fathers（ピルグルムファザー

ズ）が，新天地を作るためにアメリカ

に渡った，そのときのフロンティアの

スピリットという，開拓をするという

意味もこめているのです。自分なりに

リウマチ医療の世界に挑戦している気

持ちがあります。

日本はリウマチ治療において非

常に特異な国だと思います。なぜなら，

アメリカやヨーロッパは，リウマチは

主に内科医が診る病気なわけで，整形

外科医はただ手術を頼まれたらそれを

実行することが多いわけです。一方，

日本はむしろ整形外科医がある程度イ

ニシアチブをとっていた歴史があるわ

けです。その点，欧米に比べればリウ

マチ医療に対する整形外科医の役割が

大きいといえるわけです。

そうですね。

内科医と整形外科医の占める位

置が欧米と違っている点が，日本のリ

ウマチ治療の特異性かと思います。そ

ういう意味では，松原先生の経営の方

向性は，日本のリウマチ医療にインパ

クトを与え続け，リウマチ医のあり方

を説いていく稀有なモデルだと思って

います。今後もぜひがんばってほしい

と思います。今回はどうもありがとう

ございました。 （文責　編集部）
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挑戦のしるし
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■Infliximab（レミケード）のクリニカルパス見本
左（職員向け）・右（患者さん向け）

■Etanercept（エンブレル）のクリニカルパス見本
左（職員向け）・右（患者さん向け）

今後の展開としての
後身の育成

今後の展開としての
後身の育成

個性的な病院が淘汰の波を
超えられるか

個性的な病院が淘汰の波を
超えられるか



日本リウマチ財団ニュース12 平成18年9月1日発行　No.78第三種郵便物認可

リウマチは慢性疾患ですから，外

来での再来診療が治療の大部分を占

めます。長期間の再来診療となるの

で，すでに20年～30年も同一のリ

ウマチ医にみてもらっている患者さ

んも少なくありません。したがって，

患者さんとの信頼関係を築きなが

ら，長期間にわたってリウマチ病状

を管理し、病勢をコントロールする

のがリウマチ再来診療です。そのた

めのいろいろの工夫を各リウマチ医

は行っています。

リウマチ患者さんは必ず定期的な

通院が必要ですから，なるべく患者

さんの負担にならない再来診療体制

が求められます。特に，リウマチ専

門の病院やクリニックなど，多くの

リウマチ患者さんが集まっている医

療施設はなおさらです。患者さんが

求める診療体制は①待ち時間が短い

こと，②病状の悪化・急変にすぐ対

応してもらえること，③十分な病状

説明や，薬の効果・副作用説明を受

けること，④主治医がリウマチ専門

医で，かつ同一の医師にみてもらう

こと，⑤整形外科医と内科医の連携

が十分行われること，⑥必要な時に

は入院加療ができることなどです。

これらの要求に対応するために

は，再来は診療時間を予約制にする

ことですが，十分な診療時間を確保

することが問題です。一般的には30

分毎の予約で，30分間に3～4名位

かと思います。また，予約外や急変

した患者さんのため、少し昼休み時

間を長めに設定するのも一つの工夫

です。主治医が変わる問題は個人の

診療所ではありませんが，病院では

医局の人事もあり，なかなか難しい

問題で，部長・医長の管理者クラス

が，時々（3～6ヵ月毎）変わって

いく医師の患者さんを診察して補う

しかないように思われます。

整形外科と内科の連携は病院であ

れば定期的に合同カンファレンスを

設けたり，同一の外来診療棟，同一

の病棟勤務となれば日常の連携がス

ムーズになります。診療所の場合は

病診，診診連携になりますが，幸い

最近病院は外来再来患者数の抑制の

方向にあり，紹介状を持った新患は

どこの病院でも歓迎されるようで

す。診療所でみている患者さんの入

院についても同様です。図1に当ク

リニックでの最近のリウマチのため

の病診連携の状況を示しています

が，やはり入院手術が多くなってい

ます。診療所からの病診連携がスム

ースに行くためには，地域のリウマ

チ専門病院主催の症例検討会や研究

会に日頃から積極的に参加して，医

師同士の個人的なつながりを持つこ

とが肝要です。

2. 病状管理

1）リウマチ疾患活動性評価と再来

周期

再来毎のリウマチ病状を正確に把

握して，治療方針の継続または変更

を決めることが，リウマチ治療の基

本となります。疾患活動性の評価は

他覚的には血沈・CRPの炎症マーカ

ーが悪化または改善方向にあるか，

疼痛・腫脹関節数の増減などです

が，最も症状を的確に反映するのは

患者さんの自己評価のようです。医

師の評価もこれに影響されやすくな

ります。患者さんの評価は痛みや健

康度のVAS（Visual analog scale）や

5段階評価による痛みや改善度評価

などがありますが，実際には

患者さんの改善度評価が最も

実用的です。リウマチが「良

くなった」「やや良くなった」

「変わらない」「やや悪くなっ

た」「悪くなった」のいずれか

で，これは炎症マーカーの動

きや，痛みのVAS値によく連

動しています。したがって，

再来診療時にまず問診するこ

とはリウマチが良くなったか

悪くなったかの患者さんの評

価です。次いで，全身の関節

をさっと診察し，特に痛みの

ある関節などの所見を記録します。

従来リウマチの疾患活動性評価は

ACRコアセットが用いられていまし

たが，一般臨床では煩雑すぎます。

最近は比較的簡便なDAS28評価

が多用されつつありますが，これも

すべての患者さんには大変な作業と

なります。これらの評価法は学術的

データーが欲しい新規抗リウマチ剤

や生物学的製剤に限り，日常診療は

炎症マーカー，患者評価，関節所見

などから医師評価を総合的に行いま

す。なかでも，患者さんも医師も最

もわかりやすいのはCRP値の変動

で，もう1つの炎症マーカーの血沈

は貧血が関与しますし，反応もCRP

よりやや遅れて変動します。

再来の周期は症状安定例では4週

から12週で，MTXとレフルノミド

は副作用の管理から可及的に4週間

隔としますが，他の抗リウマチ剤で

症状安定例は8週から12週の長期処

方になることもあります。

しかし，これも患者さんに合わせ

る必要がありますし，不安が強い例

や症状が安定していない例，抗リウ

マチ剤投与開始例（3ヵ月以内）は2

週毎や4週毎となります。

2）長期的な病状管理

通院期間が長いリウマチ患者さんは

10年以上になることも珍しくありま

せん。したがって，長期間の病状管理

をしっかりしなければなりません。使

用した抗リウマチ剤の期間や副作用な

どの薬物使用歴の他，手術歴，X線検

査歴，骨塩量検査歴，入院歴，骨折な

どの合併症歴などを記録し，すぐ解る

ようにします。当クリニックでは後述

の「リウマチ診療用コンピュータシス

テム」を利用していますが，紙カルテ

の場合は治療歴が長くなると整理が大

変となります。したがって，カルテと

は別に患者さん個別のノートを作成し

て整理したり，カルテに各々の治療歴

をまとめて記入する用紙を加えたり工

夫をします。

①リウマチ治療歴の管理

前述の疾患活動性評価が最も大事

です。数ヵ月前までの評価はカルテ

を見れば解りますが，長期（1年以

上）となると把握しにくくなります。

この場合は，CRPと血沈の炎症マー

カーの推移を折れ線グラフに整理し

ておくと，一目瞭然で分かりやすく

なります。これにステロイド剤の投

与量，使用したDMARDsを経時的

に併記しておくと薬剤の効果も判定

でき便利です。

例えば，最近ではCRP値が上昇傾

向 に あ る 時 ， 現 在 使 用 中 の

DMARDsを中止して，他剤に変更

するか，使用中のDMARDsに上乗

せして追加併用するかを判断します

が，使用中の初期効果とその後の維

持療法が良ければ，追加併用を考慮

します。このような場合に，炎症マ

ーカーと使用薬剤が一覧になった図

表があれば瞬時に判断できます。忙

しい再来診療の時はこのような図表

が大変有用です。

②不定期な検査や手術歴などの管理

1～3ヵ月毎の定期的に行う炎症

マーカーや，腎・肝・血液検査結果

は検査台紙に経時的に整理して貼っ

ていきますが，不定期に行う検査は，

予定表などを作ってチェックして行

うと検査もれが防げます。例えば生

物学的製剤投与中例でのβ-D-グルカ

ン，骨粗鬆症合併例での骨塩量測定，

MTX投与例でのKL-6などがそうです。

X線検査も年に1回は病期進行度

判定のため手・足の撮影を行います

が，忘れないように誕生月に撮影す

るように決めておくのも1つの工夫

です。また，免疫抑制剤や生物学的

製剤投与例ではある程度定期的な胸

部X線撮影も必要となります。加え

て，関節症状のある各関節のX線撮

影もその都度行いますが，これも整

理されないと数ヵ月前にすでに撮影

していたり，逆に数年もX線評価を

していなかったりします。このよう

なことがないように，X線検査所見

も一覧表にまとめますが，表にはあ

まり細い所見も記載しようとすると

面倒になります。

記入するのは簡単にstage分類か

Larsen分類で十分で，必要があれば

その時のX線フィルムを取り出して

再度読影をします。

3. リウマチ診療用コンピューターシ

ステム

私がプログラマーに依頼して作っ

たリウマチ診療用のソフトで，すで

に20年以上使用していて，そのつど

改良してきたものです。

前述のCRP，血沈などの検査がグ

ラフ化され経時的に表示されます

し，下段には使用している薬剤（ス

テロイド剤，DMARDs，生物学的

製剤など）の投与量が表示でき，炎

近藤正一　近藤リウマチ・整形外科クリニック院長

リウマチ診療の再診

再来診療体制1

病状管理2
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図1 RA疾患特異性による病診連携例
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症マーカーと治療薬との関係が同一

画面に一覧できます（図2）。また，

1ヵ月毎から2，3，6ヵ月，1年毎と

長期間の経過のグラフに変えること

もできます。このコンピュータで短

期から中・長期の病状変化が容易に

把握できますし，使用薬剤の薬効判

定も容易となります。

また，画面を変えてX線検査歴，

手術歴も整理して入力できます。加

えてACRコアセットが入力できる

よう人体図，M-HAQ，VASなども

入力可能となっています。

このソフトについては下記のホー

ムページを御参照ください。

（http://www.geocities.jp/hapyha

py45/）

4. リウマチ再診を短時間で行う工夫

まずは，その患者さんのリウマチ

の状況をすばやく診断することで

す。コントロールが良好または改善

傾向にあれば，特に問題なし，時間

もあまりかかりません。しかし，コ

ントロール不良や副作用の訴えなど

があれば，薬剤の変更や追加が必要

となり，ある程度時間がかかります。

再来では良好な例は短時間で，不

良例はしっかりみることです。この

ようにして不良例を減らすことが，

次からの再来時間の短縮にもつなが

ります。コントロール良好か，不良

例かの判断は，図2の炎症マーカー

と使用薬剤のコンピューター画面を

使って判断します。

さらに，再来では検査の説明をし，

その日の全身の関節を一応すべてさ

っとみます。関節の診察は両手から

肘，両肩そして膝，足部と関節腫脹

をみながら，四肢を伸展させながら

触診していきます。

最も時間がかかるのは患者さんの

訴えに応じることですが，特に訴え

や不安が強い患者さんには前もって

リウマチ手帳に質問事項などを記入

してもらっておきます（図3）。

話しを聞くより，これを読んで答

える方が的確に回答できますし，時

間もずいぶん短縮できます。

また，リウマチ手帳には人体図が

ついていますので，前もって疼痛関

節をチェックして自己申告してもら

えば，これも診療時間の短縮になり

ます。

5. リウマチ患者さんとの信頼関係

リウマチでは再来診療は長期間と

なりますので，医師と患者さんとの

信頼関係を築きあげていくことが大

切です。このためにはまずリウマチ

が良い時は医師も一緒に喜び，悪い

時はリウマチを改善しようと医師も

親身になって努力することです。こ

のような医師の態度が，患者さんの信

頼関係を得ていくものと思います。

また，時には旅行の楽しい話や，

家族の悩みごとなどを聞くことも必

要です。カルテにちょっと「いつど

こに旅行する」とか，「家族が病気

した」など記入しておいて，次の再

来時にこれらの話しをすると，より

患者さんとの親密度が増します。

リウマチの再来診療では単に病を

みるのみではなく，患者さんの家庭

環境や社会的環境も把握して，人間

的なつながりをもった（友人的では

ありませんが）医師と患者さんとの

関係になるように努力します。

リウマチ再診を
短時間で行う工夫4

リウマチ患者さんとの
信頼関係5
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図2 リウマチ診療用コンピュータ画面 図3 リウマチ手帳の利用

赤線が血沈，青線がCRPです。下段にあるステロイド剤やMTXの投与量と連動している

のがわかります。

〈ご面倒ではございますがコピーをおとりになるか切り取ってお送り下さい。〉
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RAは全身の関節に炎症性変化を来

す疾患であり，初期には活動性関節

炎による関節腫脹，関節痛，腫脹や

痛みによる可動域制限などがみられ

るが，疾患の進行とともに徐々に関

節破壊がすすみ，骨破壊に伴う疼痛

や可動域制限，筋力低下などが起き

てくる。また，発熱，体重減少，全

身倦怠感などの関節外症状や，間質

性肺炎などのRAに特徴的な合併疾患

を来すこともある。

したがってRAのリハビリテーショ

ンでは，罹患関節の部位，問題関節の

状態，全身的な症状などにあわせた対

応が必要となってくる。さらにRAは

慢性進行性の疾患であり，これらの状

態は徐々に変化していくため，病期に

よってリハビリテーションアプローチ

法を変えていく必要がある。

発症早期では，急性炎症による強

い関節炎に対しては局所に対する装具

療法などで，安静をとることが望まし

い場合もあるが，可動域制限などの機

能障害の発生を予防しADLを維持す

るためには，適度な運動療法を併用す

ることが効果的である。また，痛みや可

動域制限により，ADLの制限を来すこ

とが多く，自助具の使用や関節保護な

どを含めたADL指導を早期から行う。

疾患がある程度進行してくると，

関節破壊による可動域制限や筋力低下

などの機能障害がみられてくるため，

機能障害を改善するような運動療法，

変形の進行予防や矯正のための装具療

法などのアプローチを行っていく。

晩期になり，不可逆的となった高

度な機能障害に対しては，機能を維持

するための運動療法に加え，自助具な

どの代償手段をもちいてＡＤＬを改善

する指導を行うとともに，機能障害に

あわせた住環境整備や介護サービスな

どの社会的資源を利用することで，生

活機能を維持していくような指導を行

う必要がある。

このようにRAに対するアプローチ

では，疾患コントロールのための治療

と，障害に対するケアとが並行して行

われる。長期にわたり徐々に機能障害

が進行するRA患者が，疾患をもちな

がらも生活機能の維持・改善をはか

り，社会生活行っていくためには，病

院での治療に携わる医師，看護師，リ

ハビリテーションスタッフなどの各専

門医療スタッフのみならず，保健師，

介護福祉士などの地域の医療・福祉に

たずさわる様々な職種が協力してアプ

ローチを行う必要がある。

RAのリハビリテーションの特徴

リウマチ・リハビリテーション
第2回

新潟県立瀬波病院リウマチセンター　リハビリテーション科　医長　

可井堀 奈

早　期� 中　期� 晩　期� アプローチ�
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レ ン ト ゲ ン ク イ ズ

QQQQuuuu''''eeeesssstttt----cccceeee qqqquuuueeee cccc''''eeeesssstttt ？？？？？？？？？？？？
協和会病院リウマチセンターセンター長　村田 紀和

第15問　【症例】52歳，女性　
若年時から関節の変形が見られたが、炎症症状は強くなく関節拘縮が
高度である。

後藤　眞先生提供

第14問　【症例】34歳，女性
これだけで考えてみてください。

第14問解答　カシンベック病

小松原良雄先生提供

【第14問解説】若年性に対称性多発性関節症変化が見られ，全身的な影響がうかがえる。
問題図では通常の手の変形性関節炎と異なり，DIPやPIPよりもむしろMP関節に変形が強
く認められる。骨棘形成，関節裂隙の狭小化ばかりでなく，骨頭の扁平化や関節によって
は関節裂隙の拡大も認められ内軟骨性の成長障害を伴うと考えられる。
同症例の下図（真塚健夫先生提供）ではDIP，PIP関節変化も強いが，やはりMP関節の変
化が特徴的である。肘，膝，足関節にもOA様変化が見られる。

一昨年まで，急行も止まらない郊外の私

鉄沿線の駅近くに住んでいました。看護師

達との久しぶりの宴会が跳ね，いつもより遅

めに電車を降りますと，私のすぐ前を疲れ切

って背を丸めてとぼとぼと力無く歩く小太り

な初老の男性がいました。数ヶ月前にも一

度，同じような見覚えのある背中から，ひょ

っとして大学の同級生のA君ではないだろ

うかと思い出しました。その時も，あまりにも

疲れた後ろ姿だったために，声を掛けるの

が躊躇われました。しかし，同窓会名簿で

お互いの自宅が，本当に目と鼻の先である

ことを確認してありました。A君とは，短期間

でしたが，東大の旧物療内科で同じ研究

室に在籍していましたが，地味で大人しい

性格であるうえに，消化器を専攻としていた

ためにそれほど深い交流があったわけでは

ありませんでした。一方，私が，名古屋で，

彼が三重出身ということで，共通の場所の

思い出で話が弾むこともあり，気になる存在

でした。同年齢ですから，私もA君も，もう

還暦を迎える団塊の世代真っ直中です。医

療という人間社会の極限的なストレスに晒さ

れる領域で，３０年以上も活動すれば，加

齢ストレスは加速されるでしょう。事実，医師

の平均寿命は長くはありません。老年を如

何に乗り切るか？これは今後すべての人間

にとって突きつけられる課題だと思われます。

万人向きの答えは，ないとおもわれますので，

おそらく各人がそれぞれ見つけざるを得な

いでしょう。また。それを見つけるのが，ある

意味では人生の意味かもしれません。ヒン

トは古来からいくつも用意されていますが，

今回は，あるギリシャ神話の寓話から引用

させていただきます。

湯浴みを偶然見られた女神アテネは，テ

イレシアスを盲目にしてしまいました。アテネ

は気の毒に思い，目を元通りにしようとしまし

たができませんでした。そこで，代わりに未来

の予知能力を授けました。しかし，未来の

予知能力はテイレシアスになんの幸せももた

らしませんでした。なぜなら，未来をいくら予

測できても，未来を変えることができなかっ

たからです。テイレシアスはテーベの王様オ

イディプスに「いくら高度な知識があっても，

役に立たなければ，悲しみ以外の何者でも

ありません」と嘆いたそうです。我 の々医療

でも，老いの未来についても当てはまるかも

しれません。

現在，郊外から，都心に近いところに居

を移しました。まことに樹木や家並みに恵ま

れた地区で，休日には，妻と散歩を愉しんで

いますが，驚いたことに，半径１キロ以内に，

介護施設，デイサービスがてんこ盛りです。

また，広大な邸宅の垣根越しに，一人ぽつ

ねんと日向ぼっこをする孤独な老人の姿を

よく眼にします。ある日曜日の散歩の途中で，

ランニング姿のA君にばったり出会いました。

郊外の私鉄沿線で見かけた以前のA君と

は別人で，若 し々く力強い精悍そうな様子

でした。お互いの近況を話しあいますと，奥

さんが３年前にガンで亡くなり，つい最近，再

婚し，子供がもうすぐ生まれるのでこの近く

に引っ越してきたとのことでした。以前見た

A君の寂しそうな様子は，老いの後ろ姿だ

けではなかったことを知りました。また，ヒト

は，直線的に老いるわけではなく，若返るこ

とも可能なんだなと実感し，時 ，々A君の今

後の様子を観察してやろうといたずらな気持

ちが湧いてきました。 （後藤眞）

若返った同級生

羽生忠正　長岡赤十字病院リウマチ科整形外科部長
内田詔爾　内田整形リウマチクリニック院長

委員長：後藤　眞　桐蔭横浜大学先端医用工学部教授

尾崎承一　聖マリアンナ医科大学リウマチ・膠原病・アレルギー内科教授

【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】

事務局だより

財団では，平成19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14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

（直近5年間の財団の証明書によるもの）
なお，申請期間は平成19年1月1日か

ら3月31日までです。

リウマチ登録医で下記年度に登録医に
なられた方は，来年度，資格更新者に該
当いたしますので，更新の条件により研
修単位取得等をお心掛けください。
◎昭和61年度，平成元年度，平成4年度，

平成7年度，平成10年度，平成13年
度，平成16年度の登録医
なお，申請書類は11月頃にお送りい

たします。

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 ご寄付いただける方は，当
財団までご一報下さい。

●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】
（2006年8月）

奥田富美江様（滋賀県）
久史麿様（東京都）

岩瀬清子様（東京都）




