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137 号の主な内容
●	 追悼	塩川優一氏
●	 リウマチ性疾患の呼吸器障害
対策－細菌性肺炎と気道病変
前編

●	 いまさら聞けない慢性運動器疼痛	
第12 回	非薬物療法（認知行
動療法、運動療法）

●	 シリーズ	リウマチ人
	 国立病院機構	相模原病院
	 名誉院長　工藤	洋	氏　前編

日本リウマチ財団の創設者であり，
名誉理事長である塩川優一氏が平成28年 4月 28日，

ご逝去されました。
本号の冒頭では故人を偲ぶ特集をお送りいたします。

塩川優一先生を偲んで 塩川優一 著
菊兵団 軍医のビルマ日記（日本評論社）

塩川優一氏　ご略歴

1918 年（大正 7 年）兵庫県神戸市に生まれる
1938 年（昭和 13 年）東京帝国大学医学部医学科入学
1946 年（昭和 21 年）戦地より帰国、東京大学第 2内科へ入局
1955 年（昭和 30 年）順天堂大学医学部助教授に就任
1964 年（昭和 39 年）同教授就任
1969 年（昭和 44 年）同大学に膠原病内科を設立
1979 年（昭和 54 年）順天堂医院院長に就任
1987 年（昭和 62 年）日本リウマチ財団認可、理事長就任
2002 年（平成 14 年）日本リウマチ財団理事長を辞任

塩川優一 自己年表より

日本リウマチ財団 代表理事
一般社団法人日本医学会 会長　髙久史麿

塩川優一先生と私との交流は，故若林
芳久先生が塩川先生の御推薦で東大第 3
内科に国内留学に来られた時から始まっ
た。当時私は助手であったから，今から
50 年近く前になる。その時私も塩川先生
の御教室の非常勤講師にさせていただい
た。

塩川先生に関して一番驚いたことは，
先生が軍医時代に従軍された時の記録『菊
兵団 軍医のビルマ日記』を読んだ時であ
る。私の記憶に間違いがなければ，ビル
マ戦線に従軍した軍人は 1,000 人に 1 人
位しか生存しなかったとのことであるが，
その意味で塩川先生は本当に強運の方だ
と思った。

私個人のことを書いて恐縮であるが，
昭和 47 年に自治医大に移った時，しばら
くの間，専門の血液学に加えて，アレル
ギー膠原病科と消化器内科の教授を併任
したことがある。この 2 つの科は助教授

の方がまだお若かったせいであるが，そ
の結果，アレルギー膠原病科の外来では，
関節リウマチの患者の診療にあたる機会
が多かった。そのこともあってか，塩川
先生が昭和 62 年に日本リウマチ財団を創
設された時に私は平成 9 年から財団の理
事に任命され，塩川先生が 15 年間財団の
理事長を務められた後任の理事長として
ご指名いただいた。私はリウマチ学を専
門としていなかったので理事長就任に躊
躇したが，塩川先生の御希望ということ
で，あえてお引き受けして現在に至って
いる。塩川先生がリウマチ財団の理事長
を辞任されてからは先生とお会いする機
会が少なくなったが，たまにお会いする
と，お元気で，さすがビルマ戦線の生き
残りの方と思っていた。今回の訃報は意
外であったが，98 歳を間近にされてのご
逝去であり，ご長寿を讃えるべきである
と考え，ご冥福をお祈りする次第である。

日本リウマチ財団 副理事長
一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 顧問　幸田正孝

塩川先生と親しくお近づきを得たの
は，先生の医師人生の後半，エイズ関係
の検討会，委員会にご就任いただいた前
後からである。

その後，先生は，リウマチ財団の設立
について，厚生省に在職していた私のと
ころに，度々相談にみえられた。そこで，
リウマチ問題にかける先生の並々ならぬ
ご熱意，情熱に圧倒された，その結実が，
今日のリウマチ財団に他ならない。

当時としては珍しかった患者の会「リ
ウマチ友の会」との連携を財団が深めて
いったことも，特筆大書されてしかるべ
きであろう。如何に患者の視点を大事に
されていたことか，その感を深くする。

平成に入ってしばらくして，先生から，
ご著書『菊兵団 軍医のビルマ日記』を上
梓したからといただいた。

一読して，そこに，先生の医学・医療
に対する原点を見出した思いがした。患

者のための研究と医療に徹する出発点
が，人命救助を第一とする野戦医療，戦
場医療にあったのでないかと。専門医制
度が今日ほど人びとに膾炙していなかっ
た時代に「リウマチ登録医」制を発足さ
せたのも，患者の側に立ち患者が医師を
選択できるようにするお考えによるもの
に他なるまい。

先生の謙虚なお人柄，医療にかけた情
熱を，今更のように思い起こし，今はた
だ心からご冥福をお祈りするのみであ
る。

日本リウマチ財団 常務理事
大阪警察病院 院長　越智隆弘

日本リウマチ財団前理事長の塩川優一先生の御逝去を心より
お悔やみ申し上げます。

私が塩川先生と初めてお話をさせて頂いたのは，2 年間のテ
キサス大学留学から帰国後すぐの 1982 年に開かれたアメリカリ
ウマチ学会（ARA）の会場でした。一人で ARA に参加してい
た私が数名の米国人フェローと昼食に行く途中で偶然，お一人
で居られる先生とお会いしました。私はお声をかけさせて頂き，
先生は初対面の若い米国人フェローたちとも和気藹々に昼食時
間を過ごされました。先生は私にとっては雲の上の方でした
が，身近に感じさせていただける優しい雰囲気に感激しました。
1990 年頃に塩川先生を評価委員長として始まった膠原病・リウ

マチの厚生科学研究で私は病態解明研究班の班長をさせていた
だきました。朝からほぼ一日かけて熱心に議論を交わす班会議
に先生は最初から終日出席されて，熱い議論に加わられました。

「立派な研究室以前に，日常の実地診療の中に医学研究を進める
鍵がある」という信念を教えられました。現場の研究者の熱い
意見を聞き，育てる先生の姿勢を感じました。日本のリウマチ学・
医療の成熟期を築かれてきた巨星，塩川先生が次の時代に光を
投げかけながら，この世を去られました。私共は教えを活かし
て次の時代を発展させてゆくことを決意しながら，塩川先生に
深い感謝と哀悼の気持ちを捧げます。
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先般，熊本を中心に発生した「熊本地震」
では，多くの方が被災され，2 ヵ月以上経
過した現在でもご自宅に戻れず避難所での
生活を余儀なくされている方がいらっしゃ
います。また，この方々の中には様々な病
気を抱えている患者様が多数おられ，かか
りつけの医療機関が被災したことから継続

地方独立行政法人
桑名市総合医療センター
リウマチ膠原病内科 顧問

（日本リウマチ財団医療保険委員会 委
員，日本リウマチ財団リウマチケア専
門職制度検討委員会 委員長）
松本美富士

本年 4 月から，診療報酬が 2 年ぶりに改
定された。その内容を踏まえて，さる 5 月
8 日（日）財団事務局において，平成 28
年度第 1 回医療保険委員会が開催された。
当日の議論を踏まえて，今回の改定内容か
らみたリウマチ診療における医療保険制度
に関して，医療保険委員会メンバーの一人
として私見を述べる。

日本リウマチ財団医療保険委員会（委員
長：井上博，委員：佐川昭，生野英祐，田
村直人，松野博明，松原司，松本美富士，
三宅信昌，山名征三，アドバイザー：石名
田洋一，中川俊男，麦谷眞里，オブザーバー：
幸田正孝，西岡久寿樹の各氏から構成）は
リウマチ学のパラダイムシフトを背景に，
わが国における質の高いリウマチ医療の提
供，リウマチ診療の適正化，地域格差・医
療機関格差あるいは患者間格差のない均て
ん化を目指した，グローバル化に対応した
制度となることを目指し，関連団体（日本
リウマチ学会，日本整形外科学会，日本臨

治療を受けることができなくなった患者様
もいらっしゃることと存じます。

日本リウマチ財団では，5 年前に発生し
た「東日本大震災」で被災された患者様に
対して受入医療機関（診療可能な医療機関）
のご紹介をいち早く実施した経験を生かし

床整形外科学会）と共同で内保連・外保連
を通じて，あるいは財団独自で厚労省担当
部局へ毎改定時期に要望を行ってきた。こ
れら要望の一部は，算定項目として新設・
改定されてきた経緯がある。しかしながら，
今般の改定は，われわれリウマチ医・専門
職にとって，不十分といえどもリウマチ医
療の専門性にかなりの配慮がなされている
ようである。

かねてから，本財団は質の高い，医学
的・医療経済的に適正かつ医療安全を担保
したリウマチ性疾患の医療・ケアの実践の
ために，多職種によるチーム医療の推進を
行ってきており，リウマチ医療に特化した
専門職制度を発足させ，リウマチ財団登録
医，リウマチケア看護師，リウマチ財団登
録薬剤師を育成してきたが，今回の改定は，
その成果に一部つながっていると理解され
る。その概要は以下の通り４項目にまとめ
られる。
1）外来化学療法加算①，②（生物学的製剤）

15 歳未満の若年性リウマチ性疾患では
40 点の上乗せ（① 670/② 640 点），15 歳以
上では 20 点の上乗せ（① 450/② 370 点）
となり，対象薬剤にすべての生物学的製剤

（IFX, TCZ, ABT）で保険適応のリウマチ性
疾患で実施した場合に算定可能となった。
2）在宅自己注射（生物学的製剤）（650 点）

今回の改定の一番の項目であり，在宅注

て，今回の熊本地震においても被災地に在
住されているリウマチ患者様が治療を安心
して受けられるように，災害派遣医療チー
ム（Disaster Medical Assistance Team：
DMAT）事務局，厚生労働省などと連絡
を取り合い，被災地の医療環境，患者様の
状態，治療薬の状況についてなどの情報を
収集しました。また，財団独自には，被災
地及び近県のリウマチ財団登録医に災害時
リウマチ患者支援事業推進委員会山本純己
委員長の文書をメールにて一斉配信し，情
報の共有化及び財団宛に被災状況等情報の
提供を呼びかけました。同時に財団のホー
ムページにも掲載し広く告知しました。さ
らにリウマチ財団登録医の所属する医療機
関には直接電話での問い合わせも行い，診

射指導管理料はインスリンのように毎日
（月 28 回以上）皮下注射するか，月に 27
回以下の２種類となり，月 27 回以下は一
律，650 点が新設され，対象薬剤はリウマ
チ性疾患に適応のすべての生物学的製剤で
ある。しかも悪性関節リウマチなどのよう
に，難病外来指導管理料との併算定が可能
なことである。
3）難病外来指導管理料（270 点）

難病法の施行に伴う指定難病の診療の評
価として新たに指定された指定難病につい
ても，従来の難病（特定疾患）と同様に算
定が可能となり，多くの膠原病を含むリウ
マチ性疾患が対象となった。さらに，指定
難病の医療受給者証のみならず特定医療費
の支給認定に係る基準を満たすことを診断
できる場合も含まれる。
4）かかりつけ薬剤師・薬局の評価

患者本位の医薬分業の実現に向けて，患
者の服薬状況を一元的・継続的に把握して
業務を実施する薬剤師・薬局に対して指導
料・管理料として新設された。
・かかりつけ薬剤師指導料（70 点）

患者が選択したかかりつけ薬剤師が，患
者に対して服薬指導等の業務を行った場合
の評価である。この指導料を算定できる保
険薬剤師の要件の一つに，公益社団法人薬
剤師認定制度認証機構が認証している研修
認定制度等の研修認定を取得していること

療状況等を確認しました。

本財団の災害時リウマチ患者支援事業と
して，ホームページリウマチ情報センター
に「私のお薬は」を掲載し，お薬手帳を失
くされた患者様，服用されているお薬の名
前などを忘れてしまった患者様を対象に情
報を提供しております。

未だ余震が続く熊本地震ですので，日本
リウマチ財団としては，今後も被災地の患
者様が安心して継続治療を受けられるよう
に，ネットワークの充実を図って参りたい
と考えております。

とされている。
・かかりつけ薬剤師包括管理料（270 点）

かかりつけ薬剤師が地域包括診療料，地
域包括診療加算の算定対象患者に対して薬
学的知見に基づき，包括的管理を行ってい
る場合に算定できる。

このかかりつけ薬剤師資格の要件である
公益社団法人薬剤師認定制度認証機構が認
証している研修認定制度等の研修認定を取
得していることを，本財団の登録薬剤師制
度と相互乗り入れのために，リウマチケア
専門職制度検討委員会で準備中である。上
記認証機構で財団の登録薬剤師制度が認定
されれば，かかりつけ薬剤師の算定要件で
ある認証機構の研修認定取得者と扱われ，
財団の登録薬剤師が行う業務に対して，か
かりつけ薬剤師指導料・包括管理料が算定
できることとなる。これは当財団のリウマ
チケア専門職制度が診療報酬上のインセン
ティブとなり，初めてのものであり，登録
薬剤師制度の今後の必要性が認知され資格
取得者の増加につながる。今後もリウマチ
財団登録医，リウマチケア看護師制度が，
今回の改定と同様に診療報酬上の，各種指
導料・管理料の算定可能要件となるための
要望を財団の医療保険委員会で建設的，か
つ国の医療提供体制の変化に即応した議論
を踏まえながら関連団体のご指導，ご支援
を得ながら実現に向けて検討していくこと
が確認された。さらに財団の各種専門職制
度が国や社会とともに医療関係者からも，
その意義が正しく認知され，信頼されるも
のであるために，質の向上への制度設計の
見直し，既資格者の生涯教育研修の充実な
ど質の担保を図るべく，財団リウマチケア
専門職制度検討委員会へ，一層の議論と制
度への取り組みの要請がなされた。

塩川優一先生からいただいた今年の年
賀状には，都内で奥様とご一緒に過ごされ
ているという主旨の近況が書かれていまし
た。小生は，日本リウマチ財団が設立 30
年を迎えるにあたり，創立にご尽力された
先生のお言葉をいただけるものと信じてお
りました。その願いもかなわず，先生は静
かに旅立たれました。

先生は，リウマチ・膠原病の治療に尽力
され，1960 年代，順天堂大学に日本で初
めて「膠原病内科」を開講されました。つ
まり，先生のご尽力なしには現在のリウマ
チ学の教育や研究そして今日の診療の発展
はなかったと言っても過言ではないと思い
ます。

先生が「膠原病内科」を創設された当時

の資料を拝見すると，医療従事者であって
も「膠原病」という病気を知らず「膠原病
の膠原は高原と書く？」「リウマチは病気
ではない」といった意見がたくさんあった
そうです。「膠原病内科」には全国から重
症のリウマチ・膠原病患者様が多数来院さ
れ，なかには病院を転々と廻っている間に
手遅れになって亡くなられてしまった方ま
でいらしたと書かれており，当時はリウマ
チ・膠原病は誰も知らない原因不明の難病
であったことがわかります。また，私達の
グループがリウマチ・痛風センターを東京
女子医科大学に設立した際も，多くのご指
導・ご協力をいただきました。リウマチ科
が標榜され，専門医が育成され，バイオ製
剤による目覚ましい進歩による治療学の今

日の礎を先生がお作りになられました。
先生は，このようなリウマチ医療の確立

のため，さらには病因・病態解明の研究推
進などのリウマチ対策を強力に推進するた
め，厚生省（現・厚生労働省）が正式に認
可した財団を設立する必要があると考えら
れました。そして当時，先生とともにリウ
マチ研究に尽力をされていた故七川歓次先
生，故水島裕先生，故本間光夫先生，東威
先生，長屋郁郎先生，延永正先生，山本純
己先生，吉野槇一先生などの諸先生方とと
もに奔走されました。特に，厚生省から提
示された設立基金（当時は 3 億円）用意な
どの厳しい条件をクリアするため，財団の
母体として日本リウマチ協会さらにはリウ
マチ登録医制度の発足や経済界からの支援
を受けて基本財産を整えられ，1987 年 11
月 1 日に日本リウマチ財団は厚生省に正式
に認可されました。

日本リウマチ財団の設立にあたり先生
は，

１，患者の介護，生活環境の整備
２，医療費の問題
３，リウマチ科の標榜
４，リウマチ研究所の設立
の 4 つを重要な課題として提示され，こ

れは各方面のご支援により実際に具体化さ
れております。

リウマチ性疾患の中で関節リウマチは今
では知らない人はおらず，治療も生物学的製
剤の誕生により画期的な進歩を遂げ，リウ
マチ性疾患の多くは克服されつつあります。

先生は，2002 年の春，現・日本医学会会
長の髙久史麿先生に理事長をバトンタッチ
されました。私達は髙久先生のご指導のも
とに一丸となって，先生が精魂込めて育て
上げられた「日本リウマチ財団」をより一
層発展させて参りたいと心を新たにし，お
別れの言葉とさせていただきます。本当に
長い間ご指導をいただきありがとうござい
ました。

合掌

日本リウマチ財団 常務理事
東京医科大学医学総合研究所 所長　西岡久寿樹

塩川優一先生とともに歩んできた日本リウマチ財団
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次ページに続きます

はじめに

関節リウマチ（RA）の治療は，MTX，
生物学的製剤など新規治療薬剤の導入によ
り疾患活動性の制御が可能となり，目標達
成に向けての治療の組み立てを巡っての議
論が盛んに行われ，活気づいている。しか
しその中で，さまざまな呼吸器合併症が発
生し，それらの治療を妨げ，時に患者の生
命を脅かす問題として立ちはだかってきてい
る。

それら呼吸器合併症は，治療の有害事
象として現れることもあるが，RA という疾
患そのものに由来するものもあり，あるいは
RAでなくとも一般人でも起こりうる事象もあ
る。個々の例においてそのいずれかを判別
することは必ずしも容易ではない。

いずれにせよひとたびそのような事態が起
こると，重症化，あるいは難治化しやすく，
重大な結果に至ることも少なくない。またそ
の間，RA の治療薬，MTX や生物学的製
剤は休止されることが多いが，それは妥当
なのか？ また事態の鎮静化後，再投与は可
能なのか，などの問題で医療現場は大いに
悩むこととなる。

私は本財団ニュースで過去に 2 度，呼吸
器専門医としての立場から，RA の呼吸器
障害について述べてきた。2008 年 9，11 月

（No90，91）でニューモシスチス肺炎（PCP）
の診断と治療の考え方を，また 2013 年 7，
9 月（No119，120）で PCP及び非結核性抗
酸菌症（NTM 症）について現段階における
考え方をご紹介した。

今回は，それ以外の問題として，リウ
マチの診療現場で実は最も頻度の高い疾
患，即ち細菌性 肺炎を取り上げる。RA
患者における細菌性肺炎は一般の宿主と
は異なり，既存の肺病変，即ち気道病変

（airway disease；AD），中でも気管支拡
張症（bronchiectasis；BE）と間質性肺炎

（interstitial lung disease；ILD）について
の理解が不可欠であり，そのうち，前者，
気道病変は細菌性肺炎の母地となること以
外にも独自の問題を呈するので，この 2 つ
の主題について，2 回に分けて論じたい。1
回目は細菌性肺炎，2 回目は気道病変を論
じて行く。

細菌性肺炎

1）RA 患者の細菌性肺炎
もともと RA 患者は呼吸器感染症に罹患

しやすく，生物学的製剤の使用例で罹患リ
スクはさらに高まる。その中で細菌性肺炎
のリスクは特に高く，生物学的製剤投与患
者の予後を調査した厚生労働省山中班の多
施設共同研究によると，細菌性肺炎による
標準化死亡比は 4.18 であった。すなわち生
物学的製剤を投与されている RA 患者は一
般人に較べ 4 倍のリスクで肺炎で死亡する
と言うことで，由 し々きことである 1）。

そのリスク因子としては，これまでの多く
の臨床疫学研究で，高齢，罹病期間，ステ
ロイド使用などとともに，既存の肺病変（BE
や ILD）があげられている。実際 RA の細
菌性肺炎の多数例を検討した高柳らは，そ
の 87％に，BE や ILD が見出されたとして

いる（図１）。また BE を基礎に持つ RA 患
者の予後は，BE を持たない RA 患者に較
べ著しく不良であったとの報告が，欧米から
複数提出されている。そしてその死因は感
染症や心不全であることも共通して報告され
ている。

細菌性肺炎の起因菌について詳細に調べ
た報告の中で，高柳は，肺炎球菌，インフ
ルエンザ菌，および緑膿菌が多かったとして
いる 2）。この起因菌分布は肺に基礎疾患の
ある一般人の分布と同一のパターンである。
すなわち RA 患者の細菌性肺炎は外来性，
伝染性のものであるとは限らず，むしろ多く
は BE などの既存肺病変に定着している菌
に由来する，いわば内因性感染であることを
この際銘記したい。

細菌性肺炎の予防として，うがい，手洗
いが推奨されており，それらももちろん必要
ではあるが，RA 患者の場合，菌は外から
来るのではなく，内部に既にいる，という認
識が重要である。即ち，RA 患者が細菌性
肺炎を発症する最大のリスク因子は，その患
者が既存の肺病変を有するかどうかなので
あり，それを知るために最も優れた検査は
HRCT である 3）。従って生物学的製剤治療
など感染リスクを増大させる治療を開始する
にあたっては，HRCT を撮影して，これら
既存の肺疾患の存否を確認しておくことが望
ましい。

2）細菌性肺炎の診断
RA 患者が発熱，咳，痰，呼吸困難を訴

えた場合，細菌性肺炎の他に，PCP，急性
間質性肺炎，薬剤性肺炎などがあり得る。
これらを誤りなく鑑別することは必ずしも容
易ではないが，通常の聴診だけでは十分で
はなく，身体所見（頻脈，努力性呼吸など），
また指尖パルスオキシメーターを用いての
SpO2 の測定（安静時の値だけでなく，運動
負荷後も重要），胸部 X 線，必要に応じて
CT 検査，各種臨床検査を行う。

酸素化障害がなく，画像検査で限局性の
浸潤影を確認できれば，まず細菌性肺炎の
可能性が高い。血液検査で，白血球増多，
CRP上昇は補助診断となるが，臨床の場で
は結果を待たずに治療を開始する必要があ
る。

細菌性肺炎が疑われる場合，治療の場が
問題となる。日本呼吸器学会が中心となっ
て編纂した「生物学的製剤と呼吸器疾患 ･
診療の手引き」では，RA 患者，特に生物
学的製剤投与下の患者の肺炎を見たら，治
療の場をより重く考えるよう提案している 4）。
すなわち，入院か外来か迷ったらためらわ
ず入院，ICU かどうか迷ったらためらわず
ICU 収容，と考えるべきである，としている。

治療は，喀痰検査，尿中抗原キット（重
症感があり，起因菌として肺炎球菌，レジオ
ネラ菌の疑いがある場合）などで起因菌を
同定しつつ，しかし実際にはその結果を待
つゆとりはないので，まずempiric に抗菌薬
治療を開始する。

3）細菌性肺炎の治療の実際
RA 患者の肺炎で想定すべき原因菌は，

肺炎球菌，インフルエンザ菌，モラキセラ，
緑膿菌など，そして生物学的製剤投与下で
はレジオネラも忘れてはならない 4）。

まず比較的軽症であり外来で対応する場

合の抗菌薬であるが，上述のように基礎の
肺疾患（BE，ILD）がある場合，緑膿菌リ
スクが高く，それに対応した抗菌薬を選択
する必要がある ｡ 経口のセフェム系，ペニシ
リン系抗菌薬は緑膿菌に対する抗菌活性は
弱い。レスピラトリーキノロンが優れている。
ただし本剤を漫然と（1 週間以上）投与する
ことは耐性菌の増加を招きうるので厳に戒め
たい。

緑膿菌リスクの有無を事前に知っておくこ
とは抗菌薬の選択のためにも非常に重要で
あり，その意味でも治療開始前の HRCT の
有用性は高い。

入院が必要な重症例については，「生物
学的製剤と呼吸器疾患 ･ 診療の手引き」に
詳しく推奨薬が記載されている。お持ちでな
い方も日本呼吸器学会のホームページからフ
リーでダウンロードできるので，ご参照いた
だきたい。原則として，重症であるほど，ま
たリスク因子が多いほど，一般宿主用の抗
菌薬に，マクロライドもしくはキノロンを加え
ることを強く推奨している 4）。

なお，インフルエンザ流行期にはインフル
エンザウイルス感染が肺炎の引き金になって
いることが多いので，迅速診断キットによる

診断を必ず行い，陽性であれば，抗菌治療
に抗インフルエンザ薬を加える。

4）細菌性肺炎の重症化（特に生物学的製
剤投与下）
生物学的製剤投与下では，時に細菌性肺

炎の重症化が観察される。TNFαや IL-6
など，感染防御免疫に重要な役割を果たす
サイトカインが薬剤により強く変調されてい
て，免疫システムは自然状態とは異なるバ
ランスにあることがこの背景にあるのであろ
う。細菌性肺炎の重症化は TNF 阻害薬で
も報告があるが，IL-6 阻害薬であるトシリズ
マブ（TCZ）においても重症化の報告が見
られる。これは TCZ が CRP の産生を抑え
るために，発熱などの症状が発現しにくく，
発見時すでに重症になってしまうなど，TCZ
特有の機序が考えられている 5）。

このような重症化，特に急速な進行，重
い酸素化障害を見たら，充分な量の抗菌薬
と併用しつつ積極的なステロイドの投与も，
呼吸器専門医と相談しつつ試みるべきであ
る（図 2）。近年，一般宿主においても，重
症肺炎の治療成績向上のために発症後数日
間，抗菌薬と併用してステロイドを投与する
ことが有用であるとのエビデンスが次 と々蓄
積されている 6）。

5）細 菌 性 肺炎の 遷 延 化－器 質化 肺炎
（organizing pneumonia; OP）
器質化肺炎とは，肺炎の炎症過程が適切

に収束せず，陰影，炎症反応が遷延した状
態，いわば吸収され損なった肺炎である7〜 9）。

徳田 均 氏　JCHO 東京山手メディカルセンター 呼吸器内科　

図２　トシリズマブ（TCZ）使用下に発症した重症肺炎

50 歳代，女性。14 年前発症の関節リウマチ。MTX，PSL，3 年前より TCZ 開始，そ
の後 RA のコントロールは良好であった。
3 週間前より咳嗽，3 日前から悪寒を自覚（発熱の自覚はなし）して受診，胸部 X 線写
真で両側に広がる浸潤影を見出され，肺炎として入院となった。PaO2 は 50Torrと高度
の低酸素血症を認め，酸素投与が開始された。ＣＴでは両肺野に直線で境された浸潤影，
すりガラス影が多発している。過剰な免疫機転の介在が示唆され，抗菌薬にステロイドパ
ルス療法を付加することで急速に改善に向かった。

➡

➡

➡

➡

図１　ＲＡの肺炎は気管支拡張症，
	 間質性肺炎などを基礎としていることが多い

40 歳代，男性。左下葉に年に 2，３回肺炎を反復していた。ＣＴで同部に気管支拡張症
が認められ，これが肺炎の基礎病変である事が判明した。以後，発症早期の抗菌薬（レ
スピラトリーキノロン）の短期使用により，肺炎を反復することはなくなった。

➡
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病理学的には気腔内を線維芽細胞および
膠原線維にその内部を固められた（これを器
質化という）浸出物が占拠する状態で，古く
から病理学の世界では知られていた概念で
あるが（いわば，治り損ねの肺炎），近年特
発性のものが注目され，特発性間質性肺炎
の一部に組み込まれたことから話がややこし
くなった。国内の病理学者の間には基本的
には肺胞内の病変であり，安易に間質性肺
炎とすることへの慎重さを求める声が強い 8）。

RA 治療中にこの事態はよく遭遇する。肺
炎に対して抗菌薬投与後も陰影が遷延，残
存し，炎症反応も下がらず，微熱も続くと
いった事態である。RA という宿主の過剰な

免疫応答に由来するものと考えられる。これ
が生物学的製剤使用下で起こると，あたか
も使用薬剤の副作用であり，間質性肺炎で
あるかのごとく言われることがあるが，もと
もと RA 患者にはしばしば見られる事態で，
特別なものと考える必要はない。診断のた
めに気管支鏡検査が必須とする意見もある
が，必ずしもその必要はなく，典型的な経
過を見れば治療に入って良い 9）（図３）。

治療はプレドニンの中等量より開始，比較
的速やかに減量して（通常 1 ヵ月程度）大部
分の例で問題なく収束できる。最初の病像
がいかにも細菌性肺炎らしい場合もあれば，
潜在性に発症，いつの間にか抗菌薬治療に
抵抗性の病像が完成している場合もあるが，
治療はいずれも同じである。

なお，これを治療せずに放置すると，し
ばしば縮小したまま固まり，肺機能の損失
に至るので，原則的には治療すべきと考え
る。

6）肺炎罹患中，罹患後の RA の治療につ
いて
生物学的製剤投与中に発熱，咳，呼吸困

難などの呼吸器感染症状が発現した場合，
「関節リウマチ（RA）に対するトシリズマブ
使用ガイドライン」，「関節リウマチ（RA）に
対する TNF 阻害薬使用ガイドライン」（日
本リウマチ学会）などに従い，生物学的製
剤の投与を一旦中止し，適切な検査，診断，
処置に専念する。MTX に関しては，「メトト
レキサート診療ガイドライン」（日本リウマチ
学会）に従い，重症感染症，または低酸素
血症を有する患者では投与を一旦中止すべ
きである。軽症者に関するエビデンスに基
づいた指針はないが，発熱中は投与を控え
るのが無難とされる。

肺炎治癒後は，通常は元の RA 治療を復
活させて良い。

7）肺炎を反復する場合の対応，及び予防
RA 患者が肺炎を反復することはしばしば

ある。その場合，HRCT を撮ると必ずといっ
てよいほど肺の既存疾患（BE，ILD）の合
併が見出される。このような基礎疾患を持っ
ている場合，上気道炎症状（いわゆる「かぜ」
徴候）から速やかに細菌性肺炎に発展する
ことが多い。対応は早期診断，早期治療に
尽きる。軽微な気道症状でも受診するよう
に平素から勧めておくべきである。またその
ような形で受診してきた患者を“かぜくらい
で来なくとも”，とは決して言わないで，胸
部Ｘ線写真を撮影するなど，肺炎の有無を
チェックすべきである。肺炎の所見が見出さ
れる場合はもちろん，疑い程度の場合でも
積極的に短期間の抗菌薬を処方する。居住

地が遠く早期の受診が難しい場合，理解力
のある患者には，筆者は抗菌薬（筆者はレス
ピラトリーキノロンを用いる）をよく説明の上
渡しておき，とりあえず内服してから来院す
るよう勧めている。そのような方式で対処し
て，ほとんどの場合肺炎の再発を防止する
ことができ，良い結果を得ている。ただしこ
の場合，自己判断での服用期間が決して 5
日を超えることがないよう，厳重な指導は必
要である。

予防

予防は，マスク着用，手洗い，うがいの
他に，歯周病の治療や口腔ケア，慢性副鼻
腔炎の治療，糖尿病のコントロールなど，ま
たインフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチ
ンの接種などが推奨されている。

しかし前述のように細菌性肺炎の多くは，
既存の肺疾患からの内因性感染であるの
で，体調管理（風邪を引かないような生活上
の注意）や，風邪症状を発した際の早期受
診を教育することが最も重要であろう。
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図 3　肺炎後OP（器質化肺炎）化し，経過が遷延した例

70 歳代，男性。1 年前，ＲＡ発症し，MTX8mg/ 週，PSL3mg/ 日で加療されていた。
入院２週間前より盗汗を自覚，4 日前より右背部痛および咳嗽の出現，外来受診時に
血液検査にて CRP 16.7mg/dL と炎症反応の上昇，および胸部肺 X 線写真にて右中
下肺野に淡い浸潤影を認め，肺炎の診断にて入院。気管支鏡検査を含む諸検査の結果，
ＯＰと診断，mPSL 250mg/ 日を 3 日間を施行したところ，陰影および臨床症状の著
明な改善を認めた。PSL30mg/ 日にて後療法を開始し，速やかに漸減を行うことがで
きた。

企画運営委員会の活動について

平成 28年 4月，5月開催の企画運営委員会の審議概要を次の通り報告します。
企画運営委員会	委員長	西岡	久寿樹

平成 28 年 4月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 28年 4月12日（火）18：00～
《報告事項》
１．委員会の開催について

・財団ニュース編集委員会（3 月28 日）
・日欧リウマチ外科交換派遣医選考委員会（4 月12 日）
平成 28 年 9 月4 日（日曜）から9 月18 日（日曜）までの 2 週間で受け入れ実施。

２．平成 28 年度リウマチ月間リウマチ講演会（6 月19 日開催）について

《審議事項》
１．日本リウマチ財団リウマチ福祉賞について
２．日本リウマチ友の会への助成について
３．その他

委員会組織再編について
（西岡委員長の財団活性化策案）
　各製薬会社意見交換の場を設け，財団事業の活性化につなげる。

平成 28年 5月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 28年 5月10日（火）18：00～
《報告事項》
１．塩川優一名誉理事長の訃報について
２．財団ニュース記事掲載について
３．平成 28 年熊本地震の対応について
４．医療保険委員会（5 月8 日）の開催について

平成 28 年度の診療報酬改定は，在宅自己注射指導管理料の大幅な復活と外来化学療
法加算のプラス改定になった。

《審議事項》
１．平成 28 年海外派遣研修医の選考について
２．国際学会におけるリウマチ性疾患調査研究発表助成者の選考について
３．薬剤師認定制度認証機構「生涯研修認証制度」の認証申請について

今回の診療報酬改定では，かかりつけ薬剤師・薬局の評価が新設。診療報酬請求の要件と
して公益社団法人薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の認定が必要。

４．委員会の再編について

細菌性肺炎と気道病変・前編
続き
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CBT は基本的に短期間精神療法であり，12
回から 15 回で１クールになるように治療
計画を作るのが一般的である。

70 年代から軽度のうつ病に対して奏効す
るとする実証研究が盛んに発表されるよう
になったのを皮切りに不安障害などにも応
用され，広く認知されるようになってきて
いる。最近では，うつ，不安，特にパニッ
ク障害，外傷後ストレス障害，強迫性障害，
社交不安障害などに有効であり，数々のプ
ロトコルも発表されている。また，パーキ
ンソン病，多発性硬化症などの神経系の身
体疾患に併存するうつ症状や不安に対する
CBT の開発，ダイエット，不眠症，禁煙な
どの生活習慣と関する問題に対する CBT
による介入も行われるようになっている。

さらに最近では，リウマチや線維筋痛
症に代表される慢性疼痛への応用もなされ
るようになってきており，線維筋痛症を含
む慢性疼痛とそれに伴う機能障害，生活の
質（QOL）の低下，さらにうつ状態に対
して CBT と自己調整治療（self-regulatory 
treatments）が効果を上げているとする報
告がある 1）。さらに，腰痛などの慢性疼痛
に対しても精神療法的な介入が有効である
ことから，世界的には，慢性疼痛治療の一
部に CBT を導入することが珍しいことで
はなくなってきている。また最近は対面に
よる個人セッションだけでなく，集団やイ
ンターネットやコンピューターを使用した
ものなどさまざまな介入方法で行われてい
る。認知行動療法を治療者および患者が
知っておくことで，さまざまな状態に対応
できるようになる。後述する運動療法もこ
の手法を理解し，応用することでより効果
を高めることができる。

認知行動療法は，平成 22 年に本邦でも
健康保険収載となり「うつ病」に対しては
保険適応となった。薬物治療一辺倒であっ
た日本の精神医療に大きな変化が起こって
きた。しかし，認知行動療法については，“夢
の療法”であり何でも改善できる，特殊な
トレーニングを必要とし一般の治療者には
行えない，といった誤解も生まれている。
認知行動療法も数ある精神療法の一つであ
るが，全ての患者に効果があるわけではな

認知行動療法

認知行動療法は，1970 年代半ばから科学
的に研究が進められた。現在では数多くの
比較対照試験が行われるようになり，西洋
諸国においては第 1 級の主要な治療法とし
て確立されている。しかし，日本での歴史
は浅く，未だに普及していない。

認知行動療法の元になった「認知療法」
は，うつ病や不安障害等の精神疾患の治療
法として 1950 年代初頭に米国の精神科医
アーロン・T・ベック博士が初めて提唱し，
その効果を実証した。ヒトはストレスを感
じると悲観的に考えがちになり，さまざま
な問題を解決できない状態に自分自身を追
い込んでいくことがある。認知療法では，
そのヒトの考え方のバランスをとってスト
レスに上手に対応できる心の状態を作るこ
とによって，日常生活でのストレスを和ら
げる。

一方，「行動療法」は，オックスフォー
ド 大 学 の Michael Gelder 教 授 が 提 唱 し
た。 彼 は Gwyn Jones, Isaac Marks, Jack 
Rachman らと，精神医学と臨床心理学で
有名な英国ロンドンのモーズレイ病院に，
行動療法の研究センターを設立した。なお
モーズレイ病院は英国でのメンタルヘルス
の重要拠点病院として発展しており，NHS

（National Health Service：英国の国民健康
保険制度を支えている病院機構であり，さ
まざまな治療指針も作成する）での認知行
動療法の指針作りを行っている。行動療法
はパブロフの犬の実験と同様に「患者が建
設的な反応をすれば分かりやすい報酬を与
え，正しくない反応をすれば報酬は与えな
い」といったものである。これは，患者の
異常な行動は不適切な条件付けによる二次
的なものであり，正しい強化報酬により正
常な行動に再形成されると考えられたこと
から導かれた。問題の解決には，正しいオ
ペラント条件付けを提供することが重要と
された。

これらの「行動療法」と米国からの「認
知療法」が融合し，認知行動療法（Cognitive 
Behavioral Therapy: CBT） と な っ た。

い。また認知行動療法的な手法は，優れた
治療者であればトレーニングを受けずとも
自然に身についている部分がある。もちろ
ん，専門的なトレーニングを受けたほうが
良いことは言うまでもない。

コミュニケーションスキル

認知行動療法を始める前にまず重要なこ
とは，患者とのコミュニケーションがうま
く取れることである。そのためには日本の
認知行動療法の第一人者である国立精神・
神経医療研究センター 認知行動療法セン
ター長である堀越勝博士の「コミュニケー
ションスキル・トレーニング」2）が参考に
なる。堀越博士いわく，「コミュニケーショ
ンは誰でもがやっていることですし，でき
ることでもあります。（略）ただ，援助の
プロフェッショナルとして認知行動療法を
行うのであれば，そのための土台となるコ
ミュニケーションの基本的技術を身につけ
ておく必要があります。（略）コミュニケー
ションのスキルは『型』を覚えることから
始めることが重要です。『型』という基本
をしっかり身につけていれば，実践での応
用も利くようになります」。

コミュニケーションの「ABC」として，A：
アスク　質問（情報収集・査定），B：ラポー
ル形成　共感・まとめ・確認（一緒の側に
立つ），C：臨床的な質問　ソクラテス式問
答（一緒に分析，目標設定）が重要とされ
ている。図1に患者の発言に対して，適切，
不適切な返答例を挙げる。まず，患者の気
持ちに共感する関係を作り出し，患者と治
療者がぶつからない関係をつくる必要があ
る。そのためには，患者の話をきちんと聞
いて，なおかつ相手を押さずに共感するこ
とが重要である。できるだけ治療者の意見
を押し付けたり，患者を批判的に問い詰め
たり，誤りを指摘したりしないこと。A：
アスク，B：ラポール形成をきちんと行い，
患者が「そうなんです」「はい」と心を開
いて ON の状態となっていること，共感（支
持）の関係になっていることを確認するこ
とが重要である。

しかし，目標は単なる支持ではなく，共
同・協同関係の構築である。認知行動療法
では，問題解決のために「相手を支える」
サポーティブと「相手を導いていく」ディ
レクティブ（ナビゲーション）の 2 種類の

援助の方法がある。この２つの援助方法の
中間を目指して，患者を持っていくことが
望ましい（図2）。中国のことわざにも「夕
飯の魚をあげるよりも，魚のつり方を教え
たほうがよい」というものがある。患者自
身が自分で解決方法を見出すことができる
ようにすることが，認知行動療法の目指す
ところである。

ソクラテス式問答とは答えを与えるので
はなく，患者自身が答えを見出すことがで
きるように行う。ソクラテスは有名なギリ
シャの哲学者であるが，弟子たちに答えを
与えるのではなく，質問を繰り返しながら
対話を行うことで，弟子たちが真理に到達
するのを助けた。我々治療者は患者に対し
て答えをすぐに与えるのではなく，患者が
自分で見つけるようにする。患者は他人か
ら押し付けられた答えは素直に受け入れる
ことができなくとも，自分で見つけ出した
答えならば，その答えを受け入れてそれを
行うことができるようになる。図 3のよう
にソクラテス式問答を利用して「本人が気
づいていないパターン化された考え方」を
見つけて，その解決法を患者自身で見つけ
るように進ませる。ただし，要所にてサポー
ティブに受け止めて質問することも重要で
ある。臨床的質問（ソクラテス式問答）の
１例を挙げる。
患　者：�「誰も良い治療法を教えてくれな

いし，家族にも見捨てられて孤軍
奮闘ですよ。弱音を吐いちゃいけ
ないし，一人でやるしかないです
よ。」

治療者：�「なんでも一人でやっていらっしゃ
るんですね」（サポーティブな反応）

患　者：「そうなんです」
治療者：�「それも弱音を吐かずに頑張って

いるのですね」（サポーティブな反
応）

患　者：�「そうなんです。家族もわかって
くれないから」

治療者：�「ところで，あなたの言う「弱音
を吐く」とはどんなことを言うの
か具体的に教えて頂けますか？」

（ディレクティブな対応）
以上のように問いかけることで，「弱音

を吐いてはいけない」という考え方をして
いる患者に対して，具体的に「弱音」とは
どういったものか表現してもらう。そして
自分の考え方の癖に気づいてもらうことを
目標とする。慢性運動器疼痛の治療では家
族に協力を求めることも重要な助けになる
が，患者自身が「弱音」を吐いてはいけな
いと感じ，それによって家族との関係性が
悪化している場合もある。改善する方法を
見出すことができると，患者自身もその家
族もより良い方法に向かう可能性が高い。

慢性痛の
認知行動療法プログラム

現在，堀越勝博士と大阪大疼痛医学講座 
柴田政彦教授らによって慢性痛の認知行動
療法プログラムが作成されている。一部を
紹介する。
①認知行動モデル

状況に対する人間の反応を，4 つの側面
（身体，考え，感情，行動）に分類するモデル。
これによって，問題となる状況でどのよう
な悪循環が生じ，それが維持されているか
を可視化することができる。
②セルフモニター

患者が自分の４つの側面でどのように反
応しているかを自分自身でモニターできる
ように心理教育する。治療者と共に面接す
る中で検討することによって，悪循環を見
つけ出す。
③目標の設定とケースの概念化

悪循環がその患者の問題形成や維持にど

三木 健司 氏
大阪大学大学院医学系研究科疼痛医学 准教授

早石病院 疼痛医療センター センター長 

慢性運動器疼痛の治療において，薬物治療は重要な位置を占める。しかし，多くの薬
剤の治験で明らかになっているように，プラセボ効果が非常に高いことも慢性運動器疼
痛の特徴の 1つである。「痛み」はあくまで自覚症状であり，患者満足度を上げることが
治療において最も重要であることは言うまでもない。

ラポール作りには，「そうなんです」を引き出すことが大事。
「でも」の場合には心が閉じているOFFの関係となってしまう。

図１　適切・不適切な対応例

私の痛みはもう良くならないですね。何軒もお医者さんに
行ったけど原因がはっきりしなくて。

ぶつかってしまう関係
もっと元気を出して。治療に
協力しないとダメですよ。
もっとひどい人もたくさんい
ますよ。

…でも，…もっと大変な人
がいるというのは分かるん
ですけど，手術でも受けた
ら治るんじゃないかと思って
いるんですけど。

ぶつからない関係
そうですか，5 年も頑張って
良くならないとしたら，きっ
と絶望的な気持ちになるで
しょうね。

そうなんです。

サポーティブは感情中心に対応し，ディレクティブでは問題中
心に対応する。
認知行動療法では，これらの中間を目指して治療者は最初には
サポーティブな対応を行い，その後は少しディレクティブな対応
も行う。

図 2　サポーティブとディレクティブの対応例

私の痛みは難治性で何回も手術をしても治らなかったんで
す。先生は名医だから治してくれますよね。
どこの先生もきちんと答えをくれないので。

サポーティブな対応
（相手を支える）

何回も手術をしても治らな
かったら，心配になりますね。

ディレクティブな対応
（相手を導く）

きちんと助言してもらいたい
のは，具体的にはどんなとこ
ろでしょうか？
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患者に合わせてテーラーメイド治療。運動療法，認
知行動療法，マインドフルネス。
慢性疼痛治療は治療者によって成績が大きく異なり
ます。治らない患者がいたら，自分の治療方法を見
直そう。

う影響しているかを概念化する。患者の具
体的な目標を設定する。抽象的な目標（と
にかく元気になりたい）や非現実的な目標

（痛みがなくなって四六時中働けるように
なる）などは治療効果がない。
④介入（ワーク）の実践とホームワーク

患者の抱えている疾患や目標に合わせて
行動的介入と認知的介入を使い分け，適当
な介入法の意図とポイントを理解させて，
ホームワークを通じて次の面接までに実生
活の中で実践してきてもらう。
⑤再発の予防

認知行動療法は，問題を解消するという
よりも，解消法を一緒に学習してもらう精
神療法で，将来，類似した問題が生じた際
に患者自身で学んだことを活かして問題解
決できるようになってもらうことが最終目
標である。

マインドフルネス

「マインドフルネス」とは「今，この瞬
間の体験に意図的に意識を向け，評価をせ
ずに，とらわれのない状態で，ただ観るこ
と」（日本マインドフルネス学会）とされ
ており，この瞑想を用いたマインドフル
ネスストレス低減法（MBSR: Mindfulness 
Based Stress Reduction）は，1979 年にジョ
ン・カバット・ジンによって創設された。
この技法は，ストレスとの付き合い方を学
ぶマサチューセッツ大学医学部に併設する
ストレスクリニックで行われ，主に一般医
療で治療困難な慢性疼痛の患者ら 51 人に
施行したところ 10 週間の介入で約 2/3 の
患者が 1/3 以上の痛みの改善，約半数の患
者が 1/2 以上の痛みの改善を認めたとされ
ている。科学的な研究もなされ，近年グー
グル，インテル，マッキンゼー・アンド・
カンパニーなど多くの企業などで行われる
ようになった 3）。

運動療法

慢性痛に対するリハビリテーションの目
的は，急性痛とは全く異なる。具体的には，
慢性痛患者では，痛みそのものよりも痛み
行動の継続・増大が障害を悪化させている
ことが多く，改善のためには痛みや鎮痛へ
の執着を避けるような認知の修正が不可欠
で，それを踏まえた上で ADL や QOL の向
上に努める必要がある。つまり，認知のひ
ずみ，身体機能（行動のひずみ）の分析を
行い，認知の修正，行動の修正などといっ
た認知行動療法理論に基づくリハビリテー
ションを展開することが肝要である。

リハビリテーションの具体的方法とし
て，慢性痛に対しては個別にデザインされ，
セラピストによりフォローアップされる管
理された運動療法が有効であることから，
その導入・実践を図り，患者に対しては運
動強度・頻度が低すぎても高すぎても痛み

働して行う治療で
ある。腰痛診療ガ
イドラインでは３
か月以上持続する
慢性腰痛の治療法
で Grade A（強く
推奨される治療）
として，運動療法，
小冊子を用いた患
者教育，さらに認
知行動療法が示さ
れた。本ガイドラ
インを受けて，上
記の３つの要素を
加味した認知行動
療法に基づく「い
き い き リ ハ ビ リ
ノート」による運
動促進法を開発し，その有用性が検討され
ている。本ノートによる痛み診療により，
患者の医療不信の払拭，ADL，QOL の向上，
社会への参加機会の向上を図ることが目標
になる。

本研究は，厚生労働科学研究費補助金に
よる「慢性の痛み対策研究事業（牛田研究
班：http://www.aichi-med-u.ac.jp/mpcmhlw/
index.html ）」の一環として，一般社団法
人日本運動器疼痛学会からも推薦されてい
る。2014 年の第７回，2015 年の第８回日本
運動器疼痛学会で「いきいきリハビリノー
ト」講習会を開催し，参加者はそれぞれ，
115 名，102 名であった。2016 年の予定と
して，第９回日本運動器疼痛学会（http://
www.pcoworks.jp/jamp2016/）および，第
21 回日本ペインリハビリテーション学会学
術大会（ http://www.painreha.com/）でも
講習会が開催される。

昨年，NHK で「腰痛・治療革命」と言
う番組が放映され，認知行動療法的な手法
により腰痛が改善するということが一般国
民にも周知されるようになった。この連載

も今回で終了になるが，慢性運動器疼痛の
原因はさまざまであり，必ずしも器質的な
原因ばかりではない。不適切な治療により

「痛み」が強くなること，プラセボでも大
きな効果があることや運動療法，認知行動
療法，瞑想などさまざまなアプローチがあ
ることを理解して治療にあたって欲しい。
参考文献
1）Hoffman BM, et al: Health Psychol 26(1); 1-9, 

2007
2）堀越勝：認知行動療法を始める前に学んでおき

たいコミュニケーションスキル・トレーニング；
日本看護協会出版会，2013

3）サンガ編集部：グーグルのマインドフルネス革
命―グーグル社員 5 万人の「10 人に 1 人」が
実践する最先端のプラクティス；サンガ，2015

4）AGS Panel on Pharmacological Management of 
Persistent Pain in Older Persons: J Am Geriatr 
Soc 57(8); 1331-1346，2009  

5）松原貴子ほか：ペインリハビリテーション；三
輪書店，2011

6）杉本なおみ：改訂 医療者のためのコミュニケー
ション入門；精神看護出版，2013 

7）David M. Clark ほか：認知行動療法の科学と実践；
星和出版，2003

8）NHK スペシャル取材班ほか：脳で治す腰痛
DVD ブック；主婦と生活社，2016

9）Christopher Burton，竹本 毅 ( 翻訳 )：不定愁訴
の ABC，日経 BP 社，2014 

10）大野裕：はじめての認知療法；講談社，2011 
11）堀越勝ほか：精神療法の基本 : 支持から認知行

動療法まで；医学書院，2012

リスクが高まることを指導し，活動しない
こと（不活動）が最も問題であることを認
知させる。そして，その自己管理として加
速度計などによる活動量のモニタリングを
行い，痛みとの因果関係を検討する。加え
て，痛みの程度や活動量，服薬・医療処置
の内容，特記すべきイベントなどを痛み－
行動日誌として記録することも有効な手段
となる。なお，その際には痛みにマスキン
グされ，認識できなかったポジティブなイ
ベントを記録することが重要である。（図4）

教育において最初に重要なことは，「安
心感を与える」ことである。そのうえで，
各患者に特異的な問題点と打開策について
説明し，納得が得られるまで教育する。こ
こで誤った認識を是正すべく，丁寧な説明
と指導が重要となる。

ゴールセッティングは，仕事や趣味な
ど個々人に即していて意欲がわきやすいも
の，実現可能で失望を招かない，高望みし
すぎないものを医療者の助言のもとに抽出
し，患者が納得したうえで自己決定させ
る。決定したゴールを達成するための運動，
ADL，社会的役割を果たすためのエクササ
イズとペーシングを医療者の助言のもとに
設定（自己決定）する。 ペーシングは，低
負荷，短時間なものから始め，継続できる
ことを確認したのち漸増する。また，痛み
－行動日誌や活動量モニタリングを通して
疼痛の認知，行動を自己管理させる。数日
から数週間単位で患者からの実施報告をも
とにフィードバックを行い，エクササイズ
の内容やペーシング，ゴールの修正を行う

（図 5）。慢性疼痛における薬物治療は運動
療法と並行して行うことが重要とされてい
る 4）。

筆者は運動器慢性痛に対して週に 1 から
3 回　30 分の水中トレーニング（歩行，エ
クササイズ，水泳など）を勧めているが，
福島医大整形外科 矢吹省司教授が勧める脈
拍を上げるウォーキングも効果的である。
以下の計算式で至適な運動強度を求める。
予測最大心拍数＝220－年齢	

例えば 50 歳の人は，170 回 / 分 
予測最大心拍数の60～ 80％	

例えば 50 歳の人は，170 回 / 分 ×0.6 〜 0.8
＝ 102 〜 136 回 / 分 

50 歳の患者なら週に 1 から 3 回程度，15
分から 30 分間。少し汗ばむ程度で，運動
後の脈拍が 102 〜 136 回程度となれば良い
とされる。

いきいきリハビリノート

新潟大学病院のリハビリテーションセン
ター 木村慎二教授らは，「いきいきリハビ
リノート」を考案した。これは慢性腰痛治
療に関して，「運動療法」と「認知行動療
法」の両方の治療を組み合わせ，かつ，十
分に外来診療時間が取れない中，医師とセ
ラピスト（理学もしくは作業療法士）が協

問題，感情，認知，身体，行動がより明らかになるような質問
が良い。

図 3　ソクラテス式問答の質問例

行動：
その時，どんなことを
しましたか？

考え：
その時，なにか
思い浮かびましたか？

感情：
その時，なにを
感じたのでしょうか？

問題：
そのことを，もう少し
具体的にお話しいただくと？

身体：
その時，なにか身体に
変化がありましたか？

堀越勝：認知行動療法を始める前に学んでおきたい
コミュニケーションスキル・トレーニング；日本看護協会出版会，2013

図 5　認知行動療法的アプローチを利用した
 リハビリテーション

○教育（説明）　
痛みと身体所見との因果関係がないこと
fear-avoidance model による痛みの悪循環に陥っていること
動くと悪化する（安静が安全）という誤解を是正すること
○ゴールセッティング

趣味（トレッキングなど）を再開できる体力と考え方を身につけること
自己決定（納得）した運動を１日 1 ～ 2 回実施すること
社会的役割（家事）を一つずつ確実に履行すること
○ペーシング

日常生活に直結する運動（歩行）を低負荷，短時間でいいので継続
日常活動の課題（テレビ体操，ストレッチング）を継続
 ２～４週後
 フィードバック（ゴールセッティング，ペーシングの見直し）
○「できた運動」は，確実に継続できるようになれば負荷・頻度を漸増
○「できた家事」は，頻度・種類を増やしていく
○趣味の再開に向けた具体的な運動プログラムを導入する

提供：日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 松原貴子先生

図 4　認知行動療法的アプローチを利用した運動療法

①運動療法の実践
慢性痛に対しては個別にデザイ
ンされた管理下での運動療法
が有効とされ，活動しないこと
（不活動）が最も問題となるこ
とを患者に認知させる。
②活動量の自己管理
加速度計などを用いて，活動
量をモニタリングし，痛みとの
因果関係を検討する。
③痛み - 行動日誌の記録
痛みの程度，活動量，服薬・
医療処置の内容，特記すべき
イベント（特にポジティブなイ
ベント）などを記録する。

提供：日本福祉大学 健康科学部 リハビリテーション学科 松原貴子先生

三軸加速度計（lifecorder, Suzuken）

痛み - 行動日誌の例

3/4（木） 曇（12℃） 2 0 1 4000 歩
テレビ体操

友人とランチ，痛みのことを
忘れている時間があった

3/5（金） 雨（10℃） 3 2 2 ○
3000歩
ストレッチ
15分

薬を飲んでも，痛みは特に
変わらない…

3/6（土） 晴（15℃） 2 2 3 ○ 1000歩 ハイキングに行き，意外と
歩けた . 久しぶりに気分爽快

3/7（日） 曇（10℃） 4 2 1 4000 歩
テレビ体操

足全体が筋肉痛 .だけど病気
の痛みとは違うことがわかった

日時 天気 痛み 薬（屯用） 運動 イベント

いきいきりリハビリノート

訃　報

去る平成 28 年 5月18日，日本リウマチ財
団常務理事の腰野富久氏がご逝去されまし
た。

故人のご生前のご功績を偲びかつ，ご功
労に敬意を表しますとともに，心からご冥福を
お祈り申し上げます。
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内科志向の整形外科医

羽生：人工関節分野のパイオニアである工
藤洋先生の『リウマチ人』ということで，本
誌編集委員から，整形外科医の仲村先生と
私が聞き手を務めることになりました。工
藤先生が開発された工藤式人工肘関節は，
Kudo Elbowとして，世界中で使われていま
す。
仲村：本日は，大学の後輩である私が保管
している Kudo Elbow も持参しました。実
物や資料と照らし合わせながら，初のモデ
ルであるType-1 誕生から現行の Type-6 に
至るまでの労苦をお聞かせいただきたいと
思っております。最初に伺いたいのですが，
工藤先生はどのような経緯でリウマチ医とな
られたのですか？
工藤：私は 1959 年に東京大学を卒業し，整
形外科の教授だった三木威勇治先生の人柄
に惹かれて整形外科の医局に入りましたが，
もともとは内科を志望していたのです。で
すから，入局後は関節だけに目を向けず全
身的な視点から疾患をとらえることができる
関節診療班（リウマチ班）に参加しました。

指導医は松本淳先生です（のちに福島県立
医大整形外科教授へ転出）。関節リウマチ
が全身的な疾患であるということはすでに当
時から言われており，薬剤を駆使して全身を
診ていく必要があった点が，本来は内科志
向の私と好相性だったのかもしれません。も
う 50 年以上，リウマチと付き合っています。

人工関節との出会い

羽生：内科志向であった工藤先生が，真逆
の世界である人工関節分野を特にご専門に
されたのはなぜですか？
工藤：それは，私が修業中だった 1960 〜
1970 年代，まだまだリウマチに対する有効
な薬がなかったことと，ニュージーランドへ
の留学を経験したことが契機となっていま
す。当時，関節リウマチは難病中の難病で
した。いったん発病すると関節破壊が進行
し，50％以上の患者さんにおいて，耐え難
い痛みと高度の運動機能障害が避けられま
せんでした。リウマチ内科の先生方もなか
ばその状況を受け入れ，諦めておられたかの
ようで，一方，整形外科医はというと，めちゃ

くちゃに壊れてしまった関節を手当てするこ
とで手一杯の状況でした。そんな1968 年に，
私はオークランド市にあるミドルモア病院へ
留学し，レジストラーとして 1 年間勤務する
機会を得たのです。英国流の整形外科治療
を行うミドルモア病院には，この頃まだ始
まったばかりの人工股関節，主としてチャー
ンレイ型の技術が導入されていました。私は
幸いにもこの手術の助手を多く務め，執刀
医になる機会にも恵まれました。チャーンレ
イ型人工股関節の臨床成績は，すばらしい
ものでした。つまり私は，いまだ有効な薬
が開発されない状況下でも，人工関節を使
用することにより，患者さんの関節痛の除
去と機能回復に貢献できると考えたのです。
帰国したら，人工関節の技術を股関節以外
の関節にも広げていこうと思いました。実際，
この発想は世界的な潮流とも重なっていきま
す。
仲村：留学から帰国された先生の多くは通常，
外国で学んだ新しい技術を日本に広めると
いうスタンスをとることが多いと思うのです。
伝道師たることも重要な役目ですから。とこ
ろが，工藤先生は帰国後，オリジナルの人
工肘関節を手がけることを選択されました。
その発想の転換はどこから来るのですか？
工藤：当時，多くの整形外科医が我先にと
膝や股関節の人工関節に飛びついていたの
です。それなら，そっちは彼らに任せておこ
う。私は自分にしかできない仕事を探そう，
まあそう考えたわけです。それに肘という関
節に興味もありました。私は凝り性なので一
度こうと決めたら，そのことが頭から離れな
い。家にいても，電車に乗っていても，どう

すればもっと良い人工肘関節になるか考えて
いましたから，納得のいくものを自分で作る
しかなかったのだと思います。

新しい人工肘関節の着想

羽生：帰国後の工藤先生は東大分院の整形
外科を経て，1971 年，新設された東京都立
墨東病院リウマチ科に赴任されました。リウ
マチ患者さんの治療に奮闘する中で，人工
肘関節・Kudo Elbow の開発が始まります。
工藤：下肢の股・膝は需要も多く，新しい人
工関節が次々開発されていました。しかし
肘では，のちに第 1 世代と呼ばれる「蝶番型」
の人工関節しか存在していませんでした（図
1）。蝶番型は，上腕側と尺側のコンポーネン
トが軸で連結されていることから，「完全拘
束型」とも表現されます。この第 1 世代の人
工肘関節には 3 つの大きな欠点がありまし
た。第 1 点は，手術で挿入する際の骨切除
量が非常に大きいこと。第 2 点は，上下とも
に金属である摺動面から多量の金属摩耗粉
が発生し，これによって骨吸収が亢進する
こと。第 3 点は，完全に 1 本の金属軸によっ
て拘束されているので，肘に加わったストレ
スがそのまま関節周囲に作用して骨との間に
ゆるみを引き起こすことです。実際，手術後
3 〜 5 年でほとんどの症例に再手術が必要
となりましたが，その再手術も初回手術で
の骨の欠損が大きいために困難を極めまし
た。
羽生：第 2 世代の人工肘関節の必要性を実
感されたわけですね。それにしても，Kudo 
Elbow の代名詞である「非拘束型」「表面
置換型」という新しい発想はどこから得た
のですか？
工藤：ヒントは当時，リウマチ肘に対して多
く行われていた関節切除形成術にありまし
た。師匠である松本淳先生はこの手術を多
数手がけておられ，私は留学後の東大分院
勤務時代に，その助手をつとめておりまし
た。松本先生の関節切除形成術を見ている
と，骨切除の範囲や上下の骨を適合させる
形を症例ごとに決定していました。これなら
ば，予め金属とポリエチレンのコンポーネン
トで形を作っておき，骨切除後にそれぞれ
置換する「人工関節置換術」とすれば，もっ
と成績が安定するのではないかという考え
が浮かんで来ました。
仲村：わかりました。関節切除形成術では，
軟骨を取り除いたあと，上下の骨を適合する
ように形を整え，あいだに癒着を防ぐための
筋膜や人工の膜を入れて整復していました。
その中間膜挿入術の流れを汲んで，いっそ
金属とプラスチックのインプラント（人工関
節）を入れてしまおうと考えたのですね。確
かに，関節切除形成術と Kudo Elbowとで
は骨切除量にあまり変わりがありません。

138 号に続きます。

聞き手　羽生 忠正 氏 ／長岡赤十字病院 リウマチセンター長
 仲村 一郎 氏 ／帝京平成大学健康メディカル学部教授・JCHO 湯河原病院リウマチ科

国立病院機構 相模原病院 名誉院長 工藤 洋 氏

挑戦する“名器” ，Kudo Elbow
　　　　の挫折と栄光 前編

題字・仲村一郎 編集委員

リウマチ患者さんの肘で，20年も 30年も以前に置換された工藤式人工肘関節
（Kudo	Elbow）が働き続けていることを目の当たりにし，感激した経験のある医
師は多い。開発者である工藤洋氏は，それまで上腕側と尺側が金属軸で連結され
ていた蝶番型人工肘関節を，靭帯を温存し本来の関節構造とおなじ上下2つのコ
ンポーネントに解き放つことで，骨吸収やゆるみなど蝶番型関節の持つ問題を解
決する努力を重ねた。喜びも苦しみもKudo	Elbowと共にあった工藤氏の医師人
生を追体験する。

図 1　蝶番型人工肘関節と Kudo Elbow

第 1世代 第 2世代

Kudo Elbow
（非拘束型）

上腕側
コンポーネント

連結部
尺側

コンポーネント

ポーラス
コーティング

ステム

ステム

摺動面

蝶番型人工肘関節
（完全拘束型）

ステム

摺動面

ステム

－補足－
第二世代の人工肘関節としては、Kudo Elbow を含む「非拘束型」以外にも、蝶番型人工肘関節の連結部に遊びを持たせた「半拘束型」が
存在する。第一世代の人工肘関節の欠点を克服するため、第二世代は「非拘束型」と「半拘束型」という2 つのかたちに分かれて発展した。

【参考資料】羽生忠正 : 関節外科 32(4); 104-113, 2013
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財団ホームページ　リウマチ情報センター http://www.rheuma-net.or.jp/

【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】	 委員長：後藤　眞 練馬光が丘病院 リウマチ内科 羽生忠正 長岡赤十字病院 リウマチセンター長
  岡田正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center センター長 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 帝京平成大学健康メディカル学部 教授・JCHO 湯河原病院リウマチ科 山村昌弘 岡山済生会総合病院 特任副院長 / リウマチ・膠原病センター長
  村島温子 国立成育医療研究センター　周産期・母性診療センター主任副センター長

塩川優一先生はリウマチ医療や研究体
制の確立などのために，日本リウマチ財団
の設立に奔走され，1987 年 11 月1日に
正式な認可を受けた。リウマチの患者数
は多く，関節リウマチのみでも全国で約 70
万人，1 年に 1 万 5 千人が新しく発病し
ている。これまでリウマチ患者はリウマチ
科の標榜がないために医療機関の選択
に迷い，早期に適切な診療を受ける機会
を失し，その結果運動障害が固定するこ

とも少なくなかった。そこで，日本リウマチ
友の会をはじめ関連団体は，長年標榜科
実現を切望していた。財団は，リウマチ
患者の切なる願いを受け止めて，標榜科
を要望し，リウマチ診療の向上を図るため
に教育研修事業などに力を注ぎ，診療の
受け皿としてリウマチ登録医制度を定着さ
せて，1996 年 8 月にリウマチ科の標榜が
認められた。その後，メトトレキサートや生
物学的製剤の登場で，早期に発見し早期
に治療すれば，予後が著しく改善される
時代へと繋がった。これらを認められるま
でのご苦労は，巻頭の先生方の故人を偲
ぶ寄稿から推し量れるように，先生は，ま

さに“リウマチ人”でした。
本号では，“シリーズ　リウマチ人”と

して相模原病院名誉院長の工藤洋先生
のお話をお聞きし，「挑戦する“名器”，
Kudo Elbow の挫折と栄光」という題で
前編を掲載した。人工関節には人体に入
れてみないとわからない恐ろしさと，万人
が使うときの恐ろしさがあり，それを1 つ 1
つ乗り越えていかれた医師人生を教わっ
た。このシリーズは，七川歓次先生（97 号）
2009 年 11 月発行が最初で，その後，粕
川禮司先生（105 号），京極方久先生（108
号），長屋郁郎先生（110 号），安倍達先
生（127－8 号），山本純己先生（129－

30 号），東威先生（133－4 号），高杉潔
先生（135－6 号）が登場されており，挑
戦し，その壁に阻まれ，それを克服する，
あるいは次の世代に託す夢など語られて
いるので，バックナンバーを見返してみま
せんか。しかし，塩川先生を取り上げるこ
とができなかったのは，心残りでした。先
生，長い間のご指導ありがとうございまし
た。日本リウマチ財団の創設者であった
塩川優一前理事長のご逝去を悼み，心か
らご冥福をお祈りする次第である。

（羽生忠正）

長岡赤十字病院 リウマチセンター長

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，主催，世話人，演者等でリウ

マチ財団登録医が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。詳しくは財団 HPをご覧ください。

お名前，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）

事業報告，決算は財団ホームページ「情報公開」に掲載しています。

リウマチ財団登録薬剤師・リウマチケア看護師募集
財団では，平成 28 年度リウマチ財団登録薬剤師・リウマチケア看護師を募集しています。
詳しくは財団ホームページをご覧ください。

ご寄付いただいた方 〜平成 28 年 5 月〜

株式会社	未来健医研究所	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。

※ 変更する場合があります。関連学会単位，申し込み方法など詳細は HPをご覧ください。

平成 28 年度 リウマチ教育研修会およびリウマチの治療とケア研修会 開催予定

リウマチ教育研修会
医師を対象としたプログラムですが，看護師，薬剤師等も受講することができます。
単位数はリウマチ財団登録医 6 単位，リウマチケア看護師 6 単位，リウマチ財団登録薬剤
師 6 単位（参加実績 1 回 / 経過措置期間）となります。

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道 ･
東北

10/9
（日） コラッセふくしま

福島県立医科大学
消化器・リウマチ膠原病内科学講座
教授 渡辺 浩志 先生

関東・
甲信越

9/4
（日） クロス・ウェーブ幕張 千葉大学フロンティア医工学センター

教授 鈴木 昌彦 先生

東海・
北陸

10/2
（日）

愛知県産業労働センター
（ウインクあいち）

四日市羽津医療センター
リウマチ・膠原病科 佐藤 良子 先生

近　畿 平成 29 年
2/19（日） 神戸国際会議場

神戸大学大学院医学研究科
リハビリテーション機能回復学
特命教授 酒井 良忠 先生

中国・
四国

8/28
（日） くにびきメッセ 島根大学医学部 膠原病内科

准教授 村川 洋子 先生

九州・
沖縄

10/16
（日） 沖縄県医師会館 豊見城中央病院

院長 潮平 芳樹 先生

リウマチの治療とケア研修会
医師をはじめ，看護師，薬剤師，その他保健，医療，福祉，介護，行政など従事する方なら
どなたでも受講できます。

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道 ･
東北

9/11
（日） 山形大学医学部 山形大学医学部附属病院 第一内科

教授 今田 恒夫 先生

関東・
甲信越

11/20
（日）

栃木県
総合文化センター

自治医科大学
アレルギー・リウマチ科 
教授 簑田 清次 先生

東海・
北陸

10/23
（日） じゅうろくプラザ 近石病院

院長 武内 章二 先生

近　畿 11/23
（水 / 祝） 神戸国際会館

兵庫県立加古川医療センター
塩沢 和子 先生
兵庫県立加古川医療センター
中川 夏子 先生

九州・
沖縄

9/25
（日） アクロス福岡 近藤リウマチ・整形外科クリニック

院長 近藤 正一 先生

研修国 氏　名 所属機関 専門科目

米国 黒柳 元
名古屋市立大学大学院
医学研究科　整形外科
研究員

整形外科
基礎

フランス 王 興栄
東京女子医科大学
東医療センター
整形外科リウマチ科　助教

整形外科
リウマチ科

英国 前田 俊恒
神戸大学医学部附属病院
整形外科
医員

整形外科

平成 28 年度海外派遣研修医


