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143 号の主な内容
●	 概略	高齢者のリウマチ・膠原病
●	 妊娠と薬に関する各国ガイド
ラインのまとめ

●	 女性リウマチ医のひとりごと
	 第 1回　中島亜矢子	氏
●	 骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の
ポジションペーパー 2016 を読
み解く

1. 高齢発症関節リウマチ
（EORA）

2010 年米国リウマチ学会（ACR）/ 欧
州リウマチ学会（EULAR）RA 新分類基
準はリウマトイド因子（RF）や抗 CCP

抗体陽性で，多発性に小関節を傷害す
る RA 患者には有用であるが，高齢発症
RA（elderly-onset rheumatoid arthritis; 
EORA）患者には，この分類基準では分類
が難しい自己抗体陰性の少数の大関節が傷
害される RA 患者が多い。60 歳未満に発
症した成人発症 RA と比較して，EORA は
比較的男性（男：女＝ 1.5：1）に多く，発熱・
体重減少やリウマチ性多発筋痛症（PMR）
様症状（肩・股関節周囲の筋痛・こわばり）
を伴い，大関節優位の少関節炎を主徴とし
て急性発症する患者が多く，RF と抗 CCP
抗体の陽性率が低いことが報告されてきた

（表 1）。そのため診断確定までに時間を要
し，高齢者の不明熱あるいは原因不明の炎
症反応持続として入院することもある。

自己抗体陽性と陰性の RA は，異なる
遺伝的背景と発症機序を有する別個の疾
患サブセットと推定されている。RF/ 抗

CCP 抗体陽性 RA では，
shared epitope と 呼 ば
れ る HLA-DRB1 ア レ
ルが主要な疾患感受性
遺伝子であり，喫煙や
感染症などの環境因子
の負荷により発症する。
病態には CD4+ T 細胞
や B 細胞の関与が強く，
RF/ 抗 CCP 抗体 - 免疫
複合体を介した好中球
/ マクロファージの活
性 化 に よ り TNF-α や
IL-6 など炎症性サイト
カインが産生される。一方，自己抗体陰性
RA では MHC クラス I（HLA-B*08）との
関連が報告されており，病態には自然免疫，
Tc17 細胞，CD8+ T 細胞の関与が示唆さ

れている（図 1）。高齢者では獲得免疫応
答の低下に伴い，自然免疫の亢進と炎症性

公益財団法人日本リウマチ財団は，昭和 62年 11 月に法人認可を
得てから平成 29年度で 30 周年を迎えます。
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◎財団の５つの委員会の委員長による
「今までの 30年　これからの 30 年」を
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表1　高齢発症	vs	成人発症関節リウマチ
高齢発症 RA
（>60 歳）

成人発症 RA
（40-60 歳）

発症様式 PMR 様（発熱）
関節炎 大関節優位 小関節 >大関節
RF 陽性 陽性率低い 陽性
ESR 促進
ステロイド反応性 良好
HLAクラスI HLA-B＊08（aa9Asp） －

HLAクラスII （＊1502） HLA-DRB1
（aa11,71&74）

サイトカイン発現 IL-6 TNF-α
Kirino Y, et al： Nat Rev Rheumatol 11（7）: 404-414, 2015
Yukioka M, et al: Br J Rheumatol 37（1）: 98-101, 1998より作成

http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/30anniversary/30top.html

山村昌弘 編集員／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 センター長

わが国は2007 年に高齢化率（65 歳以上が総人口に占める割合）が 21%を超え，有史
以来初の「超高齢社会」になった。総務省発表の人口推計では，2017 年の日本全人口は
1億 2,686 万人で，65 歳以上が 3,471 万人，高齢化率は27.4%と概算されている。超高齢
社会の急速な進行は疾病構造を大きく変え，医療需要を変化させている。リウマチ・膠原病
領域で高齢化と共に増加した疾患に，高齢発症関節リウマチ（EORA），リウマチ性多発筋痛
症（PMR），偽痛風（ピロリン酸カルシウム結晶沈着症；CPPD），顕微鏡的多発血管炎（MPA），
巨細胞性動脈炎（GCA）などがある。また，これらの疾患は高齢者の不明熱の原因としても
認識しておく必要がある。今後より身近になる高齢者のリウマチ・膠原病について，最近の話
題を含め概略した。（山村昌弘）
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高齢者のリウマチ・膠原病 続き

サイトカインの誘導が起こりやすい（図 2）
ことが，RF/ 抗 CCP 抗体陰性 RA が多い
原因の一つを考えられる（図 1）。

治療は 2014 年に日本リウマチ財団よ
り発刊された『関節リウマチ診療ガイド
ライン 2014』に従って行う。メトトレキ
サート（MTX）など従来型抗リウマチ薬

（csDMARD）が中心となり，無効 / 効果
不十分であれば csDMARD 併用や生物学
的製剤（bDMARD）適用について考慮する。
EORA の強い急性炎症症状により身体機
能障害が強い患者では，短期的な少量ステ
ロイド治療が有効である。高齢者では薬物
の代謝・排泄能が低下しており，NSAIDs

（腎障害・消化管障害），MTX（間質性肺炎・
感染症・骨髄抑制），bDMARD（感染症），
ステロイド（骨粗鬆症・感染症・糖尿病）
の副作用の予防・管理が重要である。

EORA に多い自己抗体陰性 RA は，リ
ンパ球を標的とした抗 CD20 抗体（リツキ
シマブ）や CTLA4-Ig（アバタセプト）に
対する有効性が自己抗体陽性 RA よりも低
く，また MTX 抵抗性の症例も多いとされ
る。一方，関節破壊の進行は遅く，関節外
臓器障害が少なく，薬剤中止寛解に達する
確率が高い。今後，この RF/ 抗 CCP 抗体
陰性 RA の病態の解明と治療法の確立が望
まれる。

2. リウマチ性多発筋痛症（PMR）と
巨細胞性動脈炎（GCA）

PMR は通常 50 歳以上の中高年者に発症
し，頸部，肩，腰，股関節，大腿など四肢

近位部の筋痛とこわばりを特徴とする原因
不明の炎症性疾患である。女性に多く（男：
女＝ 1：2），通常，急性または亜急性に発
症し，筋痛は対称性に出現する。1/3 程度
に発熱，全身倦怠感，体重減少など全身症
状を伴い，肩・股関節の運動時痛と周囲の
筋痛・こわばりのため，日常生活が著しく
障害されることがある。検査では赤沈促進，
CRP 上昇など急性期反応の亢進を認め，
MMP3 も増加する。多発性筋炎・皮膚筋
炎と異なり，筋原性酵素の上昇は伴わない。

従来，PMR の診断基準が複数あったが，
EULAR と ACR の作業部会で作成された
暫定分類基準が 2012 年に公表された（表
2）。対象患者は急性期反応亢進を伴う両
側肩痛のある 50 歳以上の患者で，朝のこ
わばり，臀部痛，リウマトイド因子 / 抗
CCP 抗体，末梢関節痛，超音波（US）所
見（必須ではない）の 5 項目をスコア化
により診断するものである。従来の基準
にはない US 所見が採用され，ステロイド
治療反応性の項目は除外された。PMR 様
症状を呈する他疾患に対して US なしの感
度 68%，特異度 78% で，US ありの感度
66%，特異度 81% で，RA に対する特異度
はUSなしで65%，USありで70%であった。

2012 年 EULAR/ACR 暫定分類基準の感
度・特異度は決して十分ではなく，今後
の改定が待たれるが，現時点では PMR 様
症状を呈する他疾患を十分に除外する必
要がある。鑑別疾患は，感染症，関節炎疾
患，血管炎症候群，悪性腫瘍，造血器腫瘍
など多様で，その中でも EORA が最も鑑
別が難しい疾患である。EULAR/ACR 暫
定分類基準作成で解析された PMR 患者群
の 39% に末梢関節炎を認め，RA 患者群の
84% より少ないが，高い頻度であった。こ
れまでも，PMR から EORA への診断変更
に到る症例が少なくないことが報告されて
おり，PMR と診断した場合も慎重に経過
をみることが大切である。このような症例
が，RA 初期に PMR 様症状を呈したのか，
PMR から RA へ移行または重複したのか
は不明である。

良好なステロイド反応性は疾患の特徴で
ある。2015 年 EULAR/ACR 診療レコメン
デーションでは初期治療として PSL 12.5
〜 25mg/ 日を推奨しており，副作用リス
ク， 体 重， 重 症 度
などを勘案して調
節する。通常，PSL 
15mg/ 日，3 週間で

開 始 し，12.5mg/ 日，3
週 間，10mg/ 日，4 〜 6
週間，寛解維持を確認し
ながら，さらに 4 〜 8 週
間毎に 1mg ずつ減量し，
中止を図る。ステロイド
反応性が不良な場合，必
ず他疾患の可能性につい
て再考する。ステロイド
減量中の再発は最大 50%
の報告があり，PSL 増量
または MTX やアザチオ
プリンの併用が選択とな
る。ステロイド関連副作
用発現も最大 65% の報
告があり，骨粗鬆症，糖
尿病，感染症などの予防・
治療が必須である。TNF
阻害薬はベネフィットに
乏しく，使用しないことが推奨されている。
近年，抗 IL-6R 抗体（トシリズマブ）の有
用性が報告されている。

欧米白人では PMR の 20% 程度に GCA
を合併し，GCA の 40 〜 50% に PMR を認
め，比較的多い血管炎である。わが国で
は稀少であるが，高齢者の虚血性視神経
症，脳梗塞，胸・腹部脳動脈瘤などの原因
にもなる重症血管炎である。大型・中型動
脈の多核巨細胞の出現を特徴とする肉芽腫
性血管炎であり，大動脈とその主要分枝，
特に外頸動脈に好発する。1990 年 ACR 分
類基準では，①発症年齢 50 歳以上，②新
たに発生した頭痛，③動脈硬化に起因しな
い側頭動脈の圧痛または拍動低下，④赤沈
50mm/ 時間以上，⑤動脈生検の多核巨細
胞を伴う単核細胞浸潤または肉芽腫性炎症
所見，5 項目中 3 項目以上が認められた場
合に GCA と判定する。

GCA には頸動脈分枝が傷害される頭蓋
型（狭義の側頭動脈炎）と，大動脈と主要
分枝が傷害される大血管型の二つの臨床病
型が存在する（図 3）。頭蓋型 GCA では，
頭痛（側頭動脈・後頭動脈），顎跛行（顎
動脈），眼痛・虚血性視神経症（後毛様体
動脈・眼動脈），一過性脳虚血発作・脳梗
塞（椎骨・脳底動脈）などが起こる。大血
管型 GCA では頭蓋症状は少なく，比較的
若年で女性に多いとされる。上下肢の跛行

が多く高安動脈炎と臨床像が類似するが，
GCA では胸・腹部大動脈瘤を発生するリ
スクが高い。

GCA に対しては，PMR より高用量のス
テロイド治療が必要で，通常 PSL 1.0mg/
kg/ 日で治療開始されることが多い。眼症
状を認める場合にはステロイドパルス療法
を考慮する。

3. RS3PE（Remitting Seronegative Symmetrical
Synovitis with Pitting Edema）症候群

RS3PE 症 候 群 は，1985 年 に McCarty
らにより提唱された，①寛解傾向があり
予後良好（remitting），②リウマトイド因
子陰性（seronegative），③対称性滑膜炎

（symmetrical synovitis），④手背足背の圧
痕性浮腫（with pitting edema）（図 4）を
特徴とする疾患群である。60 歳以降の高
齢男性（男：女＝ 2：1）に好発し，微熱
や全身倦怠感と共に，MCP（中手指節関
節），PIP（近位指節間関節），手，肩，膝，
足関節などに急性発症し，MRI や US 検査
で伸筋腱鞘滑膜炎を認める。ステロイド反
応性は良好で，通常 PSL 10 〜 15mg/ 日で
寛解し，ステロイドの減量・中止が可能で
ある。再燃は少なく関節破壊は認めない。
再燃を繰り返す症例や関節破壊が出現する
症例では，関節リウマチなど他の疾患への
診断の見直しが必要である。また，悪性リ
ンパ腫，消化器癌，前立腺癌などでステロ
イド抵抗性の RS3PE 症候群を合併する（腫
瘍随伴性 RS3PE）。病態には血管内皮増殖
因子（VEGF）の関与が注目されている。
一方，PMR に RS3PE 様所見も認められる
こともあり，RS3PE を PMR の末梢型と捉
える考え方もある。

4. ピロリン酸カルシウム結晶
沈着症（CPPD）と高齢者痛風

CPPD は，関節軟骨や周囲組織に沈着し
た CPP 結晶が原因となり発現する急性か
ら慢性の関節炎の総称である（表 3）。無
症候性，変形性関節症（OA），急性結晶
性関節炎，慢性結晶炎症性関節炎の 4 つの
病型に分類される。大部分は無症候性であ
る。従来，「偽痛風」と呼ばれた急性関節
炎発作は，急性 CPP 結晶性関節炎が該当
する。EULAR により，画像または組織学
的検査で検出された石灰化は「軟骨石灰化
症」，関節穿刺により CPP 結晶が証明され
た場合「CPPD」と呼称するよう推奨され
ている。

CPP 結晶は，ヌクレオチド三リン酸
（NTP）から軟骨細胞より過剰産生された
ピロリン酸に Ca2+ が結合し，軟骨基質内
に沈着したものである。Xp 検査による軟

図 2　加齢に伴う免疫システムの変化

免疫システムの老化

自然免疫
・遊走反応，貪食機能，殺菌能

の低下
・炎症性サイトカイン（IL-1，

IL-6，TNF）の産生亢進
・低レベルの慢性炎症

獲得免疫
・ナイーブ T 細胞 /B 細胞の減少
・メモリーT 細胞 /B 細胞の増加
・T 細胞レパートリー減少
・CD8+ 細胞代謝回転増加
・CD28-T 細胞の増加
・NK 受容体 +CD28-T 細胞増加
・CD70，LFA-１発現増加

炎症性疾患，自己免疫疾患リスクの増加
Boots AM, et al: Nat Rev Rheumatol 9(10): 604-613, 2013より作成

➡

➡

表 2　2012 年 EULAR/ACR
リウマチ性多発筋痛症暫定的分類（診断）基準案
両側肩の疼痛と炎症性マーカー亢進を認める50 歳以上の患者

1. 朝のこわばり >45 分（2 点）
2. 股関節痛，または股関節の可動域制限（１点）
3. リウマトイド因子および /または抗 CCP 抗体陰性（2 点）
4. 末梢関節痛なし（１点）
5. 超音波検査所見：少なくとも片側肩の三角筋下滑液包炎，上腕二頭

筋腱滑膜炎，関節窩上腕関節滑膜炎（後部または腋下），あるいは少
なくとも片側股関節に滑膜炎，転子滑液包炎（１点）； 両側肩の三角
筋下滑液包炎 , 上腕二頭筋腱滑膜炎，関節窩上腕関節滑膜炎（１点）

スコア4点以上（超音波検査所見のある場合 5点以上）あればリウマチ
性多発筋痛症と分類する． 
感度 68%，特異度 78%；超音波検査所見あれば，感度 66%，特異度
81%

Dasgupta B, et al: Ann Rheum Dis 71（4）: 484-492, 2012より作成

表 3　ピロリン酸カルシウム沈着症
・ピロリン酸カルシウム沈着症（calcium	pyrophosphate	
deposition:	CPPD）：CPP 結晶発生の全ての病態の包括的用語。
確定診断は関節液の CPP 結晶の同定。

・軟骨石灰化（cartilage	calcification:	CC）：画像または組織学的
検査で検出される。 CPPD によるものが多いが，明らかな孤発 
として，または変形性関節症（OA）の構造的変化により発生しうる。 

CPPD CPP 沈着症

Asymptomatic CPPD 無症候性 CPPD 無症状も多い。

OA with CPPD CPPD を伴う OA 特に膝の慢性関節症状
や急性炎症発作。炎症
徴候，非定型関節分布，
骨のう胞，骨棘が多い。

Acute CPP crystal 
arthritis

急性 CPP 結晶性
関節炎

腫脹・圧痛・紅斑を伴う
関節炎の急速な発展（6
～ 24 時間）。65 歳以上，
肩・手・膝関節に多い。

Chronic CPP crystal 
inflammatory arthritis

慢性 CPP 結晶
炎症性関節炎

慢性の少・多関節炎，
CRP・赤沈亢進を伴う。
RAなど炎症性関節炎との
鑑別。

Zhang W, et al: Ann Rheum Dis 70(4): 563-570, 2011より作成

4 ページに続きます。

図 1　高齢発症関節リウマチ

RA
血清反応
陽性 RA

HLA-DRB1

血清反応
陰性 RA

HLA-B＊08

Th1/Th17-mediated

Tc17-mediated ?

高齢 若年
山村昌弘 作成

図 3　頭蓋型	vs	大血管型巨細胞性動脈炎

写真提供 /岡山済生会総合病院

図 4　RS3PE 症候群

写真提供 /岡山済生会総合病院
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図 9　EMEA分類アルゴリズム
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『ANCA 関連血管炎診療ガイドライン 2017』（診断と治療社）P.155

PSV の臨床診断

EGPA

GPA

MPA

ACR あるいは Lanham の EGPA 分類基準

ACR の GPA 分類基準

CHCC の GPA 組織所見

CHCC の MPA 組織所見＋GPA 代用マーカー

組織所見なし．GPA 代用マーカー＋PR3-/MPO-ANCA 陽性

小血管炎の臨床徴候＋組織所見＋GPA 代用マーカーなし

組織所見なし，GPA 代用マーカーなし：
腎血管炎または肺血管炎代用マーカー＋PR3-/MPO-ANCA 陽性

CHCC の cPAN に合致する組織所見または cPAN の典型的血管造影所見

ACR：米国リウマチ学会，CHCC：Chapel Hill Consensus Conference，cPAN：古典的結節性多発血管炎，CSS：Churg-Strauss
症候群，MPA：顕微鏡的多発血管炎，MPO：myeloperoxidase，PR3：proteinase 3，PSV：原発性全身性血管炎，GPA：多発血
管炎性肉芽腫症（Wegener 肉芽腫症）

cPAN

図 10　ANCA関連血管炎の治療レジメンの選択
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GC + MMF
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GC + POCY/IVCY

 + 血漿交換
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『ANCA 関連血管炎診療ガイドライン 2017』（診断と治療社）P.14-15

MPA：顕微鏡的多発血管炎，GPA：多発血管炎性肉芽腫症，
GC：グルココルチコイド，IVCY：静注シクロホスファミドパルス，
POCY：経口シクロホスファミド，RTX：リツキシマブ，
MTX：メトトレキサート，MMF：ミコフェノール酸モフェチル，
AZA：アザチオプリン

重症腎障害

副作用リスク高い

RTX が適切と判断

CY/RTX 使用不可

重症臓器病変なく
腎機能障害軽微

副作用リスク高い，
限局型

GC 単独寛解導入，
限局型

上記以外

GC単独

MPA/GPA 診断

臓器障害・病態の評価

寛解導入治療

GC + IVCY/POCY

寛解維持治療

GC + AZA
/RTX/MTX/MMF

高齢者のリウマチ・膠原病 続き

骨石灰化症の検出は，膝関節，恥骨結合，
手関節で頻度が高い（図 5）。若年での沈
着は，代謝性疾患（低 Mg 血症，副甲状腺
機能亢進症，ヘモクロマトーシスなど）や
遺伝性（家族性）が多い。一般的には加齢
に伴い軟骨石灰化症は増加し，前期高齢者

（65 〜 75 歳）で 10 〜 15%，後期高齢者（75
歳以上）で〜 50% とされる。

軟骨石灰化症は女性に多く（男：女＝
1：2），急性結晶性関節炎の発症は 70 歳以
降で増加する。膝，手，足，肩，肘，股な
どの関節が好発部位で，単関節炎と多関
節炎が同程度にみられる。しばしば発熱
と CRP 増加を伴い，不明熱や入院中の発
熱再燃の原因になる。特殊なものでは，頸
椎歯突起周囲の CPP 結晶沈着を原因とす
る関節炎発作で，頭痛，発熱など髄膜炎症
状で発症し，軸椎歯突起症候群（crowned 
dens syndrome，CDS）と呼ばれている。

CPP 結晶沈着により変形性関節症の病
態が進展する。Xp 検査で，膝関節や手関
節などに骨棘形成（骨増殖），関節裂隙の
狭小化，軟骨下骨硬化，関節裂隙消失など
の特徴的病変が進行する。慢性に多関節炎
として進展する場合は，発熱や炎症反応が
高値となり，RA と類似した経過をとるが，
RA に典型的な骨びらんは欠く。

CPPD は Xp 検査や US 検査で確認する
ことができるが，診断には関節液あるいは
組織の CPP 結晶の証明が必要である。特
に，急性結晶性関節炎の診断には，関節穿
刺による CPP 結晶を貪食した白血球の浸
潤を明らかにする。CPP 結晶は偏光顕微
鏡下で弱い正の複屈折性を示す，棒状また
は方形の平行六面体結晶である。

急性結晶性関節炎に対しては，関節液吸
引，NSAIDs，ステロイド（関節内・全身）
で治療されてきたが，2011 年 EULAR レ
コメンデーションではコルヒチン（0.5mg，
3 〜 4 回）の使用が加わった。これは，
CPPD の炎症過程に IL-1β が中核的役割
を担っていること，またコルヒチンが細胞
内 pro-IL-1β （前駆体）を活性型・分泌型
IL-1β に置換するインフラマソーム / カス
ペース -1 を阻害することが解明されたこ
とが大きい。慢性炎症性関節炎に対して
は，NSAIDs，コルヒチン（0.5 〜 1.0mg），
MTX が適用になる。

近年，高齢女性の痛風発作が増加してい
る。高齢発症患者の大部分は閉経後に発症

し，60 歳以降の初発患者の 50 〜 60% は女
性で，80 歳以上の初発患者のほとんどが
女性である。利尿薬が誘因になることが多
く（全体の 75%；女性の 95% 以上），また
多関節炎型発症が多いのが特徴である（10
〜 50%）。

5. ANCA 関連血管炎と
顕微鏡的多発血管炎（MPA）

2012 年改訂チャペルヒルコンセンサス
会 議 新 分 類（CHCC2012） で，ANCA 関
連血管炎は壊死性小型血管炎と ANCA 陽
性を特徴とする疾患群と定義されている。
MPA，多発血管炎性肉芽腫（GPA），好酸
球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA）が主
要な疾患である。欧米では GPA が多いが，
わが国では MPA が多い（GPA の 3 倍以
上）。全国の MPA 年間発生数は約 1,400 人
と推定されており，好発年齢は 55 〜 74 歳
で GPA や EGPA より高齢である。女性に
やや多い。

CHCC2012 では，MPA は「主として小
型血管（毛細血管，細静脈，細動脈）を侵
す壊死性血管炎で，免疫沈着はみられない
か，わずかにしかみられない。小動脈や中
型動脈を侵す壊死性血管炎がみられること
もある。壊死性糸球体腎炎は非常に高頻度
にみられる。肺毛細血管炎がしばしば起き
る。肉芽腫性炎症はみられない」と定義さ
れている。従って，GPA とは上気道や下
気道に壊死性・肉芽腫性炎症のないこと，
EGPA とは気管支喘息や好酸球増多症・組
織浸潤のないことが，鑑別のポイントとな
る。

MPA で は ミ エ ロ ペ ル オ キ シ ダ ー ゼ
（MPO）-ANCA が高率に検出される（図6）。
一方，欧米の GPA はプロテイナーゼ 3

（PR3）-ANCA の特異性が高いが，わが国
の GPA で は MPO-ANCA と PR3-ANCA
が同程度に検出される。EGPA の MPO-
ANCA 陽性率は 50% 以下で，陽性例は糸
球体腎炎など血管炎合併が多い。

MPA では発熱，体重減少などの全身症
状に，腎障害（血尿・蛋白尿・赤血球円
柱，進行性腎機能低下），肺症状（肺胞出
血，間質性肺炎），さらに末梢神経障害（多
発単神経炎），皮膚症状（紫斑，皮下出血，
網状皮斑）など多彩な臓器症状を発現す
る。検査では，急性期炎症を反映して，赤
沈促進，CRP 増加，好中球増多，血小板
増多に加え，血清クレアチニン増加と多彩

な検尿異常を認める。胸
部 CT 画像所見に，通常
型間質性肺炎（UIP）パ
ターン，肺胞性陰影（コ
ンソリデーションまたは
すりガラス陰影），肺気
腫がある（図 7）。MPO-
ANCA はわが国の MPA
患者の 90% を超えて検
出される。診断には小型
血管炎の病理組織学的証
明が重要で，可能な限り
生検を実施する。半月体
形成性糸球体腎炎（図
8），皮膚白血球破砕性
血管炎，肺毛細血管炎な
どの所見を認め，病変部
位の免疫複合体沈着の乏
しいことが特徴である

（pauci-immune：寡免疫
性）。

厚生労働省認定基準
（http://www.nanbyou.
or.jp/entry/245　※2017
年 6 月現在）を参考に，
総合的に診断する。しか
し，GPA との重複診断
や基準を満たさない非典
型例も少なくなく，2007
年に Watts らが提唱した

「EMEA（欧州医薬品庁）
分類アルゴリズム」（図
9）が利用されている。
このアルゴリズムでは，
ACR 分 類 基 準，CHCC
分 類，GPA・ 腎 血 管 炎
代 用 マ ー カ ー，ANCA
所 見 な ど を 利 用 し て，
EGPA，WG，MPA に段
階的な分類ができる。

治療に関しては，国際
的には最も新しい 2016
年 EULAR/ERA-EDTA

（欧州腎臓学会・欧州透
析移植学会）治療レコ
メンデーションが，わ
が 国 で は『ANCA 関 連
血管炎診療ガイドライン
2017』 の「ANCA 関 連
血管炎の治療レジメンの
選択」（図 10）が公表さ
れている。いずれも，重
症度に応じた寛解導入療
法と，より安全な維持療
法への切り替えが基本である。

重症例には，ステロイドとシクロホ
スファミド（CY）またはリツキシマブ

（RTX）の併用が推奨される。CY 間欠静
注療法（IVCY）または経口 CY はほぼ同
等な効果を示す。IVCY は累積投与量を

節約でき，膀胱毒性の管理は容易となる
が，再発率は IVCY でやや高い。ステロ
イド初期量は PSL 〜 1.0mg/ 日が使用さ
れている。このステロイドと CY 併用によ

図 5　ピロリン酸カルシウム沈着症・軟骨石灰化
右膝 左膝

写真提供 / 岡山済生会総合病院

図 6　わが国のANCA 関連血管炎の疫学と
	 ANCA 陽性率

・日本：ANCA 関連血管炎としてはほぼ同様の罹患率と有病率
GPA<MPA，PR3-ANCA<<MPO-ANCA

・間質性肺炎合併が多い

MPO-ANCA 陽性 PR3-ANCA 陽性

EGPA (Churg-Strauss) ANCA 陰性

40～50％

＞50％ ＜50％GPA (Wegener) 

MPA >90%

山村昌弘 作成

図 7　顕微鏡的多発血管炎肺毛細血管炎：
肺胞出血と間質性肺炎

↑肺胞出血
肺線維症→

写真提供 / 岡山済生会総合病院

図 8　壊死性半月体形成性糸球体腎炎

PAS 染色 PAM 染色
赤血球円柱・血尿を伴う急速進行性糸球体腎炎

半月体

写真提供 / 岡山済生会総合病院

6 ページに続きます。
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リウマチ医になったわけ

漠然と医師になりたいと思っていた私
が，中学 1 年生の時に出会った数学の家庭
教師の女性の先生が全身性エリテマトーデ
スだったからです。入院加療を何度も受け，
流産と離婚を経験されたあと，家庭教師を
始めた第 1 号の生徒が私でした。「生徒が
来る日は，プレドニンを 1mg 増やして飲
むの。」「あなたも膠原病を診られる医師に
なってね。」と中高 6 年間言われ続けてい
ましたので，リウマチ膠原病がどんなもの
かもよくわからないまま，何も迷わずに東
京女子医大附属リウマチ痛風センター（名

昨年８月に骨吸収抑制薬関連顎骨壊死
（ARONJ）に関するポジションペーパー『骨
吸収抑制薬関連顎骨壊死の病態と管理』が
発刊された。2012 年 10 月に出されたビス
フォスフォネート関連顎骨壊死（BRONJ）
に関するポジションペーパー部分改訂版か
ら約４年ぶりの改訂である。この改訂作業
は日本骨代謝学会，日本骨粗鬆症学会，日
本歯科放射線学会，日本歯周病学会，日本
口腔外科学会，日本臨床口腔病理学会の６
学会によって共同でおこなわれた。

本誌 139 号でも 2016 改訂版発刊直後に
宗圓總先生をお招きして「エキスパート招
聘座談会　リウマチ患者さんのための骨粗
鬆症治療」のなかでお話を伺っている。し

称当時）に入局させていただいて，リウマ
チ医になったというのが，本当のところで
す。純粋だったというか計画性がなかった
というか……（笑）。

女性医師でよかったこと

たくさんの素敵な女性医師と知り合え
て，本音トーク（ちょっと怖い？？）がで
きること。男性医師の方々の王道と違っ
たところに反応してうろたえたりするけれ
ど，逆に「違うからなんとかなる」と開き
直れること。若いころは，患者さん達が「自
分の娘みたい」といって，いろいろ教えて

かし骨粗鬆症の薬物治療をおこなううえで
大変重要なポジションペーパーであり，再
度誌面をさいて改訂点を中心にその要点を
まとめたい。

A．どのような背景でポジションペーパー
が改訂されるにいたったか

改訂の背景として重要な点は次の２点で
あろう。

ビスフォスフォネート関連顎骨壊死
（BRONJ）に関する知見が蓄積され病態
に対する理解が深まった。
骨粗鬆症やがんの骨転移に対する治療薬
として新たに登場したデノスマブ（抗
RANKL 抗体）でも BRONJ と同様の顎

くださったこと。でも何といっても，リウ
マチ膠原病に多い女性患者さんが臆するこ
となく身体診察させてくださることでしょ
うか。逆に，若い男性の診察をするときは，
おばさんになった今でも隣のブースの男性
医師に，時に一緒に診察室に入ってもらっ
ています。

ひとりごと

最近は，世間でもリウマチ学会でも，女
性の積極的登用が叫ばれています。本財団
のこの企画もその一環なのかなと思ってお
ります。若いころの私の夢は，学位をいた
だいたら 3 人くらい子供を生んでパート
タイムドクターになって仕事と家庭を両
立（いえ，半々くらいに）することでし
た。しかし，現実は思い通りにはいきませ
んでしたね（笑）。医局にいたら，出張先
の上司であった先生がリウマチ学会の初代
ニュースレター小委員会に誘ってくださ
り，次はメトトレキサートガイドライン作
成委員会と，いつも上から手を差し伸べて
いただき続けています。元厚労省事務次官
村木厚子さんの『あきらめない』という本
にもあるように「女性はチャンスがあれば
断らないように」し，女性医師や看護師さ
ん達から相談を受けたときも「チャンスが
あるなら挑戦してみたら？」とアドバイス
しています。そうは言いながらも自分はと
いえば，仕事を受けた後であまりにも大変
なことに気づき陰で泣いている？ことも多

骨壊死が発生した。
ポジションペーパー 2016 ではこれまで

の BRONJ にかわり，骨吸収抑制薬関連顎
骨壊死（ARONJ）の名称が用いられている。

B．ARONJ の診断基準にも若干の追加変
更がなされた

≪３項目の診断基準≫
ビスフォスフォネート（BP）またはデ
ノスマブによる治療歴がある。
顎骨への放射線照射歴がない。また骨病
変が顎骨へのがん転移ではないことが確
認できる。
医療従事者が指摘してから８週間以上持
続して，口腔・顎・顔面領域に骨露出を
認める，または口腔内，あるいは口腔外
の瘻孔から触知出来る骨を８週間以上認
める。ただしステージ０に対してはこの
基準は適用されない。

C．抜歯などの侵襲的歯科治療を行う際に
BP やデノスマブの投与を休止すべき
か？ 

これに関してポジションペーパー 2016
は様々な議論があることを認めつつ，

侵襲的歯科治療前の BP 休薬を積極的に
支持する根拠に欠ける。

いです（笑）。今の時代に下駄（それも高
下駄）をはかせていただいて，男性の先生
方や若い女性の先生方に申し訳ないと思っ
ています。しかし今や医師国家試験合格者
の 3 〜 4 割を占める女性医師たちは，そん
なことを心に留めるでもなく，学会では皆
様とても生き生きと活躍されているように
見受けられます。私自身は「温室で育てて
いただいているなぁ」と自己反省しながら
も，できること・やらなくてはいけないこ
とに楽しみや喜びを見つけて感謝しながら
仕事に埋没している毎日です。

（文責：中島亜矢子）

◎第 2 回に登場する女性リウマチ医は，
中川夏子氏（兵庫県立加古川医療セン
タ ー） で す。 次 号（144 号 ） は リ ウ
マチ月間講演会特別号のため，掲載は
145 号となる予定です。

としている。この背景には骨における半
減期が年単位に及ぶ BP（アレンドロネー
トの半減期は２年）を何ヵ月の単位で休薬
しても顎骨壊死の発生には影響しないだろ
うという考え方がある。しかしその一方で
日本口腔外科学会の意向に配慮する形で，

骨吸収抑制薬投与を４年以上受けている
場合，あるいは顎骨壊死のリスク因子を
有する骨粗鬆症患者に侵襲的歯科治療を
行う場合には，骨折リスクを含めた全身
状態が許容すれば抜歯後２ヵ月の休薬に
ついて検討する。
という見解を添えている。しかし，いず

れにしても顎骨壊死の発生には感染の関与
が大きいので，

骨粗鬆症患者に対する侵襲的歯科治療に
は徹底した感染源の除去と感染予防が重
要
と感染予防啓発の重要性を記載してい

る。

以上，骨吸収抑制薬関連顎骨壊死のポジ
ションペーパー 2016 を読み解いた。最も
大切なことは医師と歯科医師との密接な連
携と，患者さんへの説明であることを肝に
銘じつつ明日からの臨床に役立てたい。

 （文責：仲村一郎）

中島亜矢子氏

（編集部より）今号より『女性リウマチ医のひとりごと』というミニ連載を開始します。
本連載ではリウマチ医療に従事する女性医師に，リウマチ医としての苦労や喜び，そして
今感じていることを気負わずにお話しいただきます。登録医の先生方にもどうかひととき
気負わずに読んでいただきたい，と思います。記念すべき初回の登場医師は，本誌編集
委員らの希望により中島亜矢子氏に決まりました。そしてこのあとは，登場する医師自身
が次号の女性医師を指名し，“数珠つなぎ形式”でつないでいくことになります。

中島亜矢子 氏／東京女子医科大学附属 膠原病リウマチ痛風センター 准教授

る寛解導入率は 85 〜 95% で，75% は完全
寛解に至り，寛解までの期間は 2 〜 3 ヵ
月とされる。IVCY プロトコールは 1 回投
与量 15 mg/kg で，最初の 3 回は 2 週間ご
とに，その後は 3 週間ごとに 3 〜 6 回施行
する。期間は最短で 3 ヵ月，6 ヵ月以内は
寛解導入まで繰り返す。初期投与量は患者
の腎機能と年齢により調節し，治療中は白
血球数を指標として投与量と間隔を調節す
る。進行性腎不全や肺胞出血など最重症型
には血漿交換療法を追加する。 軽症例で
は MTX あるいはミコフェノール酸モフェ
チル（MMF）で十分な効果を期待できる。

2010 年に RITUXVAS と RAVE の二つ
のランダム化比較試験により，B 細胞除去

抗 CD20 抗体の RTX（375mg/m2，1 週間
毎 4 回投与）が，それまで ANCA 関連血
管炎の標準的寛解導入薬とされていた CY
に劣らない効果を有することが報告され
た。わが国では2013年3月に適応拡大され，
現在，RTX は CY 同様に重症 GPA/MPA
の寛解導入に利用されている。新規に診断
され CY 使用を回避したい場合，また CY
治療後に再燃した場合に有用である。CY
同様に日和見感染症やアレルギー反応など
副作用に注意する。

寛解導入後はより安全性の高いアザチオ
プリン（AZA：2 mg/kg/ 日），MTX（10
〜 20 mg/ 週），MMF（1 〜 2mg/ 日）に
切り替える。肺腎を障害する MPA では間
質性肺炎リスクを有し腎排泄される MTX
の適応は限定される。近年，RTX の AZA

より強力な寛解維持効果が報告されてい
る。GC 減量方法には複数の考え方がある
が，免疫抑制薬を利用することにより，よ
り迅速なステロイド減量が可能になってき
た。寛解維持療法は少量ステロイドと免疫
抑制薬により少なくとも 18 〜 24 ヵ月は継
続する。

（文責：山村昌弘）
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高齢者のリウマチ・膠原病 続き

第 1 回

仲村一郎 編集長／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
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後藤美賀子 編集員／国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター

Rheumatology（BSR）とBritish Health 
Professionals in Rheumatology（BHPR）
が共同で妊娠や授乳の時期に関するガイドライ
ンを出している 2）。ガイドライン作成のメンバー
は，リウマチ科医，産婦人科医，リウマチ看護
師，薬剤師，患者代表などで構成された。この
ガイドラインでは，金製剤やペニシラミンは使用
頻度が低く，生殖可能年齢の患者に開始する
ことは稀であるため対象外となっている。ガイド
ラインの特徴として，妊娠前・第 1 三半期，第 2, 
3 三半期と期間を区切って評価している点，父
親の曝露についても可能な限り推奨文を作成し
ている点が挙げられる（表 3）。

ガイドラインの作成方法であるが，2013 年
12 月までの論文を対象としたシステマティックレ
ビューを基本とし，コクラン共同計画，イギリス
奇形情報サービス（UKTIS）や製薬会社の
情報も参考にしている。イギリスでは，保健省
配下の執行型非政府部門公共機関の一つで
ある国立医療技術評価機構（NICE）が医学
的効果と経済的コストの両面から評価する様々
なガイドラインを作成している。本ガイドラインは，
NICE の認定を得ているものである。

ガイドライン解釈の注意点

それぞれのガイドライン，指針において，妊
娠前ないし妊娠中に使用不可と判断されてい
る薬剤がある。これは，メトトレキサートのよう
に実際に催奇形性が明らかである薬のほかに，
現時点ではデータが乏しいので不可とされてい
るものも含まれている。いくつかの薬剤につい
て補足したい。
1. メトトレキサート（MTX）

2016 年に改訂された日本リウマチ学会作成
のメトトレキサート診療ガイドラインでは，「MTX
投与にあたり，あらかじめ児へのリスクを説明
し，内服中は避妊させる。妊婦または妊娠して
いる可能性のある女性には MTX の投与は禁
忌である。妊娠する可能性のある婦人に投与
する場合は，投与中および投与終了後少なくと
も1 月経周期は妊娠をさけるよう注意を与える」
と記載されている 3）。

妊娠前の MTX 内服の妊娠への影響をみ
た大規模な研究として，欧州の奇形情報サービ
ス（ENTIS），北米の奇形情報サービス（OTIS）
から出された多施設前向きコホート研究があ
る。受胎前の MTX 曝露 136 例において自然
流産率，奇形発生率の上昇はなかったと報告
されている 4）。受胎後・妊娠初期に MTX の
曝露を受けた場合の影響については，188 人
のデータで，累積自然流産率 42.5%と対照群
より有意に高く，大奇形発生率（7/106; 6.6%）
も健常対照群（29/1001; 2.9%; aOR 3.1; 95% 
CI 1.03-9.5）と比べて有意に高かった。

MTX は妊娠前にやめなければいけない危
険な薬であると，多くの医師が認識しているが，
妊娠初期の曝露例において大奇形の割合は 5
〜 10％であり5），9 割以上の児が問題なく生ま
れているという点は認識していないことが多い。
MTX などの催奇形性が明らかな薬剤への妊

娠初期曝露例においては，妊娠と薬に関するカ
ウンセリングをおこなう専門施設への紹介が推
奨される。
2. TNFα阻害薬

TNFα阻 害 薬は，RA においては，妊 娠
判明時にひとまず投与中止とすることが多い。
TNFα阻害薬は炎症性腸疾患でも用いられ，
これらの疾患では，妊娠経過も継続して使用さ
れている報告例が多い。RA においても，疾患
のコントロールのために妊娠中も投与する場合
がある。しかしながら，これら生物学的製剤の
本体であるIgG は，妊娠 14 週ごろより胎盤を
通過しはじめ，妊娠 30 週には能動輸送により
児への移行が増える。そして児での血中濃度
が上昇することがわかっている。欧州，イギリ
スいずれのガイドラインにおいても，TNFα阻害
薬は妊娠中・後期での中止が推奨されている。
胎盤を介した児への移行量を加味すると，移
行量が少ないエタネルセプトとセルトリズマブペ
ゴルの 2 剤については，必要性があって投与
する際の選択肢となるであろう。
3. TNFα阻害薬以外の生物学的製剤

トシリズマブは，製薬会社ロシュの安全性デー
タベースを利用した情報によると180 例におい
て前向き調査がおこなわれ， 生産例のうち先天
異常は 5/109 例（4.5％ ,95％CI：1.5-10.2）に
みられ，特定の奇形はみられなかった。まだ限
られた情報であり，トシリズマブの妊娠に関する
安全性の結論は出せないものの，明らかなリス
クを示唆する結果ではないことがわかる 6）。

アバタセプトについては，母親が薬剤曝露し

た 151 例中 86 例の生産があり，先天異常は 7
例（8.1％）確認されたが，これも奇形に特定
のパターンはなかった 7）。トシリズマブ，アバタ
セプトについては，ガイドライン作成時点で情報
が乏しいという理由で，妊娠中は避ける表記に
なっている。上記に記した情報も妊娠中の使用
を支持するものではないが，妊娠初期の偶発
的な曝露例が発生した際に，大きなリスクがあ
るとは考えにくいことを記しておきたい。

おわりに

冒頭でも記したように，妊娠と薬の領域では，
曝露例のデータの蓄積から成り立っているため，
情報は常に変化していく可能性がある。従って，
大幅な情報のアップデートの際には，早い段階
で先生方にお伝えしていくようにしたい。

（文責：後藤美賀子）
参考文献
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1697, 2016
3，『関節リウマチ診療におけるメトトレキサート（MTX）

診療ガイドライン 2016 年改訂版』（羊土社）p.63-
65

4，Weber-Schoendorfer C, et al： Arthr i t is 
Rheumatol 66（5）： 1101-1110, 2014

5, Østensen M, et al： Nat Rev Rheumatol 5（7）： 
382-390, 2009

6, Hoeltzenbein M, et al： Semin Arthritis Rheum 46
（2）： 238-245, 2016

7, Kumar M, et al： Semin Arthritis Rheum 45（3）： 
351-356, 2015

（編集部より）東京都世田谷区にある国立成育医療研究センターでは，妊婦や妊娠を希
望している患者さん，その主治医からの医薬品に関する相談業務を実施しており，リウマチ領
域の相談も多く寄せられている。日本リウマチ財団ニュースは，本年より同センターの後藤美
賀子氏を編集員に迎えた。これから本誌では後藤編集員の専門性を生かして，女性リウマチ
患者さんの治療に役立つ記事を作っていく。今回はその第一弾として，医師に対し大きな影
響力を持つ「診療ガイドライン」における該当の記述を解説する。

はじめに

関節リウマチ（RA）は，妊娠可能年齢の
女性にも多くみられる疾患である。妊娠希望の
患者に NSAIDs のみ，プレドニゾロンのみといっ
た消極的な治療をおこなうことは，妊娠前の疾
患活動性をあげることに繋がり，妊娠経過に影
響する可能性がある。上手に抗リウマチ薬を
使いながら，安全に妊娠出産を迎えられるよう
にマネージメントすることが医師に求められてい
る。昨今，海外において挙児希望・妊娠中の
RA 患者における薬剤の使い方の推奨を記し
た論文が発表されている。

妊娠と薬の基本的な考え方

ガイドラインの紹介の前に，妊娠と薬の分野
における基本的な考え方を説明したい。ある薬
の妊娠への影響について考える場合に，最も
重要なのが催奇形性である。催奇形性がある
薬とは，その薬を投与された妊婦の児における
先天奇形の発生率が，自然発生率の 3％（ベー
スラインリスク），あるいは研究における対照群
での発生率を有意に上回るものである。妊婦を，
薬を飲む群と飲まない群に割り当てるような研
究は倫理的に不可能であるため，偶発的な内
服例，あるいは継続内服の必要があった妊婦
の報告を集積し，疫学的な解析から催奇形性
の有無の判断をおこなう。そのため，発売から
日が浅い薬においては十分なデータがない可
能性がある。

各国のガイドライン

海外のガイドラインにおいて，挙児希望・妊
娠中の RA 患者における薬剤の使い方がどの
ように記されているかをみていきたい。
1. アメリカ

米国リウマチ学会 （ACR）においては最近，こ
の分野のガイドラインや指針は発表されていない。
2. 欧州

欧 州リウマチ学 会 議（EULAR）からは，
EULARタスクフォースによる妊娠・授乳中のリ
ウマチ性疾患治療薬使用の考え方が示されて
いる 1）。最重要とする原則が 4 つ（表 1），注
意事項が妊娠期として 7 つ，授乳期として 4 つ
示されている。2015 年 4 月までの論文を対象
としたシステマティックレビューとレジストリのデー
タをもとに薬剤毎に専門家による使用の注意
が発表されている。それぞれの薬剤について，
専門家による同意率と，その注意事項に基づ
いて臨床のどのような状況で使用するかをデル
ファイ法（合意形成法の一つ）で集約した意
見が示されている（表 2）。メンバーはリウマチ
医 9 名，産科医，リウマチ・疫学医，母性内科
医，総合医，研究フェローそれぞれ 1 名にて構
成されている。
3. イギリス

イギリスは，The British Society for 

表1　【EULAR】妊娠・授乳中の最重要４原則
・それぞれの生殖年齢にある女性に対して家族計画が提案され，妊娠計画前に治療方法の調

整が考慮されるべきである。
・ 妊娠前・中と授乳中のリウマチ性疾患の治療は，母体の再燃の予防と抑制と胎児・児への

無害を目指すべきである。
・ 児へのリスクは母体を治療しない場合の母児への影響を秤にかけるべきである。
・妊娠・授乳中の薬物治療の決定はリウマチ医と産科医，患者，必要なヘルスケアプロバイダー

などの合意に基づくべきである。
Götestam Skorpen C, et al: Ann Rheum Dis 75(5): 795-810, 2016より作成

表 2　【EULAR】妊娠中のDMARDs・生物学的製剤使用の考え方
青：非妊娠時と同様に推奨できる
黄：その薬剤を使用しなければ少なくとも中等度の活動性になる恐れがある場合にのみ推奨できる
赤：その薬剤を使用しなければ少なくとも重度の活動性になる恐れがある場合にのみ推奨できる
黒：妊娠中は推奨できない　

各DMARD エビデンスに基づいた妊娠中の使い方 合意率 実際

サラゾスルファピリジン 先天異常は増えないというエビデンスがあり，妊娠中
も継続可（要葉酸） 100

タクロリムス 先天異常は増えないというエビデンスがあり，妊娠中も
継続可 100

メトトレキサート 先天異常が増えるというエビデンスがあり，妊娠成立 1
～ 3 ヵ月前に中止する 100

インフリキシマブ 先天異常は増えないというエビデンスがあり，通常 20 週，必
要時妊娠中も継続可 100

エタネルセプト 先天異常は増えないというエビデンスがあり，通常 32 週，必
要時妊娠中も継続可 100

アダリムマブ 先天異常は増えないというエビデンスがあり，通常 20 週，必
要時妊娠中も継続可 100

セルトリズマブ 先天異常は増えないというエビデンスがあり，妊娠経過を通じ
て継続可 100

トシリズマブ 安全であるというエビデンスに乏しいので，妊娠中は避けるこ
とがベスト 100

アバタセプト 安全であるというエビデンスに乏しいので，妊娠中は避けるこ
とがベスト 94

Götestam Skorpen C, et al: Ann Rheum Dis 75(5): 795-810, 2016より作成

表 3　【BSR・BHPR】妊娠に関する期間ごとの薬剤使用の影響

薬剤名 妊娠前 第1三半期 第 2,3三半期 父親の曝露
プレドニゾロン ○ ○ ○ ○
メトトレキサート 3 ヵ月前に中止 × × ○

サラゾスルファピリジン ○ ○ ○
○

3 ヵ月前に中止すると受胎
率が上昇する可能性

レフルノミド Wash out が必要 × × ○
タクロリムス ○ ○ ○ ○

インフリキシマブ ○ ○ 妊娠 16 週まで ○

エタネルセプト ○ ○ 第 2 三半期◯，
第 3 三半期 × ○

アダリムマブ ○ ○ 第 2 三半期◯，
第 3 三半期 × ○

セルトリズマブペゴル ○ ○ 妊娠経過を通じて可能
○ データなし

トシリズマブ あらかじめ3ヵ月前に中止 × × データなし
アバタセプト × × × データなし

Flint J, et al: Rheumatology 55(9): 1693-1697, 2016より作成
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財団ニュースは仲村一郎新編集長のも
と，新しい企画連載が始まった。前号（142
号）では「リウマチ手術のタイミング」と
銘打ったシリーズの第一弾として，リウマチ
足の手術のタイミング編が掲載された。次
は手・手指編，そして脊椎外科編と続く。
本号では，「女性リウマチ医のひとりごと」
というミニ連載を開始した。記念すべき初
回は編集部で協議して中島亜矢子先生に
お願いしたが，次回からは“笑っていいと

も方式”でつないでいくことになる。また，「シ
リーズ リウマチ人」も力を入れて取材中で
あり，乞うご期待いただきたい。

6月2日付の朝日新聞の「世界経済フォー
ラムによる男女格差指数のランキング（2016
年版）」に−日本のランキングが 144カ国
中 111 位と過去最低で，男女の賃金格差
や管理職比率の低さで判断される経済分
野，女性議員の割合などで判断する政治
分野が足をひっぱっている−と報じられた。
日本リウマチ財団は理事長以下 14 名の理
事・監査は全員男性だ。評議員は 17 名
で，このうち女性は 2 名（看護協会と友の
会からの代表）。財団ニュース編集員は６

名で，女性は 1 名である。前任者は村島
温子先生で，今年から同じ国立成育医療
研究センターの後輩の後藤美賀子先生と
交代した。村島先生はリウマチ学会の全
国区の理事として 2 期目を迎え，男女共同
参画を推進すべく，頑張っておられる。私
も会期中に開催されたシンポジウム「上司
と部下でつくるリウマチ医のワークライフバ
ランス」を聴講し，女性リウマチ医とともに
歩む良き理解者の一人だと確信した。

6 月3日には，昨年の出産数が初の 100
万人割れ，合計特殊出生率（一人の女性
が生涯に産むと見込まれる子供の数）が
1.44 だったことも報道された。関節リウマチ

（RA）は妊娠可能年齢の女性にも多くみ
られる疾患である。妊娠希望の RA 患者
に MTXを止め，少量のプレドニゾロンの
みとするのではなく，上手に生物学的製剤
などを初めとする抗リウマチ薬を使いなが
ら，安全に妊娠出産を迎えられた時，我が
孫を得た喜びを患者と共有できる。後藤編
集員は攻めの姿勢が明白で，この誌面を
活用して今後も有益な情報を流してくれる
ことだろう。

（羽生忠正）

長岡赤十字病院

リウマチ科 センター長

研修国 氏　名 所属機関 専門科目

米国 豊島　洋一 昭和大学病院
整形外科　講師 整形外科

オーストリア 遠山　将吾 京都府立医科大学附属病院
整形外科　学内講師 整形外科

平成29年度海外派遣研修医

財団ホームページ　リウマチ情報センター

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

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。
また，平成29年度のリウマチ教育研修会・リウマチの治療とケア研修会
についてもホームページでご覧ください。

企画運営委員会の活動について
平成 29年 3・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 29 年 3月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 29年 3月14日（火）18：00～
《報告事項》
1．委員会等の開催について
 ・医療保険委員会・リウマチ診療制度検討会（2 月12 日）
 　関係 4 団体の意見交換，高額医療費やバイオシミラーの早期認可を要望したい
2．平成 28 年度教育研修終了
 医師 325 名，看護師 619 名，薬剤師 224 名
3．平成 29 年度教育研修，ケア研修会開催日程についてほぼ決定
4．平成 28 年度承認の後援名義（96 件），転載許諾（４件）は収益にならないか？

《審議事項》
1．第 15 回理事会・第 6 回臨時評議員会について
 ・平成 29 年度事業計画（案）…新たなところは 30 周年関係のみ
 ・平成 29 年度収支予算（案）…15％の縮減予算
 ・評議員及び役員の報酬費用に関する改正規程（案）

 理事会承認へ改正…内閣府指導
 ・リウマチケア看護師規則の改正（案）
2．平成 28 年度リウマチ性疾患調査・研究助成及び三浦記念リウマチ学術研究賞の選考について
3．日本リウマチ友の会第 57 回全国大会（和歌山）への出席依頼について
 ・日本リウマチ学会副理事長として川合眞一先生が出席，財団理事長代理も依頼
4．30 周年記念事業の推進…30 周年記念事業実行委員会設立について検討を行い，設置の結論を得た。
 ① 実行委員会を編成・設置，情報の共有化
 ② プログラムの見直し，新たに講演を追加する
 ③ 所要予算案の見直しと増収源の検討
 ④ 30 周年記念財団ニュース作成の見直し
 ⑤ 企画運営委員会に議事の情報公開を行う
5．その他
 ・日本リウマチ友の会への助成金は，70 万円で施行する
 ・医学賞は，現在の公募から，理事，評議員の推薦にしたらどうか

平成 29年 5月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 29年 5月9日（火）18：00～
《報告事項》
1．委員会等の開催について
 ・医療情報委員会（4 月26 日）
 更新によるアクセス増加。30 周年に向けバナー希望があり準備の必要。新薬情報の解説。登録医の

メリットを生かし，保険診療に関する問題に関して，登録医の疑問にこたえる。ホームページに載せてい
いものは載せる。30 周年の記念事業で WEB の中でロゴを入れ，「今までの 30 年これからの 30 年」
のページを作る。テーマは各委員長に書いていただき記事にする

 ・小見山公認会計士事務所監査（5 月11 日）・監事監査（5 月18 日）
２．創立 30 周年記念リウマチ月間リウマチ講演会（6 月11 日）

《審議事項》
１．第 16 回理事会・第 7 回定時評議員会について
 ・平成 28 年度事業報告（案）　・平成 28 年度収支決算（案）
２．評議員候補者の推薦について⇒明石勝也聖マリアンナ医科大学理事長
３．次期理事の選任について
 ⇒高階恵美子参議院議員，藤井基之参議院議員，中村耕三先生，岩沙弘道三井不動産株式会社会長
４．企画運営委員会委員の委嘱について⇒竹内勤先生（越智隆弘委員長の辞任後，学術助成委員会委

員長就任に伴うもの）
５．平成 29 年度海外派遣研修医の選考について
６．ヨーロッパリウマチ学会 2017 の発表助成者の選考について 3 名決定。
７．リウマチケア看護師，リウマチ財団登録薬剤師規則の改定（案）について
８．リウマチケア看護師制度の拡大について
９．理学療法士・作業療法士専門職制度の創設について
 西岡委員長より，日本リウマチ財団専門職制度によるメディケア制度の設計について，財団を中心に，そ

れぞれ 4 つの医師，看護師，薬剤師，理学療法士 / 作業療法士と職種が連携した制度について説明。
 この制度発足にあたって，西岡を中心に松本美富士，中村耕三，松原司，川合眞一，岡田正人の6名でワー

キンググループを組織する。
１０．創立 30 周年記念リウマチ月間リウマチ講演会における収支について
 間口を広げ，バナー広告，名刺広告など企業が対応しやすい方法を行っている

１１．その他
 ※30 周年記念レセプション（狩野庄吾先生，中村耕三先生，山本一彦先生が式典担当，動線をふんで

おく必要。）

財団では，平成 29 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。

公益財団法人	日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師
	 申請受付期間：平成 29年 7月1日～ 9月30日
公益財団法人	日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師
	 申請受付期間：平成 29年 8月1日～ 10月31日
※ 申請書類は財団ホームページよりダウンロードができます。

リウマチ財団登録薬剤師・リウマチケア看護師募集


