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冒頭，日本リウマチ財団の　久史麿

理事長から，財団設立の経緯と当年の

活動報告がなされた。中でも近年のメ

ールを使ったe-learningの生涯教育実

施につき好評を得ていること，また，

災害時にリウマチ患者さんにどのよう

に対応するか，ということで設置され

た「災害時リウマチ患者支援検討会」

について，活動が本格化している旨の

話があった。

招待演者としては，衆議院議員の

川崎二郎 氏が，日本の医療問題につ

いて，前厚生労働大臣として取り組ん

だ医療制度改革，少子化対策など詳細

な数字を駆使して講演を行った。

少子化と高齢社会

「現在75歳以上の１千2百万人で医

療費の45％を使っているが，今後15

年余経過すると団塊の世代がそこへ移

行し，75歳以上が2千万人を突破する

時代になる。つまり医療費の半分は

75歳以上のお年寄りが使うことにな

り，国民の医療費総額はしばらく減ら

なくなる。

日本は世界中で，最も多くの人が働

いている国と考えられる。1億2千7

百万人のうち6千6百万人が働いてい

る。つまり52％の人が働いて48％が

支えられる側にまわっているというこ

とである。わが国以上にこの割合が高

い国は，世界中でカナダの53.9％だけ

である。他は，イギリス49％，フラ

ンス45％，イタリア42％で，米国で

すら50％を少し超えたところである。

扶養される立場より働いている人数の

ほうが多い国は少ないのである。

今わが国の，戦後生まれの団塊の世

代は800万人であるが，当時の出生率

は4.3であった。また，その子供たち

「団塊ジュニア」にあたる昭和46年～

50年の生まれも800万人いる。団塊世

代は2.1の出生率で子供たちをつくっ

たので，そのジュニアも800万人いる

が，その後の世代は違う。どのくらい

の違いがあるかと言えば，私の世代は，

女性は30歳までに80％，男性は35歳

までに90％が結婚していた。現代は，

女性が30歳までに結婚する割合は

46％であり，男性で35歳までに結婚

するのは60％を切った。（これでは）

当然出生率は下がる。今は，団塊世代

とそのジュニアが働いているから多く

を扶養できている（国民医療費を負担

できている）が，いずれこの数値は逆

転する。出生率1.26の現在，少子化対

策がうまくいけば，わが国は50年後，

1億人国家になったにしても，働いて

いる人が48％，扶養される側が52％

と，今のOECD先進国とほぼ同じ数

値に留まる。ところが今の状況が続く

（少子化対策が功を奏しない場合）と，

45％が働いて55％を支えなければな

らなくなる。その事態が訪れた時の対

策はどうするかというと，消費税率な

どを増やして，国民負担率を60％超

としなければ国家として存立できない

というところまで追い込まれることに

なるのである。我々はそれをなんとし

ても避けたい。税の負担，社会保障の

負担も国家論として国民は頭の中にお

いて欲しい。」

このように国民医療の将来像を川崎氏

は語った。

費用の削減について

次に，医療制度改革の本質的な議論

において，75歳以上の，医療費が最も

大きな部分をどうしていくか，介護の

分野と医療の分野をどうしていくか，

この２点を政治の大きな課題としてど

う取り組んでいるかについて，川崎氏

は語った。

「いずれ迎えることになる，約2千万

人にのぼる75歳以上の高齢者医療の

問題をどうするかということである

が，一案として75歳以上の医療とそ

れ未満の医療を少し分けようという話

である。現職で働いている人とリタイ

アした人に違いを設けようという案が

ある。

また，3.16％マイナスという薬価，

診療報酬額は決まったが，救急医療，

小児医療，産科医療，これらはプラ

ス改定にしてほしい，レセプトのオ

ンライン化を進め，これを全ての医

療機関にセットし，基本的にはそれ

以外の請求は認めない，という施策

も考えられる。

入院の問題については，日本が平

均36日在院，欧米が1週間から10日

間。つまり日本は随分ここに経費が

かかっている。千人当たりのベッド

数は，日本が14.2床，ドイツ，イギリ

ス，フランスで7～8，米国は3.3であ

る。ベッド数の削減も大きな課題で

あるが，ベッド数あたりの医師，看

護師の数は日本が一番低い。これも

問題である。

一人当たりの医療費は海外とあま

り変わらないが，少子高齢化の中で，

若者がこの負担を許容できるか否か

というのは依然として残る課題であ

る。これらの諸問題について，日本

は 20年間で約4兆円の削減をしなけ

ればならない。また，疾患予防につ

いても，メタボリックシンドローム，

ヘルスチェック，健康指導をより強

め，生活習慣病をなくす中で2兆円程

度削減したい。合計で6兆円を節減し

たいのである。」

薬と市場について

医療における医薬品のポジションに

ついて，医薬部外品と特保の分野が少

しずつ大きくなってきている現状や，

海外市場との比較を織り交ぜ，次のよ

うに語った。

「この10年間の日米を比較すると米

国の市場は大きくなった。日本は行

政が押さえぎみでやってきたが，米

国は自由なのでその分市場は大きく

なったと言える。現状では製薬企業

のトップテンに米国5社，イギリス2

社，フランス1社，スイス2社で，ド

イツと日本は入らなかった。それで

もドイツは何とかベストテンに入る

会社をつくろうと合併を急いでいる

が，日本はどうするのであろうか。

わが国は残念ながら開発費を使うメ

ーカーが少ない。米国は薬品市場が

大きくなったため，それに伴い開発

投資する。そこで日本の研究投資と

差がついたのであろう。」

さらに氏は日本の問題点を3つ挙げた。

「1番目は機構の問題。検査体制が悪

く少し時間がかかり過ぎるのではとい

う批判がある。

2番目に治験のルール。大学病院を

含めて日本は治験のルールが確立され

てない。もっと進めて欧米，日本，同

時治験に移れる国際ルールを早く作る

べきではないか。

3番目にメーカーが米国の巨大市場

の方向に向いているため，日本での治

験より米国の治験を優先するようにな

ってきている。医薬品業界の再編を含

久史麿理事長

今後の医療・保険の動き講演1

久史麿氏座　長

衆議院議員，前厚生労働大臣

川崎二郎氏演　者

年の瀬恒例，法人賛助会員

打合会が去る12月5日，経

団連会館で賛助会員の各ご担

当者をお迎えして開催され

た。今回は，前厚生労働大

臣・現衆議院議員 川崎二郎

先生をお招きし，厳しい医療

保険制度の実情とその将来像

についてご講演いただいた。
川崎　二郎議員
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めてこれらの対策をやっていかない

と，わが国は欧米に太刀打ちできない。

また，ジェネリック薬品については，

今後増やしたいが，現状日本は数量的

には16％，金額ベースで5％にすぎず，

米国（56％，13％），イギリス（49％，

21％），フランス（12％，6％）と比

較して，わが国のジェネリック市場は

遅れているのが薬品行政の大きな課題

である。」

最後に川崎 氏は次のように締めく

くった。

「医療全体を俯瞰した時，WHOの評

価においては日本の医療体制は一番で

あると言われている。しかしながら，

一方で大きな借金を抱えてもいる。こ

の矛盾の中で，国民に相応の負担増を

理解してもらいながら，若者世代にど

のような負担をしてもらい，医療業界

をしっかり守っていくかが，政治の大

きなテーマである。」

座長の西岡 氏は，松本 氏による疫

学調査で，国内にも200万人という線

維筋痛症患者が存在していることが分

かったと述べ，その欧米並みの患者群

について，氏より講演をしてもらう旨

を述べた。その松本 氏は冒頭次のよ

うな話題から講演を始めた。

日本における線維筋痛症

「線維筋痛症という疾患名について，

過去には真性リウマチ，結合織炎など

と呼ばれていたが，1990年のACRに

より疾患概念が定義され『線維筋痛症』

となった。ただ，現在でもわが国では，

うつ症状と疼痛が共通することから，

心療内科的疾患の機能的身体症候群と

非常に類似性が強く，鑑別に苦労して

おり，さらに小児の発症もあるなど，

鑑別診断は非常に難しい疾患である。

しかし，欧米において線維筋痛症は，

リウマチの中では非常によく知られ，

米国の統計では人口あたり女性で

2％，男性では0.5％が鑑別診断され，

リウマチ外来に特化すると3～20％が

その中に含まれているという。一方，

私の（関連施設を含めた）リウマチ外

来でも，4.1％の患者さんがあること

から，決して日本でも稀な疾患ではな

いと思われる。

また，この疾患は，性別では女性が

圧倒的に多く，関節リウマチよりその

頻度は高い。ただ，線維筋痛症として

日本において治療された患者さんはこ

の1年間にわずか2,700名しかいない。

日本リウマチ財団のリウマチ登録医は

4千名近く存在するが，この4千名の

中で，線維筋痛症として診断できうる

疾患の認知度は登録医の約3分の1で

あり，残りの登録医は病名として知っ

てはいても，目の前の患者さんにおけ

るその病態とは結びつかないのであ

る。さらに，一般の臨床医の場合，病

名も知らなかった人が約3分の1，病

名しか知らなかった人が3分の1であ

り，疾患概念を知っている人のそのほ

とんどが日本整形外科学会，日本内科

学会認定医という専門医の有資格者で

あるが，それでも診断には結びついて

いないのである。これが一般社会にお

いてはなおさらのことで，この病名を

聞いたことがある率はわずか2.1％で

ある。これらの数値は，いかに社会に

この疾患が認知されていないかの証左

である。

また，2004年に実施した国民調査か

ら，おそらく200万強の潜在患者さん

がいると思われるが，欧米と同じよう

に大都市に多くて地方には少ない。何

らかの発症素因がここに隠されている

のではないか，と考えられる。前述し

たように女性患者さんが割合的に多い

が，わが国では欧米に比して男性の比

率がやや高いのも特徴である。

年齢分布では，30歳代から急速に

増え，ピークは50歳代で推定発症平

均年齢は44歳。十分な疾患概念の認

識がないということで，発症して診断

までに約4.3年要していることも特徴

であり，ドクターショッピングを繰り

返す者も数多く，平均4診療科の受診

経験がある。発症の誘発因子として，

身体的ストレスが一定の比率でリスト

に上がってくるが，腹部手術とか，婦

人科，整形外科的な手術も有意な傾向

を持っている。

疾患概念としては，間質性膀胱炎，

関節症，過敏性症候群など，機能的

身体症候群の心療内科的疾患概念の

範疇に入るが，その本体は依然とし

て不明である。SPECTによる画像診

断で疾患部の血流低下を確認したと

いう報告もある。この報告が何らか

の疾患情報を与えている可能性はあ

るが，確定的なものは現状存在しな

い。中心的な症状は病名のとおり大

変激しい痛みとこわばりである。そ

の一方，欧米に比べて高い出現頻度

の精神症状が日本の患者さんの特徴

でもある。」

松本氏は引き続き，この疾患の診断

基準を以下のように示した。

ACRによる診断基準がスタンダード

「1990年のACRにおいて簡略な診断

基準が示された。それによると身体 5

ヵ所に３ヵ月以上にわたって持続的・

再発性に頑固な痛みを訴えること。医

学的所見では，身体の18ヵ所におい

て4kgの圧で痛みを感ずる。この2つ

の条件を満たした場合に，線維筋痛症

という診断が感度 88.4 ％，特異度

81％で診断できるという。興味深い

のは上記の18ヵ所の圧痛ポイントが

東洋医学の経穴にほぼ一致することで

ある。

日本でも日常診断はこのACR基準

を用いる。それによると繰り返しにな

るがわが国には現在200万人程度の患

者さんが推定される。ただし，その3

分の2は他の様々な基礎疾患と併発す

る可能性があるので，それらの症状，

疾患概念を認識していなければ，患者

さんの病態管理に非常な困難が付きま

とう。特に関節リウマチでは12％か

ら20％に線維筋痛症をある時期から

併発してくることが知られているの

で，リウマチ治療の所見が良くなって

いるにもかかわらず，患者さんが執拗

な痛み・こわばり他の多彩な症状を訴

えることがあることを念頭に置くべき

である。結局このような患者さんでは，

線維筋痛症に対する疾患管理をしなけ

れば，QOL・ADLが改善しない。」

日本における治療実態

「わが国の治療状況では，線維筋痛

症と診断された場合，現在は非ステ

ロイド系抗炎症薬を含めた鎮痛薬が7

割近くに投与され，抗うつ薬も約7割

に投与されているが，基本的な治療

法がなく，依然として試行錯誤状態

にある。たとえば神経性の疼痛に適

応を有するノイロトロピンが約4分の

1の患者さんに投与され，非薬物療法

としては精神療法，心理療法が約1割

強，鍼灸療法が7％弱等々，その他民

間療法を含めた様々な治療が実施さ

れている。しかしながら，このうち

有効であると確認されたのは，有酸

素運動を含めた運動療法，古典的な

三環系抗うつ薬，精神医学的な認知

行動療法の3つだけである。この3つ

の治療法には，多数例の検討による

EBM的有効性が明らかになっている。

一方，明らかに有害な対応は長期の

休養である。安静状態を保つことに

よってかえってこの疾患が悪化する

ことも明らかである。また，副腎ス

テロイド薬も基礎疾患を伴わない場

合には有効性が認められていない。

患者さんは大部分が通院である

が，数十％が1年以内に1回の入院

歴があり，1年間では治癒例が1.5％，

多少の改善例が半数である。ADLは

半数が著しく困難を感じており，そ

の3割近くが休職，休学経験ありで，

その期間は平均3.2ヵ月である。当

然このような状況であればリストラ

や退学となるケースが多い。QOLを

見ると，一般に対し2SD，3SD以下

と低い評価が得られている。」

松本 氏は最後に，多くの線維筋痛

症の患者さんが原因不明の広範な身体

の痛み，慢性疼痛を訴えているが，痛

みの性質上リウマチ性疾患に含まれて

いるので，リウマチ登録医を含めたこ

の領域の専門家における，より適切な

対応が望まれると講演を結んだ。

また，座長の西岡 氏から寛解率の

悪さや診断基準について質問があり，

松本 氏は，治療のEBM提示やガイド

ライン作成の難しさを述べつつ，リウ

マチ専門家でさえ，今なおこの疾患に

対して否定的な人が多い事実につい

て，その啓発を財団などに強く要望さ

れた。

川合 氏は今後の対リウマチにおけ

る薬物療法がどう変わるか，今までど

う変わってきたか，その歴史的経緯に

ついて講演した。

その概要は，診断としては疼痛度，

朝のこわばり，疼痛関節数，腫張関節

数がその主流として残り，治療結果を

見る指標としては，画像診断そして

HAQが重用されていること。米国リ

ウマチ学会（ACR）のコアセットは，

個々の症例を判定するための非常に有

用な方法だと評価した上で，この指標

が抗リウマチ薬のガイドラインにおけ

る推奨度を規定しており，現在では炎

症改善の効果に加え，その後の関節破

壊の阻害効果があるかどうかにその評

価基準がシフトしつつあることを触れ

た。川合 氏によれば，抗リウマチ薬

の薬効評価について，ACRコアセッ

トは現在でも中心的な評価方法である

という。

また，ヨーロッパリウマチ学会の

DAS28という指標については，点数化

することができるため明確に判断しや

すい面が重用されつつある理由ではな

いかと述べ， ACRコアセットとDAS

の双方を判断の指標とするのが，最近

の臨床試験の一般的な基準になってい

るのではないかとした。このほか，生

物学的製剤の登場により，関節破壊の

程度を評価するシャープ法がクローズ

アップされており，関節破壊をチェッ

クすることは，関節リウマチの寛解や

治癒，そして薬効評価を行う上で，重

要な地位を占めることになるとした。

川合 氏は，現在開発中の生物学的

製剤や海外での現状についても語り，

まとめとして，副作用の少ない生物学

的製剤は積極的に早期から使われるよ

うになるであろうが，その開発につい

ては一定のリスクを伴うという認識を

必要とし，次に期待される薬剤は，完

全寛解もしくは治癒を目指す薬剤であ

るが，同時にその薬効評価もますます

厳しい目が必要になるとまとめた。

（文責編集部）

1．NSAIDsは次第に使われなくなる�

2．ステロイド使用量は減るが当面存続する�

3．低分子抗リウマチ薬は有効な薬のみが残る�

4．抗リウマチ薬の治療目標はQOLの改善だったが，一部の薬剤の目標
は関節破壊阻害効果となった�

5．生物学的製剤はより積極的に使われるようになる�

6．今後さらに新規の生物学的製剤が登場するが，開発段階には特異な
副作用に注意が必要である�

7．RAのさらなる病因・病態研究が必要である�

8．次の治療薬の目標は治癒（完全寛解）である�

関節リウマチ薬物療法の将来�

川合氏の発表より�

注目のリウマチ性疾患
…線維筋痛症について講演2

西岡久寿樹氏座　長

藤田保健衛生大学
七栗サナトリウム内科　教授

松本美富士氏演　者

今後のリウマチ薬物療法は
どう変わるか講演3

西岡久寿樹氏座　長

東邦大学医療センター
大森病院膠原病科　教授

川合眞一氏演　者
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なぜ臨床研修の場を米国に求めたのか

山村 米国でリウマチ・膠原病医療の

臨床トレーニングを受け，しかもその

資格を取得した先生方に，現地で感じ

られたこと，帰国時に受けた印象を含

めて，今の日本におけるリウマチ医療

に対して，何らかの建設的意見を頂戴

しようという理由でお集まりいただき

ました。最初に，なぜ米国に臨床研修

の場を求めたか，その動機・経緯をお

願いしたいと思います。

岸本 大学5年時にオーストラリアに

臨床留学をさせて頂き，非常に楽しい

ラウンド，活発なディスカッション，

学生も研修医も上の先生になんでも質

問しているという自由な環境を見るこ

とができました。日本では体験したこ

とがなくて，「すごい，こういう環境

でやりたい」と思ったものです。また，

全身を診られる医師を目指していたの

もその大きな理由です。また，ロール

モデルになるような医師になりたいと

いうのも目標ではありました。卒後は，

沖縄県立中部病院で2年間研修をしま

した。98年当時は，研修の義務化も

はじまっていないですから，90％く

らいの卒業生が大学に残る時代です。

母校のある教授には「何で医局を出る

んだ。出てしまったら帰る所がなくな

るぞ」と言われました。沖縄県立中部

病院では，それこそロールモデルにな

るような多くの先生にお会いして，屋

根瓦式の研修ができました。しかも各

科診療責任者の先生方は沖縄返還前に

米国で研修をしてきた方が多かった。

つまりそこも米国の環境だったので

す。それでますます米国行きの現実感

が増し，沖縄の海軍病院で１年間の研

修を行いました。患者さんとのコミュ

ニケーションの点で，少しでも英語が

できてから米国に行かないとハンデが

大きいと思っていたので。

山村 海軍病院の後は，どうされたの

ですか？

岸本 ハワイ大学内科で臨床研修（レ

ジデンシー）を始めました。が，その

前にレジデンシーに応募したいという

手紙を200ヵ所のプログラムに出しま

した。そのうち受験票を送ってくれた

のが大体40ヵ所くらいで，後は無視

されました。その40ヵ所に応募し，

面接に呼ばれたのは12ヵ所くらい。

面接を経てハワイ大学の研修が決まっ

たということです。

山村 ハワイ大学の研修は，全般的な

プライマリーケアですか，それに何年

間ですか？

岸本 総合内科の研修を3年間です。

山村 その後，リウマチをやろうと思

われたのは何か理由があるのですか？

岸本 研修１年目にハワイのケン・ア

ラカワという日系の先生の外来で１ヵ

月学ばせて頂きました。まだ日本でイ

ンフリキシマブがない時代なので，そ

こには日本人の患者さんが大勢来る。

２ヵ月おきに日本から飛行機で渡米し

て注射だけして帰る，そういう患者さ

んをたくさん診た。米国では98年か

ら使っていましたので。日本に帰って

多くの患者さんの役に立てるのではな

いかと感じました。また，リウマチ性

疾患の患者さんは高齢者が多いのです

よね。元々老人医療をやりたかったし，

免疫学にも学生時代から興味を持って

いてリウマチ科は合併症，副作用を含

むと全身を診る診療科だったので，結

局その過程で専攻をリウマチ科に決め

たということです。

山村 リウマチ学の研修はどちらで？

岸本 ニューヨーク大学（NYU）で

す。

山村 NYUの研修期間は2年間？

岸本 2年間です。

山村 どのような研修ですか？

岸本 病棟・外来研修，講義，カンフ

ァレンスでの発表など非常にタイトで

オーガナイズされたプログラムだと思

います。米国のだいたいのプログラム

がそうだと思いますが，１年目は臨床

をばっちり，2年目には外来を持ちな

がら研究をする。既に総合内科研修を

終えており専門的な勉強をするには絶

好の時期です。例えば，１年目の外来

研修は，月曜日はループス・クリニッ

ク。ここでは，ループスや混合性結合

組織病などの患者さんしかこない。新

患を含めて半日で7人ぐらい診察しま

す。火曜日がジェネラル・アルスライ

ティス・クリニック（関節炎総合クリ

ニック）。水曜日は選択で，小児関節

炎クリニック，皮膚科・膠原病クリニ

ック（皮膚疾患）か乾癬クリニックで，

小児リウマチ専門医あるいは皮膚科の

スペシャリストと一緒に全部患者さん

を診る。木曜日は骨粗鬆クリニックな

ど，各疾患のバランスが取れていて全

パートで集中して学べました。指導医

も全員世界でも有名なスペシャリスト

ですし，大変勉強になりました。

山村 患者さんひとりあたりに対して

どれくらいの時間を割くのですか？

岸本 フォローアップですと15分。

新患では2～30分。

金城 岸本先生の施設はずいぶんと短

いように感じます。

岡田 大学病院や教育病院ではフォロ

ーアップ30分，新患1時間が普通だと

思います。

山村 金城先生どのような経緯で渡米

されたのですか？

金城 私は，1994年に東北大を卒業

して，その後千葉県にある亀田総合

病院で3年間内科研修を終えて米国に

行きました。大学時代は，米国に行

くことはほとんど考えていなかった

のですが，なんとなく亀田で研修を

始め，2人のとても影響力のある方に

感化されたと思います。ひとりは，

米国人のスタイン先生で，その方が，

非常に一生懸命米国のティーチン

グ・スタイルを伝えて下さった。も

う１人が常盤先生という米国から日

本にビザで2年帰国された方でやはり

非常に熱心にいろいろ教えて下さっ

た。その影響で，「臨床がこんなに面

白くやれる場所が米国なんだ」と強

く思い，東京海上の『Ｎ program』

を通して1997年からニューヨークで3

年間内科研修をしました。

山村 なぜリウマチ科を選ばれたので

すか？

金城 最初は研修3年終わったら日本

に帰るのか，何をするのかも全然考え

てなかったのですけど，研修2年目の

中ごろリウマチの選択期間が１ヵ月ほ

どあって，非常に面白いと思いました。

ただ，もうほとんどのプログラムが既

に応募を終了していましたし，また私

は車の運転ができないので大都市でし

か暮らせないという問題もあって，交

通の便がよい場所での応募を考えまし

た。望み薄だったわけですが，そんな

時，コロンビア大のポストがたまたま

空いたというので，受験をすることが

できました。

山村 リウマチの面白い所はどこです

か？

金城 慢性疾患の方を診るのが好きと

いうことと，免疫学とすごく近いです

よね。そういう免疫学の知識のバック

グラウンドと，臨床の結構込み入った

難しさとが，どういうふうにつながる

のかがひとつの興味の場所でしたし，

後は純粋に慢性疾患の患者さんとお付

き合いするのが好きなので，リウマチ

科に惹かれました。病歴や身体所見が，

こんなにも今の時代でも大事にされる

領域ってリウマチ学かなと強く思いま

す。医者の醍醐味と思い楽しく感じて

います。

当財団は，登録医制度をもってリウマチ性疾患の医療技術の向上と，

全国のリウマチ医療の平準化に貢献することを１つの目的に，各種

研修会や単位制度を実施しているが，専門の知識を有する，あるい

は最新の医療技術に長けた「後進の育成」は，国民医療の変革の荒

波の中で，必ずしも順風満帆ではない。とくに今後の臨床医の充実

は，患者さん本位の医療において，これからもっと必要となるとこ

ろであろう。

そこで今回は，あえて日本の臨床教育に背を向け，欧米の臨床教育

の薫陶を受けた，数名の若きドクターにお集まりいただき，欧米の

臨床教育と日本の何が違うのか，われわれが今後どのような道筋を

目指すべきかを語って頂いた。

一部に，耳の痛いお話もあるかもしれないが，その率直な言に耳を

傾ける時期が今来ているのかもしれない。

金城光代氏 手稲渓仁会病院　総合内科

岸本暢将氏 亀田総合病院　リウマチ膠原病内科

岡田正人氏 聖路加国際病院　アレルギー膠原病科 編集委員

山村昌弘氏 愛知医科大学　リウマチ科　教授　　編集委員

司　会

コメンテータ

前 編

■■

■■



岡田 フェローシップは。

金城 フェローシップは基本的には岸

本先生と同じです。コロンビア大学の

プログラムでは各学年１人しかフェロ

ーがいないので，最初１年間はずっと

病院中のコンサルトをさせて頂きまし

た。入院患者さんのコンサルトをすべ

て診るので勉強になりました。そのほ

か痛風などの結晶性関節炎の有無を診

断するため，関節液の穿刺後顕微鏡を

覗く機会も多くありました。

山村 コロンビア大では最終的な判断

は医療チームが行っていましたか？

金城 他のフェローシップと同じです

が，責任ある指導医が判断をつけます。

岸本 最終的なレスポンシビリティは

やっぱり専門分野の方が強いですね。

金城 そうですね。たいていの場合は

専門家が実権を握っています。

岸本 こちらの判断に従わない場合に

は，必ず電話がかかってきて専門家か

ら説明があります。

山村 それは日本と逆ですよね。日本

はリウマチ科が病棟を持っていた場合，

そこの患者さんで呼吸器の問題があれ

ば呼吸器にコンサルトに行っても，基

本的には自分達で決断しますから。

金城 そうですね。そこが違いますね。

山村 対象患者はさっき岸本先生が言

われたのと同じで，OAを含めたすべ

てのリウマチ性疾患でしたか？

金城 リウマチ疾患と日本での整形外

科疾患の一部ですよね。

山村 運動器疾患全般を扱っていると

いうことですね。

岡田 そうですね。

山村 日本とは違うわけですね。日本

でリウマチ・膠原病内科医が診ない患

者ってOA以外に何がありますか。

岡田 骨粗鬆症，腰痛，腱鞘炎は関節

炎ではありませんが，欧米ではリウマ

チ膠原病内科が診る疾患です。日本で

は炎症性関節炎である乾癬性関節炎，

痛風も診ない所もあるようです。

岸本 確かに乾癬性関節炎，骨粗鬆症

はリウマチ科医が診療していました。

山村 それは診る先生が増えています

ね。リウマチ領域は，専門性がありな

がら，かなり幅が広いですね。私もリ

ウマチ医はあらゆるものを診るという

ことを，心がけなければいけないとは

思っていましたけど。私が研修をして

いた頃は，どちらかというと膠原病ば

かりで関節リウマチはあまり診なかっ

た。関節の疾患を誰も教えてくれない

ので，とにかく見よう見まねで覚える

か，教科書でした。圧痛なのか痛みな

のかの鑑別もとくに指導はありません

でした。そう言う点は，米国ではかな

りしっかり教えて頂けるのでしょうね。

金城 はい。臨床に強い先生と基礎に

強い先生がいらっしゃり，指導をして

下さいました。

山村 岡田先生お願いします。

岡田 私は元々，膠原病がやりたくて，

大学3年の時にはもう米国に臨床研修

に行こうと思っていました。3年にな

ると教科書を英語版で買ったのもその

ためです。日本語と英語版とで比べて

読むと，英語の教科書の方が読むのに

時間はかかりましたが，理解しやすく

思考回路が書かれているので，結局は

身になると思いました。ということで，

これはやっぱり米国に行った方がいい

と感じました。最初に１番好きになっ

たのは免疫学で，だから免疫に関係す

る領域がいいと思って４年の時に九州

大学の生体防御研究所附属病院に見学

に行きました。5年の時に米国に行く

ための基礎の試験を受けて６年の時に

臨床を受けて，卒業したらそのまま行

こうと思い，岸本先生と同じように

300通前後手紙を送りましたが，やは

り英語をやってからの方がいいと考え

直して横須賀海軍病院に行きました。

また，将来的には免疫の基礎研究もし

たかったので，ニューヨークで内科研

修をする前に自治医科大学のアレルギ

ー膠原病科でお世話になりました。

山村 そこで3年間，臨床のトレーニ

ングを受けられて，その後リウマチ科

の研修はどちらでされましたか。

岡田 リウマチ膠原病科の研修はエー

ル大学です。私が皆さんとちょっと違

うのは，はじめからリウマチ膠原病で

行き場所を探していて，その時，ロー

テーションのアテンディングであった

アレルギーの先生に，膠原病でアプラ

イする話と免疫の話をしたら，米国の

リウマチ専門医は，免疫の専門医なの

でアレルギー臨床免疫科も一緒に研修

できるプログラムもあると教えてもら

いました。それで，エール大学では過

去に両方取った人がいるはずだという

ので，エール大学でのリウマチ膠原病

科の採用を選びました。また，エール

でフェローになる直前のローテーショ

ンは，あえてエール大のアレルギー科

にし，教授と話し合い，幸いなことに

膠原病とアレルギーの両方を特例とし

て研修期間を延ばして同時進行で研修

することを許されました。

カルチャーギャップはあったのか

山村 渡米した際，驚かれたことがあ

ればお話して頂けますか。

岸本 目上の先生をリスペクトしては

いるのですが，だからといって自分の

意見を言わないわけではなく，しっか

りとしたディスカッションができま

す。仮に目上の先生がおっしゃってい

ることが間違っていると感じたなら，

それに対して堂々とそして真摯にディ

スカッションができるわけです。これ

には驚きました。

山村 日本では，知識の差もあると思

うのですが，研修医に対して一方的に

教えるような形の指導になることが多

いですよね。時間的制約もあるかもし

れないですが，米国ではそういうこと

は全然ないわけですね。

岡田 米国では研修期間が短いので2

年目になると，若い先生でもすぐに１

年目の先生の上に立つわけです。１年

目の先生に対して，翌年に自分で指導

できるように教えるのです。このため，

単に学生に教えるみたいに指示するの

ではなく，まず自分の考えを言わせて

みてそれを修正していく方法です。

山村 いわゆる屋根瓦方式がしっかり

しているのですね。だからこそ，身近

な所でディスカッションを重ねること

ができる。

岡田 考え方によりますが，ディスカ

ッションというよりも後輩の先生こそ

が治療の中心で，先輩はそれを監視修

正する役目にあるわけです。

山村 最初は，若い先生から診ていく

のですか？

岡田 そうです。１年目の医師が全部

自分で考えてすべての計画を立て2～

3年目のレジデントにプレゼンをして，

それをどうして異なるアプローチが必

要かを病態生理や臨床データを示しな

がらコメントし修正していきます。

山村 金城先生のところはお１人だっ

たのですよね。

金城 そうですね。

山村 その場合でも，最初に自分が診

療してということでしょうか。

金城 ただ，レジデンシーとフェロー

シップはチーム医療という点ではまっ

たく同じなので，インターンがレジデ

ントにティーチングを受けて，さらに

フェローからまた受けて，その上にア

テンディング（指導医）がいてという

階層ができています。フェローになれ

ば，学生やレジデントに教えるかわり

にアテンディングに対してはプレゼン

をする立場となる。アテンディングに

はフィードバックももらうことになり

ます。

山村 それが学生時代に見ていた病棟

のシステムとの大きな違いだというこ

とですね。

岸本 学生もステューデント・フィジ

シャンと言いますか，古典的な見学だ

けの研修ではなくて，一緒に医療従事

者としての役割を担わせる所が日本と

大きく違うと思います。ハワイ大学で

私が上級医となったばかりの初めての

当直で，卒業したばかりの１年目のイ

ンターンが，消化管出血の患者さんの

指示を完璧に書いていたのには驚かさ

れました。

山村 私が米国で研究していた時の話

ですが，学生が単位を取るために何週

間か研究に来る。その時に，ER担当

の学生が，夜勤をしていたのにはビッ

クリしました。ほとんど医者のように

振る舞っていましたし。それとよく本

を読んでいるなと思いました。でも最

近は，日本でも段々と医療行為を臨床

実習で習得させるようにシステムを変

えてきています。

金城 米国では学生最後の年に，サブ

インターシップといって，インターン

と半分同じような扱いを受けて，患者

さんを診ていました。

岸本 問題が起こった時の責任は通常

負うことはありませんが，それ以外は

インターンとほぼ同じ扱いですね。

金城 そうですね。サブインターン

（ステューデント・フィジシャン）は

自分でオーダーし，上の人に確認のサ

インをもらいながら診療に参加してお

り，とにかく学生でも自分がきちんと

仕事しないとチームが困るという状態

で働いていました。

山村 米国は基本的にチーム医療です

ね。そのチームに入る準備を学生時代

からして，チームとして患者さんを診

療していく自覚を養う。日本のように

縦社会で，なんでも最終的に上が決め

るというやり方ではない。

岡田 見方は違うかもしれませんが，

日本の方が自分で決めている研修医の

先生が多いと思います。米国は研修の

3年間が終わればもう内科専門医です

から，開業すれば一人前です。しかし

それでも，仮に新たに膠原病科のフェ

ローになったら，またまったくの研修

医として扱われるので，絶対自分で何

かを決めることはできない。オーダー

するのも，患者を診たら必ずすぐにプ

レゼンして，上の先生のチェックを受

けます。日本では，少し上の先生と総

合回診などをしますが，その前の段階

で研修医の先生が勝手に鑑別診断をし

検査をオーダーすることがあります。

外来でも，研修医の先生が自分だけが

診て，そのまま患者さんを帰したりす

ることがある。米国では専門医以外が

診て，患者さんを帰してしまうことは

絶対にないですし，入院患者のコンサ

ルトも研修医が診てそれがそのままコ

ンサルトになることは絶対にない。ま

ちがいなく，専門の資格を持っている

先生が責任を持って全部を診ます。

山村 上が目を通すシステムがしっか

りしているということですね。その中

で一生懸命にできる。

金城 やはり，チーム医療が非常にし

っかりしているのは驚きましたね。日

本で研修した時にはよく言えば自分が

責任を持って，悪く言えば放任状態の

中でもがきながらやっていたのを覚え

ていますけど，米国では聞く相手がい

ろいろな所にいます。日本では自分で

調べて自分で勉強する機会が増える，

とも言えるかもしれません。

山村 人間関係はどうですか。

金城 ニューヨークだからでしょうが，

米国人は押しの強い人がいるので，叫

ぶようにしゃべります。相手が怒って

いるのかわからず，こちらがビックリ

してしまうような方も少なくありませ

ん。アメリカ人は陽気な人も多いので

みんなで和気藹々とやっていました。

岸本 ニューヨークはすごいです。声

が小さいと無視されますから。

山村 それでもちゃんとチームとして

は成り立つのですか。何か秘訣みたい

なものはありますか？

岸本 負けないように大きな声でしゃ

べる，後はしっかり用意をすることで

す。私は回診の前に，発表する症例を

前日から用意して，ある程度文献を調

べ，プレゼンテーションができるよう

自分の頭の中で整理して，発表直前は

トイレに入って2，3回プレゼンテー

ションの練習をしていました。このプ
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レゼンテーションは非常に重要で，そ

こで指導医や上級医からの評価を受け

ます。スムーズに重要なポイントを絞

って行うのですが，自分のアセスメン

トやプラン，そこまで至った過程など

上級医・指導医がインターン・研修医

評価をする実践の場となります。この

ような経験を１人でも多くの先生にお

伝えしたく，「米国式症例プレゼンテ

ーションが劇的に上手くなる方法（羊

土社）」を出版しました。

山村 そういう評価システムが日本で

は甘いのかもしれませんね。なんとな

く医局という村社会の中で上に楯突か

ずにあまり恥をかかなければいいとい

うくらいの…。

岡田 恥をかくのが大事ですね。向こ

うは自分の知らないことを隠しておけ

ず，全部喋しゃべらなくてはいけない。

日本ではわかっている時だけしゃべっ

ていればいいのですが，米国では全部

プレゼンしなくてはいけないので，毎

日チェックされているうちにあやふや

な所はなくなってきます。

岸本 そうです。自分のわからない所

を認識することができます。

岡田 人がやっているのを見るとそ

んなに難しく見えないのですが，自

分で１人の患者を全部，私はこう思

うのでこうしたいということをみん

なにわかるように根拠をつけて話そ

うとしてみると意外とできなかった

りするのです。

山村 岡田先生は意外に思ったことな

どありますか。

岡田 私の場合，リウマチ科に行く頃

には既に米国に慣れてしまっていたの

で，とくに違和感はありませんでした。

山村 一般に，教えることが１番身に

ついて知識になると言われますね。皆

さんが上に上がった時には，米国の学

生や海外からの留学生に教えていたわ

けですね。

岸本 教えざるを得ない。毎日，持続

的に指導をしていました。

山村 24時間ということはないでしょ

うが，病院にいる時にはほとんどでし

ょうか。

岡田 病院にいて，一緒に患者さんを

診てれば，あらゆることを教えます。

山村 日本とそれは違いますよね。日

本は，どちらかというと「見て覚えな

さい」という姿勢ですから，聞かない

と教えない。

岡田 そうですね。日本ではたとえ研

修医でも，あまり直されるのが好きで

はない人がいますから。

山村 最近は違うかもしれないです

が，私の頃には初期研修を行った病院

により治療のやり方がすいぶんと違っ

ていました。帰ってきた時に，その違

う部分をあまり修正されることはあり

ませんでした。抗生剤の使い方とかい

い例です。その頃はとくにエビデンス

というものが確立されていなかったの

も原因と思います。

岡田 米国は主たる教科書が１つか２

つ，各科で決まっています。だから大

きくぶれません。リウマチ学は，今で

も大きい本が３つありますが，やはり

一番は Kelly WNの Textbook of

Rheumatology ７th ed.（WB Saunders，

Philadelphia， 2005.）じゃないでしょ

うか。みんなこのKellyも読んでいる

ので，施設によって大きく違うという

ことはないのです。Up To Date，MD

Consultのようなインターネットで使

えるものも共通です。

山村 Kellyがスタンダードな教科書

ですか？

岡田 だと思います。

山村 日本にそれに相当するものはあ

りますか？

岡田 日本でもKellyは読めますし，

それを補足するようなものは出版され

ていると思いますが，コンセンサスと

はなっていないようです。

コンサルテーションの環境の違い

山村 逆に，帰国した時に困ったこと

はあるでしょうか。最近は日本の病院

もかなり米国的なシステムを取り入れ

始めているので，それ程の大きな違和

感はないかもしれないですが。

岸本 違和感ではないですが，日本で

は患者―医師関係が非常に温かいです

よね。米国はすごくドライじゃないで

すか。シフト性なので担当の患者さん

が夜中に亡くなっても次の朝，当直医

から簡単に申し送りがあるだけです。

ニューヨークで研修したからかもしれ

ませんが。

山村 亀田総合病院の姿勢なのかもし

れないですね。

金城 私の場合はそれほど違いを感じ

ませんでした。

岡田 私も米国はそれほどドライな感

じはしませんでした。

金城 でも，ハワイとは差があるの

かもしれないですね。私はニューヨ

ークだったのでそのせいかもしれま

せん。

山村 岸本先生の現在の所属である

亀田総合病院は，日本で患者満足度

などでもランキングが上位ですよね。

いろいろな環境もよく整備されてい

るし，職員の教育もしっかりされて

いるからかもしれません。もっとも

昔と違って大学の看護師さんや事務

も，ずいぶんと変わってきていると

は思います。ところで患者さんはど

うですか？　米国の患者さんとこち

らの患者さんの態度の違いや患者さ

んとの人間関係の築き方で難しい点

などありますか。

岸本 私が今いる地域は，患者さん

は「先生にお任せします」という方

がまだまだ多いのです。詳しい説明

をしようとすると，時々，「先生，そ

んな恐いこと言わないで」と言われ

てしまうのですよね。一方，ニュー

ヨークではどんな治療をするかを全

部説明して，選んでもらうことが多

かったです。

山村 それは若い患者さんでもそうで

すか？

岸本 若い患者さんには割と受け入れ

て頂けます。ただ，鴨川は近隣地域に

比べても高齢者が多く，ほとんどの患

者さんが60歳以上です。なので全部

の選択肢を示すと迷ってしまう患者さ

んも多く，インフォーム・ド・コンセ

ントの実践はまだ難しいものがありま

す。先生が決めて下さいとよく言われ

ます。

山村 セカンド・オピニオンやインフ

ォーム・ド・コンセントが市民権を得

ているといっても，都市部では定着し

つつありますが，地方では「先生に任

せたら安心」という患者さんが多く困

ることもありますよね。金城先生はど

うですか。

金城 札幌の西に位置する手稲渓仁会

病院は，地方の医療圏も含めると随分

遠くから医療を受けに来る第3次救急機

関です。一方，アメリカ人のteaching

staffを常勤で置くなど，研修医教育に

も熱心に取り組んでいます。米国の一

番の違いは，夜間など時間外コンサル

テーションの場は科によっては限られ

ている，という点でしょうか。おそら

く他の病院でも同じでしょうが，例え

ば私も研修医も放射線の写真を自分で

読まなくてはいけない状況がある。

山村 米国では，画像は画像専門の人

が一緒にディスカッションしながらサ

ジェスチョンくれていたのですね。

金城 写真を持っていけばとにかくだ

れか相談する相手が24時間体制でい

ました。

北海道はとくに放射線科が非常に少

ないようです。ERではCTを自分だ

けで読影しなければならないことはよ

くあります。

山村 病院として先生方が読影できる

と認めているのではないですか。

金城 確かに専門科の不足問題で地方

では普通なのかも知れませんが，米国

でその点ずいぶんと楽をしてきたの

で，日本に戻って来て，自分で何もか

も判断すること，に不安を感じます。

もちろん読影依頼を出すことができる

ので，正確に言えば自分で判断してい

るわけではないのですが。

山村 自分で勉強するのには良いかも

しれません。

金城 勉強しなくてはいけないこと

がたくさんあります。それでも，大

きな病院に勤めているので，専門科

がたくさんいらっしゃいますから，

随分恵まれているのだと思います。

その他の点としては「主治医性」が

強いので，色んな科が集まって１人

の患者さんに対してディスカッショ

ンして，治療方針を決めていくとい

うよりは，ある専門医がメインに診

ていて，第三者としてご相談を受け

たら意見を述べる。

山村 外来で担当された患者さんが入

院されたら主治医となりますか？

金城 膠原病については，一般内科の

病棟があるので，入院加療になれば研

修医と内科スタッフが基本的には診ま

す。例えばそこに呼吸器の問題が発生

して，転科が必要となればその点の治

療方針は必ずしも私どもの管轄じゃな

くなります。

山村 岡田先生はどうですか。

岡田 聖路加国際病院が日本の中では

米国的なので他の施設の参考になりに

くいと思います。聖路加では，入院患

者さんは全部一般内科の研修医が持ち

ます。それが（米国と同じように）2

階層あるので，１年目とその上のレジ

デントが必ずつきます。しかし，その

上のアテンディングとしては一般内科

ではなく直接専門医がつきます。米国

では一般内科医がついています。その

ため，私たち専門医が，専門以外のこ

とで時間を使うことは非常に限られて

きます。聖路加は例えばSLEの患者

さんなどは私たちの科にしか来なく

て，一般内科の先生には定期的にあっ

ていない。ですからその患者さんが肺

炎になったとか風邪をひいたりした時

にも，やっぱり私たちに電話がかかっ

てきます。でも，米国では自分のSLE

患者さんが風邪をひいたからといっ

て，私たちに連絡がくることはなくて，

プライマリーの内科に連絡がいきま

す。この点，日本の制度の方が専門医

はいろいろと仕事が多くて，専門以外

の仕事も少なくない。専門に集中する

時間が少なくなっていると思います。

同じような仕事をしているようでも，

日本の方が時間はかかる。それは専門

以外のことも外来時でも入院時でも知

らないうちにしているので効率が悪

い。同じことを10回するのと，違う

ことを10個するのではおのずと必要

な時間が違ってきます。専門の勉強時

間も減るし，集中する時間も減る。プ

ライマリーの内科専門医が常に中心に

いて，私たちがコンサルトできる体制

というのは，本当は専門医としてはあ

りがたいです。医療経済的に可能であ

れば，社会的にも歓迎される制度だと

思います。

山村 米国と日本のやり方，どちらが

良いと思いますか？

岡田 私は日本へ帰国する直前はパリ

で医師をしていました。日欧米と3ヵ

所まったく違うのですが，どの制度も

良い点はありますので，今のところは

置かれた状況でベストを尽くすのが良

いと思っています。日本では，プライ

マリーの時にはそれに集中し，専門で

は専門医としてのレベルで診療する。

結局それが患者さんのためにもなると

思います。

山村 例えば，金城先生の場合，読ま

なければいけないですよね。聖路加病

院はしなくてもよいわけですね。

岡田 そうですね。必ず放射線医が読

み自分でも確認します。実は，私はこ

の点に関して帰国前に確かめていまし

た。当然，できないことの責任は取れ

ないですから。

ただし，関節の写真などの専門分野

では自分の読影を優先することも少な

くありません。

岡田正人氏（編集委員）岸本暢将氏
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―ACR（American College of  Rheumatology）

ガイドラインは，米国ではどのような

形で支持されているか

実は，このガイドラインの米国での

主たる支持者は，リウマチ医自身より

も保険会社，P&T委員会※，そして総

合的健康管理組織です。そのため，

RA治療および薬剤使用に関して，該

当地域の健康管理計画が他と異なって

いる場合や，患者さんが違う保険会社

に加入していれば，このガイドライン

をもとに実施される治療内容も自ずと

変わってくるはずです。

米国では，ガイドラインは1つの薬

剤から別の薬剤へ変更する場合や，

DMARDsから生物学的製剤へ移行す

るための，基本的，合理的な根拠にな

っているといえます。

※：Pharmacy & Therapeutics Committee。

米国各州にある医療関係者からなる独立した

委員会。処方薬の安全性・有効性等について

評価と提言を各州政府に対して行うことを主

たる目的とする。

―日本のリウマチ治療のガイドライン

は，2002年のACRガイドラインを基

本的に参考にしたといわれていますが

まず，ACRは世界的にも治療のリー

ダー的立場にある組織のひとつだとい

うことです。さらに白紙の状態からガ

イドラインを作成するのは容易ではな

いということです。エビデンスを取り

まとめるにしても，大変な労力が必要

だからです。つまり，国同士がお互い

の医療制度を学び合うことと同じよう

に，日本も新規のガイドライン策定に

自前ですべて取り組むのではなく，先

行する成果を取り込んで自らの地域に

適合させた，ということだと思います。

すべてのガイドラインが必ずしもそう

であるとは限りませんが，エビデンス

に基づいているべきです。ところが，

すべての条件・状況をカバーできるほ

どの十分なエビデンスが，常に得られ

るとは限りません。ガイドライン策定

の困難さには，可能な限り多くのエビ

デンスを収集し，どのような勧告を行

うかについて分析することにあります。

― 日本のガイドラインとACRガイド

ラインの抗リウマチ薬（DMARDs）

の初期投与時における用量や治療薬選

択の違いについて

ACRガイドラインは，あらゆる地

域に対応できる相当程度の柔軟性はあ

ると考えています。私の印象では，メ

トトレキサート（以下MTX）は現在

世界的に治療の中心になっており，し

かもそれが有効であるというエビデン

スは最も豊富に存在しています。ただ

あえて申し上げれば，疾患の進行を遅

延させる際立ったエビデンスがあるわ

けではありません。でも一定のエビデ

ンスは存在しますし，それに米国では

安価です。症例を広く知ってもらうた

めの取組みも行われています。ですか

ら，MTXはガイドラインの基本薬剤

になっているわけです。もちろん疾

患がより軽度であれば，より有害事

象の少ないヒドロキシクロロキン

（hydorxychloroquine）やサラゾスル

ファピリジン（salazosulfapyridine）

のような薬剤を初期に投与することを

検討しても良いと思います。

エビデンスを作るための無作為化試

験では，患者登録に厳しい基準がある

ため，必ずしも臨床上の患者を代表し

ていない可能性があります。ですから，

ガイドラインはあくまでガイドライン

なのです。絶対的な教義ではありませ

んし，横並びに従うことを意図したも

のではありません。またガイドライン

で意図していることのひとつに，患者

に応じた一定の柔軟性を確保すること

もあります。

ACRガイドラインにおいて，おそ

らく最も重要なことは，治療法に再検

討できる余地を残しておく必要性を認

めていることです。患者の疾患の進行

度が，現在どのような状態かを知るた

めのプロセスは繰り返し行わなければ

なりませんし，その治療法によって患

者の状態が不良となれば，もう一度治

療選択を考え直す必要があります。

コストの考え方も，患者に可能な限

り最良の医療を提供したいと考えてい

ることから，常に容易ではありません。

特定の医療保険制度においては（米国

の場合），医療（治療薬）の選択肢が

制限されてしまう可能性があるのは認

識しています。つまり，高額治療に最

適な患者があらかじめ選択されてしま

うことも可能性もあります。

例えば抗TNF薬は劇的な効果があ

ることから，一部の製薬企業は早期

RAにおいて第一選択薬としての適応

を得たい（一部では得ており）と考え

ているようですが，誰もがこの薬剤を

必要としているわけではないのです。

また有害事象に関する懸念材料も存在

しています。ですから，必ずしもすべ

ての早期RA患者が，抗TNF薬の投与

を開始しなければならないわけではな

いのです。この疾患がより重度である

患者，つまり適応のパラメータとして

多くの滑膜炎を有する患者に限ると規

定したわけです。

早期RAの積極的治療は疾患の進行を

遅延させ，その後の障害も減少させうる

というデータは確かに存在しています。

ガイドラインにも多くのデータが追加

されています。ただ，ACRガイドライン

は一部の疾患の進行が急速でより高い

リスクを持つ患者こそが，抗TNF薬適

応となる患者と考えています。

― 日本のガイドラインにだけあるブ

シラミン（bucillamine）について

基本的に重要なことは，その薬剤

が疾患の進行遅延に関するエビデン

スに類するものを有しているかとい

うことです。私たちはMTXやレフル

ノミドのような薬剤は，完璧とはい

えませんが，実際に進行を抑制する

ことを知っています。しかしその作

用は，抗TNF薬に比べ強いわけでは

ありません。このような薬剤評価に

関して困難な点は，抗TNF薬出現以

前は，疾患の活動度をある程度抑制

し，その状態を維持できたことで評

価されたことです。ところが今では，

寛解どころか治癒近くまで持ってく

ることができるようになっています。

つまり問題は，（コストを度外視すれ

ば）より良い治療が可能であるとい

うのに，その手前で満足して良いの

かという点です。

実際に最終的な治療目標は「治癒」

です。しかし現時点では完治できる治

癒薬はないので，寛解導入になります。

ところが新規の薬剤以外は寛解までも

導入できません。つまり投与を中止す

ると，たいていの場合，RAは元の状

態に戻ってしまう傾向があります。そ

こで，改めてこの疾患の活動度を可能

な限り制御して，障害発生と疾患進行

を抑制するということになります。そ

れは有効性と副作用のバランスを取り

ながら行われるものであり，そこでこ

れらの薬剤の有効性が発揮されると考

えられます。

―米国医師において，ガイドライン発

表以降の治療選択肢に変化は

多くの米国医師は現在では積極的な

治療をするようになっています。それ

は積極的な治療は効果があり，私たち

はそのような効果を得る手段（薬剤）

をすでに持っているからです。従来の

DMARDsによる積極的治療も，併用

療法として積極的に行っています。

（効果がなければ）MTXを即座に増

量し，サラゾスルファピリジンまたは

ヒドロキシクロロキンを加え，もしこ

れらの薬剤で患者さんに効果が現れな

いと見るや，抗TNF薬にすぐに移行

します。コストを考慮しなければなら

ない制度下では，これらの治療を最大

限に生かそうと考えます。もちろん患

者側の要因も大きく左右します。費用

負担ができないこともありますし，抗

TNF薬の副作用のリスクを嫌うこと

もあります。

ただし，今後，治療目標として「疾

患を良好にコントロールする」こと自

体が薬剤選択の指標になりそうです。

疾患活動性を従来にも増して低下させ

る手段（新薬）を得た現在，中途半端

な結果には患者さんは必ずしも満足で

きないでしょう。

― ACRでは，現在でもMTXが初期治

療においては中心と考えているのか

MTXが今でも治療の柱です。しか

し，データを再検討する取組みは進

行中です。新しい治療法や新しいデ

ータがどこにあるのか，多くの医師

の，治療選択枝の現況はどこにある

のかを評価する取組みです。また，

抗TNF薬による治療では，患者さん

の反応の有無を定期的にモニタリン

グするための方法を考慮する必要が

ある点も，無視できないものといえ

るでしょう。

― 米国におけるMTXと抗TNF薬の間

の経済面での違い

その違いはかなり大きいものです。

MTXは年間数百ドルですが，抗TNF

薬は1万2千ドルから1万5千ドルか

かります。患者さんが加入している

保険制度にもよりますが，「あなたの

選択肢として1万2千ドルと300ドル

の医薬品があるが，限られた健康保

険の予算の中では，患者さん一人に1

万2千ドル費すよりも，300ドルで40

人分の治療ができることをお薦めし

たい」と説明することにもなります。

ただし，その1万2千ドルの投薬を

（疾患の重篤度で）必要としている患

者さんには，その薬剤を投与できる

Kent Kwoh, MD,
University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania
（ Members of the American College of Rheumatology
Subcommittee on Rheumatoid Arthritis Guidelines are as follows.）

ACRガイドラインから見た
最近の米国リウマチ医療事情

生物学的製剤を先行導入した国の現在
い ま

Kent Kwoh氏

Commentator



日本リウマチ財団ニュース 7No.81 平成19年3月1日発行　 第三種郵便物認可

ようにすべきだとは思います。

― MTXの最大用量は1週間当たり

ACRでは25mg，日本では1週間当た

り8mgであることについて

薬剤使用に関しては，米国のリウ

マチ医の方が増量に積極的なのは確

かです。ヨーロッパでは日本と同様

に米国ほどの増量には積極的ではあ

りません。ただし，高用量がより効

果的であることを示す研究は十分に

あります。日本のMTXの低用量は，

合併症に関してと想像しますが，実

際は何が問題かは理解できません。

例えば米国のリウマチ専門医の間で

も，MTXを服用しながらのアルコー

ル摂取を是とするか非とするかには

意見が分れています。確かに高用量

の場合は，アルコール摂取は問題に

なります。私が勤務している医療機

関では，一部の患者の飲酒が問題と

なり，私自身は高用量を投薬した患

者には禁酒を厳しく指導しています。

なぜならば，「週に1回や2回なら良

い」と許可するとたいていの場合，

なし崩し的に習慣化するからです。

― 治療選択肢として患者の民族的背

景についての考慮は

民族によって（反応性や代謝の）違

いが存在する可能性はあると思いま

す。ただ，それをいつでも考慮しなけ

ればならない重要事項であるかという

と，十分な研究はなされていないよう

です。仮に民族差があるとすれば問題

なのは，例えば，アジアの人々はアル

コール代謝酵素に関して，西洋人と同

一ではない点などでしょう。

― コストと有効性のバランスをACR

のガイドラインはどうとらえているか

米国では医療コストの問題は極めて

重要であり，多くの患者が医療や薬物

治療を受ける金銭的余裕がなく，高価

な薬剤の代金を補填するための保険に

も加入していないことがあるからで

す。それはリウマチ医療も他の疾患の

場合と同様です。

例えば米国の医療制度の場合，メ

ディケア医療保険制度またはVA（退

役軍人）医療保険制度などは資金頭

割り制度ですから，この加入者は抗

TNF薬以外の治療薬を処方されるこ

とになるでしょう。併用療法か例え

ば他のDMARDsです。しかしその

DMARDsでは管理できない，より重

症度の高いリウマチ患者さんもその

保険制度の中に確実にいるわけです。

その患者さんは抗TNF薬の適用に最

適な可能性を有しています（が処方

はされません）。また将来，より高価

ではあるが，「治癒」の可能性を有す

る新規の医薬品が現れるかもしれま

せん。そうなるとますます選択は困

難になるでしょう。抗TNF薬と他の

生物学的製剤の併用も話題となるで

しょうが，そのコストはさらに高い

ものになるはずです。

― RA治療の将来について，治療目標

が「治癒へ」と変化する中，米国の患

者側の期待感も高まっているのか

患者さんの期待感は大きいです。た

だし誰もがというわけではありませ

ん。長期間この疾患に罹患している患

者さんは，疼痛および障害に慣れてし

まっていることもありますから，患者

さんだけでなく医師への啓蒙も一種必

要です。

私は，一部の患者さんでは，X線写

真撮影を1年ないしもう少し長い間隔

で繰り返すことを考えています。患者

さんにそのX線写真を連続して示し，

疾患の進行を明示します。そこでそれ

をどう管理するかという本題に入るわ

けです。「治療のオプションはあるの

かどうか」などです。一部の患者さん

は薬の副作用を嫌がりますが，皮下注

射や点滴を受けることを嫌いでないこ

ともあります。そこはバランスなわけ

です。

患者さんにとって何が最適なのか，

医師と患者さんが話し合いをするとい

うことが大切です。疾患進行のリスク

因子を考慮し，どのようにすれば疾患

をコントロールできるのか，そして患

者さんの状況はどうなのか，といった

ことについてです。もちろん残念なこ

とですが，健康保険も時にはその話題

の中に入ってきます。それも現実の一

部です。ですから患者さんの期待も変

化するわけです。

例えば，生物学的製剤を投与され

ている患者さんの場合でも，「これま

での状態の中で今が最高だ」とか

「ここ数年で最も良い感じですよ」と

訴えたと思えば，別の患者さんでは

今のままで十分だから副作用のリス

クをもう冒さなくてもよいというこ

ともあるわけです。つまり，これは

個々人の意思決定の問題であるとい

うことです。私はこれを心血管疾患

または癌になぞらえてみるのです。

癌患者さんの場合，治療はまさに正

当な選択に他ならないわけです。と

ころがRA患者さんの場合は，必ず

しも治療を是とせず，現状を受け入

れてしまうこともありました。なぜ

なら，多くを期待しないように長年

医師から教えられ，またそのように

学んできた時代があったからです。

（文責編集部）

ACRガイドラインから見た最近の米国リウマチ医療事情
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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。

【ご寄附いただいた方】
（平成19年2月）

吉田健太郎（京都府）
守谷貞男（東京都）
（故）竹葉京子（奈良県）

去る1月26日，かねてよりアステラス

製薬株式会社とファイザー株式会社によ

って開発・申請がなされていた，非ステ
ロイド性消炎・鎮痛剤（COX-2選択的阻

害剤）「セレコックス錠100mg/200mg（一
般名：セレコキシブ celecoxib）」が，「関

節リウマチ，変形性関節症の消炎・鎮痛」
を効能・効果として製造承認を取得した。

「セレコックス」は，COX-2（COX：シ

クロオキシゲナーゼ）という酵素の働き
を選択的に阻害することにより，炎症に

関与する物質であるプロスタグランジン
の生成を特異的に抑制する薬剤として，

米国のファイザー社が開発した消炎鎮痛

剤である。海外では「Celebrex（セレブ
レックス）」または「Celebra（セレブラ）」

等の製品名ですでに販売されており，
1999年に米国で発売以来，既に100カ国以

上で承認されているという。

しかしながら，同様の阻害薬であった
「Vioxx（バイオックス　一般名：rofecoxib）」

（米国メルク社）が，心臓発作の副作用を
懸念して製品の自主回収を行ったことによ

り，その安全性に疑問が投げかけられた時

期があった。その後 2005年になって，
FDAによりCOX-2阻害薬の安全性が担保

され，同様の疑義が投げかけられていたセ
レコックスの販売が続行されることにな

り，ようやく日本でも承認までたどりつく
ことができたのである。

知ってのとおり，リウマチ患者さんは，

疼痛・炎症管理のために非ステロイド性
抗炎症剤（NSAIDs）を常用するケースが

多い。そのため，上部消化管の炎症性疾

患の懸念を常に抱えている。COXには，

主に消化管の粘膜保護に関与するCOX-1

と炎症・疼痛に関与するCOX-2の2つの
サブタイプがあるが，従来のNSAIDsは

このCOX-1とCOX-2の両方を非選択的に
阻害するため，COX-1阻害による消化管

への副作用が多かったわけである。そこ
で，COX-2のみを選択的に阻害する薬剤

を開発すれば，消化管への副作用を軽減

した上で，疼痛・炎症管理の効果が得ら
れると考えたのであろう。

今回の承認の結果，同剤が日本におけ
る，関節リウマチや変形性関節症の患者

さんの胃腸に優しい，新たな治療選択肢

となるか，リウマチ医療の関係者および
患者さん方からも多くの関心が寄せられ

ることであろう。一日も早い臨床導入が
望まれるところである。

製造承認取得日：2007年1月26日
製　品　名：セレコックス錠100mg，200mg

（英名：Celecox）
一　般　名：セレコキシブ（英名：celecoxib）
分　　　類：非ステロイド性消炎・鎮痛剤
効能・効果：下記疾患並びに症状の消

炎・鎮痛
関節リウマチ，変形性関節症
の消炎・鎮痛

承認取得者：アステラス製薬株式会社

ようやく日の目を見るCOX-2阻害薬
非ステロイド性消炎・鎮痛剤
「セレコックス錠」の製造承認
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当財団では，リウマチのケアの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下さい。
〔 申込 方 法 〕「○○地区リウマチのケア研修会申込」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
へ申込み下さい。
〔 研 修 単 位 〕登録医教育研修単位　有

地区名� 開催日�

平成20年3月1日�
（土）�

開催場所� 世話人・申込先�

金沢医科大学血液免疫制御学��
梅原　久範　教授�

北海道・�
東北�

11月18日�
（日）�

佐川昭リウマチクリニック��
佐川　昭　院長�

東海・�
北陸�

12月8日�
（土）�

松原メイフラワー病院��
松原　司　院長�

関東・�
甲信越�

6月9日�
（土）�

10月27日�
（土）�

未定�

松山市��
愛媛県民文化会館�

神戸市�
ラッセホール�

松山一番町クリニック��
山本　純己　顧問�

九州�
国立病院機構別府医療センター ��
リウマチ膠原病センター�
安田　正之　センター長�

大分市�

東京都千代田区��
秋葉原コンベンション�

ホール�

札幌市��
ウェルシティ札幌��
厚生年金会館�

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　教授�

中国・�
四国�

近畿�

平成19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

平成19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申込み下さい。
〔 受 講 料 〕中央研修会：登録医　21,000円　一般医　30,000円

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』第2版（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。

中　央�
大阪市��

レ ルミエール�

兵庫医科大学��
佐野　統　教授��
名古屋大学整形外科��
石黒　直樹　教授�

〒170-0005 �
東京都豊島区南大塚 2-39-7 �
ヤマモト大塚ビル5階�
（財）日本リウマチ財団�

7月28日�
（土）�
7月29日�
（日）�

和歌山�
和歌山市�

ダイワロイネットホテル�
和歌山�

9月23日�
（日）�

公立那賀病院リウマチ科��
山内　康平　科長�

地区名� 開催日�開催場所� 世話人・申込先�

青　森� 青森市�
黒石市国民健康保険黒石病院��
村田　有志　院長�

愛　知�
8月26日�
（日）�

名古屋市��
名古屋銀行協会倶楽部�

藤田保健衛生大学��
吉田　俊治　教授�

島　根�
9月30日�
（日）�

松江市��
くにびきメッセ�

玉造厚生年金病院��
上尾　豊二　院長��
島根大学医学部第三内科��
村川　洋子　診療教授　�

千　葉�

�
千葉市�

ホテルスプリングス幕張�

千葉大学整形外科　 ��
守屋　秀繁　教授�

9月9日�
（日）�

未定�

長　崎�
長崎市��

長崎県医師会館�
長崎大学大学院��
江口　勝美　教授�

10月14日�
（日）�

開催日時　2007年5月31日（木）　13：00～16：00�

開催場所　丸ビルホール（東京都千代田区丸の内2-4-1）�

参 加 費　無　料�

開催日時�

開催場所�

参 加 費�

―リウマチ科標榜10周年記念講演会―�

「医療保険委員会（仮称）」設置のための懇談会が開催される�

リウマチ月間 リウマチ講演会�
告 知�

事業報告�

詳細は次号に掲載�

去る2月25日（日），日本リウマチ財団は，リウマチ医療の適正な診療

報酬の実現と全般的な質的向上を目指すために，監督官庁へ諮問

するパイプ役の設置をめざし，表題の準備会を発足させた。今後の

具体的活動はこの紙面でも報告される予定だ。�
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RAの薬物治療では薬剤を使って

RAをコントロールすることが第一

ですが，これと同様に重要なことは

薬剤の副作用に対するリスク管理で

す。RAの日常診療では薬物の治療

効果を引き出す労力が半分，副作用

対策に費やす労力が半分と肝に命じ

ています。

以下，各々のRA治療薬での副作

用対策について述べます。

1. 非 ス テ ロ イ ド 系 抗 炎 症 剤

（NSAIDs）

1）胃障害

非ス剤の副作用の大部分は胃障害

です。まずは投与前に患者さんに

「胃は大丈夫ですか？」と問診します。

丈夫と答えれば，速効性で屯用的効

果を期待するプロドラッグのロキソ

プロフェンや，痛みが持続性で強け

ればジクロフェナックNaの徐放剤を

よく処方します。他方，胃が弱いと

答えればエトドラッグなどのCOX-2

選択性の強い非ス剤を処方します。

薬剤性の胃炎・胃潰瘍の予防に対

する胃薬の処方は保険診療上難しい

のですが，日本人は非ス剤に対して

胃が弱いのでほとんどの例で胃薬を

併用します。胃薬はEBM上H2ブロ

ッカーまたはプロトンポンプ阻害剤

が勧められますが，保険の問題もあ

り，あまり胃に問題がなければ胃粘

膜保護剤くらいですませることが多

くなります。しかし，ステロイド剤

を併用する例ではNSAIDs胃潰瘍の

リスクが大きくなるので，やはりH2

ブロッカーやプロトンポンプ阻害剤

を使います。

最近は非ス剤による胃潰瘍はプロ

ドラッグやCOX-2選択阻害剤の登場

でずいぶん減じていますが，依然と

して重篤な副作用の1つで注意が必

要です。

RA患者さんでは胃痛などの胃部

症状を訴えない無症状の胃潰瘍が多

くなっていますので，進行性の貧血

がリスク管理上重要です。Hb値が

進行性に減少する例では必ず胃カメ

ラなどの検査を勧めます。

2）喘息

非ス剤では胃障害の他に腎・肝障

害などの副作用もありますが，これ

らは比較的ゆっくりで急に重症には

なりませんが，急な発症で危険なの

は喘息発作の誘発です。非ス剤投与

時には喘息の合併症の有無を確認す

ることが必須となります。喘息合併

例では非ス剤はなるべく投与しませ

んが，軽症例では今までの薬歴で安

全な非ス剤を確認して投与したり，

喘息発作の対応（吸入器の準備）を

してから内服することを指導します。

喘息のひどい例では非ス剤は禁忌

となり，必要な鎮痛効果にはステロ

イド剤の投与で対応します。

3）ショック

高齢者に対する非ス剤の坐薬はそ

の吸収の早さからショックを起こす

危険性があり，含有量の少ない坐剤

からの投与が原則です。

2. ステロイド剤

ステロイド剤の副作用は数多くあ

りますが（表1），最近リスク管理が

問題となっているのはステロイド性

骨粗鬆症と易感染性です。

1）ステロイド性骨粗鬆症

ステロイド性骨粗鬆症はステロイ

ド剤を3ヵ月以上使用する場合，す

でに脆弱性骨折（脊椎圧迫骨折など）

がある症例，YAM値80％未満の症

例，プレドニゾロン（PSL）5mg/日

以上投与の症例では骨粗鬆症の治療

を行うよう日本骨代謝学会から2004

年に「ステロイド性骨粗鬆症の管理

と治療のガイドライン」で提唱され

ています。このようなガイドライン

は大変有用ですが，一方ではこのよ

うなガイドラインが存在すればこれ

を無視するのは医師の怠慢ともなり

かねません。したがって，ステロイ

ド剤を投与開始する場合はできれば

まず骨密度を測定し，ガイドライン

に添った予防的治療も含めて治療が

必要となります。ガイドラインでは

ステロイド性骨粗鬆症の治療薬とし

て第1にビスフォスフォネート製剤，

次いで活性型ビタミンD3，ビタミン

K2があげられています。

私はまず活性型ビタミンD3製剤を

基礎的治療として骨粗鬆症が心配さ

れる症例のほぼ全例投与し，これに

ステロイド剤投与例にはビスフォス

フォネート製剤を加えています。ビ

スフォスフォネート製剤は空腹時服

用と面倒で胃障害もあります。これ

が内服できない患者さんにはラロキ

シン（選択的エストロゲン製剤）ま

たはビタミンK2製剤へと変更してい

ます。

2）易感染性

ステロイド剤による易感染性は以

前より問題でしたが，最近の新しい

強力な免疫抑制剤や生物学的製剤

（抗サイトカイン製剤）の登場で感

染症，特に重篤な肺炎がステロイド

剤併用でリスクが高まることが問題

となってきています（表2）。した

がって，最近は再びステロイド剤を

RAにはなるべく使用しない傾向に

なってきていると思われますし，使

用するとしても可及的に少量投与と

なっています。ステロイド剤単剤で

はそうでもありませんが，強力な免

疫抑制剤（MTX，レフルノミド）

や生物学的製剤（インフリキシマブ，

エタネルセプト）と併用する場合は

感染症（特に肺炎）に対する十分な

リスク管理が必要となります。感染

症に対するリスク管理はまずは患者

さんへの指導で，手洗い，うがい，

マスク使用，人ごみを避ける（特に

冬期）などと，もしカゼ様症状が出

現したらすぐに受診を促すなどです

が，カゼ様症状に倦怠感や発熱など

の重症感が伴えば早期の対応（胸写

撮影，呼吸器科への紹介）が求めら

れます。

3. 免 疫 調 節 剤 ， 免 疫 抑 制 剤

（DMARDs）

1）禁忌例・慎重投与例の確認

DMARDsのリスク管理について

は，まずは添付文書の禁忌例，慎重

投与例について十分認識しておくこ

とです。もし，禁忌例に投薬して副

作用が発生したら，すべての責任が

医師側の医療ミスとなってしまいか

ねません。

特に重篤な副作用が起きやすい免疫

抑制剤について表3にまとめました。

近藤正一　近藤リウマチ・整形外科クリニック院長

RA薬物治療における
副作用対策

RA診療のコツ�6第� 回�

ステロイド剤2非ステロイド系（非ス剤）
抗炎症剤（NSAIDs）1

表１．ステロイド剤の副作用

免疫調節剤，免疫抑制剤
（DMARDs）3

比較的軽症
の副作用

満月様顔貌，中心性肥満，皮下出血斑，生

理不順，高血圧，高脂血症，耐糖能低下，

低カリウム血症，白血球増多など（ス剤減量・中止で改善可能）

重篤な副作用
感染症，骨粗鬆症，消化管潰瘍，糖尿病，

白内障，副腎機能低下など

表2．ＲＡ患者における肺炎のリスク因子

患者背景から 高齢，合併症（肺障害，糖尿病），QOL低下

投与薬剤から
ステロイド剤少量（PSL5mg/日以下）
ステロイド剤中等量（PSL5～10mg/日）
ステロイド剤大量（PSL10mg/日以上）

※Frederick ,et al :A&R 2006;54:2:628-634より引用
※赤字はHazard 比が2.0以上と高くなる ※：禁忌例にはすべての免疫抑制剤に本剤に対する過敏症例と妊婦・授乳婦が共通し

てある。

表3．免疫抑制剤の禁忌例と慎重投与例

禁忌例※� 慎重投与例�

慢性肝炎，腎障害，�
骨髄抑制，胸水，腹水�

白血球3,000/mm3以下�

慢性肝炎�

ミゾリビン�
・ブレディニン 

レフルノミド�
・アラバ 

タクロリムス�
・プログラフ 

メトトレキサート�
・リウマトレックス�
・メトレート�

間質性肺炎，肺線維症，�
感染症合併，非ス剤投与例，
水痘症，アルコール常飲者�

シクロスポリン又はボセン
タン投与カリウム保持性
利尿剤投与�

骨髄機能抑制，感染症合併，
腎障害，出血性素因�

肝障害，腎障害，高齢者，�
感染症，間質性肺炎�

間質性肺炎，骨髄機能低下，�
肝疾患既往，重症感染症，腎障害，
日和見感染，免疫抑制剤投与例�
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2）DMARDsの副作用

免疫調節剤と免疫抑制剤の副作用

について表4，表5にあげました。

特に赤字で示した副作用が頻度が高

いか要注意の副作用です。

注意を要する重篤な副作用は，免

疫調節剤では間質性肺炎，骨髄機能

抑制，ネフローゼ症候群ですが，免

疫抑制剤ではこれらの発生頻度が高

くなることと，重症感染症がさらに

加わってきます。

なお，新しい免疫抑制剤であるレ

フルノミドでは下痢，高血圧，タク

ロリムスでは下痢，高血圧，血糖上

昇，心不全が他のDMARDsとやや

異なる副作用となっています。

3）患者さんへのインフォームド

コンセント

これらの副作用に対するリスク管

理ですが，まずは十分な患者さんへ

の指導とインフォームドコンセント

を行うことです。図1に私が使用し

ているDMARDsの副作用説明書を

示しています。これはすべての

DMARDsの主な副作用を1枚の表に

しています。リウマチの治療で1つ

のDMARDsを開始する場合，他の

DMARDsの副作用と比較して説明で

き，患者さんには重篤な副作用の危

険性が今から開始されるDMARDs

のみでなく，他のDMARDsにもあ

ることを知ってもらいます。そして，

このような副作用の危険性もある

DMARDs治療こそが骨破壊防止を

期待するRA治療であることを納得

してもらいます。この説明書は2枚

綴りの複写式になっていますので，

医師と患者さんがサインして1枚は

カルテ保存し，1枚は患者さんに渡

します。

このような薬剤の副作用説明はい

くら時間をかけて行っても患者さん

はよく忘れてしまいますので，説明

をしたことと，その内容をこのよう

に文書にして各々が持っておくこと

が大切となります。

4）定期的な副作用の診察と検査

定期的な診察（特に問診）と尿・

血液検査はDMARDs投与例のリス

ク管理にはかかせません。DMARDs

の副作用は投与開始3ヵ月以内にほ

とんどが発生しますので，特に投与

開始直後が要注意です。

DMARDsを開始したら2週後，そ

して4週後の診察，検査を行います。

最近は長期処方（90日まで）も可能

となりましたが，投与開始1年くら

いは毎月診察した方が安全と思われ

ます。また，同じDMARDsを増量し

た時も副作用のリスクが高まります

から同様に対応します。なお，免疫

抑制剤は重篤な副作用の発生比率が

高くなりますので，1年以上投与例で

もなるべく1ヵ月くらいでの定期的

な診察，検査が安全かと思われます。

副作用に対する診察では特に問診

が重要です。患者さんは副作用と気

付かず何も訴えないことがあります

ので，必ず「咳はありませんか？」

など投与薬に応じて，下痢，かゆみ，

口内炎など出現しやすい副作用を問

診します。なお「咳がある」と言わ

れれば可及的に聴診を行いますが，

内科医ではない私は背部からのみラ

音の有無を聴診します。また必要な

ら胸部X線を撮影します。

次いで検査ですが，内容は表6の

如くです。特にレフルノミド，タク

ロリムスでは血圧測定も必要となり

ます。

なお，毎月検査しないKL-6も半年

から1年ごとくらいで検査を行うよ

うにします。これらの血液検査の結

果はクリニックでは検査センターに

外注のため，ほとんどは翌日の午前

中に戻ってきます。戻ってきた結果

は当日看護師に各々の症例ごとに異

常変動がないかをチェックしてもら

います。異常変動例は，お昼に報告

を受け対応を急ぐ症例ではすぐ患者

さん宅に電話します。また，夕方に

はもう一度私自身ですべての症例の

検査結果を二重にチェックします。

表7に示すように約8％に検査値の

異常変動があり，このうち数例には

患者さん宅に電話連絡で指示して対

応しています。中には電話が通じず

ハガキで連絡する時もあります。

また日頃から緊急の連絡先（電話

番号の変更など）を確認しておくこ

とも大事です。

逆に，当日の検査値が気になる患

者さんには翌日の午後に患者さんの

方からクリニックに電話をするよう

に指示しておきます。

4. 生物学的製剤

生物学的製剤のリスク管理は先月

号（平成19年1月号）に書きました

のでここでは略しますが，適応症例

か否かのチェックシート，投与時の

クリニカルパスなどの表を使って対

応します。

その他に専任看護師の育成，病診

連携（緊急時の受入先病院の確保）

などが重要となります。

１．患者への問診（かゆみ，腹痛，下痢，咳，など）

２．血液･･RBC，Hb，WBC，WBC分画，Pt

３．肝････AST（GOT），ALT（GPT），LDH，AL-P

４．腎････BUN，CREAT

５．尿････尿タンパク，潜血

６．肺････KL-6，胸部X線，聴診

７．ステロイド剤，非ス剤投与時の貧血

には胃カメラ

８．レフルノミドには血圧測定，タクロ

リムスには耐糖能検査，血圧測定も

必要

９．生物学的製剤にはツ反，胸部CT，

βｰDグルカン

表6．抗ＲＡ剤の副作用検査

生物学的製剤4

表4．免疫調節剤の主な副作用

頻度の高い副作用� 重篤な副作用�

皮疹，腎障害（タンパク尿）�

皮疹，下痢�

皮疹，口内炎，腎障害（血尿）�

皮疹，腎障害（タンパク尿），�
肝障害，貧血�

皮疹，腎障害（タンパク尿），�
味覚異常，貧血�

皮疹，腎障害（むくみ）、下痢�

アクタリット�

オーラノフィン�

注射金剤�

Ｄ－ペンシラミン�

ブシラミン�

サラゾスル�
ファピリジン�

骨髄機能抑制，間質性肺炎�

間質性肺炎，骨髄機能抑制�

間質性肺炎，骨髄機能抑制�

骨髄機能抑制，ネフローゼ症候群，
自己免疫疾患の誘発�

骨髄機能抑制，ネフローゼ症候群�

骨髄機能抑制，間質性肺炎�

表5．免疫抑制剤の主な副作用

頻度の高い副作用� 重篤な副作用�

肝障害，倦怠感，嘔気，�
蕁麻疹，脱毛，頭痛�

発疹，食欲不振，腎障害，�
脱毛，頭痛�

肝障害，下痢，発疹，�
高血圧，脱毛�

腹痛，下痢，腎障害，高血圧，�
血糖上昇，脱毛，ほてり�

メトトレキサート�

ミゾリビン�

レフルノミド�

タクロリムス�

間質性肺炎，�
骨髄機能抑制，�
重症感染症�

骨髄機能抑制，�
間質性肺炎，�
重症感染症�

間質性肺炎，�
骨髄機能抑制，�
肝不全，重症感染症�

腎不全，心不全，�
狭心症，重症感染症�

表７．血液検査値の異常変動

図1．抗リウマチ薬の副作用説明書

（10日間総数441例中）

※35例中6例に患者宅へ電話連絡

AST（GOT），

ALT（GPT）↑ 16例

Hb ↓ 8例

CRP ↑ 6例

Seg ↓ 2例

WBC ↓ 1例

BUN ↑ 1例

CREAT ↑ 1例

計 35例（7.9％）

抗リウマチ薬の副作用説明書�◎免疫調節剤�

商　品　名� 主な副作用（下線は頻度が高い）� 重 篤 な 副 作 用 �

オークル・モーバー�
（100mg）（100mg）�
リドーラ�
（3mg）�

間質性肺炎（発熱　乾いた咳　労作時の息切れ）�
骨髄機能抑制（白血球等の減少　高熱　口内炎多発）�
ネフローゼ症候群（高度のタンパク尿）�

◎免疫抑制剤�
リウマトレックス�
（2mg）�
メトレート�
（2mg）�

◎生物学的製剤�

レミケード・エンブレル�

●あなたの病名は関節リウマチで、治療のため（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）を処方いたします。�
投与中に副作用があらわれることがあります。もし副作用があらわれた場合やその他、何か異常を感じた場合は薬あるいは�
注射を中止して、必要な場合は主治医へ連絡してください。�

●上記の抗リウマチ薬が関節リウマチ治療に必要なこと、そしてその効果と副作用について説明を受け、この薬の�
治療を受けることを了解しました。�

近藤リウマチ・整形外科クリニック　TEL 092-762-2380

注射時反応、感染症他と別紙の説明文書のとおりです�

プレディニン�
（50mg）�

プログラフ�
（0.5mg・1mg）�

アラバ�
（10mg・20mg・�
   100mg）�

倦怠感・皮疹・かゆみ・じん麻疹・口内炎�
消化器症状（食欲不振　吐気　腹痛　下痢）�
脱毛、頭痛、易感染性、肝障害�

消化器症状（食欲不振　悪心　嘔吐）、頭痛�
皮疹・かゆみ、脱毛、白血球減少、口内炎�
腎障害、肝障害、易感染性�

消化器症状（下痢・腹痛・吐気・嘔吐）�
皮疹・かゆみ・じん麻疹・口内炎・倦怠感�
脱毛・頭痛・高血圧�

消化器症状（腹痛・下痢・悪心）�
腎障害（クレアチニン上昇）�
血糖上昇、高血圧、かゆみ、発疹、ほてり、脱毛�

間質性肺炎（発熱　乾いた咳　労作時の息切れ）�
骨髄機能抑制（白血球等の減少　高熱　口内炎多発）�
感染症（肺炎　敗血症　帯状疱疹）�

骨髄機能抑制（白血球等の減少　高熱　口内炎多発）�
間質性肺炎（発熱　乾いた咳　労作時の息切れ）�
感染症（肺炎　敗血症　帯状疱疹）�

間質性肺炎（発熱　乾いた咳　労作時の息切れ）�
骨髄機能抑制（白血球等の減少　高熱　口内炎多発）�
肝機能障害（皮膚のかゆみ　倦怠感　黄疸）�
感染症（肺炎　敗血症　帯状疱疹）�

腎障害（急性腎不全　ネフローゼ症候群）�
循環器系障害（不整脈　狭心症）�
感染症（肺炎　敗血症　帯状疱疹）�

間質性肺炎（発熱　乾いた咳　労作時の息切れ）�
骨髄機能抑制（白血球等の減少　高熱　口内炎多発）�
ネフローゼ症候群（高度のタンパク尿）�

間質性肺炎（発熱　乾いた咳　労作時の息切れ）�
骨髄機能抑制（白血球等の減少　高熱　口内炎多発）�
ネフローゼ症候群（高度のタンパク尿）�

間質性肺炎（発熱　乾いた咳　労作時の息切れ）�
骨髄機能抑制（白血球等の減少　高熱　口内炎多発）�
ネフローゼ症候群（高度のタンパク尿）�

間質性肺炎（発熱　乾いた咳　労作時の息切れ）�
骨髄機能抑制（白血球等の減少　高熱　口内炎多発）�
急性腎不全�

皮疹・かゆみ、口内炎�
腎障害（タンパク尿　血尿）、肝障害�
消化器症状（下痢　軟便　腹痛　吐気）�

皮疹・かゆみ、口内炎、造血障害（貧血等）�
腎障害（タンパク尿）、肝障害�
消化器症状（食欲不振　悪心　嘔吐）�
味覚障害、黄色爪�

皮疹・かゆみ、口内炎�
消化器症状（食欲不振　悪心　嘔吐）�
腎障害（タンパク尿　血尿）、肝障害�
血液障害（血小板　白血球減少）、味覚障害�

皮疹・かゆみ、消化器症状（胃痛　悪心　下痢）�
腎障害（むくみ　タンパク尿）�
肝障害、口内炎、頭痛、めまい�

皮疹・かゆみ、口内炎・舌炎�
腎障害（タンパク尿　血尿）、肝障害�
造血器障害（白血球　血小板　赤血球の減少）�

シオゾール注射�
（10mg・25mg）�

リマチル�
（50mg・100mg）�

メタルカプターゼ�
（50mg・100mg）�

アザルフィジンEN�
（250mg・500mg）�

年　　　月　　　日�

連絡先�
医師サイン�

患者サイン�
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同センターは，地上5階建て，延

べ床面積7300m2，病床数100床（リ

ウマチ病棟52床，回復期リハビリ病

棟48床），診療科目（リウマチ科，

リハビリテーション科）となってい

ます（図1）。立地は，JR新潟駅から

JR白新線経由にて新発田駅まで約30

分，そしてこの新発田駅前（図 2）

にあります（高速道路利用の場合は

聖籠新発田I.C.から約4km（平常時約

10分）の位置です）。

正面玄関をくぐると中央正面に「地

域連携センター」が見え，右に進むと

県立新発田病院が，左に進むと「ホス

ピタルモール」とリウマチセンターの

入口となります（写真2）。初めての

患者さまは，まず新発田病院と一体運

営されている地域連携センターに寄る

ことになります。その後，リウマチセ

ンターへと誘導されます。私が訪問し

た際には，診察室前の待合室は「随分

広いな」と感じましたが，このスペー

スを利用して患者さま向けの講演会を

随時開催しているそうです（写真3）。

診察室は広く明るく，診察机には

電子カルテ用とその画像提示用の2つ

の液晶ディスプレーがならんでいま

した。診察時に人体図の関節をチェ

ックするとDASが算出されるなどソ

フト（写真4）も開発され，根拠に基

づいた診療が進められていました。開

業間もない11・12月のふた月の間に

各月100名ずつの新患が訪れ，対応に

追われていたそうですが，サテライト

クリニックとの診療連携（図3，4）

が進めば，情報の一元化に向けた機能

が徐々に発揮されることでしょう。処

置室には，従来から課題である生物学

図2 配置図
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図1 断面構成図

新潟の北部に位置する湯治場瀬波温泉にあった県立瀬波病院に，リウマ

チ専門の診療科が開設されてからはや25年の歳月が経過しました。瀬波

病院では，リウマチ診療・研究・研修のそれぞれの体制が，スタッフの協

力もあり，幸いなことに患者さんたちの期待にこれまで大きく背くことな

く，十分な成果を挙げてきたと思います。

しかしながら，ＩＣＵや透析医療などに代表される高度医療への対応や，

重篤な患者さんへの十分な手術手技と麻酔体制の提供，あるいは，リウマ

チ患者さんにとって避けて通ることのできない交通の便など，課題も少な

からず残っていると感じていました。

そこでこれらの課題を払拭するために，この度『新潟県立リウマチセ

ンター』が，総合病院であり救命救急センターも備えた『県立新発田病

院』に併設されたわけです。これにより，人材面，施設，設備面での連

携がより効率的に図ることができるようになり，広い視野による集学的

医療の提供がさらに充実し，合併症や高度な手術に対応することが可能

となりました。

また，新たに『情報センター』を設けることにより，患者さんや家族の

方々はもちろんのこと，多くの新潟県民の皆様にも，より正確な医療情報

の提供ができるようになったと思います。

本センターの設立の基本理念には，リウマチ専門病院として患者さまの

ニーズに合った優しい医療の提供に心がけ，そのために①チーム医療を推

進し，先進的なリウマチ医療を提供する。②急性期・回復期のリハビリテ

ーション専門施設として対応する。③地域の医療・福祉施設と連携を密に

して在宅医療を支援する，という3つ基本方針が掲げられています。この

基本理念を遵守し，今まで以上に患者さんの目線に立った診療が実現でき

るよう，全力でまい進する所存です。

村澤 章 センター長

「患者さまのニーズにあった優しい医療の提供を目指した移転」

見 学記見学記平成18年11月1日に瀬波温泉（村上市）から新発田市に新築移転

した，国内初の県立リウマチセンター（写真1）に，12月22日お邪
魔してきました。まず，院長（センター長）の村澤　章 先生に移転

に至った経緯と今後の抱負を語っていただきました。

祝 新しいリウマチセンターの門出

リウマチ財団ニュース編集委員／長岡赤十字病院リウマチ科部長　羽生忠正 氏■■

新潟県立リウマチセンター 視察記

写真1 新潟県立リウマチセンター
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的製剤の外来での点滴療法を容易にす

る，機能的な椅子が置かれていました。

また，外来受付カウンターの反対側に

は広いリハビリ訓練室があり，瀬波病

院で行われていた温泉歩行浴の代わり

をするリハビリプール（写真5）が備

えられ，最新の器具を配置した作業療

法室などが完備されていました。

2階へ上がると，今回の移転の目玉

である「リウマチ情報センター」がま

ず目に入ります（写真6）。ここでは

リウマチ医療情報，他医療機関患者情

報，患者・医療機関質問情報，医療機

関・保健・福祉機関情報などが集積さ

れ，分析して，発信することになって

います。医局を中心にテレビ会議室，

リウマチの治療と臨床研究を行う2つ

の研究室が配置され，電源立地交付金

により新品の機材が搬入されていて，

瀬波病院での研究の継続が始まってい

ました。

3階は回復期リハビリ病棟，4階に

はリウマチ病棟（図5）が割り当てら

れています。すべての業務の電子化を

目指して，看護師もコンピュータと格

闘中だったのには驚きました。病室は

4床室と個室とがあり，4床室は個室

的多床室とし，専用の窓とプライバシ

ーが確保されており，トイレは各部屋

の中ではなく，隣に設置されていまし

た（写真7，写真8）。さらにまた，

あらゆる階から連絡通路で新発田病院

とつながっていたのも驚きです。

センターの手術室は4階の病棟から

連絡通路を通ってすぐのところにあ

り，第9（バイオクリーンルーム）と

第10手術室はセンターの専用手術室

でした。医療法上の独立性を保つため

に，人員は兼務の形で融通しあうこと

ができても，手術室を共用することは

許されないということでした。

このように専門病院としてすばらしい

医療機能がそろえられていることにはず

いぶんと感心したのですが，問題がない

わけではないようです。瀬波病院時代で

は，病院の敷地内の倉庫によく整理され

た形で，開院以来のリウマチ診療記録を

見ることができました。この財産はどう

なったのかお尋ねしたところ，これらの

資料は本来すべてマイクロフィルム化さ

れる予定だったそうですが，予算が削ら

れたためにダンボールにつめられて新発

田市内の旧病院に移されていたとのこと

です。しかも，未整理のまま積まれてい

るだけで，取り出すのは容易なことでは

ないそうです。そしてさらにその追い討

ちとして，新発田病院の跡地利用が決ま

り，旧病院は近々取り壊されるため，貸

し倉庫業者と交渉しなければならない状

態とお聞きしました。誠に残念ですが，

かなりの資料を廃棄せざるを得ないとの

こと。「箱物には金を出すが，人件費や

運営費といった最も大切なランニングコ

ストの面倒はみない」という典型的な事

例にならないことを祈るばかりです。

このようにまだまだ前途多難でし

ょうが，多くの患者さまに支持され，

さらに実績を挙げることで多くの問

題を克服していってほしいと思うば

かりです。
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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 ？？？？？？？？？？？？

【症例】
55歳，女性
数ヵ月前から左膝に
疼痛と腫脹が認めら
れる。

第18問

第17問　
【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。

前 回

初診時 2ヵ月後

症例2

Announcement
［登録医研修単位認定講演（H19.3～H19.6）］

※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。

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

3／3（土） 17:15 1単位 （静岡）
第7回サイトカイン研究会　
仲矢　亮　Tel.054-202-5037
田辺製薬㈱静岡営業所

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） 19:00 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

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） 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

3／8（木） 19:30 1単位 （岩手）
学術講演会-NSAIDsによる消化管病変
について考える　川崎　昭紀
Tel.019-621-1721 アステラス製薬㈱
北東北支店盛岡第一営業所

3／8（木） 19:00 1単位 （沖縄）
第5回沖縄リウマチ薬研究会　
井野口　洋一　Tel.092-271-5155
ワイス㈱九州支店福岡第一営業所

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

3／9（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） 19:30 1単位 （茨城）
第6回鹿行リウマチ研究会　
横田　基廣　Tel.03-3561-7345
ワイス㈱関東甲信越支店

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 （新潟）
第189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

3／10（土） 17:30 1単位 （愛知）
第12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㈱名古屋支店病院営業
所

3／10（土） 18:00 1単位 （静岡）
第9回静岡リウマチ治療研究会　
吉川　一真　Tel.052-211-2458
ワイス㈱東海北陸支店病院営業所

3／10（土） 17:30 1単位（北海道）
第6回旭川関節疾患カンファランス　
斉藤　寛道　Tel.0166-24-2805
旭化成ファーマ㈱札幌支店旭川営業所

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㈱医薬事業部医薬部運動器領
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

3／8（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㈱

3／2（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

3／10（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

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

3／15（木） 19:30 1単位（神奈川）
第9回神奈川県シェーグレン症候群研究会
二宮　孝哉　Tel.045-472-0415
日本化薬㈱横浜営業所

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） 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） 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

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

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

3／18（日） 9:10 2単位 （福岡）
第6回アレルギー・臨床免疫医を目指
す人達の為の研修会　
岩崎　眞由美　Tel.092-565-5534
（財）日本アレルギー協会九州支部

3／18（日） 10:30 1単位 （福井）
第４回福井RAフォーラム　
林　正岳　Tel.0776-21-1300
福井総合病院

3／22（木） 19:30 1単位 （山梨）
第3回山梨RA生物学的製剤研究会
中島　育昌　Tel.0556-22-3135
社会保険鰍沢病院

3／23（金） 20:00 1単位 （埼玉）
リウマチ抗TNFα療法セミナー　
藤江　宏　Tel.03-3230-6628
田辺製薬㈱千葉埼玉支店

3／24（土） 16:00 1単位 （大阪）
第9回なにわリウマチフォーラム　
酒井　清　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱

3／24（土） 17:30 1単位 （秋田）
秋田県臨床整形外科医会　
長田　吉弘　Tel.018-824-2761
田辺製薬㈱秋田営業所

3／24（土） 16:00 1単位 （東京）
第6回城東RAカンファレンス　
青砥　正道　Tel.03-3230-6729
田辺製薬㈱製品育成部レミケードグル
ープ東京第一エリア

3／29（木） 20:00 1単位 （大阪）
第8回大阪RAフォーラム　
柏原　英邦　Tel.06-6205-5164
田辺製薬㈱大阪支店医薬部医薬推進課

3／30（金） 19:30 1単位 （福岡）
第3回リウマチフォーラム21
城島　宏　Tel.092-801-1011
福岡大学整形外科

3／30（金） 19:40 1単位 （福岡）
第9回筑後骨粗鬆症研究会　
永田　見生　Tel.0942-31-7568
久留米大学整形外科

3／30（金） 19:30 1単位（神奈川）
第5回横浜運動器再建医学研究会　
三田　暢康　Tel.045-472-2311
旭化成ファーマ㈱横浜病院営業所

3／31（土） 18:00 1単位 （岡山）
第38回岡山リウマチ研究会　
宮崎　猛　Tel.086-246-3232
科研製薬㈱岡山営業所

3／31（土） 14:15 4単位 （兵庫）
第22回兵庫県リウマチ登録医の会
（リウマチ医の会）学術講演会　
塩沢　俊一　Tel.078-769-4543
神戸大学保健学科

4／6（金） 19:30 1単位 （北海道）
第7回北海道手の外科・末梢神経セミナー
佐藤　浩　Tel.011-271-3110
第一製薬㈱札幌支店　学術課

4／7（土） 18:00 1単位 （鳥取）
第2回Biological Meeting in Tottori
萩野　浩　Tel.0859-38-6587
鳥取大学附属病院リハビリテーション部

4／7（土） 18:00 1単位 （長野）
第42回信州リウマチ膠原病懇談会
山崎　秀　Tel.0263-33-0385
抱生会丸の内病院リウマチ科

4／7（土） 15:15 2単位 （大阪）
大阪リウマチカンファレンス
第10回記念講演会　
舛岡　光　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

4／7（土） 17:00 1単位 （愛知）
第54回東海関節外科研究会　
岩澤　伸裕　Tel.052-201-3341
大日本住友製薬㈱　名古屋支店

4／7（土） 18:00 1単位 （愛媛）
第35回愛媛リウマチ研究会　
大藏　誉志夫　Tel.070-5590-9671
ワイス㈱中四国支店

4／12（木） 19:30 1単位 （長野）
第678回松本市医師会生涯教育講座
望月　宗範　Tel.0263-39-1177
望月整形外科

【解説】母指を除く両手指の先端が溶けたように消失している。第10問のacro-osteolysisの典型例
であるが、強皮症では骨のみならず指先端軟部組織も消失している。手関節の関節裂隙の狭小化を
伴うことも多く、重症例では股関節にも変化がおよぶ。この症例の左橈骨末端は骨折の後の変化で
ある。症例2にもacro-osteolysisが認められ、指装具をはめている。また異所性石灰沈着もみられる。

第17問
解 答

強皮症
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RAは発症早期から上肢関節に罹患

し，疼痛や腫脹による可動域制限，骨

破壊による変形，筋力低下を来たすこ

とで，リーチ機能障害，把持機能障害，

巧緻機能障害など種々の上肢機能障害

とそれにともなうADLの低下が問題と

なる。作業療法では上肢機能を維持し，

ADLを改善するために種々の訓練が行

われる。

〈機能訓練〉

作業療法では日常生活に必要な動作

を獲得するために，上肢全体の筋力訓

練，関節可動域訓練などの基本的な運

動療法のみならず，巧緻動作訓練など

の応用動作訓練が行われる。これらの

手法としては療法士による徒手的な訓

練のほかに，手工芸などの作業活動を

通じた訓練が行われる。作業活動を行

うことで上肢の筋力強化や巧緻性の向

上といった部分的な機能改善のみなら

ず，座位作業による全身の耐久性向上

や，集中力の改善，意欲の向上など精

神的な面での改善も期待できる。

〈日常動作訓練〉

RA患者は急激な病状の悪化にとも

なう種々の症状や関節破壊による機能

障害のため容易にADLの低下を来た

す。そこで関節への負担を軽減し，残

存機能を最大限活用しながらできる限

り自立した日常生活が送れるように

種々のアプローチを行う。

・関節保護法の指導

日常生活での関節保護の指導は，食

事動作や整容，更衣，歩行などの日常

生活動作に加え，炊事，掃除といった

家事仕事など多岐にわたる。患者の症

状や病期，生活行動を把握し，個々の

状態に適した指導を実生活にあわせて

具体的に行っていくことが必要である。

指導のポイントとしては，動作や作業

を長時間行わず休み休み行う，変形が

起こりやすい肢位での使用をさけ，安

定した位置で関節を使用する，体の近

位部の大関節で筋力も大きい部分を使

用するなどの動作方法の指導や，自助

具を含めた道具の積極的な活用，動作

や生活活動の簡略化などを指導する。

・自助具の工夫

自助具は関節への負担を軽減し，障害

による動作の制限を補うことが可能であ

り，ADL改善のためには積極的に導入

することが望ましい。以前は患者の状態

にあわせて作業療法士が作製することも

あったが，近年ではユニバーサルデザイ

ンの市販品も数多くあり，それらを上手

に利用する方法を指導する。

・住宅改修

関節保護に留意しながらADLを維持

するためには生活環境の整備も重要であ

る。現在の病状のみならず，加齢や病状

の悪化による障害の進行などを加味した

改修方法を指導することが望ましい。

〈装具の作製〉

作業療法では，応用動作の獲得に

際し関節の変形や不安定性，疼痛が

問題となる場合，装具を作製し動作

の改善を図る。装具作製のポイント

としては，疼痛および変形を改善し

機能改善が図れることが大原則であ

るが，RA患者は多関節障害を持つこ

とが多いため，自己脱着が可能であ

るか，他関節の機能を制限していな

いかも評価した上で作製することが

必要である。またRA患者は女性に多

いため，外観への配慮も重要である。

リウマチ・リハビリテーション

第5回第5回

新潟県立リウマチセンター　
リハビリテーション科　医長　

可井堀 奈

両膝の関節痛が半年続き杖をついて

受診した30代の女性。診察すると両手

首にも軽度の関節炎。将来の妊娠も考

えてサラゾスルファピリジンを開始。2

ヵ月後にはCRPも正常化しほぼ無症状

に。古い抗リウマチ薬であるが，未だ

に頼りになる。

関節リウマチはもう12年のベテラン

女性。ブシラミンで治療されていたが，

ここ数年は毎日ロキソプロフェンを服

用するが趣味の刺繍もできなくなり転

院となる。メトトレキサートの処方で

痛みはほとんどなくなり，最後に残っ

た左手首も一度のステロイド関節内注

射で寛解。プロ顔負けの刺繍を見せて

もらえた。

30代の男性。85kgの立派な体格であ

るが，全身数え切れないほどの関節炎。

ナイキサンなどでは全く効果がなかっ

たとのことで，まずはステロイドで炎

症をとるが長期対策として，メトトレ

キサートを開始。米国や仏国にいた頃

なら当然 1 5m g くらいから増量

（0.3mg/kgが普通の量）であるが，

8mgが極量ではやはり効果なし。欠勤

は最低限にする必要があり経済的にも

余裕はない。インフリキシマブ3バイ

アルなら高額医療となり援助が多く，

投与スケジュールも職場に納得しても

らえた。1回目の点滴のときに関節が

溶けてきたとの感想で，現在も8週間

ごとに点滴を受けている。

48歳男性。大変評判のいい整形外科

の先生にメトトレキサートを処方して

もらい改善はあった。家族4人を支え

るため，まだまだ現役で頑張らねばと

のことで，エタネルエプトを使える施

設を勧められて来院。来院前から十分

な情報を得ておりスムーズに導入し，4

週間後に残った関節も　ステロイド関

節注射でほぼ無症状となった。

世界の主流の抗TNFαは全員保険で

カバーされ，日本で開発されたブシラミ

ン，タクロリムスという独特の強い味方

もいる。15年ぶりに米国，ヨーロッパ

を経て帰国したが，日本には整形外科と

膠原病内科がタッグを組んだ世界に誇れ

るリウマチ診療があると確信している。

（聖路加国際病院アレルギー膠原病科

岡田正人）

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】

4／13（金） 20:00 1単位（神奈川）
第2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

4／13（金）9:00  14:00  各1単位（広島）
4／14（土）9:00 2単位
第108回中部日本整形外科災害学会・学術
集会 鈴木　修身　Tel.082-257-5232
広島大学病院整形外科

4／14（土） 18:00 2単位（神奈川）
第2回相模原市･大和市整形外科医会
学術研修会　
源河　えりな　Tel.070-5598-5848
ワイス㈱首都圏支店厚木営業所

4／27（金） 17:00 1単位（神奈川）
第9回リウマチの手の外科研究会
岡田　直美　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部

5／11（金） 19:30 1単位 （福岡）
第6回福岡南部リウマチ研究会　
志田　純一　Tel.092-541-4936
九州中央病院

4／14（土） 18:00 1単位 （大阪）
第8回近畿小児リウマチ・膠原病研究会　
山本　順一　Tel.06-6321-0854
旭化成ファーマ㈱

5／12（土） 18:40 1単位 （石川）
第3回石川リウマチ薬物治療研究会
津村　治行　Tel.076-265-5535
アステラス製薬㈱北陸支店

4／14（土） 12:10 1単位 （広島）
第108回中部日本整形外科災害学会･
学術集会ランチョンセミナー　
鈴木　修身　Tel.082-257-5232
広島大学病院整形外科

4／14（土） 15:15 2単位 （東京）
西多摩臨床整形外科医会
森　和胤　Tel.042-552-5311
森整形外科医院

4／14（土） 17:00 1単位（和歌山）
和歌山膠原病リウマチセミナー
川西　潔　Tel.073-431-5501
田辺製薬㈱和歌山営業所

5／17（木） 19:30 1単位 （東京）
第12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

4／21（土） 19:00 1単位 （広島）
第109回備後整形外科医会　
壇浦　生日　Tel.084-945-3106
日本鋼管福山病院整形外科

5／12（土） 18:00 2単位 （東京）
第5回桜骨・関節研究会
龍　順之助　Tel.03-3972-8111
日本大学整形外科

5／14（月） 19:45 1単位 （富山）
富山サイトカインセミナー　
松下　功　Tel.076-434-7353
富山大学整形外科

5／17（木） 19:30 1単位 （千葉）
第8回南総リウマチ研究会　
日高　雄二　Tel.0470-99-2211
亀田総合病院リウマチ膠原病内科

4／21（土） 18:00 1単位（神奈川）
第3回昭和大学整形外科同門会
藤が丘支部研修会　
森島　紀子　Tel.045-974-6365
昭和大学藤が丘病院整形外科

5／18（金） 20:00 1単位 （埼玉）
埼玉東部リウマチフォーラム　
木田　一成　Tel.048-975-0321
順天堂越谷病院

5／12（土） 18:00 1単位 （埼玉）
第1回埼玉Biologics研究会　
池本・脇本　Tel.03-3230-6628
田辺製薬㈱千葉埼玉支店医薬推進課

5／18（金） 20:00 1単位 （高知）
第36回高知リウマチ研究会　
宮本　哲生　Tel.088-825-3191
旭化成ファーマ㈱

5／19（土） 17:30 1単位 （愛知）
第63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

5／19（土） 18:15 2単位 （京都）
京都府医師会学術講演会
永田　昭博　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

6／6（水） 19:30 1単位 （埼玉）
熊谷市整形外科医会学術講演会　
盛山　孝明　Tel.049-245-6321
エーザイ㈱

5／29（火） 18:30 2単位 （長崎）
第17回長崎骨粗鬆症研究会
小川　聡　Tel.095-848-7601
旭化成ファーマ㈱長崎営業所

6／1（金） 20:00 1単位 （福岡）
第72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

6／9（土） 16:00 2単位 （東京）
第14回城北リウマチ膠原病医会　
松元　秀一郎　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱東京第一営業所

5／19（土） 19:00 1単位 （三重）
三重関節リウマチフォーラム　
中山　勝裕　Tel.059-228-2211
田辺製薬㈱津営業所

リウマチの作業療法
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