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（次ページに続きます）

すが，基本的には関節腫脹の有無を探すこ
とが，関節リウマチを考える上での第一歩に
なります。関節腫脹が全くない場合，関節リ
ウマチの可能性は極めて低くなります。関節
腫脹がある場合は，関節炎を来す，関節リ
ウマチとの鑑別が困難な疾患を中心に鑑別
します。鑑別が困難な疾患には，日本リウ

関節リウマチの初期治療に際し
― まずどう鑑別し，診断を確定するか ―

岡田：本日はリウマチのエキスパートの先生
お二人に，関節リウマチに対し後の治療効
果をよりよいものにするため，最初の 3 ヵ月

マチ学会のガイドラインでも示されている 4
つの疾患（他の膠原病，乾癬性関節炎，ウ
イルス感染，リウマチ性多発筋痛症）があ
ります。特に 20 ～ 30 代の女性の患者さん
の関節所見からは，関節炎の原因が全身性
エリテマトーデスなのか，混合性結合組織
病なのか，関節リウマチなのかを特定する
のは難しいと感じます。また，乾癬性関節
炎あるいはそれに類する血清反応陰性の多
関節炎の場合，それが関節リウマチなのか
どうかというのは，検査を進めても鑑別に
苦労することがあります。パルボ B19 ウイル
スなどのウイルス感染による一過性の関節
炎では問診や経過観察が重要で，それによ
りある程度の判断はできると思います。さ
らに高齢者のリウマチ性多発筋痛症や，最
近 remitting seronegative symmetrical 
synovitis with pitting edema syndrome

（RS3PE）と呼ばれている疾患も初診時に
は関節リウマチとの鑑別が困難です。これ
らの疾患以外の疾患との鑑別は比較的容易
だと思います。
岡田：膠原病を除外する際，初診で最低限
必要な検査として抗核抗体を含められますか。

間の治療についてお話を伺います。まず，関
節リウマチ患者さんの鑑別についてお聞きし
たいと思いますが，関節リウマチが疑われ
る患者さんが来られた場合，先生方はどのよ
うな鑑別診断を考えておられるでしょうか。
亀田：関節リウマチが疑われる患者さんは，
検査値異常や関節痛などが主訴だと思いま

カナキヌマブは非常に高額な薬剤である
ばかりではなく，敗血症に代表されるよう
な重篤な感染症（国内臨床試験 10.5%）も
見受けられるため，該当疾患患者をしっか
り鑑別し，その上で，投与開始前の検査を
指針にのっとって実施し，感染症の発症を
回避しなければならない。発熱という小児
に必発する症状の中から，希少な自己炎症
症候群の中の該当疾患を同定し，かつその
中から適応を有する CAPS の患者さんに
カナキムマブを使用できるのは，主には小
児リウマチ医である。しかし，全国的にそ
の数が少ない小児リウマチ医だけで実際的
にそこを全てカバーするのにはかなりの無
理があるため，以下のような希望条件が付
されており，当財団の登録医もこの生物学
的製剤に無関係とは言い難い点があったの
で，ここに紹介する。

カナキヌマブ（製品名 イラリス®）
を使用できる医師の要件

（http://www.ilaris.jp/m_shishin/index.
html より抜粋改変）

カナキヌマブによるCAPS の治療を行った
経験のある医師※と十分に連携しながら，以
下の 1. あるいは 2. に該当する医師らにより適
切に行われることが望まれます。
1. 以下のいずれかに該当する

（1）リウマチ専門医がいる施設に所属する小
児科専門医

（2）小児科専門医がいる施設に所属するリウ
マチ専門医

（3）小児科専門医又はリウマチ専門医であり，
日本小児リウマチ学会会員である医師

（4）CAPS の治療経験がある医師

好天に恵まれた 10 月 5 日～ 7 日，第 22
回小児リウマチ学会総会・学術集会が名古
屋で開催された。今回の目玉であるシンポ
ジウムは 3 つの柱で構成された。初日に「自
己炎症症候群」，２日目は「薬物療法時の
感染症」，最終日は「小児 SLE の基礎と臨
床」である。また，これらを包含する形の「標
準的医療の確立」が今学会のテーマである。

取材を行った初日、２日目のうち，シン
ポジウム 1（座長 松林 正 氏 聖隷浜松病院
小児科，岡本奈美 氏 大阪医科大学小児科）
では，本年実臨床に登場した新規ヒト型ヒ
ト IL-1 βモノクローナル抗体カナキヌマ
ブ（製品名 イラリス ®）の適応疾患であ
るクリオピリン関連周期性症候群（CAPS：
cryopyrin-associated periodic syndrome）
を含む，周期的発熱を伴う自己炎症症候群
の集中的講演が行われた。

会期：10 月 5 日〜 7 日　会場：名古屋市 ウィルあいち
会長：岩田直美 氏（あいち小児保健医療総合センター感染免疫科）

（5 ページに続きます）

関節リウマチの初期治療が長期予後を
規定する大きなファクターであることが，
ACRや EULARのリコメンデーションで
うたわれ，本邦においてもスタンダード
な経口DMARDs治療から開始し，数カ月
で治療目標が達成されなければ生物学的
製剤も含めた治療調整を行っていくこと
が推奨されている。
個別化医療においては，ファーストラ

インで生物学的製剤を使用すべき状況も
もちろん存在しうるが，多くの患者におい
ては適切な経口DMARDs治療を少なくと

も最初の 3〜 6カ月は行うことが標準で
あり，この期間に最適な治療を行うことが
医療経済学的な見地のみでなく，その後の
生物学的製剤を含んだ治療のアウトカム
にも大きく影響しうることは理論的にも
臨床的にも明らかである。経口DMARDs
のアンカードラッグはメトトレキサート
であり，標準的な経口DMARDsの種類は
その他も限られているが，その使用順序，
使用量，増量速度，そして併用療法など
多くのエビデンスだけでは割り切れない
重要なファクターが影響を及ぼしうる。

今回，この関節リウマチの長期的な予
後決定に最も重要と考えられる早期治療
に関して，それぞれ内科と整形外科をバッ
クグランドとしたエキスパートのお二人
をお招きし，エビデンスに基づく治療だ
けでなく，それぞれの豊富な臨床経験に
基づき，実地臨床ですぐに役に立つご意
見をいただいた。実際に，それぞれのエ
キスパートが患者さんに向き合った時に
治療を構築する思考回路と，その技を示
していただくことは多くのリウマチの参
考になると考え企画した。

出席者	 西野	仁樹	氏	 亀田	秀人	氏
	 　西野整形外科・リウマチ科	院長	 　慶應義塾大学医学部内科学	リウマチ内科	講師
司　会	 岡田	正人	氏
	 　聖路加国際病院	アレルギー膠原病科（SLE・関節リウマチ・小児リウマチ）

第 22 回小児リウマチ学会総会 会場の様子
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初期治療における MTX
― 必要性の有無，使用の可否を
 総合的に判断 ―

岡田：では，関節リウマチの確定診断がつ
いてからの治療についてお聞きします。現在
日本でもメトトレキサート（MTX）を最初か
ら使えるようになっていますが，どのような
方に最初から MTX を使われていますか。
西野：われわれ整形外科医は，関節リウ
マチと診断されてから 20 年たつような方
をたくさんみています。金製剤（GST）と
D-penicillamine しかなかった 1980 年頃に
発症した方の 20 年後を調べたことがあるの
ですが，Steinbrocker のクラスⅠが 10 ～
12％，クラスⅡが 40％おられました。クラス
Ⅰの方は大関節の障害が少なく移動能力が
維持されていて，あまりお困りでない方です。
この結果をみると初期治療がインテンシブで
なくてもよい方が 10 数パーセントはいると思
います。私は大関節の腫脹の有無を重視し
ていて，特に膝，足関節が最初から障害さ
れている方にはすぐに MTX を開始します。
小関節の腫脹で関節数が 2 ～ 3 個の場合は
MTX 以外の治療で1～2ヵ月様子をみます。
ただ，若い方は先が 40 年，50 年と長いので，
関節破壊が進む可能性を考えて約 8 割から
9 割で最初から MTX を使用しますね。
亀田：私はまず MTX を使う必要性の有
無と，あとは使うことの可否，この 2 つ
を考えます。肺の 合 併 症や感 染 症があ
り，MTX が使えない患者さんが約 1 割い
ると思います。またこれとは別に 1 割～ 1
割半は，その時点で極めて予後が良好で，
MTX が必要ないと考えられる方です。関
節所見や Health Assessment Questionare 
Disability Index（HAQ-DI）などで総合的
に判断し，約 75％の患者さんは MTX から，
それ以外の方は他の DMARDs で治療を開
始します。

近年の慶應のコホートでは，MTX 単剤が
7 割，最初からステロイドと MTX が併用さ
れていたのが 1 割，まずブシラミンが投与さ
れ，次いでMTXが併用されていたのが 1割，
サラゾスルファピリジンで開始し，MTX が
併用されていたのが 1 割でした。
岡田：MTX が必要ない患者さんとはどのよ
うな方でしょうか。
亀田：障害関節の部位や程度が日常生活全
般に与える影響を評価したときに，極めて予
後良好と思われる患者さんです。例えばある
関節に少しのびらんが生じても，その患者さ
んに大きなインパクトがないと思われる場合
は，コントロールすべき期間が 3 ヵ月や半年
よりも長くなります。その場合，MTX では
なく別の薬剤から始める方が，全体的なリス
ク/ ベネフィットのバランスは優れていると考
えますので，MTX 以外の DMARDs で治
療を開始します。
岡田：では，どのような場合に MTX が使
えないと判断されるのですか。
亀田：現在感染症の可能性がある，または
感染症リスクにより何らかの予防的な措置を
してからでないと MTX が開始できない場
合があります。また，明らかな通常型間質
性肺炎（UIP）パターンの間質性肺疾患のあ
る場合は，永久に MTX を使うべきではな
いと判断します。その他 MTX 投与の禁忌
事項に抵触する患者さんです。
岡田：感染症は非常にまれですので，ほと
んどは間質性肺炎ということになると思うの
ですが，2 回目に来院した患者さんの 75％
に MTX を使うということは，そこでほとん
どの間質性肺炎の方を除外するわけですよ
ね。それはどのように判断するのでしょうか。
亀田：問診，聴診，胸部 X 線で判断します。
CT を撮らないと分からないようなものは，
MTX の禁忌に当たらないと考えています。
岡田：MTX を使う上で，安全性を確保する

亀田：はい，関節以外の理学所見や十分な
問診に加え，抗核抗体はすべての患者さん
で調べます。これに加え，リウマトイド因子
や抗 CCP 抗体，急性期炎症反応（ESR，
CRP）の検査も必要です。
岡田：50 歳代以降では全身性硬化症の方も
少なくないので，多発性筋炎で，関節リウ
マチと非常に似たような関節炎もあります。
最初の 2 週間で同定しておかないと治療が
始まってしまいます。実は昨日も，他院で関
節リウマチと診断されていた患者さんが肺炎
で入院されたのですが，肺胞出血で SLE で
した。やはり私も抗核抗体は全員測った方
がよいと思います。

ところで，乾癬性関節炎では皮膚所見以
外に何が重要となるでしょうか。
亀田：問診による家族歴の聴取が重要だと
思います。
岡田：ウイルス感染については検査をどこま
でされますか。
亀田：病歴や経過からウイルス性が全く疑わ
れない患者さんに，あえてパルボ B19 ウイル
スの IgM 抗体の測定は行いませんが，問診
で学童期のお子さんに感染があったなどの
疑わしい状況がある場合には考慮します。
岡田：ウイルス感染では肝酵素が上昇するこ
とが多いので参考になりますね。また B 型，
C 型肝炎ウイルスの感染でもリウマチ症状が
起こりますね。

高齢者でリウマチ性多発筋痛症との鑑別
を行う際は，問診と ESR，CRP の測定値
や問診などが疑うきっかけになりますね。
亀田：そうですね。それに加え筋痛の有無
も確認します。現在はできるだけ早期に超
音波などの高感度画像検査を行い，三角筋
下の滑液包炎の有無を確認します。MRI を
用いる場合もありますが，現時点では超音
波の方がより簡便で安価なため，それを主
に用いていると思います。
岡田：例えば関節腫脹が 2 ヵ所以上あり，
関節リウマチを疑われ相談に来られた患者
さんの場合，初診時にはどのような検査をさ
れますか。
西野：腫脹があっても腱鞘炎や腱付着部症
の場合もありますので，私はまず触診で関
節炎あるいは滑膜炎の所見を確認すること
から始めます。変形性関節症の場合，特に
ブシャール結節は近位指節（PIP）関節に起
きるためしばしば関節リウマチとして紹介さ
れて来られます。ときには水腫を伴うことが
ありますがよく触わることで水腫と滑膜炎を
鑑別できると思います。リウマチ性多発筋
痛症も腱筋付着部症ですね。検査はリウマ
トイド因子と抗 CCP 抗体を行い，免疫異常
の有無を検出しますが，診療所レベルでは
健康保険の問題もあり，初回の検査で両方
行うのは難しいですね。また ESR などの炎
症反応マーカーと肝炎ウイルスの検査も初回
に行います。
岡田：X 線で確実に変形性関節症だと分か
る症例はどのくらいありますか。
西野：変形性関節症の初期では難しいです
ね。むしろ腫脹部位などを参考にします。

ためには胸部 X 線と聴診は大切ですね。ま
た KL-6 は整形の先生は使いやすいでしょ
うか。
西野：KL-6 は経時的な変化をみる必要があ
るので，1 度ベースライン値を測って把握し
ておきます。また私は初診でβ -D- グルカン
を検査項目に入れています。
亀田：私のところではβ -D- グルカンは初診
のセットには入っていません。次のところで
測ります。
岡 田：私もβ -D- グルカンは測定します。
KL-6 は万が一のために入れておきます。少
し太っている方などは胸部 X 線で分かりにく
いので，KL-6 を測定して，異常であればそ
れ以上の検査をするというのはいかがでしょ
うか。
亀田：通常の臨床における KL-6 の測定意
義に疑問を感じている内科医もおりますが。
岡田：初診の際に胸部 X 線で明らかな間質
性肺炎がなく，KL-6 値が高い方は 10 人に
1 人もいないので，その場合に CT で明らか
に UIP があれば外すようにすれば，有益な
のではないかと思います。
西野：KL-6 は喫煙者で高くなるのですが，
皆さんは最初から禁煙指導をされますか。
長期のメリットのために短期的に QOL を下
げることを，納得しない患者さんが結構いる
のですが。
岡田：私は，最初から全員に喫煙はやめて
もらうよう話します。喫煙は MTX の効果，
副作用のどちらにも影響するので，毎回「そ
の方がいいですよ」という話をすると，皆さ
んやめられるようです。
西野：糖尿病とたばこの話は私もするのです
が，そこは難しいところですよね。

MTX の開始用量と
増量スケジュールはどのように
決めるか

岡田：MTX は何 mg から始めることが多い
ですか。
西野：大きなリスクがない限り，ほとんどの
場合 6mg から始めます。2 週目に血液検査
をしに来ていただいて，そのときにはっきり
した臨床的副作用の有無を確認し，その段
階で増量の可能な方は 8mg にします。その
後は 4 週ごとに 0.2mg/kg まで増量します。
50 歳以下の方はリスクが高い方が少なく，
先が長いので 0.25mg/kg まで頑張りたいと
考えていますが…。14mg を超えると，1 日
1 回 6mg を超えますので消化管障害が起き
る場合があり，注意が必要ですね。少なく
とも 1 ヵ月半で 8 ～ 10mg までは増量するこ
とが多いですね。
岡田：腎機能に問題がなく，あまり高齢で
はない方が対象ですね。
西野：そうですね。2 ～ 3 日後に返って来る
検査結果をチェックして，何か問題があれば
必ず患者さんに連絡します。
岡田：後でチェックして，患者さんにこちら
から連絡するシステムがあると非常に安全で
すね。

遠位指節間（DIP）関節または第 1 手根中
手関節を含むと変形性関節症の可能性が高
くなります。また関節リウマチ初期には骨形
成反応があまり起こりませんので，X 線で骨
形成反応が少しでもあれば，変形性関節症
を視野に入れます。
岡田：高齢の方ですと，1 関節でなくても痛
風や偽痛風などの結晶誘発性も考えられる
と思うのですが，それに対する検査はされ
ますか。
西野：腎機能と合わせて尿酸も調べます 
が，偽痛風は関節液を偏光顕微鏡でみない
と最終診断ができません。X 線で疑わしい
所見があれば調べています。

初診から検査結果の出る
1 〜 2 週後までの投薬はどうする？

岡田：それでは次に，最初の検査結果が出
るまでの間に行う患者指導や使用される薬
についてお伺いしたいと思います。
西野：関節の使い過ぎによる痛みがオーバー
ラップしていることがあるので，まずあまり
動き過ぎないようにしていただきます。それ
から必ず関節保護についてお話しします。深
い屈曲伸展，階段昇降，ピンチ，絞り動作
など，関節に負荷のかかる運動をしないよう，

「痛いのを無理して頑張らないでください」
とお話しします。薬については痛みの度合い
にもよりますが，患者さんは非常に辛くて診
療所に来るわけですから，最初は少し強めの
ものを出します。まずロキソプロフェン等の
血中半減期の短いものを使います。腎機能
などがまだ不明なので，いきなり半減期の
長いものは使いません。しかしあまり辛いと
おっしゃる場合は効果を優先してジクロフェ
ナクを使うこともあります。
岡田：ステロイドを初診で出すことはありま
すか。
西野：腫脹関節が 6 ～ 10 個と多い場合，
あるいは荷重関節である膝や足関節がいず
れも腫れているような場合はステロイドを使
用しますが，検査結果をみたときに関節所
見が修飾されてしまうと判断に困るので，ス
テロイドは最初の 2 週間はあまり処方しない
ですね。1 回データをみるまでは NSAIDs
だけにしています。
亀田：私も最初の検査結果をみるまでは
DMARDs，ステロイドといった本格的な薬
は使用せず，ロキソプロフェンやセレコキシ
ブを用いています。それも痛みがあまり強く
ないとおっしゃる場合には処方せず，場合に
より外用剤のみを出します。初診時は検査
が極めて重要で，まず確定診断，除外診断
を行います。関節リウマチは合併症の有無
が治療方針を決定する上で非常に重要です
から，そのために必要な胸部 X 線，腎機能，
肝機能，血球異常，感染症リスクなどをす
べて最初に調べます。最初の検査は多くなり
ますが，それをしないと適切な治療が遅れ
てしまいますから。
岡田：初診の患者さんに検査を行って，次
に受診してもらうのはどのぐらい後になりま
すか。
亀田：一般的には 1 週間，あるいは 2 週間
のうちのいずれかです。
岡田：そこが非常に大事ですよね。初診で
検査をして，1 週間か 2 週間で結果が出て
診断がつくわけですから。NSAIDs を出し
てから1 ヵ月間あける理由は通常ないのです
ね。
亀田：可能であれば 1 週間，遅くとも 2 週
間以内には来ていただかないと，検査の結
果をみて驚くようなことがあり得ますから，
あまり間をあけるのは好ましくないと思いま
す。

西野 仁樹 氏
西野整形外科・リウマチ科 院長

亀田 秀人 氏
慶應義塾大学医学部内科学 リウマチ内科 講師
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亀田：私も日本の MTX ガイドラインに従い，
活動性や予後不良因子からみた MTX の必
要性と，年齢や腎機能などからみた安全性
を総合的に検討して投与量を決定します。そ
うしますと 6mg から始める患者さんが最も
多く，55 ～ 60％です。4mg から開始する
患者さんは約 5％，8mg は 35 ～ 40％です。
極めて予後不良で活動性が高いと思われる
若年の患者さんには，6mg ではなく8mg か
ら開始します。
西野：予後不良というのは具体的にどのよう
なものですか。
亀田：HAQ-DI の高値（1.5 以上）など，現
時点で活動性の関節炎によりADL が不良な
方は，その関節が壊れたら半永久的に ADL
が低下してしまいます。私は joint count と
いうものがあまり好きではなくて，同じ 1 関
節でも大きな関節に起きた関節炎の方が生
活に与えるインパクトが大きいと考えていま
す。
岡田：亀田先生は MTX を 4 ～ 8mg で始め
て，その後はどのように増量していきますか。
亀田：患者さんにより異なりますが，開始時
にある程度先を見据えています。開始用量
はその倍まで増量することを考えて設定しま
すから，4mg から始めた方は 8mg を超えて
使うことはないと考えていますし，8mg から
始めた方は16mgまでと思って始めています。
MTX の開始後，忍容性に全く問題がなく
て，次に来たときに全く改善がない，あるい
はさらに悪化した患者さんは，2mg ではな
く4mg 増量します。
岡田：1 回目に処方してから，次に何週後に
診察・検査をされますか。
亀田：原則 4 週後です。これは外来の都合で，
4 週後の診察前に検査を行い，その場で検
査結果を確認するようにしています。MTX
の用量調節のために必要なのは，血液検査
では末梢血と，肝機能，腎機能を含めた生
化学検査です。ALT，AST，アルブミンを
みます。LDH は肝臓に限らず，肺などでも
上昇することがあるので，毎回，チェックす
るようにしています。
岡田：4 週後の受診時に倍量にするのです
か。
亀田：2mg または 4mg の増量を考えます。
例えば開始用量が 8mg だった場合，12mg
に増量することはありますがそれ以上には
一気にいきません。その次はまた 4 週後に
検討します。
岡田：その際，胸部 X 線はもう1 回撮られ
るのでしょうか。
亀田：胸部 X 線は，MTX 開始後 6 ヵ月以
内にもう1度チェックするように心掛けてい
ます。
岡田：MTX を開始する際，副作用や注意
点など，患者さんにどのように説明されます
か。
西野：まず可逆性の消化器症状や肝障害の
お話をした後，間質性肺炎や骨髄抑制のリ
スクを必ずお話しします。異常なだるさ，口
内炎，脱毛，歯肉出血などがあるときや，

高熱，咳が出たときは連絡していただくよう
お話しします。この説明で怖いと感じる方も
いますが，そのときはバックアップの体制や，
副作用発生時にどのようなケアを行うかにつ
いてもお話しするようにしています。また体
調が悪いときには無理をして MTX を服用し
ないこと，服用を忘れたからといって追いか
けて服用しないよう話します。

以前は外来曜日の前日に服用していただ
いていたのですが，今は外来曜日の翌日に
飲むように指導をしています。「先生に会う
から飲まないと怒られる。」といって，38 度
の熱があるのに飲んで来られる方が結構い
るので。
岡田：葉酸製剤（フォリアミン）は，MTX
を投与する全例に使用されますか。
亀田：私の外来では，85％の患者さんが使っ
ています。あとの 15％は最初に投与した 6
～ 8mg の MTX で寛解となった若年例で，
フォリアミンは必要ないと思います。
西野：私は MTX が 8mg を超えた全員に使
います。6mg くらいのときは MCVの様子を
みるなどして調節します。亀田先生は何時間
後に使いますか。
亀田：私は月，火で MTX を服用した場合
には木曜日というように，2日後にしています。
西野：24 時間後の投与がよいとおっしゃる
先生もいますが，48 時間後とどちらがよい
のでしょうか。
岡田：あまり関係ないと思います。アメリカ
では毎日飲んでいますし，フォリアミン 5mg
を毎日飲むと MTX の効果は少し落ちるけ
れども，2mg を毎日の場合は落ちないとも
報告されています。

最初の 3 ヵ月間における
その他の薬剤の使い方

①ステロイド
岡田：西野先生，初期治療における経口ス
テロイドと関節内注射用ステロイドに関して
お話しいただけますか。
西野：関節内注射用のステロイドでは，トリ
アムシノロンを使うと全身的な影響が少ない
と言われています。特に膝，足関節などの
荷重関節の腫れを放置すると壊れてきてしま
うので，できれば 1 ヵ月に 1 回以下，20 ～
40mg を投与します。上肢はステロイドを要
するほどの ADL の障害にはならないのです
が，20mg 未満を手関節に投与することが
あります。トリアムシノロンの 80mg/ 回以上
の投与は全身に影響する可能性があるため，
1 ヵ月に 1 回，最大でも 2 か所です。3 ヵ月
程で何らかの効果があらわれます。効果が
みられない場合は DMARDs が効いていな
い証拠ですから，あまりステロイドを追加し
て症状を緩和すると，患者さんが無理に動
いて関節破壊が進んでしまいます。
岡田：ADL の障害の改善という意味でも，
関注ステロイドは大きい関節から投与するの
ですね。アメリカでは荷重関節の場合，感
覚が少し弱くなっているので，シャルコー関
節にならないよう，ステロイド投与後 2 日間
はあまり荷重をかけない方がよいと患者さん
に言っていたのですが，先生はどうお考えで
すか。
西野：ステロイドが効果を発揮するまでの十
数時間は，局所麻酔の効果で痛みが取れて
います。それなのに痛みがなくなったと喜ん
で，ステロイドがまだ効いていないままたく
さん動くのはよくありませんから，注射当日
はあまり動かないように指導します。ただ，
全身投与のステロイドによる骨壊死症では関
節障害をほとんど起こさないのですが，関
節内注入による骨壊死症は痛みや関節破壊
を来します。整形外科医は関節内注入をよく
行いますが，本当は好きではありません。最
低限に月 1 回で，できれば 2 ヵ月で必要なく

なるよう治療をしたいというところがありま
す。
岡田：ステロイドに頼るわけではなく，ほか
の薬剤の効果があらわれるまでということで
すね。全身投与のステロイドはどのようにお
使いになりますか。
西野：われわれは膠原病を扱いませんので，
全身投与で 10mg 以上のステロイドには抵
抗があります。私の施設では 5mg から開始
して 7.5mg，10mg と漸増していきますが，
多くの 場 合 5mg で す ね。 実 は National 
Database of Rheumatic Diseases by iR-
net in Japan（NinJa）では，中止できた方
の一日最高投与量は平均 4.6mg です。6mg
や 7mg 投与している方は，減量はできるの
ですが，なかなか中止に至っていません。
それもあって 5mgと考えています。
岡田：DMARDs が効いてきたらステロイド
の中止を目標とされていますか。
西野：そうですね。2mg 前後までは一所生
懸命減らします。MTX や DMARDs の効
果をみながら 3 ヵ月目には減量を始め，少な
くとも半年以内には切ることを目標にします。
NinJa をみても，約 6 割の方は減量している
のですが，1 ～ 2mg から減量できない方も
少なくありません。
岡田：私は隔日投与にしています。最初から
隔日投与にしておけば，1mg や 2mg になっ
ても全く辛くない。ですから私は 20mg を隔
日で始めて，どんどん減量して切ってしまい
ます。20mg 隔日であれば，10mg を毎日よ
りは効果も少し劣りますが，副作用はずっと
弱いので。

② NSAIDs
岡田：NSAIDs の投与についてはどうです
か。
西 野：NSAIDs の 投与は状況によります
ね。ただ，短 期投与では済まないので，
DMARDs を使うはじめの 1～ 2 ヵ月はロ
キソプロフェンなど強めのものを使います
が，できるだけ COX-2 阻害剤に切り替え
ます。また腎機能をみて血中半減期の短い
ものや長いものを使い分けます。患者さん
は不安で痛くなくても服用することがあるの
で，この薬は調節していいでよと渡すと自然
に頓用になり，だんだん服用しなくなるよう
です。
岡田：では，ステロイドと同様に，3 ヵ月以
降は中止もしくは頓用にもっていくような感
じでしょうか。
西野：そうですね。ステロイドと同時に行う
と患者さんが不安に思われるようですので，
ステロイドよりは少し遅れて，半年ぐらいか
ら頓用になるようにするのがよいと思います。
約 8 割の方がやめていけると思います。
岡田：3 年，5 年など長期に服用して，緩序
に進行した腎機能不全となって来る方もおら
れるので，やめていくということが必要です
ね。

亀田先生は，DMARDs 以外で使うリリー
バーに関してはどうお考えですか。
亀田：NSAIDs は基本的に 3 ヵ月程度を
目標にやめるようにしていて，半年を超えて
使っている方は極めて少ないです。ほとんど
の場合で半年以内に抗リウマチ薬のみ，患
者さんによっては生物学的製剤のみになりま
す。私はステロイドを原則として使わないよ
うにしているのですが，さまざまな状況でど
うしても必要な場合には，まれに短期的に
使うことがあります。

妊娠や手術の予定がある場合の
リウマチ初期治療

岡田：結婚・妊娠を予定されている女性に
対する初期治療についてはどうされますか。
例えば MTX を開始していて妊娠の希望が

ある場合はいかがでしょうか。
亀田：関節リウマチの寛解を優先しますの
で，原則として治療方針は変えませんが，
寛解後に治療を弱めることは十分可能です。
妊娠希望の方には，MTX をやめ，妊娠判
明時に中止可能な薬剤に切り替えます。具
体的にはサラゾスルファピリジンやブシラミ
ン，場合によりタクロリムスも選択肢になる
でしょう。切り替え後 3ヵ月で妊娠を許可し，
妊娠が判明した時点で薬剤の中止・継続を
検討します。中止により再燃した場合は，ス
テロイド治療などの相談に入ります。
岡田：切り替える際は MTX と他の薬を併用
しながら MTX をやめていくのですか。
亀田：状況によりますが，もう妊娠がみえて
いる場合にはあらかじめ他の DMARDs と
併用し，その上で MTX を漸減，中止にし
ていくことが多いと思います。
岡田：手術予定のある方の場合，最初の 3 ヵ
月はどのように治療されますか。
西野：手術の大きさにより異なります。比較
的侵襲が少ない手術の場合は術前に MTX
を中止することはほとんどありませんが，
MTX 服用後 48 時間は血中濃度が高くなる
ので，その期間と手術日をずらしていただき
ます。術後は約 1 週間中止します。
岡田：関節リウマチの患者さんでは膝や股
関節といった整形領域の手術の頻度が高い
と思いますが，その場合はどうされますか。
西野：その場合は手術の 1 週間前に MTX
を切り，術後は状況により判断します。傷が
乾くまでの 1 ～ 2 週間中止するといったとこ
ろでしょうか。MTX は 1 ヵ月以上休薬しな
い限り病態が悪化することは少ないと思いま
す。
岡田：術前は長期間休薬する必要はないと
いうことですね。
西野：大きな手術は 1 週間，小さな手術で
あれば，服用後 48 時間にかぶらなければよ
いと思います。
岡田：手術の前後で，ほかに休薬すべき薬
剤はありますか。
西野：免疫抑制剤ではタクロリムスと MTX
がほぼ同じ扱いです。従来型の DMARDs
はほとんどの場合，絶食になるまで服用して
いただきます。

生物学的製剤導入のタイミング

岡田：現在では，最初の 3 ヵ月以内でも生
物学的製剤を考慮する場合があると思いま
すが，始めるタイミングはどのようになります
か。
西野：私は MTX を使わずに生物学的製剤
を使うことはないので，まず MTX を始め
た段階で「MTX で効果が得られなかった
場合に生物学的製剤を用いる可能性がある」
ということを，患者さんにお話しします。イ
ソニアジドの服用もありますし，納得してい
ただくにも時間がかかります。経済的な負担
もありますから。
亀田：私は，「初めて関節リウマチと診断さ
れた方へ」という小冊子を，最初の段階で
お渡ししています。そこには DMARDs や生
物学的製剤のことが書かれており，治療薬
の情報が得られるようになっています。診断
時に極めて予後不良と思われた患者さんは，
MTX で治療を開始してから 3 ヵ月以内に生
物学的製剤の導入となる可能性があります
ので，最初からお話しして，経済的なことも
考えていただきます。MTX 開始の時点で既
に生物学的製剤投与のためのスクリーニング
を始め，3 ヵ月後に生物学的製剤がスムーズ
に導入できるよう準備することもあります。
岡田：どの生物学的製剤を使うかについて，
患者さんに選択肢を提示することはあります
か。

岡田 正人 氏
聖路加国際病院 アレルギー膠原病科（SLE・関節
リウマチ・小児リウマチ）
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西野：診療所だと通院の都合が大きく影響
しますので，ご希望を聞きます。個々の患者
さんの状態により，若干選択肢を変えるこ
とはあります。また，通院の都合に合わせ
て抗 TNF- α抗体製剤の選択肢を示すこと
が多いのですが，点滴のインフリキシマブ
にするか，皮下注にするかという話をします。
MTX 開始から 2 ヵ月後の時点で，痛みは取
れても腫脹関節が大分残っている方や，マト
リックスメタロプロテアーゼ３（MMP-3）が
下がらない方など，症状だけではなく所見も
含め怪しいと思った時点で話します。
岡田：生物学的製剤が必要と考えられる患
者さんはどのようにして見極めますか。
亀田：抗 CCP 抗体が高値陽性で，大関節
を含めた関節炎の数が多く，腫脹の程度も
強いような方は，当然 HAQ-DI も高くなりま
す。このような予後不良因子を多く持つ方で
はなかなか MTX のみで寛解にもっていくの
は難しく，生物学的製剤を要する場合が多
いと思います。またそういった方は血清中の
TNF 値などが高い可能性があります。今後
われわれはそういったことも考え，早い段階
で TNF を中和するような治療を検討してい
く必要があるのではないかと思います。

西野：私も亀田先生とほぼ同じ考え方です
が，もう少し腫脹関節数を重視します。腫
脹関節数が 6 個以上あると予後不良，10 個
を超えると極めて予後不良と考えます。あと
は大関節痛を評価します。また私は整形外
科医ですので，半年～ 1 年後に X 線撮影
を行い，骨びらんの数が 3 つ 4 つと増えて
来るような場合も予後不良と考えます。私の
ところでは進行期の方もいるので，HAQ-DI
による重症度判定は難しいのですが。
岡田：可逆性の HAQ もありますからね。
西野：「あの人に比べれば，私は何も困って
いません」とおっしゃる方もいて。
岡田：我慢強い方もいらっしゃいますよね。
X 線撮影の頻度に関してですが，最初の 3ヵ
月，または最初の 1 ～ 2 年では，どれくらい
の頻度で手や足の X 線撮影をされますか。
亀田：ベースラインで胸部以外には手足を必
ず，ほかには罹患関節を撮影します。そして
半年後に 1 回撮るようにしています。もしそ
こで寛解になっていて進行がなければ，そ
の後は年に 1 回で十分だと思います。目標
に到達していない場合には半年ごとに撮影
します。
西野：私は撮る部位は同じですが，半年後

に寛解になっていなければ撮影し，寛解に
なっていれば撮影はせず，1 年後にしていま
す。しかし 1 年後だと忘れてしまうことがあ
るので，半年後にしたほうがよいかもしれま
せん。「この前，関節はどうなっていましたか」
と聞くと，3 年前の写真しかないということ
がありますから。
亀田：半年ではなく1 年で撮った場合，寛
解が間に合っていたのかどうかが分からなく
なりますよね。ですから半年の段階で撮っ
て，そこで，そこまでの変化だったのか，そ
の後の変化なのかということが分かるように
したほうがよいと思います。
岡田：私も半年後に撮影しています。

リウマチはヘテロジニアスな疾患
― 個々の予後因子を評価し
 適切な初期治療を ―

岡田：では最後に，最初の診断から 3 ヵ月
までの間に気をつける点や目標など，メッ
セージがありましたらお願いいたします。
亀田：やはり重要なのは，関節リウマチの患
者さんは極めてヘテロジニアスな集団なので，

「皆さんこうしましょう」ということにはなら

ないということです。最初の段階でこの患者
さんはどういうRA なのか，極めて予後不良
と思われる RA なのか，それほどでもない
のかということを見極め，治療の強弱をつけ
ることが重要です。また，RA の治療はある
程度リスクを伴いますから，患者さんのリス
ク評価は漏れなく行い，十分にリスク/ ベネ
フィットあるいはコストのバランスを考えなが
ら，十分な説明をしながらそれぞれの患者
さんに適切な治療を進めていくことが重要だ
と思います。
西野：関節リウマチというものは，ある意味
では決定的な診断のツールがないので，治
療の前に診断をいかに確定させるかというこ
とが重要ですね。関節リウマチの早期コント
ロールもとても大事ですが，患者さんの人生
は 20 年，30 年とありますので，そういった
先の長期予後あるいは関節破壊のリスクを
踏まえた予後不良因子の重みづけなどがで
きて，治療のパソナリゼーション（個別化）
が進めばよいと考えています。
岡田：今日は実践に役立つお話を二人のエ
キスパートの先生にお伺いでき，大変有意
義でした。どうもありがとうございました。

【文責 編集部】

2. 1ページの 1. 以外の医師で，以下の両
方にあてはまる

（1）カナキヌマブによるCAPS の治療経験が
ある医師によって適切な教育を受け（解
説用 DVD 及びイラリス皮下注用 150mg
の使用指針を含む），CAPS の治療及び
カナキヌマブの適正使用のために必要な
知識を有する医師

（2）CAPS の診断及びカナキヌマブの最初の
維持用量の決定が 1 ページ，1. の医師に
より行われた上で，1 ページの医師と相談
できる環境下で治療をすすめることが可能

（※カナキヌマブ治験実施施設は，横浜市立
大学附属病院 小児科，京都大学医学部附
属病院 小児科，九州大学病院 小児科の 3
施設）

シンポジウム１では，紛らわしい類縁疾患の
概説，皮膚症状からの鑑別の可能性，画像
診断によるその特徴，遺伝子診断の現状や限
界など，多角的なアプローチでこの自己炎症
症候群の最新の研究状況が披歴された。

また同日，このシンポジウム１に引き続いて，
CAPS 研修会（座長 武井修治 氏 鹿児島大
学医学部小児科）も学会主導によって実施さ

れ，今川智之 氏（横浜市立大学附属病院 
小児科）より、さらに実践的な講演が仕様指
針に沿って行われた。難病の希少疾患とは言
え，治療手段が開発された CAPS に対する
本学会の強い姿勢・意欲が感じられた初日で
あった。

2日目の 6日（土）には，「JIA 診療と感染
症 ―免疫抑制薬／生物学的製剤使用時の
注意点―」（座長 今川智之 氏，冨板奈美子 
氏）ということで，結核，肝炎，EBウイルス感
染症，そしてワクチン接種に関するシンポジウ
ムがあった。成人と違い，小児リウマチ患者
に生物学的製剤を使用する際の感染症対策
では，急性増悪時の危険性も高く，スクリーニ
ングの困難さや標準治療の未整備な状況も加
えて，今後もより慎重な対応が求められる。そ
の中でも特に，B 型肝炎対策では，急性肝炎
後の HBs 抗体獲得後もHBV DNA が排除
されず，その後の再燃の可能性があることや，
HBワクチンの普及が欧米に比べて極端に遅
れている点などから，幼児を介して蔓延する
可能性などについても強調された。基本は肝
炎のスペシャリストにコンサルトすることが必要
なのだが，本学会員と同様，肝炎の専門医も
数が限られ、実際の対応の苦しさを演者の乾 
あやの 氏 （済生会横浜市東部病院小児科）
が訴えた。

またこの日，特別企画「登録制度の確立に
向けて」が学会長の武井修治 氏を座長に迎
え，聖路加国際病院アレルギー膠原病科の山
口賢一 氏と横浜市立大学附属病院小児科 
今川智之 氏から，小児リウマチにおける症例
登録制度（疾患レジストリ）の構築に向けた会
員の方への意思統一のための講演もあった。

山口 氏は，米国の疾患レジストリCARRA
（Childhood Arthritis and Rheumatology 
Research  A l l i ance  h t tps : / /www.
carragroup.org/）とヨーロッパにお ける
同 様 の レ ジ ストリ PRINTO（Pediatric 

（第 22 回小児リウマチ学会総会つづき）

事前登録

主治医 ID
施設 ID
連絡先情報

リレーション

リレーション 性別
生年月日
診断名
診断日
…

各疾患の詳細データベース

…

若年性突発性関節炎

全身性エリテマトーデス

若年性皮膚筋炎

診断基準
症状・検査
治療
合併症
…

主治医データベース

施設データベース

小児リウマチ学会HP

疾患登録患者データベース

外部からのアクセス

リンク

システム概要案

今川智之 氏発表より作図

Rheumatology INternational Trials 
Organisation http://www.printo.it/）を引
き合いに，本邦での疾患レジストリの早期構築
をユーモアを交えて呼びかけた。一方，今川 
氏からは，現在プロトタイプとして出来上がって
いる疾患登録システムの概要（図）と，登録
時の実画面案や今後の課題について提示が
あり，会員のご協力と参加を促した。

毎回，小児リウマチ医の熱心さには打たれ
るものがあるが，今回も質疑応答の応酬でセッ
ション時間の延長が重なった充実した内容の
会であった。　　　　　　　【文責 編集部】
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H24.11〜H25.3）］ 		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

※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。	

この研修会は医師のみを対象に
開かれています。

11/20（火）19:00　1単位	 埼玉
第5回	埼玉県南東部バイオフォーラム
アボットジャパン㈱
岡田	康孝
Tel.048-853-7431

関東・甲信越

12/13（木）19:15　1単位	 秋田	
第2回	こまちリウマチセミナー
ブリストル・マイヤーズ㈱
高堰	渉
Tel.018-867-0162

12/6（木）	19:00　1単位	 北海道
三木会	学術講演会
旭川医科大学	整形外科学教室
研谷	智
Tel.0166-68-2512

11/30（金）19:30　1単位	 福島
第二回	学術講演会	生物学的製剤治療
を考える
田辺三菱製薬㈱
松田	哲也　Tel.024-932-1869

11/30（金）19:30　1単位	 山形
第13回	山形リウマチセミナー
山形大学医学部整形外科学講座
水上	恵梨香
Tel.023-628-5355

北海道・東北

11/27（火）	20:00　1単位	 埼玉
埼玉県整形外科医会学術講演会
日本イーライリリー株式会社
蓮田	英喜
Tel.080-2450-9744

11/26（月）	19:20　1単位	 東京
第4回	南東京リウマチフォーラム
（ASHURA秋の会）
中外製薬㈱
脇田	兼佑　Tel.03-5746-0840

11/22（木）20:00　1単位	 東京
第5回	多摩アダリムマブ研究会
アボットジャパン㈱
坂本	淳一
Tel.042-528-1061

11/21（水）20:00　1単位	 神奈川
第1回	横浜市北部エリアRA医療連携会
昭和大学横浜市北部病院	整形外科
三ツ橋	宏佳
Tel.045-949-7955

11/21（水）20:00　1単位	 神奈川
横浜北部整形外科医会
仲町台さいとう整形外科
齋藤	清人
Tel.045-942-8206

11/29（木）	19:45　1単位	 東京
Osteoporosis	Symposium	in	Tokyo	2012
旭化成ファーマ㈱
及川	圭祐
Tel.03-6911-3811

11/29（木）	19:45　1単位	 埼玉
第13回	埼玉県東部リウマチ研究会
武田薬品工業㈱
井本	洋平
Tel.048-527-3156

11/29（木）19:15　1単位	 埼玉
埼玉県北部整形外科講演会
（医）柏成会	青木病院
青木	隆志
Tel.0495-24-3005

11/28（水）20:00　1単位	 神奈川
第13回	湘南西部リウマチ性疾患症例
検討会
中外製薬㈱
煤賀	英司　Tel.046-229-2700

11/28（水）	20:00　1単位	 東京
第4回	ハイリスクリウマチ膠原病ネッ
トワーク学術講演会
アステラス製薬㈱
今西	鉄郎　Tel.03-5957-1686

11/27（火）19:30　1単位	 東京
第34回	ひがし東京リウマチ研究会
東京都リハビリテーション病院
林	泰史
Tel.03-3616-8600

12/14（金）	18:30	19:30	20:30	各1単位	群馬
群馬リウマチアカデミー
医療法人	井上病院
井上	博
Tel.027-322-3660

12/5（水）	19:00　1単位	 埼玉
第5回	関節リウマチ治療連携懇話会
武田薬品工業㈱
白本	敦史
Tel.048-641-3025

12/4（火）	19:30　1単位	 神奈川
第2回	海老名リウマチ研究会
中外製薬㈱
甲野	昭博
Tel.046-229-2700

12/1（土）	15:30　17:40　各1単位	東京
運動器疾患/骨・関節フォーラム	東京会場
㈱メジカルビュー社
横田	秀夫
Tel.03-5228-2089

11/30（金）19:15　1単位	 長野
リウマチケアを支える病院と診療所の
集い	in	諏訪
アボットジャパン㈱
相良	和正　Tel.0263-36-7141

11/30（金）	19:45　1単位	 千葉
第8回	東葛南部リウマチ研究会
千葉県済生会習志野病院
縄田	泰史
Tel.047-473-1281

1/26（土）	17:00　2単位	 千葉
千葉リウマチトータルマネージメント
フォーラム
エーザイ㈱
田浦	隆玄　Tel.043-241-7361

1/18（金）	19:45　1単位	 埼玉
埼玉リウマチ研究会
埼玉医科大学	リウマチ膠原病科
三村	俊英
Tel.049-276-1462

1/12（土）	16:40　2単位	 新潟
第19回	新潟リウマチ医の会
参天製薬㈱
大西	博幸
Tel.048-645-8701

1/17（木）20:00　1単位	 神奈川	
第12回	三浦半島リウマチのトータル
ケア懇話会
旭化成ファーマ㈱
山村	優樹　Tel.045-472-2311

1/17（木）	19:30　1単位	 神奈川
第11回	生物学的製剤治療研究会
アッヴィ合同会社
西山	昌儀
Tel.045-290-7099

1/19（土）	17:00　2単位	 愛知
愛知県整形外科医会学術講演会
参天製薬㈱
中畑	忠士
Tel.052-219-1870

12/15（土）18:20　1単位	 岐阜	
Gifu	Biologics	Conference	特別セミナー
アボットジャパン㈱
中野	中
Tel.058-264-1525

12/6（木）	19:45　1単位	 岐阜
西濃リウマチセミナー
中外製薬㈱
本田	真以
Tel.058-252-7400

12/1（土）	17:30　1単位	 愛知
第74回	名市大整形外科セミナー
名古屋市立大学大学院医学研究科
水谷	潤（秘書	田中）
Tel.052-853-8236

11/29（木）19:30　1単位	 三重	
RA	communication	2012
大正富山医薬品㈱
田澤	慎也
Tel.052-733-8112

東海・北陸

1/31（木）	18:30　2単位	 東京
第15回	骨とリウマチ研究会
中外製薬㈱
菅家	龍治
Tel.03-3346-0234

12/8（土）	16:30　2単位	 兵庫
第1回	兵庫県リウマチ財団登録医の会
松原メイフラワー病院
松原	司
Tel.0795-42-8851

12/8（土）18:00　1単位	 兵庫
第6回	兵庫リウマチチーム医療研究会
中外製薬㈱
坂本	芳貴
Tel.078-241-6851

11/23（金）〜11/24（土）	23日	11:50各1単位	兵庫
	 24日12:10
第27回	日本臨床リウマチ学会	ランチョンセミナー
㈱日本旅行	西日本MICE営業部
下村、浅阪　Tel.06-6342-0212

11/23（金）〜11/24（土）	23日	13:00	一日最大2単位まで	兵庫
	 24日	10:00
第27回	日本臨床リウマチ学会
㈱日本旅行	西日本MICE営業部
下村、浅阪　Tel.06-6342-0212

12/22（土）〜12/23（日）22日	14:27各1単位	大阪
	 23日	13:40	
第24回	中之島リウマチセミナー
行岡病院
中川	惠子　Tel.06-6371-9921

12/22（土）	11:00　2単位	 大阪
第5回	セファロ・ニューロ・サイコリ
ウマトロジー研究会
参天製薬㈱
浅野	益男　Tel.06-6321-7382

12/6（木）	19:00　1単位	 大阪
第11回	臨床リウマチUpdate
ファイザー㈱
稲葉	夏樹
Tel.06-6575-5211

11/22（木）19:00　2単位	 兵庫
第18回	阪神リウマチセミナー
兵庫医科大学整形外科学教室
橘	俊哉
Tel.0798-45-6452

近畿

2/16（土）	18:00　1単位	 愛知
第33回	東三河リウマチ研究会
旭化成ファーマ㈱
小玉	託也
Tel.0564-27-0226

2/2（土）	17:00　1単位	 岐阜
第26回	岐阜リウマチ研究会
参天製薬㈱
上野	淳史
Tel.052-219-1870

1/19（土）	17:30　1単位	 兵庫
第38回	神戸免疫・膠原病懇話会
参天製薬㈱
黒本	卓司
Tel.06-6321-7382

11/28（水）	19:00　1単位	 鹿児島
大隅臨床整形外科医会
（医）恒心会	小倉記念病院
川畑	あゆみ
Tel.0994-44-7171

11/28（水）19:45　1単位	 福岡
第66回	北九州・筑豊リウマチ懇話会
旭化成ファーマ㈱
新井	淳
Tel.093-512-5115

11/27（火）19:30　1単位	 福岡
第5回	大牟田リウマチを考える会
学術講演会
中外製薬㈱
森本	佳敬　Tel.0942-31-5951

12/13（木）	20:00　1単位	 徳島
第6回	徳島リウマチ医の会
中外製薬㈱
中矢	麻未
Tel.088-652-8221

12/8（土）17:00　1単位	 広島
平成24年度広島大学整形外科学教室同
門会教育研修会
広島大学大学院整形外科学教室
中前	敦雄　Tel.082-257-5233

12/4（火）	20:00　1単位	 高知
第47回	高知リウマチ研究会
旭化成ファーマ㈱
阿部	英孝
Tel.088-825-3191

11/30（金）	19:30　1単位	 鳥取
第36回	山陰骨代謝研究会
中外製薬㈱
梅北	透
Tel.0859-34-3521

11/28（水）19:40　1単位	 山口
第49回	山口県リウマチ膠原病研究会
エーザイ㈱
服部	恒一
Tel.090-7635-1553

九州・沖縄

11/24（土）19:00　1単位	 岡山
第20回	岡山関節外科研究会
科研製薬㈱
福田	幸弘
Tel.086-246-3232

中国・四国

2/2（土）	16:00　2単位	 和歌山
和歌山臨床RAフォーラム（第29回）
那智勝浦町立温泉病院	整形外科
木浦	賀文
Tel.0735-52-1055

12/7（金）	20:00　1単位	 福岡
第94回	福岡リウマチ懇話会
（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤	正一
Tel.092-762-2380

12/1（土）16:00　1単位	 福岡
第7回	リウマチ医のための福岡肺障害研究会
（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤	正一
Tel.092-762-2380

11/29（木）	19:30　1単位	 長崎
第10回	トシリズマブ適正使用研究会
中外製薬㈱
前川	智彦
Tel.095-825-4772

11/28（水）	19:45　1単位	 鹿児島
第9回	鹿児島トシリズマブ適正使用研究会
中外製薬㈱
土岐	憲二
Tel.099-251-1600

3/1（金）20:00　1単位	 福岡
第95回	福岡リウマチ懇話会
（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤	正一
Tel.092-762-2380

2/18（月）	19:30　1単位	 佐賀
第15回	佐賀リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
増田	全紀
Tel.0952-22-7811

1/27（日）	9:00　11:15　各1単位	福岡
第14回	博多リウマチセミナー
（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤	正一
Tel.092-762-2380

生物学的製剤セルトリズマブペゴルの早期承認等について

下記のとおり要望書を提出いたしました。

記
日リ財発第 102 号

平成 24 年 10 月 17 日
厚生労働省
保険局長 殿
保険局医療課長 殿
医薬食品局長 殿
医薬食品局審査管理課長 殿

公益財団法人日本リウマチ財団
代表理事　髙　久　史　麿

生物学的製剤セルトリズマブペゴルの早期承認等について

日頃より当財団の活動にご指導，ご支援を賜り心より御礼を申し上げます。
当財団は昭和 62 年の財団設立後，平成 23 年 4 月より公益財団法人として，リ
ウマチ性疾患の制圧に向け，さらなる事業展開に努めているところであり，こ
れまで以上の御支援をお願いいたします。

近年，関節リウマチの治療薬，特に生物学的製剤の開発には著しい進歩がみ
られ，数々の新しい生物学的製剤の登場は，早期発見，早期の適正医療により，
寛解を目指せる状況となり，患者さんに福音をもたらしております。

この度，既に欧米では販売されている新しい生物学的製剤，セルトリズマブ
ペゴルが関節リウマチ適応薬として承認申請されておりますが，これが承認さ
れれば，リウマチ財団登録医はじめ，リウマチ医療の第一線で，リウマチ医療
に関わる医師，医療従事者，患者等は，治療の選択肢がより広まり，リウマチ
患者さんのＱＯＬの改善に大いに資することになると考えます。

つきましては，セルトリズマブペゴルを関節リウマチ適応薬として，速やか
にご承認いただき，高額なリウマチ患者さんの医療費負担，通院の肉体的，経
済的負担軽減等を考慮し，在宅自己注射を認め在宅自己注射管理指導料が算定
出来るよう併せて要望いたします。

以上，宜しくお願い申し上げます。

平成 24 年度医療保険委員会開催について

平成 24 年 9 月 30 日（日）に学士会館にて医療保険委員会が開催されました。
この 4 月の診療報酬改定では手術料の改定が目立ちましたがその他は大きな改

定はありませんでした。実診療の場において改善を希望するものなどを討議しよ
り良い医療を提供できるよう要望点を集約しました。

検討項目
１. 生物学的製剤使用加算について

現在の算定基準は現状にそぐわないので新規の制度を考える。
２. 生物学的製剤使用前スクリーニング検査について

疑い病名をいちいち付けなければならず包括的な対応は出来ないか。
３. 集団的個別指導に関して

生物学的製剤使用により高点数となり個別指導の対象医療機関となるのでそ
のための対策の検討。

４. 抗結核薬の予防投与について
結核予防法との整合性について検討。

５. MMP- ３の毎月（毎回）検査について
アクテムラなど CRP が参考にならない薬剤使用時の MMP-3 検査実施につ

いて検討。
６. 健保本人，早期リウマチ患者の負担金について

一部免除などについての検討。
７. その他

①生物学的製剤セルトリズマブペゴルの早期承認についての厚労省への要望。
②イグラチモド製剤の製造販売後全例調査へのリウマチ財団登録医としての協

力について。
追記

10 月 14 日（日）に日本リウマチ
学会事務局においてリウマチ診療
関連四団体（日本リウマチ学会，日
本整形外科学会，日本臨床整形外
科学会，日本リウマチ財団）でリウ
マチ診療制度検討会を開催し（議
長―日本リウマチ学会髙崎社会保険
委員会委員長）要望事項を検討しま
した。今後とも定期的に協議を重ね，
次回の診療報酬改定に向けて四団
体が協力していく事を確認しました。
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小児リウマチ学会記事を読ませていただ

いた。日本の小児リウマチ学会ほど独立し

活発に活動している国単位の小児リウマ

チ学会は他に例がないのではないであろう

か。小児リウマチ医不足は，ほぼどの先進

国でも問題となっている。その疾患の特異

性と頻度の低さから研修施設は限られてお

り，また専門医師の活躍の場も限られてい

る。集約化医療は肺動脈性肺高血圧症な

どの，まれな合併症においては欧州では常

識化している。しかしながら，センター化は

専門性の向上によるベネフィットと，通院の

不便さや細やかなケアの欠如の諸刃の剣

である。小児リウマチ疾患においては，学

校を休まずに通院できる施設，そして患児

が他の児童から特別な目で見られないよう

に，早急に病状を安定させる臨床的技能

のある医療施設へのアクセスがその後の

人生に大きく影響しうる。

小児リウマチ医の育成は小児リウマチ学

会が中心となり積極的に行われている。し

かし，大都市以外での普及には多くの障

壁がある。応急処置として，やはり成人の

リウマチ性疾患を専門とする医師が，一般

小児科医と共同して小児リウマチ疾患の患

者に適切なケアが提供できるようにすること

が一つの方策ではないであろうか。米国で

のリウマチ膠原病専門研修には小児リウマ

チも含まれている。3 年間の研修のうち，1

年目に準備の指導を受け 2 年目，3 年目の

2 年間は毎週小児リウマチ外来を専門医と

ともに担当する制度で，私は研修を受けた

が，これはいまでも大変役立っている。逆

に小児リウマチ専門医研修医の方々にも

成人の研修をしていただくことで，より多く

の膠原病患者に接していただくことが可能

となる。慢性疾患においては，小児が成

人になったら医師が変わるということが当た

り前になっている科も少なくないが，小児科

医のバックグラウンドと成人のバックグランド

の医師が同じ科で共同して診療を行うこと

で，最適なケアとより効率的な研修制度も

確立できるかもしれないと考えている。

（岡田正人）

【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】	 委員長：後藤　眞　桐蔭横浜大学医用工学部生命・医工学科不老科学・加齢制御学部門 教授 羽生忠正　長岡赤十字病院 副院長
  岡田正人　聖路加国際病院アレルギー膠原病科 （SLE，関節リウマチ，小児リウマチ） 森本幾夫　順天堂大学大学院医学研究科免疫病がん先端治療学講座 教授
  仲村一郎　湯河原厚生年金病院リウマチ科 部長 山村昌弘　岡山済生会総合病院内科診療部長／リウマチ・膠原病センター長
  村島温子　（独）国立成育医療研究センター 母性医療診療部部長

財団ホームページ　リウマチ情報センター

http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma

医学賞等候補者を募集

財団では，このほど次の医学賞等候補者の推薦を依頼しました。
１．ノバルティス・リウマチ医学賞　締め切り　平成 25年 1月 31 日
リウマチ性疾患の発生機序，あるいは画期的治療等に関する独創的な研究を顕彰。
２．リウマチ性疾患調査・研究助成　締め切り　平成 24年 11 月 30 日
リウマチ性疾患の病因，治療，予防・疫学等に関する独創的な調査研究に助成。
候補推薦依頼先は次のとおり。
全国医（歯・薬）科大学長，大学医（歯・薬）学部長，関係機関の長，財団評議
員及び専門委員。
詳細は財団ホームページをご覧ください。

財団では新規リウマチ財団登録医を募集しています

申請受付期間：平成 25 年 3 月 1 日より 5 月 31 日

詳しくはホームページをご覧ください。

※ 平成 25 年度のリウマチ財団登録医資格更新はありません。

ご寄付いただいた方 〜平成 24 年 8 月・9 月〜

安田 美和子 様 山本 秀子 様

●使途　当財団のリウマチ性疾患調査・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。

市民公開講座等、一般（患者さん等）向けの
講演会を開催予定の登録医へ

リウマチ情報センター「患者さん向け講演会」のコーナーに、リウマチ財団登録医が主催、
世話人、演者等で関係する患者さんやそのご家族に向けての公開講座、講習会等を掲載し
ます。氏名、登録医番号、eメールアドレスを明記の上、会の名称、開催日時、場所、内容（プ
ログラム）、ＨＰのある場合はＵＲＬ等詳細を下記のアドレスまでお送りください。開催日の 1カ
月前までにご連絡ください。

e-mail：inform@rheuma-net.or.jp
但し、掲載は以下の要件を満たすこととします。
・リウマチ財団登録医が主催、世話人、演者等であること。
・内容がリウマチ性疾患であること。
・対象が一般市民（患者さんやその家族等）であること。
・営利目的ではないこと（商品名が会の名称にあるもの等は許可しない）。

国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表に対する助成者

米国リウマチ学会（ACR2012）平成 24 年 11 月 9 日〜 14 日
宮部	千恵 東京医科歯科大学膠原病・リウマチ内科 特別研究学生
平田	信太郎 産業医科大学病院 講師
藤井	渉 京都府立医科大学大学院医学研究科免疫内科学 大学院生
房間	美恵 NTT 西日本大阪病院 看護師
 神戸大学大学院保健学研究科博士課程 1 年生
 （日本リウマチ財団 登録リウマチケア看護師）
※ 助成要綱を一部改正することにより、登録リウマチケア看護師のモチベーションを高

め、活発な活動を期待することとした。

公益財団法人日本リウマチ財団とヨーロッパリウマチ外科学会の間でリウマチ外
科の進歩，向上及び人的交流を目的に，平成 11 年より，新進気鋭のリウマチ外科
専門医の交換派遣を継続して実施している。本年度は日本側がお迎えする年であ
り，ヨーロッパリウマチ外科学会から次の 2 名の方が来日した。お１人目はオラ
ン ダ か ら Peer van der Zwaal, M.D. Ph.D（Senior resident Orthopaedic Surgery 
Medical Center Haaglanden The Hague） と お 2 人 目 は ス イ ス か ら の Dr. med. 
Stephan Schindele, M.D.（Department of Handsurgery. Schulthess Clinic, Leading 
Consultant Dept. of Handsurgery Schulthess Clinic Zurich）である。

その 2 名のリウマチ外科交換派遣医が、さる 9 月 4 日（火），恒例となっている日
欧リウマチ外科交換派遣医の理事長表敬訪問が短時間ではあったが行われた。

スイスからの Dr. med. Stephan Schindele, M.D. は、今夏の残暑のすごさを母国と
比較して語られ、オランダの Peer van der Zwaal, M.D. Ph.D は観光として訪れた築
地市場の大きなマグロに驚いたお話等をされた。当財団としてお迎えしたお２人が，
日本滞在を十分に楽しんでいることに，忙しい中に表敬訪問をお迎えした髙久理事長
の表情も大きく和らいだ。

お２人からは母国の記念品も贈呈され，髙久理事長と固い握手を交わした後、次の
予定地に向けて日本医師会館を後にされた。今後もヨーロッパリウマチ外科学会との
この関係が継続され，日欧のリウマチ外科医療のレベルアップにつながることを大き
く期待したい。

公益財団法人日本リウマチ財団 日欧リウマチ外科交換派遣医
髙久理事長表敬訪問

第 14 回　RA トータルマネジメントフォーラム

■日　時：平成 25 年 2 月2 日（土）　13：00 〜 19：00
■場　所：品川インターシティホール（今回より会場が変更となります）
 東京都港区港南 2-15-4 品川インターシティホール棟１階
■参加費：1000 円　※事前にお申込みいただく必要はございません。
■単　位：リウマチ財団登録医（予定）
 登録リウマチケア看護師（予定）
■募　集：装具・自助具の展示募集（詳細はホームページを参照）
 申込期限  1次締切　平成 24 年 12 月21 日（金）必着
  ２次締切　平成 25 年 1 月21 日（金）必着

髙久理事長を囲んで、右に Dr. Schindele、左に Dr. van der Zwaal
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