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まずは，年の初めに当たり，日頃よ

り健康行政に対する格別の御理解と御

協力を頂戴していることに，改めて厚

く御礼を申し上げます。

健康局が担う行政は，公衆衛生の向

上や国民の健康増進など，国民一人一

人の健康に直結する分野であり，常に，

新しい課題が生まれていると申し上げ

ても過言ではありません。私といたし

ましても，国民の皆様が安心して暮ら

すことができる社会の在り方を見据え

ながら，健康行政をめぐる課題の一つ

一つについて着実に取り組んでまいり

たいと存じます。

特に，急速な少子高齢化の進展に伴

い，疾病構造も大きく変化してきてお

ります。生活習慣病対策は，医療制度

改革の一環としても位置づけられまし

たが，医療費適正化の観点だけではな

く，健康寿命の延伸という面からも重

要な課題です。「健康日本21」の中間

評価や「新健康フロンティア戦略」策

定に向けた「賢人会議」におけるご議

論等を踏まえ，国民各層を対象とした

各種施策を推進してまいります。

生活習慣病対策や健康づくりにおい

ては，個人の意識や行動に働きかける

ような，国民運動を展開することが必

要です。このため，「食育」の推進を含

め，運動・食生活・喫煙等の各分野の

取り組みをより一層充実強化いたしま

す。医療制度改革においては，メタボ

リック・シンドロームの概念を導入し，

医療保険者による健診・保健指導の強

化を図ることとしておりますが，生活

習慣を見直すきっかけとなる支援をど

のように行うのかなど，効果的・効率

的な取組みを鋭意進めてまいります。

また，地域保健対策につきましては，

新興感染症や自然災害等の健康危機事

例に対応するため，地域における健康

危機管理体制を強化してまいります。

先の臨時国会におきまして，改正感染

症法が成立いたしました。感染症をめ

ぐる昨今の状況を適切に踏まえなが

ら，新たに導入された病原体等の管理

制度等について円滑な施行等に取り組

むとともに，引き続き，結核対策の着

実な推進に努めてまいります。

新型インフルエンザをめぐっては鳥

インフルエンザに関する各国の状況等

をみても，国際的に予断を許さない状

況になっています。昨年には，関係省

庁において机上訓練を実施し，政府全

体での連携体制を確認したところであ

りますが，引き続き，「新型インフルエ

ンザ対策行動計画」を具体化するため，

フェーズ４以降のガイドラインを策定

するなど，早急に各種マニュアル等の

更なる充実を図ってまいります。また，

事態に応じて，適切な対応が講じられ

るよう必要な準備を進めてまいります。

がん対策につきまして，昨年六月，

「がん対策基本法」が成立し，昨年十

一月からは，患者や専門家の方々によ

る意見交換会を開催しております。今

後も患者や専門家の方々のご意見もい

ただきながら，「がん対策推進基本計

画」の策定等，総合的・計画的に対策

を推進してまいります。

難病対策につきましては，昨年末の

特定疾患対策懇談会の「取りまとめ」

や与党厚生労働部会における決議も踏

まえながら，引き続き治療法等の確立

と普及を図ってまいります。また，難

病相談・支援センター事業により，地

域における難病患者の生活支援等に取

り組んでまいります。

ハンセン病対策につきましては，患

者・元患者の方々の福祉の増進を図ると

ともに，ハンセン病資料館がリニューア

ルオープンする予定です。シンポジウム

を全国各地で開催するなど，今後とも，

名誉回復やハンセン病に関する普及啓発

等を着実に推進してまいります。

さらに，患者や感染者が増加し続けて

いるエイズにつきましては，普及啓発，

保健所等における検査・相談体制の充

実，医療提供体制の充実強化を図ること

が急務であり，エイズ予防指針を昨年四

月に改正したところであります。患者

や感染者の人権に十分配慮しつつ，エイ

ズ対策をより一層推進してまいります。

また，総合的な対策が求められている

肝炎対策につきましては，利便性を考慮

した検診の強化など早期発見，早期治療

の促進，治療水準の向上によって，感染

皆様におかれましては，穏やかな新

年をお迎えのことと思います。

平素は，当財団の諸事業の推進に深

いご理解とご協力を賜っていることに

対し，財団を代表いたしまして御礼申

し上げます。

さて，財団法人日本リウマチ財団は，

昭和62年11月に当時の厚生省の許可を

得て設立されて以来，多くの理解者の

ご支援，ご協力によりリウマチの制圧

のための啓発事業や教育研究事業など，

各種の事業を実施してまいりました。

本年で20周年を迎えるため，横浜で開

催されるアジア太平洋リウマチ会議の際

には，国内外から多くの参加者を迎えて

の『20周年事業』を計画しております。

現在，登録医を中心に，①名簿の発行，

②教育研修やケア研修の研修事業の実

施，③財団ニュースの発行などを行って

います。さらに当財団では，リウマチ関

連研究に優れた功績のあった方々に対す

る種々の賞を設け，海外の優れた研究者

を対象とした国際賞や若手の研究者に対

する奨励賞なども授与しています。そし

て登録医などリウマチ診療の第一線にい

る医師に対しては，「基本テキスト」や

「診断のマニュアルとEBMに基づく治療

ガイドライン」を引き続き発行しました。

患者さん向けの分かりやすいガイドライ

ンも発行しました。

さらに，一昨年から実施しています

生涯教育としてe-メールとCD-Romを

利用した「e-ラーニング」の実施につ

きましては，各方面から好評を得てい

るところでございます。

昨年のリウマチ月間の恒例行事とも

なりました「リウマチ月間リウマチ講

演会」は，会場を新丸ビルのホールに

変更して実施しましたが，立ち席まで

の立錐の余地の無いほどの多くの患者

さんや関係各位の参加を戴き，リウマ

チ治療の啓発活動に大きな役割を果た

すことができました。

また，災害時におけるリウマチ患者

さんへの支援のあり方について，関係

する団体や機関の代表に加わっていた

だいた，「災害時リウマチ患者支援検

討会」を設置し，総合的な検討を進め

ているところです。

このように当財団は，リウマチの制

圧に向けて種々の事業を実施しており

ますが，これもひとえに皆様方のご理

解とご支援の賜物と感謝いたしていま

す。

当財団は今年も新しい企画を加え，

更なる努力を重ねてまいる所存でござ

いますので，今後とも宜しくお願いい

たします。

簡単ではございますが日ごろの感謝

の意と今年度の抱負を述べ，新年のご

挨拶とさせて頂きます。

本年もご協力の程を宜しくお願いい

たします。

新年明けまして
おめでとうございます。

社団法人　日本リウマチ友の会
会長

長谷川三枝子

厚生労働省
健康局長

外口　崇

日本リウマチ財団
理事長

久史麿

厚生労働省健康局長
外口　崇

日本リウマチ財団　理事長

久史麿　

本年，当会は発足47年となります。

会の歴史と共にリウマチ患者をとりま

く医療・福祉・社会環境は大きく変わ

ってまいりました。

これは，当会が５年ごとに実施して

いる会員の実態調査をまとめた｢リウ

マチ白書｣の中に如実に反映されてお

ります。

近年，薬の選択肢が増え，手術療法

も進展し，“リウマチ治療の新たな時

代”を迎えたといわれる中で，患者が

心掛けておかなければならないこと

は，正しい知識と情報を持つことです。

昨年発行された「患者さんのための

関節リウマチ治療ガイドライン」は，

当会経由で多くの患者が読んで療養生

活の指針としております。一方，病気

についての情報を全く持たず，治療も

受けずに進行・悪化させている患者が

いることも事実です。

これからも，当会の機関誌『流』や

シンポジウムの場などを通して，正し

い情報の発信を続けてまいります。

よろしくご指導くださいますようお

願い申し上げます

新年のご挨拶を
申し上げます

社団法人　日本リウマチ友の会 会長

長谷川三枝子

新年を迎え，
謹んで年頭の御祝辞を申し上げます。
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者の健康の保持増進や不安の解消を図る

ことが重要であり，こうした観点に立っ

て対策の充実を図ってまいります。

リウマチ・アレルギー対策につきま

しては，「リウマチ対策及びアレルギ

ー疾患対策の方向性等」（平成十七年

十月）に基づき，今後のリウマチ・ア

レルギー対策を総合的・体系的に実施

することとしております。

臓器移植につきましては，昨年，生

体移植をめぐり問題が発生いたしまし

た。厚生労働省といたしましては，関

係学会と連携し，必要な調査を進める

とともに，生体移植についての必要な

ルールを検討してまいります。また，

現在，国会において継続審議となって

いる臓器移植法改正案の動向について

注視しつつ，引き続き，適正かつ円滑

な臓器移植の実施体制の整備に取り組

んでまいります。

また，造血幹細胞移植対策につきま

しては，本年度中に骨髄バンクのドナ

ー登録者三十万人目標を達成できるよ

う，必要な支援を行うとともに，より

移植に適したさい帯血を確保するよう

取り組んでまいります。

水道関係の施策につきましては，簡易

水道の統合を促進するための補助の重点

化や「地域水道ビジョン」の策定を推進

し，「水道ビジョン」に掲げられた施策

の着実な実施を図ってまいります。

さらに，生活衛生関係営業につきま

しては，引き続き政策的な融資制度の

充実，生活衛生同業組合の活動に対す

る支援や生活衛生営業指導センターの

経営指導体制の強化を図るなど，生活

衛生関係営業の一層の振興発展に努め

てまいります。

このほか，原爆被爆者対策については，

引き続き，保健・医療・福祉にわたる総

合的な援護施策を推進してまいります。

本年も国民の皆様の健康を守り，安

心して暮らしていただくことができる

よう，鋭意，取組みを進めてまいりま

す。健康局の行政に対する皆様の一層

の御理解と御協力を心からお願い申し

上げ，私の新年のご挨拶とさせていた

だきます。

「リウマチ性疾患医療公開シンポジウム」開催

実施主体　　財団法人日本リウマチ財団

後援　　　　厚生労働省（予定）

社団法人日本リウマチ友の会（予定）

線維筋痛症友の会（予定）

対象者　　　リウマチ性疾患患者・家族及び医療・薬品開発研究者
日時　　　　平成19年

2月27日（火）14：00～17：00 
「リウマチ医療公開シンポジウム」

2月28日（水） 9：00～16：30 
「線維筋痛症研究の進歩」

場所　　　　都市センターホール　オリオン

東京都千代田区平河町２－４－１　

TEL 03-3265-8211

各200名

参加料　　　無　　料

プログラム詳細

①リウマチ医療公開シンポジウム
講演
１関節リウマチ患者では何が起きているか

国立病院機構相模原病院長　越智隆弘

２リウマチを早く見つけるには
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科病態解析

・解剖学講座教授　江口勝美

３リウマチ治療はここまで進んでいる
（1）薬物治療の立場から

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

（2）機能再建の立場から　　　　
国立病院機構大阪南医療センター副院長　米延策雄　

②線維筋痛症研究の進歩
基調講演
―線維筋痛症研究この1年間の進歩―
聖マリアンナ医科大学　難病治療研究センター　センター長　西岡久寿樹

第一部　線維筋痛症研究の進歩
１）線維筋痛症の痛みの分子メカニズムとその制御へ向けて　

長崎大学医歯薬学総合研究科　薬学系教授　植田弘師

２）疫学と病態
藤田保健衛生大学七栗サナトリウム　内科教授　松本美富士

３）線維筋痛症のトータルマネージメント
聖マリアンナ医科大学　精神神経科講師　長田賢一

４）線維筋痛症の相談室の現状と治療のネットワークの構築
聖マリアンナ医科大学　難病治療研究センター　助教授　加藤智啓

第二部　線維筋痛症のケアーへのアプローチ
１）病態把握のために

行岡病院　院長　行岡正雄　

２）薬剤療法について
長野県厚生連篠ノ井病院リウマチ膠原病センター　リウマチ科医長　

浦野房三　

３）心身医療面から
日本大学医学部　内科学教室心療内科学講師　村上正人

第三部　線維筋痛症をめぐるトピックス
１）睡眠呼吸障害と線維筋痛症

東京大学医学部附属病院　精神神経科講師　土井永史

２）Pain Visionを用いた「いたみ」の計量化について
聖マリアンナ医科大学　難病治療研究センター　講師　岡寛

３）カウンセリング側からみた線維筋痛症の痛みについて　　　　
虎の門会中島クリニック　臨床心理士　高橋忍

４）小児にみられる線維筋痛症について
横浜市立大学医学部　小児科教授　横田俊平

第四部　患者様と療養相談会

実施主体

後　　援

日　　時

場　　所

対 象 者

参加予定者

参 加 料

緊急告知

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
（財団の証明書によるもの）

なお，申請期間は平成19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19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。
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ACRのような欧米における研究発表

の場は，学術的な知識の吸収もそうで

あるが，日本のリウマトロジストと欧

米のリウマトロジストとの貴重な交流

の場でもある。多くの医学領域で，知

識の輸入超過の中，Infliximab（レミケ

ード）のPMS報告を始め，最新のイン

ターロイキン阻害薬Tocilizumab（アク

テムラ）の臨床試験報告など，リウマ

チ領域は意外にも情報の発信元が日本

であることが少なくない。

昨年はPMS明けのエビデンスとし

て，Infliximab（レミケード）の報告が

目立っていたが，本年は米国でも

Adalimumab（ヒュミラ）も上市され，

関心はまだ市場に出ていない日本発の

Tocilizumabの成績や，出揃った観のあ

る生物学的製剤の使い分け，コストを

見据えた上での治療レジメンに移りつ

つあるように感じられた。このあたり

は，会場でお会いしたオピニオンの先

生方の声にも散見された。

その一方で，あまりに巨大になって

しまっているその学会規模と，多岐に

わたって採択された膨大なポスター発

表を物理的，時間的に見て回る困難さ

に，学会のあり方として疑問を投げか

ける先生がいらっしゃったことは，ほ

ぼ同時期に開催された全米最大規模に

近いAHAなどと比較され，検討される

べき課題であろう。

日本人の活躍としては，12 日の

Opening Lecture and Awardsに，Dr.

Tadataka Yamada（President of Global

Health Program at the Bill and Melinda

Gate Foundation）が選出され，学会の

冒頭を飾ったほか，Daily Newsには横

浜市立大学教授の横田俊平 氏の多関節

型および小関節型の若年性特発性関節

炎に対するTocilizumabの研究報告が掲

載され，EULARに引き続きプレス発表

の場も与えられたこと。最後のPlenary

Session III（Discover 2006：Systemic

Lupus and Scleroderma）では，石田

済 氏（金沢大学大学院医科学研究科皮

膚科学教室）が，抗がん剤Imatinib

（glivec）による全身性強皮症下の線維

化抑制の可能性を検討した報告が行わ

れDaily Newsでも取り上げられたこ

と。また，編集委員レポートでも，亀

田総合病院に在籍している岸本暢将 氏

がDistinguished Fellow Awardを受賞

したことなどが報告されており，日本

人の活躍とその注目度が高いことが示

されているようだ。

EULARに引き続き注目を浴びるTocilizumabの
研究報告。写真はプレスカンファレンスで発表す
る横田俊平氏（横浜市立大学教授）

Imatinibの講演を行う石田済（わたる）氏の映像

オピニオン一問一答

長崎大学医学部・歯学部附属病院院長

病態解析医学内科学第一

教授　江口勝美氏

―　採択演題の印象は？

生物学的製剤が発表のかなりの部分を

占めている観がまずある。そのうえで，

昨年に比べて新しいものが続々出てき

ている。たとえばrituximabを含めてさ

まざまな生物学的製剤がいっせいに出

揃った感じがする。しかもそれらが，

RAだけではなくて，ASや乾癬関節炎

など，どんどん適応の幅が広がってい

ることを感じる。

―　この動きは日本に影響があるか？

日本でも，より難治性疾患に適応は広が

っていくと考える。ただ，欧米と疾患の

ポピュレーション，民族差があるので，

日本的なアプローチも必要だろう。

自治医科大学内科学講座アレルギー

膠原病学部門　教授　簑田清次氏

―　今回のACRに寄せる期待は？

生物学的製剤の生命予後に関してのデー

タに関心がある。最近は少しずつ，リ

ウマチ患者の生命予後を延ばしている

データが出始めているのでそれに注目

していた。というのは，関節の病態を

改善するというのは，生物学的製剤と

してある意味当然なのだが，「寿命まで

延ばす」ということに興味を持ってい

るからだ。

（そういうデータが出揃うと）患者さん

に生物学的製剤を処方する際，より説

得力のあるお話ができると思う。

埼玉医科大学名誉教授　安部達氏

―　採択演題の印象は？

玉石混交という観が第一印象である。

オーラルセッションを中心に聴講して

いるが，その質にばらつきが有り，こ

こ数年にくらべて多少企画の不手際を

感じる。しかしその中でも，生物学的

製剤の発表が極めて多数発表されてい

ることが大きな特徴だろう。それもそ

の内容がRAばかりでなく他のリウマチ

性疾患に勢いよく広がってきているの

が去年までとは大きく違う点だ。

この傾向は，「効いた効かない」とい

う点よりも，いままで漠然としていた

難治性の病態の病因解明につながるか

もしれない。たとえば抗CD-20抗体の

適応など，リウマチを取り巻く免疫系

の複雑さを示すと同時に，（この発表の

賑わいが）解明の何らかの糸口になる

のではないかと今回の学会で思った。

京都大学大学院医学系研究科臨床免疫

学教授　三森経世氏

―　今回のACRの印象は？

まず，ポスターなどの演題が多すぎる。

これだけの数を実際にフォローするの

は大変である。

―　採択演題の特徴は？

今年は，米国でも生物学的製剤は出つ

くした様相があるので，次にその適応

範囲に対して関心が移っているように

感じる。採択された演題もその傾向が

あると思う。（単に効き目の話だけでな

く）使い分けのような面がこれからは

必要になっていくだろうと，演題を見

るにあたって思った。

ポスター会場にて江口勝美氏 会場のエントランス付近で蓑田清次氏 ポスター会場を精力的に回っておられた安部達氏 ポスター会場でお話を頂いた三森経世氏

京都大学大学院医学系研究科臨床
免疫学教授　三森経世氏

埼玉医科大学総合医療センター
名誉所長　安部達氏

自治医科大学内科学講座アレルギー
膠原病学部門 教授　簑田清次氏

長崎大学医学部・歯学部附属病院
院長　病態解析医学内科学第一
教授　江口勝美氏

Opening Lecture and Awardsで講演する
Dr. Tadataka Yamada

ACRには日本から多くのリウマトロジストが渡米する。今回も

弊紙の編集委員である山村昌弘委員，岡田正人委員を含めて，多

くの専門家が最新のリウマトロジーの先行きとその推移を見極め

るためにワシントンDC入りしている。今回は，このお二人のリ

ポート，そして特別レポーター平形道人（慶応大講師）氏の特別

寄稿とともに，日本人ドクターの活躍と学会場で拾った専門家の

声をお届けする。

★



11月10日～15日にワシントンDCに

おいて開催された第70回ACRは，国内

外から13,000名の参加者を集め過去最

大規模の学術集会となった。リウマチ

学の基礎から臨床まで最新の話題を幅

広く網羅しており，EULARに比較する

と基礎研究に関する内容の充実が目立

った。紙面に限りがあるので，ここで

は，現在のリウマチ学の課題と展望を

理解する上で有用と思われる｢The Year

in Review｣と ｢ACR Concurrent

Abstract Super Session｣を紹介したい。

｢The Year in Review｣

文字通り2006年に発表された重要な

論文を紹介するもので，基礎研究に関

してはWeill Medical CollegeのSalmon

教授が，臨床研究に関してはUCLAの

Furst教授が担当した。基礎研究では，

結晶性関節炎の原因となる尿酸ナトリ

ウム結晶およびピロリン酸カルシウム

結晶がカスパーゼ 1 を活性化する

NALP3（cryopyrin）inflammasomeを

介してIL-1βやIL-18の活性型を誘導す

る（Nature 2006；440：237），CIAS1

遺伝子（cryopyrin）の変異を原因とす

る新生児多系統炎症性疾患に対してIL-

1受容体拮抗物質anakinraが有効である

（N Engl J Med 2006；355：581），

TNF阻害薬の無効な全身型特発性関節

炎は I L - 1 依存性の炎症性疾患で

anakinraが有効である（J Exp Med

2006；201：1479），免疫グロブリン

IgGのFc糖鎖のシアル酸化はFcレセプ

ターを介して炎症抑制シグナルを誘導

し，これは大量免疫グロブリン大量療

法の抗炎症作用に関与する（Science

2006；313：670）が選ばれた。

一方，臨床研究では，RA発症の環境

要因である喫煙がHLA-DR4 shared

epitope依存性にシトルリン化タンパク

質に対する免疫反応を誘発する

（Arthritis Rheum 2006；54：38），

SLE患者におけるLDL酸化抑制能の低

下した血中HDLの増加が，動脈硬化促

進に関与する（Arthritis Rheum 2006；

54：2541），グルコサミンとコンドロ

イチン硫酸服用にOA患者の膝関節痛

に対する有意な改善効果はないが，中

等度・重症の疼痛には有効な可能性が

ある（N Engl J Med 2006； 354：795），

RA患者に対する臨床試験のメタアナリ

シスからは高用量抗TNF抗体による重

症感染症と悪性腫瘍発生の増加が示唆

される（JAMA 2006；295：2275），1

年間のシクロホスファミド経口投与は

強皮症の活動性肺胞炎による肺機能悪

化と疾患進行を軽度ではあるが有意に

抑制する（N Engl J Med 2006； 354：

2655）が選ばれた。いずれもリウマチ

診療に重要な知見であり，一読を勧め

たい。

｢ACR Concurrent 

Abstract Super Session｣

このセッションにはRAおよびSLE

の病態と治療に関する優秀演題が採択

され，新しく重要な情報に溢れていた。

以下に発表内容の概要を紹介する。

RA患者の心不全には心血管疾患リス

ク因子以外に疾患活動性，ステロイド，

選択的COX-2阻害薬コキシブ製剤が関

与し，TNF阻害薬治療は関連しない。

RA患者の出産新生児の体重減少には疾

患活動性と妊娠初期のステロイド治療

が関与するが，この2つの相互作用は不

明である。米国での大規模コホート研

究（15,597名）からは，TNF阻害薬は

MTXに比較して重症な細菌性感染症の

発生を増加させることはなく，そのリ

スク増大にはステロイドが関与する。

生物学的製剤治療により悪性黒色腫を

含む皮膚癌が増加するが，肺癌や悪性

リンパ腫に有意な増加はなく，乳癌と

大腸癌はむしろ減少していた（13,001名

登録調査）。SLE患者の免疫抑制薬使用

は癌発生には影響せず，むしろSLEに

よる臓器障害が関連する（国際的コホ

ート研究）。SLEに対する米国リツキシ

マブ第Ⅰ相臨床試験では有意な感染症

増加はみられないが，肺炎球菌や破傷

風毒素に対するワクチン効果は期待で

きない。RA患者のMRIの骨髄浮腫部

位には組織で細胞増加，血管増生，リ

ンパ濾胞形成を認め，皮質骨破壊によ

る炎症性滑膜（パンヌス）の骨髄内浸

潤が原因である。CD4+CD28+T細胞が

発現するTNF-αがケモカインのフラク
タルカインによる線維芽細胞増殖に重

要である。SLE関節炎の病態にはⅠ型

インターフェロンにより誘導される遺

伝子群が関与する。抗SS-A/SS-B抗体

による先天性心ブロックには，アポト

ーシスを起こした胎児心筋細胞表面上

抗原への抗体結合と，それに引き続く

炎症反応が関与する。マウス関節炎モ

デルではマクロファージ特異的なFas

発現欠如により炎症持続が起こる。

SLE患者の血清MMP-9増加はCNSルー

プスにおける脳血管関門破綻の指標と

なる。

今回，TNF阻害薬に関しては炎症と

関節破壊に対する効果の乖離，心血管

イベント抑制と生命予後改善，早期使

用による寛解導入など多くの臨床研究

が欧米から発表されており，TNF阻害

薬は既にRA治療のゴールドスタンダー

ドとなっているように感じた。わが国

ではその導入が遅れたが，今後早急に

これら生物学的製剤による治療が進展

することを期待したい。
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ACRではMACR，Goldメダルをはじ

めとするいくつかの栄誉ある賞が与え

られるが，全米リウマチ膠原病専門研

修医500人の中で臨床および研究発表で

特に優秀と認められたトップ10人ほど

に贈られる Distinguished Fellow

Awardを日本人の岸本暢将先生が受賞

した。岸本先生はHospital of Joint

Diseasesという全米屈指の膠原病・整

形外科専門病院を持つニューヨーク大

学のリウマチ膠原病科の専門医研修を

2006年に終了したところである。

私も受賞の先輩として参加したが，

同席したプログラムディレクターのDr.

Phillinger などが，苦しい研修時代をサ

ポートし乗り切った思いと誇りで涙ぐ

んでいる様子が見られる感動的な式で

あった。米国では，リウマチ膠原病の

研修も厳しい規定が設けられ，全国で

ある程度の統一したレベルの研修が受

けられるようにカリキュラムなどが組

まれている。ここ10年で人気が急上昇

したリウマチ膠原病科は，競争率のあ

まりの激しさから全国マッチングも取

り入れるようになっており，受け入れ

たプログラムは研修医を2～3年間で暖

簾わけをするつもりで真剣に鍛え上げ

る。よって，受賞の感慨も研修医のみ

ならずそのメンターにとっても大変誇

りとなるものである。

式の後半では，ループスの教科書で

著名なDr. Robert G. Lahitaがセプテン

バー11のテロにおける経験についてビ

デオ画像を交えて紹介し，これからも

アメリカを代表する専門医学会として

社会に貢献して行こうとよびかけ満場

の拍手喝采を浴びた。今回受賞した岸

本医師は現在千葉県の亀田総合病院に

て勤務している。

広がる，欧米の抗TNFα製剤の適応

抗TNF-α製剤は関節リウマチの標準
的初期治療として欧米では確立してい

るが，今回のACRでは関節リウマチ以

外の膠原病関連疾患での有効性の報告

が多く見られた。オーストリアのDr.

AringerらはInfliximabのループス腎炎

に対する効果，シカゴのDr. Sweissら

はInfliximabによるサルコイドーシスの

長期治療経験，クリーブランドのDr.

MollyらはEtanerceptとInfliximabの高

安病への効果，スペインのDr. Iglesias

らからもEtanerceptとInfliximabの神

経ベーチェットへの効果が報告され，

そのほかにもぶどう膜炎，小児関節リ

ウマチ，成人発症スティル病など多く

の疾患に対する効果が発表された。

欧米諸国では抗TNF-α製剤が強直性
脊椎炎，乾癬性関節炎にも適応が認めら

れており，これらに関しては大規模な市

販後調査の報告が見られた。本邦でも，

抗TNF-α製剤のより幅広い使用が近い
将来一般化してくることが予想される。

注目を浴びた吉尾氏（自治医大）の

SLE疾患活動性に関するアプローチ

また，日本からの発表では自治医科

大学内科学アレルギー膠原病学部門の

吉尾 卓 助教授によるSLEの活動性と

CD52陽性T細胞の相関を示す報告が大

きな注目を浴びた。一部の患者におい

ては補体，抗dsＤＮＡ抗体値が目安と

なるが，より多くのSLE患者において

疾患活動性の指標となる検査はこれま

で存在しなかった。今回の吉尾 氏の発

表は，この状況を一変させる可能性を

秘めたものとして，多くの参加者の注

目を浴びていた

岸本暢将先生とDr. Phillinger

米国では，ACR開催時期にあたり，患
者さんの関節炎対策に貢献している多く
の個人や団体へ，その業績をたたえる
Awardが毎年贈られている。それが，
The Marriott Lifetime Achievement
Award であるが，本年はその14回目とな
る。「Marriott」の名は，1987年に最初に
受賞した方のお名前を冠したものであり，
今もそのご家族がその運営にかかわって
いる，一種のマリオット基金といえそう
である。
過去の受賞者には，医師ばかりでなく，
Time MagazineやWashington Postなども
名を連ね，幅広い活動をその対象として
いる。今回は，John H. Klippel, President
and CEO Arthritis Foundation, National
OfficeとCalaneet Balas, President and CEO
Arthritis Foundation, Metropolitan
Washington Chapterのお二人の下で，世
界的に関節炎に悩む患者さんのために貢
献した功績で，AFLAR，ACR，APLAR，
EULAR，PANLAR，NFP（USBJD）各
団体にAwardが贈られた。西岡常務理事

は，APLAR
の会長として
招かれ，2008
年に横浜で開
催 さ れ る
APLARをア
ピールされて
いた。
授賞式自体

は，ACR開催前夜である11月11日 金曜
日の晩にチャリティオークションとパー
ティ形式で開催された。チャリティオー
クションがこの種の基金集めにはごく一
般的である米国の会らしく，ライブ演奏
の華やかな雰囲気の中，タキシードとド
レスを身にまとった参加者がスポンサー
から提供された品物に，思い思いに値付
けを行い，チャリティオークションを楽
しんだ。
同じ財団法人という肩書きは付きこそ，
その活動の日米の違いに新鮮な驚きを覚
えたものである。

APLARのポスターを手に持ち，その活動を
アピールする西岡常務

オープニングの挨拶を行う
Calaneet Balas 氏

西岡常務理事、APLAR会長として
関節炎財団（ the Metropolitan
Washington Chapter of the Arthritis
Foundation）より The Marriott
Lifetime Achievement Awardを受賞

山村 昌弘 編集委員　愛知医科大学リウマチ科

岡田 正人 編集委員　聖路加国際病院アレルギー膠原病科

国際的活躍をする日本人若手臨床医が�
栄えあるDistinguished Fellow Award�
に輝き帰国�

生物学的製剤の�
さらなる適応の可能性が提示された�
本年のACR
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オーディエンスへ向けてTocilizumab
の解説に熱弁をふるう西本憲弘 氏
（大阪大学大学院生命機能研究科免疫
機能制御学講座教授）

早期RA患者さんのMRI診断に
ついて発表された藤川敬太 氏と
玉井慎美 氏（長崎大学大学院医
歯薬学総合研究科展開医療科学
講座）

InfliximabのHacaについての
口演を控え，リラックスされ
ていた松原 司ご夫妻（松原
メイフラワー病院院長）

次号で座談会に出席される
金城光代 氏（手稲渓仁会
病院）

Kings College Londonとの共同研
究でCaMKII 阻害薬の基礎研究を
発表されたShuzo Tagashira氏
（大日本住友製薬）

関節リウマチ骨膜細胞でのサイ
トカイン産生及びアポトーシス
誘導に対するシンバスタチンの
影響をみた横田和浩 氏（埼玉
医科大学大学院医学研究科リウ
マチ・膠原病科）

ご多忙な中，滞在中に精力的に
聴講されていた竹内 勤 氏（埼玉
医科大学総合医療センターリウ
マチ・膠原病内科学教授）

ワシントン名所のセントラルス
テーションで行われた歓迎レセ
プションにおける猪熊茂子 氏
（東京都立駒込病院アレルギー膠
原病科）

早期ループスの血清学的マーカーの
検討を発表した山崎宣興 氏（聖マリ
アンナ医科大学リウマチ・膠原病ア
レルギー内科）

一年ぶりにお会いされた
高崎芳成 氏（順天堂大学
医学部教授）と佐藤 実 氏
（フロリダ大学医学部リウ
マチ学準教授）のお二人

学会場にてCatch-Up
―オピニオンリーダーと基礎研究，
臨床研究で活躍する
次代のリウマトロジストたち
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第70回アメリカリウマチ学会は2006

年11月10日から15日まで，首都ワシン

トンDCにおいて開催され，今年も世界

各国から，ACR史上最多の9,732名の

scientific attendantsを含む過去最高の

13,000名が集いました。近年の免疫学，

リウマチ学の日進月歩は著しく，その

情報量は余りに膨大です。そのような

点からも，「ACR Year in Review」は

リウマチ医にとって基礎および臨床リ

ウマチ学におけるUp dateな情報を集

め，知識を整理する重要なセッション

といえます。今回のトピックスでは，

「IgGが異なるFcγレセプターとの関連

で向炎症・抗炎症の両作用を示し，治

療に用いられるγグロブリン（IgG）は

そのFc部分のシアル化（sialylation）に

よって抗炎症作用を示す（Science

313：670-673，2006）」「喫煙がHLA-

DR shared epitope の存在とともに，シ

トルリン化蛋白に対する免疫反応を惹

起し，RA 発症の危険因子となる

（Arthritis Rheum 54：38-46, 2006）」

「間質性肺病変を合併する強皮症患者に

対し，経口シクロホスファミド療法が

肺機能，呼吸困難の改善に有効である

（N Engl J Med 354：2655-2666, 2006）」

などが，今後のリウマチ性疾患の病態

や治療の動向を考える上で注目されま

した。

まず，小生自身の研究テーマの一つ

でもある「筋炎の病因と管理における

進歩（Concurrent Abstract Session）」

に参加しました。抗Jo-1抗体産生モデ

ルの作製と同抗体の病因との関連（マ

ウスJo-1の免疫により抗Jo-1抗体産生

マウス系を樹立したもので，同抗体の

産生機序を追究する上で重要である），

マススペクトロメトリー法による新た

なTranscriptional Intermediary Factor

1-γ（TIF1-g）抗体の同定（筋炎自己

抗体研究の第一人者，Targoff博士によ

る新たな自己抗体の報告で，皮膚筋炎

における自己抗体の標的が転写関連核

蛋白とする見解が興味深い），上海にお

ける急速進行性間質性肺炎を合併する

無筋症性皮膚筋炎の検討（従来の日本

人患者を対象とする研究結果と一致し，

アジア人に共通する難治性病態として

再認識された），などの発表が筋炎の病

態を追究する上で興味深い発表でした。

リウマチ性疾患の難治性病態の一つ

である「抗リン脂質抗体症候群（APS）

の管理（Clinical symposium）」では，

脳梗塞と静脈血栓症の長期管理に関す

る従来の成績を検討し，APSの危険因

子や抗凝固療法（ワーファリン）の適

応と治療法がLockshin MD（Arthritis

& Rheumatism編集者）らによりまと

められました。現在のAPSの実態と治

療ガイドライン案が示されましたが，

本病態の症例による多様性を考えると，

臨床現場での適用にはやや不十分とい

う印象を受けました。

今回も多くの発表が行われた生物学

的製剤に関する話題では，関節リウマ

チ（RA）に対する抗TNAα製剤とメ

トトレキサート（MTX）の併用療法が

標準治療法と位置づけられ，さらに本

邦未承認のアバタセプトやリツキシマ

ブの抗TNF α療法抵抗性症例に対する

有効性が注目されました。また，RA以

外のリウマチ性疾患（強直性脊椎炎，

乾癬性関節炎に対する抗TNF α療法，

ウェゲナー肉芽腫に対するリツキシマ

ブ，成人発症スティル病に対するアナ

キンラなど）で有効性も報告され，本

邦でもこれらの難治性疾患に対する生

物学的製剤の適応を検討する必要性を

痛感しました。一方，RAと診断されな

い未分類関節炎（undifferentiated

arthritis）に対するMTX療法の効果が

抗CCP抗体の有無で異なり，抗CCP抗

体陽性例では発症抑制に有用であるこ

とが発表されました。RAの早期治療に

よる発症抑制を示し，“Window of

Opportunity”を実証した報告であり，

本邦での抗CCP抗体の早期保険適用が

望まれました。

ACRの会場，周囲のレストランでは，

本年も多くの研究者，臨床医が各々の

発表，研究・臨床分野でのディスカッ

ションを熱く行い，旧交を温める光景

がみられました。小生も留学したYale

大学の恩師，友人と学会場近くのモロ

ッコ料理レストランで，現在の研究や

臨床などの近況について深夜まで語り

合い，楽しい一時を過ごすことが出来

ました。松坂選手（レッドソックス）

で話題のBostonでの再会を約束し，

Washington Convention Centerをあと

にしました。

RA患者の急性間質性肺炎の
病態と予防について発表され
た島田浩太 氏（（独）国立病
院機構 相模原病院臨床研究セ
ンター）

ループス腎炎に対するシクロス
ポリンAの安全性と効果を検討
した池内秀和 氏（群馬大学大学
院生態統御内科学）

Concurrent abstract sessionで
Infliximabを投与したRA 患者のニ
ューモシスティス肺炎の予見に
ついて講演する駒野由希子 氏
（東京医科歯科大学膠原病・リウ
マチ内科）。

コラーゲン誘発関節炎発症にお
けるNKT細胞由来IL-17の検討を
行った，吉賀洋平 氏，岩波慶一
氏，後藤大輔 講師（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）

Phosphoinositide 3-Kinase 阻害薬
の効果を検討した田村直人 講師
（左から2人目）と高崎芳成 教授
（順天堂大学医学部附属順天医院
膠原病・リウマチ内科右端），全
薬工業のKazuhiko Haruta氏（左端）

疾患活動性マーカーの比較発
表をされた當間重人氏（（独）
国立病院機構 相模原病院リ
ウマチ性疾患研究部長）

また，同演者を囲んで教室の宮坂
信之教授，針谷正祥助教授

慶應義塾大学医学部内科　講師　平形 道人 氏

第70回アメリカリウマチ学会（ACR）
ワシントンDC大会に参加して�



日本リウマチ財団ニュース6 平成19年1月1日発行　No.80第三種郵便物認可

RAの薬物治療にはNSAIDs（非

ステロイド系抗炎症剤），DMARDs

（抗リウマチ剤），免疫抑制剤，ステ

ロイド剤，そして新しく生物学的製

剤が加わってきました。これら多種

類のRA治療薬を個々の患者さんに

合わせてタイミングよく組み合わせ

て使っていくのが，RA薬物治療の

コツとなります。

基本的には2002年米国リウマチ学

会RA治療ガイドライン（図1）に

準じて治療していくこととなります

が，ここでは実際の臨床現場でのこ

れらの薬剤の使い方，変更のタイミ

ングなどを中心にお話しさせていた

だきます。

1. NSAIDsの使い方

RA薬物治療の中心はDMARDs

で，しかも最近は効果の優れた多く

のDMARDsが使用できるようにな

り，NSAIDsの必要性は減じつつあ

ります。したがって，NSAIDsは軽

症例ではなるべく屯用にして投与回

数を減じたり，寛解に近いRA例で

はDMARDs単独で維持し，NSAIDs

は処方しません。

逆に，進行例などで関節痛が主訴

の患者さんにはQOL上NSAIDsは必

要となります。しかし，このような

進行例でもNSAIDsにはRAの骨破

壊防止効果がないことから，常時痛

みがなければ疼痛時のみの屯用に減

じることが多くなっています。

当クリニックでの約1,000名のRA

患者さんでのNSAIDsの使用状況は，

NSAIDs使用なしが36％，次いでロ

キソプロフェンNa19％，エトドラク

12％，ジクロフェナクNa徐放剤

10％，ジクロフェナクNa坐剤6％，

メロキシカム5％，その他11％とな

っています。各々の薬剤の特徴であ

るプロドラッグで速効性のロキソプ

ロフェン，COX-2選択性で胃に安全

なエトドラク，強力な鎮痛効果を期

待してのジクロフェナクNa，半減期

の長いメロキシカムなど症例に応じ

て使い分けています（表1）。

2. DMARDsの使い方

ここがリウマチ医の力量が問わ

れる部分で，各々の先生で考え方

に差異があるかと思われますが，

あくまで私自身の経験と考え方で

述べていると御了解ください。

DMARDsには免疫調節剤と免疫抑

制剤があります。

1）DMARDsの適応と使用順位

早期RAも含めRAと診断を下し

たら，直ちにDMARDs投与を開始

します。DMARDs投与することで，

RA治療が開始されたことになりま

す。しかし，中等度以上の腎・肺・

肝障害合併例にはDMARDsの適応

は副作用のリスクが高くなるため慎

重に決めます。

また，超早期のRAには効果はや

や弱いが安全なDMARDsを選択し

ます。

一般のRAでは2005年日本リウマ

チ財団発行の関節リウマチの診断マ

ニュアル（改訂版）での推奨Aの

DMARDsを中心に使います。すな

わち，ブシラミン，サラゾスルファ

ピリジン，メトトレキサート

（MTX），レフルノミドですが，使

用順位からいくと免疫調節剤のブシ

ラミン，サラゾスルファピリジンの

2剤をまず選択します。私は遅効性

でよければブシラミンを，速効性を

期待するならサラゾスルファピリジ

ンを先に使います。1，2ヵ月投与し

てやや効果あり（患者の印象，CRP

値の改善などから）と判断すれば続

けますが，効果なしか悪化となれば，

3ヵ月も待たずに次のDMARDsへ変

更します。RA疾患活動性がそれほ

どない患者さんにはブシラミンとサ

ラゾスルファピリジンの相互で変更

しますが，疾患活動性が高い例では

直ちに免疫抑制剤であるMTXを開

始します。

問題はMTXが無効な例です。一

般的には生物学的製剤ですが、

MTX無効例の次のDMARDsとなる

とやはり免疫抑制剤のレフルノミド

とタクロリムスがあります。しかし，

レフルノミドは肺障害で患者さんの

拒否アレルギーが強くて使いにくい

し，タクロリムスは薬価が高く，や

はり患者さんには負担になります。

もし，レフルノミド，タクロリ

ムスでこれらの問題について患者

さんの了解が得られれば，比較的

若年者で，肺合併症のない例にレ

フルノミドを初期負荷せず用いま

す。タクロリムスは比較的高齢者

で合併症などもあり，次に述べま

す生物学的製剤が使いにくい患者

さんに使っています。

2）DMARDsの投与量と変更の

タイミング

DMARDs投与開始時はリスク管

理上から表2の如く少量開始を原則

として行っています。特に高齢者や

合併症症例は少量からで，逆に比較

的若い症例やRA活動性が高い症例

はやや開始量を多くします。副作用

がなければ投与量を増やしますが，

逆に少量で効果が出現すればそのま

ま少量投与で維持します。

私のクリニックでもっとも頻度の

高いDMARDs維持量はブシラミン

100mg/日，サラゾスルファピリジ

ン1,000mg/日，注射金剤10mg/2週

毎，MTX6mg/週，レフルノミド

10mg/日，タクロリムス1.5mg/日と

なっています。

なお，MTXに限っては，若くて

腎機能が良好な症例には8mg/週で

十分な効果が得られなければ，患者

さんの了解をもらって10～12mg/週

まで増量することもあります。

投与したDMARDsで効果が認め

られれば維持療法を続けますが，

DMARDsは2年くらいで効果が減弱

NSAIDsの使い方1

近藤正一　近藤リウマチ・整形外科クリニック院長

RA薬物治療のコツ

RA診療のコツ�5第� 回�

・胃腸障害が少ないNSAIDs
プロドラッグ（推奨A）…ロキソプロフェン、インドメタ

シンファルネシル
COX-2選択阻害剤（推奨A）…エトドラク、メロキシカム

・1日1回の投与のNSAIDs
半減期が長い…アンピロキシカム、メロキシカム

・速効性のNSAIDs
吸収が早い…ロキソプロフェン、ロルノキシカム

・鎮痛効果が強いNSAIDs
坐剤…ジクロフェナクNa、インドメタシン
徐放剤（推奨B）…ジクロフェナクNa-SR

表1 RAによく使うNSAIDsとその特徴

表2 DMARDsの少量投与開始

ブシラミン�

サラゾスルファピリジン�

注射金剤�

メトトレキサート（MTX）�

レフルノミド�

タクロリムス�

100mg/日�

500mg/日�

10mg/ 毎週�

4mg/ 週�

100mg/日�

3mg/日�

50mg/日�

500mg/日�

10mg/2 週毎�

1-2mg/ 週�

10-20mg/日�

1-2mg/日�

ＲＡ活動性が低い例、高齢者� ＲＡ活動性が高い例�

図1 米国リウマチ学会RA治療ガイドライン
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DMARDs　変更 /追加�

MTX未投与�
MTX

他剤単独�

併用療法�

他剤単独�

生物学的製剤�
単独療法�

併用療法�

MTX効果不十分*

効果不十分（3カ月間の治療後もRA活動性が持続）�

初期治療�
・患者教育�・３カ月以内DMARDsスタート�

・NSAIDs考慮�
・局所または少量のステロイド考慮�
・リハビリテーション（理学療法 /作業療法）�

DMARDsの使い方2
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するエスケープ現象が約半数にみら

れます。この場合次のDMARDsへ

変更しますが，前投与薬の効果がま

だ残っていると考えられる例では次

のDMARDsを追加併用とします。

追加したDMARDsの効果が十分出

現したら，前投与薬は漸減して維持

するか中止とします。

3. ステロイド剤の使い方

ステロイド剤は速効性で強力な抗

炎症効果があり，ほとんどの患者さ

んに投与量に応じた効果が確実に得

られます。また，プレドニン®5mg

錠の薬価はわずか9.7円，プレドニ

ゾロン（PSL）1mg錠は8.2円と非常

に安価です。高薬価の新規抗リウマ

チ薬が多い最近の保険診療からみる

と，ステロイド剤はその効果からみ

て大変安価な薬剤です。

他方，ステロイド剤は一度開始す

ると離脱が困難で，長期投与になる

と感染症，骨粗鬆症などの副作用が

問題となります。したがって，RA治

療ではなるべくステロイド剤は使わ

ないように，もし投与するなら副作

用や離脱を考えて，必要最少量にと

どめ，常に減量を心がけます（表3）。

1）ステロイド剤の適応と投与量

①RAの疾患活動性がDMARDs

治療でコントロールできない例，②

迅速なRAコントロールが必要な例，

③妊娠中（妊娠希望も含む），授乳

中の女性患者さんなどが適応となり

ます。

①の場合は社会生活（家事，仕事）

が困難な例，日常生活動作が困難例，

血管炎合併例などがあります。

社会生活困難例には通常 PSL

5mg/日以下で，日常生活動作困難

例でRA活動性が高い場合はPSL7.5

～15mg/日くらいまで必要な例があ

ります。

血管炎合併例はいわゆる悪性関節

リウマチになりますが，PSL30～

60mg/日やステロイドパルス療法が

適応となってきます。

②の場合はDMARDs開始時か変

更時で，必要最少量投与かなるべく

ならDMARDs効果を待つようにし

て，ステロイド剤投与なしでいく例

もあります。また，旅行や冠婚葬祭

の時にのみ少量ステロイドを屯用と

して処方することがあります。

③の場合は胎児の安全性から3ヵ

月以上DMARDs中止して妊娠を許

可しますが，この間NSAIDsの屯用

くらいでRA薬物治療はできれば中

断します。しかし，RA活動性が高

い症例は必要最少量のPSLでコント

ロールしていきます。

ステロイド剤のなかでは，PSLは

胎児では代謝されず胎児への影響が

少ないこと，出産後の授乳でも乳汁

移行がきわめて少ないことから乳児

に対しても安全とされています。

2）ステロイド剤の関節内注入

ステロイド剤の関節内注入は修得

すれば，RA治療上大変有用な治療

手段となります。痛くて一睡もでき

なかった肩関節痛が関節注射1本で

完治したり，長いこと痛くて趾行を

余儀なくされていた足部痛が関節注

射で普通に歩けるようになったり，

手指屈筋腱腱鞘炎で指が曲がらなか

ったのが曲がるようになるなど，日

常RA診療では欠かせない治療手段

です。

しかし，ステロイドの関節腔内注

入には手技の修得もですが表4の如

き注意が必要です。

また，関節炎による痛みには著効

しますが，骨破壊による関節痛には

あまり効果なく，むしろ骨破壊を増

悪させる危険性がありますので注射

する関節の骨病変を把握しておく必

要があります。

4. 生物学的製剤の使い方

現在我が国で保険診療できる生物

学的製剤はInfliximab（レミケー

ド®）とEtanercept（エンブレル®）

の2剤です。いずれも抗TNF製剤で

すが，表5の如く特徴があり，症例

によって使い分けます。

1）生物学的製剤の適応

日本リウマチ学会が呈示した使用

ガイドラインがあります。いずれも

MTXまたは従来のDMARDs治療で

コントロール不良のRAで，日和見

感染症の危険性が低い患者となって

います（表6）。

実際の臨床の現場では高薬価でか

つ副作用，特に感染症の危険性が高

いことから，かなり適応症例が限ら

れてくるのが実情です。おすすめの

生物学的製剤の適応症例は学会のガ

イドラインを満たした症例で，かつ

比較的若年者（最高でも60歳以下）

で合併症（腎．肺障害，DMなど）

のない症例が比較的安全に投与可能

と思われます。また日本で問題とな

る結核既感染例（ツ反陽性例）もな

るべく避けたいところです。特に生

物学的製剤治療を今から始める先生

方には以上の条件を満たす比較的安

全な症例から投与開始し，治療経験

を積まれることをおすすめします。

2）生物学的製剤治療の実際

私のように診療所で生物学的製剤

治療を行うためには，以下の条件が

必須となります。

①主治医が生物学的製剤の禁忌例，

副作用などについての研修を十分

に行うこと

②点滴ベッド，救急救命器具の準備

③合併症，副作用の精査治療をお願

いできる専門病院を確保しておく

こと（病診連携）

④合併症，副作用に対するリスク管

理を十分に行うこと

⑤生物学的製剤治療に対応できる看

護師を育成すること

①については日本リウマチ学会の

ガイドラインや薬剤添付文書を熟読

することや，製薬メーカーから資料

を取り寄せます。

②については麻酔器のセットまで

準備せずとも，せめてアンビューバ

ッグ，酸素ボンベは必要ですし，ヒ

ドロコルチゾン注射薬，エピネフェ

リン注射薬は常備しておきます。点

滴ベッドは長時間の治療になります

のでリクライニング式のイスが患者

ステロイド剤の使い方3

生物学的製剤の使い方4

１．なるべく使用しない理由

ステロイド性骨粗鬆症の頻度が高い

離脱が困難

ステロイド剤に代わる強力な抗ＲＡ剤の登場

（生物学的製剤、新しい免疫抑制剤…）

２．投与量は必要最少限とし、減量を心がける

３．減量はPSL１mg/2ヵ月くらいで減ず

４．腎、肺、肝、血液合併症例にはステロイド剤が必要か

５．少関節残存滑膜炎に対するステロイド剤関注は有用

表3 RA診療におけるステロイド剤投与の心がけ

感染防止に注意

…清潔操作（薬剤吸入時から）

患者教育（注射部位を汚染しない）

頻回，大量注入でステロイド剤の全身性副作用出現

頻回注入による関節破壊の危険性

…注射後２日間の安静指示

同部位への注射は2～4週間以上の間隔をおく

小関節または穿刺困難な中小関節は細い皮内針が有用

表4 ステロイド剤関節腔内注入時の注意

【対象患者】

レミケード® メトトレキサート6mg/週以上の最高用量を3ヵ月以上継

続して投与してもコントロール不良の関節リウマチ

エンブレル® 推奨度AのDMARDs（リマチル、アザルフィジン、MTX）

を3ヵ月以上継続して投与してもコントロール不良の関節リウマチ。

・疼痛関節≧6個

・腫脹関節≧6個

・CRP≧2.0mg/dLあるいはESR≧28mm/hr

さらに日和見感染症の危険性が低い患者として以下の3項目も満たす

・末梢血白血球≧4000/mm3

・末梢血リンパ球≧1000/mm3

・血中β-Dグルカン陰性

表6 生物学的製剤の使用ガイドライン

表5 生物学的製剤の特徴

�

�

�

予防薬を内服する�

必　要�

翌日に出現�

�

�

�

長時間の外来診療となる�

�

�

�

稀である�

必要なし�

2週後くらいに出現�

�

�

�

頻回の通院または自己注射となる�

Infliximab（レミケード  ）�

（キメラ型抗 TNFα抗体）�

Etanercept�
（エンブレル  ）�

（TNF 受容体ーFc 融合蛋白）�

�

投 与 方 法 �

�

注射時反応�

M T X 併用�

効 果 �

�

薬 価 �

�

問 題 点 �

2時間の点滴静注�
2週後、4週後、そして�
8週毎に1回�

1バイアル�
107,695 円× 2 本 /2ヵ月�
2ヵ月毎に　64,617円（3割負担）�

1バイアル�
15,396 円× 9 本 /月�
毎月　42,230円（3割負担）�

皮下注�
毎週 2回�
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さんに快適です。

③については生物学的製剤の投与前

にRA専門病院に投与前検査（肺CT）

などをコンサルトしておくと，救急時

の病診連携がスムースに行えます。

④については投与前の合併症，既

往歴，血液検査，ツ反などの検査も

れや問診もれがないかチェックシー

ト（表7），そして投与時の点滴速

度やバイタルサインを記入するクリ

ニカルパス（表8）を使うと安全か

つ確実に生物学的製剤治療が行えま

す。また，これら生物学的製剤では，

長期的なリスク管理が必要で，開始

時，1ヵ月後，3ヵ月後，半年毎の胸

写，KL-6，β-Ｄグルカン等の検査

を忘れないようにチェックしていき

ます（図2）。

⑤についてはまず十分な人数の看

護師を確保して1人を専任にする人

的余裕が必要です。そして各々の看

護師を生物学的製剤治療専属看護師

として育成していきますが，その方

法として生物学的製剤治療時のチェ

ックシートやクリニカルパスなどを

使って指導します。また治験コーデ

ィネーターの研修，地域の看護研究

会への参加や発表などをうながし

て，リウマチ専門看護師としての実

績を重ねてもらいます。

表7 レミケード®，エンブレル®の投与開始前チェックシート

図2 レミケード®，エンブレル®の年間チェックシート

Infliximab / Etanercept　開始前チェックシート�

〈投与前検査〉�
□ 血液一般��
　 血沈 （　　　　　　　　　　　　　　mm/H）�
　 ＣＲＰ （　　　　　　　　　　　　　　mg/dl）�
　 ＷＢＣ （　　　　　　　　　　　　　　/mm3）�
　 リンパ球 （　　　　　　　　　　　　　　/mm3）�
　 血中β-Ｄグルカン （　　　　　　　　　　　　　　pg/ml）�
　 ＫＬ-６ （　　　　　　　　　　　　　　U/ml）�
□ ツベルクリン反応�
　 注射部位（　　　　　）　時間（　　　　　）　判定日（　　/　　）�
□ 判定（　陰性　･　陽性　･　強陽性　）�
　 発赤（　　　×　　　mm）　硬結（無・有）　水疱（無・有）�
□ 胸部Ｘ線（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�
□ 胸部ＣＴ（必要時）�
�
〈問診〉�
□ 感染症 （無・有）�
□ 本剤（およびタンパク製剤）等に過敏症の既往 （無・有）�
□ 脱髄疾患の既往（家族歴） （無・有）�
□ アレルギー歴 （無・有）�
□ 悪性腫瘍 （無・有）�
□ うっ血性心不全 （無・有）�
□ 妊娠 （無・有）�
□ 活動性結核 （無・有）�
□ 結核患者（家族・職場）との接触歴（過去２年） （無・有）�
□ 結核感染歴 （無・有）�
□ 結核治療歴 （無・有）�
□ ＭＴＸ投与 （　　　　　　mg/週）�
�
〈インフォームドコンセント〉�
□ パンフレット説明・同意�
□ 初回投与日（　　　/　　　）�
□ 緊急連絡先確認 ①�
 ②�

年� 月� 日� 氏名� （　　才）�ID

日付�
週�
月�

胸部X線�
KL-6�

β-Dグルカン�
問診�

血液検査�

�
0�
初回�
□�
□�
□�
□�
□�

�
4�

1ヵ月目�
□�
□�
□�
□�
□�

�
12�

3ヵ月目�
□�
□�
□�
□�
□�

�
16�
�
�
�
�
□�
□�

�
20�
�
�
�
�
□�
□�

�
24�
�
�
�
�
□�
□�

�
8�
�
�
�
�
□�
□�

�
2�
�
�
�
�
□�
□�

�
26�

6ヵ月目�
□�
□�
□�
□�
□�

�
30�
�
�
�
�
□�
□�

�
34�
�
�
�
�
□�
□�

�
38�
�
�
�
�
□�
□�

�
42�
�
�
�
�
□�
□�

�
46�
�
�
�
�
□�
□�

�
50�
1年目�
□�
□�
□�
□�
□�

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 ？？？？？？？？？？？？

表8 レミケード®投与時のクリニカルパス

Infliximab投与（　　　）回目�

年� 月� 日� 氏名� （　　才）�ID

□ 問診（感染症状　→　無・有）�
□ 投与前V.S（T　　　　,P　　　　,BP　　　　）�
□ 体重（　　　kg）→　投与量（　　　mg）�
□ 検尿�
□ 採血�
□ 前処置（ポララミン2mg・ブルフェン200mg）→　内服時間（　　：　　）�
�
□ 診察�
□ DIV準備�
□ 救急カート確認�
�
□ 投与開始（DIV管理、状態観察、V.Sチェック）�
�

□ 抜針 （時刻　　：　　　→　T　　　　,P　　　　,BP　　　　）�
□ 起床･帰宅 （時刻　　：　　　→　T　　　　,P　　　　,BP　　　　）�
□ 治療時副作用（無・有）�
□ 帰宅後指導（生活上注意点、遅発性過敏症）�

前�
直後�
15’�
30’�
45’�
60’�
�
90’�
�
120’�
�
150’�
�
180’�

:�
:�
:�
:�
:�
:�
:�
:�
:�
:�
:�
:�
:�
:�
�

�
7�
14�
30�
54�
60�
60�
60�
80

↓�

↓�

↓�

時刻� 備考�症状�滴下� 目安滴下�
（滴／分）�T P BP

【症例】55歳、女性
7～8年前から両手のこわばり
と多関節痛がある。

第17問

第16問　
【症例】13歳，女性
数週間前からの右膝痛
で受診。軽度の熱感が
見られる。

前 回

右膝斜位 右膝正面

【解説】 右大腿骨骨幹から骨幹端にかけて

雲状の骨硬化巣が見られる。骨幹部では硬

化巣を取り囲んで骨浸潤影（ ）が有り、

さらに骨皮質の不連続が見られる。斜位像で

骨皮質の破壊、光芒状骨膜反応（ ）が明ら

かであるが、この症例では典型的なコッド

マン三角は見られない。

この症例は好発年齢、好発部位で合致する

が、骨肉腫はどちらかと言えば男性に多い。

第16問 解答

右大腿骨骨肉腫

右膝側面
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H19.1～H19.3）］

※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。

1／13（土） 14:00 1単位 （愛媛）
第14回愛媛リウマチのケア研究会
長田　雅道　Tel.089-941-6345
エ－ザイ㈱

1／13（土） 15:00 3単位 （宮崎）
第15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㈱医薬宮崎営業所

1／13（土） 17:00 1単位 （新潟）
第188回新潟整形外科研究会
遠藤　直人　Tel.025-227-2272
新潟大学整形外科

1／13（土） 17:00 1単位 （東京）
第10回多摩骨代謝研究会
早野　晶裕　Tel.042-367-9300
エーザイ㈱

1／19（金） 19:45 1単位 （埼玉）
第48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（土） 18:00 1単位 （岩手）
第400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

1／20（土） 15:00 2単位 （埼玉）
運動器疾患／骨・関節フォーラムさい
たま会場
木谷　文治　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビュー社

1／20（土） 16:20 1単位 （兵庫）
西播磨整形外科医会第5回学術講演会
北氏　靖和　Tel.079-224-4191
帝人ファーマ㈱

1／20（土） 16:30 1単位 （山梨）
第2回山梨リウマチ研究会　
穴水　道味　Tel.055-273-8911
㈱やまひろクラヤ三星堂内山梨リウマ
チ研究会事務局

1／20（土） 17:10 1単位 （静岡）
第32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

1／20（土） 19:00 1単位 （福岡）
第6回福岡整形外科研究会（FOC）
城島　宏　Tel.092-801-1011
福岡大学整形外科

1／20（土） 20:00 1単位 （群馬）
群馬リウマチアカデミー2007
品川　俊治　Tel.027-252-1221
武田薬品工業㈱高崎営業所

1／28（日） 9:20 3単位 （青森）
第10回東北リウマチ医の会　
清水　弘行　Tel.022-276-2206
参天製薬㈱

2／1（木） 19:00 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

2／1（木） 19:00 1単位 （広島）
第6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

2／1（木） 19:30 1単位 （山口）
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

2／3（土） 18:00 1単位 （福島）
第４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

2／5（月） 19:00 1単位 （沖縄）
第6回沖縄リウマチ医の会　
中田　智子　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱

2／8（水） 19:00 1単位 （福島）
会津医学会学術講演会
小林　典広　Tel.024-932-1800
田辺製薬㈱郡山営業所

2／9（金） 11:00 1単位 （兵庫）
第24回中部日本手の外科研究会　
田中　寿一　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科

2／9（金） 12:00 1単位 （兵庫）
第24回中部日本手の外科研究会
ランチョンセミナー　
田中　寿一　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科

2／9（金） 19:10 1単位 （神奈川）
第2回閉経と女性医療研究会　
谷内　麻子　Tel.044-977-8111
聖マリアンナ医科大学産婦人科

2／10（土） 11:00 1単位 （兵庫）
第19回日本肘関節学会学術集会　
田中　寿一　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科

2／16（金） 19:30 1単位 （千葉）
船橋市整形外科医会　
渋谷　英樹　Tel.047-436-5211
三共㈱千葉支店学術第四課

1／28（日） 14:00 2単位 （福岡）
第8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

1／13（土） 18:00 1単位 （香川）
香川県整形外科医会総会・講演会
中塚　洋一　Tel.087-867-6008
かがわ総合リハビリテーションセンター

2／16（金） 20:00 1単位 （佐賀）
第3回佐賀リウマチ研究会　
井波　浩司　Tel.0952-22-7811
田辺製薬㈱佐賀営業所

2／16（金） 20:00 1単位 （千葉）
柏市医師会学術講演会（柏市医師会生
涯教育委員会・柏市整形外科医会共催）
竹友　一成　Tel.047-363-8585
中外製薬㈱千葉営業所松戸

2／17（土） 16:45 1単位 （愛知）
第50回東海膠原病研究会
吉永　恵　Tel.052-581-2201
万有製薬㈱名古屋支店

2／17（土） 17:30 1単位 （愛知）
平成18年度春季名古屋市立大学
整形外科開業医会講演会　
高橋　浩成　Tel.052-739-2525
守山整形外科クリニック

2／17（土） 16:30 1単位 （宮崎）
第22回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整形外科

2／17（土） 17:00 1単位 （兵庫）
第11回兵庫股関節研究会　
西山　隆之　Tel.078-382-5985
神戸大学整形外科内

2／17（土） 17:00 1単位 （長野）
第6回信州膠原病セミナー　
鈴木　貞博　Tel.020-292-2261
厚生連篠ノ井総合病院膠原病科

2／17（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.079-426-8800
やました整形外科

2／17（土） 17:15 2単位 （青森）
学術講演会　
高橋　環　Tel.017-777-3106
田辺製薬㈱

2／17（土） 17:30 1単位 （愛知）
第11回東三河リウマチ研究会　
清水　保　Tel.052-211-2458
ワイス㈱

1／25（木） 20:00 1単位 （愛知）
第2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

1／25（木） 19:00 1単位 （大阪）
Osaka RA Meeting
遠山　宏樹　Tel.06-6205-5584
田辺製薬㈱中央南営業所

1／25（木） 19:45 1単位（神奈川）
第4回神奈川小児免疫病・リウマチ性
疾患研究会　
小野　泰昭　Tel.045-472-2311
旭化成ファーマ㈱横浜病院営業所

1／26（金） 19:00 1単位 （熊本）
第21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

2／22（木） 19:00 2単位 （埼玉）
第14回埼玉骨･関節疾患研究会
竹内　勤　Tel.049-228-3400
埼玉医科大学総合医療センター
リウマチ・膠原病内科

2／22（木） 20:00 1単位 （埼玉）
第6回埼玉シェーグレン研究会
田口　裕子　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

2／22（木） 19:30 2単位 （神奈川）
第5回横浜運動器疾患治療懇話会　
中島　邦晴　Tel.045-787-2655
横浜市立大学整形外科

2／22（木） 20:00 1単位 （東京）
東京都臨床整形外科医会太田支部
学術講演会　
平林　卓人　Tel.03-3708-9312
三共㈱東京第二支店城南学術第二課

2／10（土） 16:00 1単位 （福島）
第17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

2／10（土） 18:00 1単位 （大阪）
第13回近畿骨粗鬆症研究会
今井　邦治　Tel.078-261-9851
帝人ファーマ㈱

2／11（日） 8:30 2単位 （福岡）
第6回久留米関節セミナー
稲員　由紀　Tel.0942-22-6111
久留米大学医療センター

2／14（水） 19:15 1単位 （大阪）
第4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

1／25（木） 18:30 2単位 （東京）
第9回骨とリウマチ研究会　
中村　耕三　Tel.03-5800-9189
東京大学附属病院整形外科

2／10（土） 13:30 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
（財）日本予防医学協会 公益事業推進室

2／17（土） 17:30 1単位 （兵庫）
第24回神戸免疫・膠原病懇話会　
黒本　卓司　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

2／10（土） 12:00 1単位 （兵庫）
第19回日本肘関節学会学術集会
ランチョンセミナー　
田中　寿一　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科

1／25（木） 19:45 1単位（神奈川）
The2nd Yokohama Bone ＆ Joint Seminar
中島　邦晴　Tel.045-787-2655
横浜市立大学整形外科

2／10（土） 16:00 2単位 （大阪）
第20回SARON記念講演会
松浦　秀樹　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

2／21（水） 19:45 1単位 （広島）
第2回備後臨床免疫懇話会　
板倉　重雄　Tel.084-928-4878
旭化成ファーマ㈱

2／17（土） 17:30 1単位 （宮城）
第46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

2／19（月） 19:50 1単位 （沖縄）
抗TNFα療法適正使用検討会　
中田　一真　Tel.098-869-5515
田辺製薬㈱九州支店沖縄営業所

2／24（土） 17:00 1単位 （滋賀）
第27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

2／24（土） 17:00 1単位 （大阪）
第3回膠原病症例検討会　
多田　正則　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

2／24（土） 17:30 2単位 （広島）
第5回広島Bone&Jointセミナー　
友近　洋三　Tel.082-244-5802
旭化成ファーマ㈱医薬中国支店広島営
業所

2／24（土） 17:50 1単位 （大阪）
第178回大阪臨床整形外科医会研修会
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815
長谷川整形外科医院

2／24（土） 18:00 1単位 （長野）
第99回信州整形外科懇談会　
吉村　康夫　Tel.0263-37-2659
信州大学運動機能学

3／2（金） 19:30 1単位 （埼玉）
整形外科リウマチセミナー　
荒井　英夫　Tel.049-241-3711
田辺製薬㈱川越営業所

3／3（土） 16:30 1単位 （新潟）
新潟リウマチ治癒学術講演会　
遠藤　直人　Tel.025-227-2272
新潟大学整形外科

3／3（土） 17:00 1単位 （北海道）
第32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

3／6（火） 18:30 1単位 （東京）
第73回関節疾患フォーラム　
松本　裕　Tel.03-5950-1121
科研製薬㈱

3／8（木） 19:15 1単位 （山口）
第9回山口臨床リウマチ研究会
尾崎　節史　Tel.082-246-7536
ワイス㈱

3／8（木） 18:30 2単位 （大阪）
第4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

3／8（木） 19:00 1単位 （兵庫）
第21回兵庫医大リウマチ関節外科談
話会　
福西　成男　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科

1／26（金） 19:30 1単位 （千葉）
第５回東葛リウマチ医会
冨田　康之　Tel.04-7165-8887
冨田医院

1／26（金） 20:00 1単位 （福岡）
第71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

1／27（土） 17:00 1単位 （東京）
RAトータルマネ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

3／8（木） 20:00 1単位 （大分）
第83回大分県リウマチ懇話会　
赤澤　洋　Tel.070-6554-4016
ワイス㈱九州支店中九州営業所

3／9（金） 19:15 1単位 （新潟）
第40回新潟リウマチ研究会　
遠藤　直人　Tel.025-227／2272
新潟大学整形外科

3／9（金） 19:20 1単位 （鳥取）
第5回山陰Boneフォーラム　
萩野　浩　Tel.0859-38-6587
鳥取大学医学部附属病院リハビリテー
ション部

3／10（土） 17:00 1単位 （新潟）
第189回新潟リウマチ研究会　
遠藤　直人　Tel.025-227-2272
新潟大学整形外科

3／10（土） 18:00 1単位 （大阪）
第4回三島リウマチフォーラム　
中島　幹雄　Tel.072-683-1221
大阪医科大学整形外科

3／10（土） 17:00 1単位 （東京）
第3回リウマチ医のための肺障害研究会
池崎　利美　Tel.03-3817-3853
エーザイ㈱医薬部運動器領域室

3／10（土） 15:00 1単位 （山梨）
第3回山梨リハビリテーション研修会
中島　育昌　Tel.0556-22-3135
社会保険鰍沢病院

3／10（土） 18:00 1単位 （岐阜）
第5回抗サイトカイン療法研究会
中村　洋平　Tel.058-255-0301
田辺製薬㈱岐阜営業所

3／10（土） 17:00 1単位 （埼玉）
第42回埼玉手の外科研究会
関谷　繁樹　Tel.049-242-1181
赤心堂病院整形外科

3／10（土） 9:40 2単位 （奈良）
3／11（日） 9:00 2単位
第3回奈良足の外科セミナー　
田中　康仁　Tel.0744-29-8873
奈良県立医科大学　整形外科

3／13（火） 20:00 1単位 （埼玉）
毛呂山リウマチセミナー　
織田　憲明・藤江　宏
Tel.049-241-3711
田辺製薬㈱川越営業所

3／14（水） 19:30 1単位 （栃木）
第14回宇都宮市リウマチ研究会
倉持　英輔　Tel.028-658-8778
（医）英心会倉持病院

2／15（木） 20:00 1単位 （埼玉）
第28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

2／15（木） 12:00 1単位 （東京）
第40回日本痛風･核酸代謝学会総会ラ
ンチョンセミナー　
谷口　敦夫　Tel.03-5269-1711
東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター

2／15（木） 14:00 2単位 （東京）
第40回日本痛風･核酸代謝学会総会
谷口　敦夫　Tel.03-5269-1711
東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター

2／15（木） 19:30 1単位 （岐阜）
第5回東濃・可茂脊椎セミナー
福丸　智之　Tel.058-265-7880
小野薬品工業㈱名古屋支店岐阜営業所

1／27（土） 15:00 2単位 （岐阜）
第6回岐阜骨粗鬆症フォーラム
清水克時　Tel.058-230-6330
岐阜大学整形外科

3／15（木） 19:30 1単位 （千葉）
第8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

3／15（木） 19:00 2単位（神奈川）
第3回痛みと炎症懇話会　
中島　邦晴　Tel.045-787-2655
横浜市立大学整形外科

3／15（木） 20:00 1単位 （大阪）
第10回南大阪リウマチ研究会
船内　正憲　Tel.072-366-0221
近畿大学

3／16（金） 19:00 1単位 （大分）
第20回ニ豊整形外科フォーラム
佐々木　誠人　Tel.0979-24-0464
川嶌整形外科病院

3／16（金） 19:30 1単位 （東京）
第２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

3／17（土） 15:55 1単位 （宮城）
第５回膠原病肺疾患研究会　
中村　信宏　Tel.022-226-2185
エーザイ㈱宮城医薬一部

3／17（土） 16:05 2単位 （京都）
第6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マーケ
ティングチーム

3／17（土） 17:00 1単位 （愛媛）
ステロイド骨粗鬆症講演会　
吉良　史枝　Tel.089-960-5343
愛媛大学医学系研究科運動器学

3／17（土） 17:00 1単位 （岐阜）
第27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

3／17（土） 16:10 2単位 （東京）
第29回東京都リウマチ膠原病懇話会
村上　勝　Tel.03-3517-2581
参天製薬㈱東京・神奈川エリアオフイス

3／17（土） 16:00 2単位 （山形）
第6回山形リウマチ懇話会　
稲岡　裕浩　Tel.022-264-4321
ワイス㈱北日本支店仙台営業所

3／17（土） 17:00 1単位 （兵庫）
兵庫医大整形外科開業医会
学術講演会（第9回）
山下　仁司　Tel.079-426-8800
やました整形外科

2／24（土） 16:00 2単位 （広島）
平成19年度広島県リウマチ科医会
講演会
山田　有子　Tel.082-222-5533
田辺製薬㈱医薬営業本部

2／24（土） 15:00 1単位 （愛知）
第7回海部郡整形外科医会学術講演会
油座　聡　Tel.052-211-2458
ワイス㈱東海北陸支店名古屋／第ー営
業所

2／24（土） 16:20 2単位（鹿児島）
第2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㈱

2／24（土） 17:00 1単位 （兵庫）
第4回兵庫整形リウマチの会　
小林　正樹　Tel.078-391-0360
参天製薬株㈱

1／27（土） 16:00 2単位（和歌山）
和歌山臨床RAフォーラム（17回）
木浦　賀文　Tel.072-471-3321
阪南市立病院整形外科

1／27（土） 17:30 1単位 （滋賀）
第4回びわこリウマチと免疫セミナー
永田　昭博　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

1／27（土） 18:30 1単位 （栃木）
第3回栃木骨粗鬆症集談会
菊池　忍　Tel.0282-87-2161
獨協医科大学整形外科

2／16（金） 19:00 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㈱

2／16（金） 19:30 1単位 （福岡）
第9回九州労災整形外科フォーラム
稲元　邦洋　Tel.093-551-5281
エーザイ㈱北九州コミュニケーション
オフイス

2／16（金） 19:00 2単位 （熊本）
第17回熊本リウマチ研究会　
藤原　道則　Tel.092-271-5155
ワイス㈱九州支店

2／24（土） 18:00 1単位 （島根）
第26回山陰リウマチ性疾患研究会
片桐　浩史　Tel.0859-38-6587
鳥取大学医学部整形外科

2／24（土） 20:00 1単位 （香川）
第4回香川リウマチ研究会
土橋　浩章　Tel.087-891-2145
香川大学医学部第1内科

2／24（土） 16:15 2単位 （東京）
第8回臨海リウマチ性疾患談話会　
松元　秀一郎　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱
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RAに対する理学療法の目的は，

①関節腫脹と疼痛の軽減

②関節変形や可動域制限の予防と改善

③筋力の維持・増強

④生活の維持・向上

である。

理学療法は物理療法，運動療法，日

常動作訓練を組み合わせて行われる。

これらの治療の詳細についてのべる。

〈物理療法〉

物理療法には温熱療法，寒冷療法，

光線療法などがある。

温熱療法の目的は主に関節痛の軽減

と，関節周囲の筋緊張を緩和し軟部組

織を伸張することによる疼痛の緩和お

よび関節可動域の向上である。温熱療

法はRAのほとんどの病期に利用可能

であるが，急性炎症期の関節炎に対し

て用いることは関節炎の増悪を来す可

能性があり注意が必要である。

日常的に用いられる温熱療法はホッ

トパックである。約80℃にあたためら

れた保温剤を局所に20分程度おいて使

用する。病院のリハビリで使用するも

のは大きさも大きく，あたためるため

に特殊な保温器具が必要であるが，自

宅で行う際には，電子レンジで加熱可

能なゲル状の湯たんぽなどが市販され

ており手軽に利用できる。

〈電子レンジであたためるタイプの湯たんぽ〉

パラフィン浴は約50℃に加熱された

液体状のパラフィン液に何度か手指を

浸してパラフィンの膜を作り，その熱

で保温をする治療法である。主に凹凸

がありホットパックでは均一な保温が

困難な手指の温熱療法として行われる。

寒冷療法の効果としては局所の新陳代

謝の低下や疼痛の緩和などであり，急

性炎症期の関節炎や関節手術後などに

用いると効果的である。病院では冷却

された金属製の器具を用いたアイスマ

ッサージやアイスパックなどがしばし

ば利用されるが，冷やしタオルなどを

代用することで自宅でも比較的簡便に

行うことのできる方法である。RA患

者に用いられるその他の物理用法とし

ては赤外線やレーザーなどの光線療法

や局所的な渦流浴（温水浴），温泉など

での治療浴がある。

〈運動療法〉

RAに対する運動療法は，関節可動

域訓練，筋力訓練，歩行訓練を組み合

わせて行うが，疾患活動性にあわせて

安静や関節保護も取り入れていく必要

がある。急性炎症期の関節炎に対して

は過度な荷重や他動運動が関節炎を増

悪させる可能性もあるが，腫脹や疼痛

による関節拘縮や不動による筋力低下

が進行するおそれもあるため，適度な

量の運動を継続的に行っていくことが

望ましい。杖などの補装具使用の指導

や関節への負担が軽減するような動作

の指導，住環境整備に関する指導など

の関節保護法についても日常動作訓練

の一環として行われる。

日常的に運動療法を行う方法として

は，「リウマチ体操」が病院やパンフレ

ット等でさまざま紹介されている。肩

関節，肘関節など大きな関節を自分の

力で動かせる範囲を動かす体操で，関

節可動域訓練と軽い筋力訓練を兼ねて

おり負担なく行える内容である。また

プールでの水中運動は，浮力による関

節負担の軽減や水圧による抵抗運動の

効果が期待でき推奨される。

〈当院病棟でのリウマチ体操〉

リウマチの理学療法

後藤　眞

経歴　1947年生まれ。東京大学医学部医学科を卒業後，内科物理療法学科で研修後，都立大

塚病院にて長くリウマチ診療のかたわら，リウマチ研究と老化研究を行う（関節疾患基礎研究

奨励賞，臨床薬理研究振興財団研究奨励賞，持田記念医学薬学振興財団研究奨励賞，日本リウ

マチ学会賞，ノバルティス・リウマチ賞，アメリカリウマチ西部地区学会賞など受賞）。研究

分野は老年病学，老化学，リウマチ学，免疫学，腫瘍学，遺伝学，生化学，分子生物学，シス

テム生物学で，所属学会は，日本内科学会，日本癌学会，日本リウマチ学会，日本免疫学会，

日本分子生物学会，日本老年医学会，アメリカ・リウマチ学会と多岐に渡る。また現在，桐蔭

横浜大学医用工学部臨床工学科不老科学・加齢制御学部門で教授として，ライフワークの不老研究に専念するほか，併設

されている横濱総合病院リウマチ科でリウマチ性疾患，老年病の外来診療とともに，ニフティが運営するインターネット

医科大学（internet-ikadaigaku@nifty.com）にてリウマチ・膠原病科教授として，数年前から無料の医療相談を行ってい

ます。編集委員長として，足掛け4年，新編集委員を迎えて，ますます張り切っています。趣味の茶碗製作には，30年以

上没頭していますが，いまだ満足のいくものができないのが悩みです。

後藤　眞 編集委員長 仲村 一郎

経歴　1990年東京大学医学部医学科を卒業後，同大学整形外科学教室（黒川高秀教授）に入

局。3年間の臨床研究の後，同大大学院進学。1997年より3年間米国メルク社生物医学研究所

にポスドクとして留学した。この間計6年間骨代謝，とくに骨吸収の分子メカニズムに関する

研究を行った（日本骨代謝学会奨励賞・日本整形外科学会奨励賞）。2000年東京大学整形外科

医局長。現在は湯河原厚生年金病院リウマチ科部長。駆け出しの頃，歌って踊れる整形外科

医を目指していた私に「それもいいが一流の臨床と一流の基礎の双方に深く関与できる整形

外科医になりなさい」と恩師黒川教授に声をかけていただき，やっと目が覚めた不肖の弟子

である。以来早くも16年の歳月が流れたが，恩師の域には達することなく，いまだ懸命に精進する毎日である。他の編

集委員の先生方の足を引っ張らぬよう勤めてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。趣味：ゴルフ・短歌・破骨

細胞研究。

仲村 一郎

編集委員 自己紹介 第2回

ACR 2006学術集会に参加して，

南カリフォルニア大学のQuismorio教

授と英国ロンドンSt. Thomas/Guy

病院の Panayi教授がACR Masters

の栄誉に浴されたことを知った。お二

人の卓越したリウマチ学への功績を考

えると当然のことではあるが，その温

かいお人柄に触れた者としては今回の

授与は感慨深いものであった。

Quismorio教授には留学中（1989年

～1992年）格別お世話になった。そ

の当時準教授として学生，研修医の教

育を担当し，その優れた臨床能力と温

厚な性格からドクターQと慕われ，彼

らの信望を一身に集めていた。研究に

は関与されていなかったが，私が語学

の障壁で孤独感に苛まれていた頃，よ

く声を掛けてくださり，随分励まして

頂いた。

Panayi教授は1990年代のRAの病因

論の展開には中枢的な役割を果たされ

た。初めてお会いしたのは，私が研究

室を免疫学・微生物学に移った直後で，

T細胞機能解析法に興味を持たれ訪問

されたときである。そこでRAにおけ

るT細胞の役割の重要性を熱心に解説

して頂いたのが，その後の私の研究に

大きく影響した。1999年のEULAR

（グラスゴー）に参加した際にGuy病

院のセミナーに招聘して頂き，その晩

は英国の国民作家であるチャールズ・

ディケンズゆかりのレストランで美味

しい食事とワインをご馳走になった。

しかし，何よりも感銘を受けたのは会

話から溢れ出る教養と博識であった。

お二人ともACR Mastersの授与資

格からすると65歳を越えたことにな

るが，ACR期間中，いつもながらの

熱心に講演を聴取される姿を何度も拝

見した。お祝いの言葉をお伝えしたと

ころ，逆に新天地でも「若いから頑張

れ」と激励を受けた。年齢には常に相

対性理論が働くのであろう。お二人に

お会いしてから17年，振り返ればま

さに光陰矢のごとしであるが，年を重

ねても若い頃の情熱を失わず，探求心

と向上心を持ち続けたいと思う。

（愛知医科大学リウマチ科　山村昌弘）

二人の
2006 ACR Masters

羽生忠正　長岡赤十字病院リウマチ科整形外科部長

森本幾夫　東京大学医科学研究所先端医療研究センター免疫病態分野　教授
山村昌弘　愛知医科大学医学部リウマチ科教授

委員長：後藤　眞　桐蔭横浜大学医用工学部臨床工学科不老科学・加齢制御学部門教授
岡田正人　聖路加国際病院アレルギー膠原病科　副医長
仲村一郎　湯河原厚生年金病院リウマチ科部長

【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】

リウマチ・リハビリテーション

第4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

電子レンジであたためるタイプの
湯たんぽ
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