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歯周病の基礎 
　− 原因・病態・頻度 −

羽生：2009 年 3 月号（93 号）の記事では，
リウマチ患者さんに併発しやすい生活習慣
病の 1 つという理由で歯周病を取り上げま
した。広島大学の西村英紀先生と後藤眞前
編集長の対談でしたが，関節リウマチ（RA）
と歯周病における多くの関連が話題となっ
たため，後藤前編集長も思わず「それはリ
ウマチの治療がうまくいけば，歯周病も改
善されるということですか？」と。それに
対し，西村先生は「そう思います。ただし
データはありません」と回答されています。
あれから 8 年が経ち，データの蓄積を含め，
さまざまなことが進展したのではないかと
思います。リウマチ医であるわたしたちも
小林先生のお名前はよく目にしますから，
本日は楽しみにして来ました。
小林：ご指名ありがとうございます。まず
は歯周病とはどのような疾患であるか，簡
単にお話しします。歯周病の原因は，歯と
歯肉の間の溝である歯肉溝・歯周ポケット
などに生息する細菌で，歯垢（プラーク）
とも言われています。この「細菌」と，体
を守る「生体防御機能」のバランスが崩れ
たときに歯周病を発症するといわれていま
す。そのほかに“3 つのリスク因子”が知
られており，1 つ目が先ほどの「細菌因子

（歯周病原菌）」，2 つ目が「宿主因子（免疫・
炎症反応・遺伝）」，3 つ目が「環境因子（喫
煙・ストレス・生活習慣）」です。歯周病は，
これらの 3 つのリスク因子が複雑に絡み合
う多因子性疾患であると理解する必要があ
ります。
羽生：歯周病の病態について，「歯肉炎」「歯
周炎」といった言葉も使われますが。
小林：歯周病は大きく「歯肉炎」と「歯周炎」
にわけられ，この 2 段階があるということ
は重要です。歯肉炎はまだ炎症が歯肉に限

局している状態で，プラークコントロール
によって改善します。一方，歯周炎は歯周
組織全体（歯肉，セメント質，歯根膜，歯
槽骨）に炎症が波及し，歯槽骨吸収が進み，
深さ 4mm 以上の歯周ポケットが形成され
た状態であり，治療による歯槽骨の再生に
は適応症が限られます。

最新の 2016 年の厚生労働省による歯科
疾患実態調査 1）によると，深さ 4mm 以上
の歯周ポケットを持つ方の割合は， 25 ～
34 歳で 32.4%，65 ～ 74 歳で 57.5% で，国
民病の 1 つと位置づけられます。その他の
データ 1）もあわせて推測すると，若年層
から歯肉炎を発症し，青年期以降に歯周炎
に移行して歯を喪失する全体像が浮かび上
がります。また，歯を失う原因の約半分が
歯周病という調査結果もあります 2）。
羽生：たとえリウマチと関係がなくても，
それだけ多くの方が罹患して歯を失う原因
になっているとは大問題ですね。

リウマチと歯周病の関連

羽生：ここからはテーマであるリウマチと
歯周病の関連について，お話しいただきた
いと思います。原因・病態では，どんな共
通点がありますか？
小林：①慢性炎症性疾患であり，持続的な
抗原・ペプチド刺激に対する生体反応を認
める点。②多因子性疾患であり，遺伝因
子・環境因子の影響を受ける点。③マクロ
ファージ・樹状細胞，一酸化窒素の役割の
重要性が示唆されている点。④サイトカイ
ンであるインターロイキン１（IL-1），腫
瘍壊死因子（TNF）-alpha やプロスタグ
ランディン E2 の亢進。⑤免疫制御のアン
バランスが認められる点。――これらが共
通点ですね 3）。
羽生：私は，さらに先ほどのお話のなかに
あった「歯周ポケット」に興味があります
ね。RA では，関節包の骨付着部が軟骨・
滑膜に移行する領域が“ポケット状”の構
造となっていて，ここを「bare area」と
呼び，ここから骨破壊が始まります。滑膜
組織が bare area から骨内に侵入し，辺縁
性骨びらんを形成します。ちなみに RA 患
者さんの歯周病罹患率についてはいかがで
すか？　確か 2007 年に小林先生が報告さ
れたのが最初でしたが，その後の進展もあ
わせて教えてください。
小林：私たちの国内調査（2007 年）では，

RA 患者 100 名の 86% が歯周炎に罹患し，
年齢層をあわせた一般集団の 58% より高
いという結果がでました 4）。最近では，患
者数を増やした大規模多施設調査が行われ
ていますが，2014 年には米国から RA 患
者 287 名の 35% が 歯周炎であり，対照者
330 名の 26% より高かったという報告が
ありました 5）。これに対しては反論のよう
な報告もあり，2016 年にはスウェーデン
から RA 患者 2,343 名の 70% が歯周病であ
り，対照者 3,386 名の 70% と同等であった
という報告がありました 6）。以上のことか
ら，まだ追跡調査が必要な状況であると思
います。

リウマチ⇔歯周病，
　　双方向の因果関係

羽生：疫学的にはリウマチと歯周病の関連
は完全には証明できていないものの，小林
先生を含む多くの研究者が双方向の因果関
係を提唱されていますね。
小林：まず「RA があると歯周病が発症・
進行する理由」については，手指の機能障
害のため歯磨きがうまくできないというこ
とが研究当初よりいわれています。また，
RA 患者さんはステロイドや免疫抑制薬の
服用によって易感染状態になっているとも
いえるでしょう。また，ストレスや不安
定な精神状態により歯科受診率が下がるこ
と，シェーグレン症候群の併発，骨粗鬆症
の併発，その他，RA・歯周病に共通する
リスク因子としての遺伝因子・環境因子（喫
煙）の影響などが考えられます。

次に「歯周病があると RA が発症・進
行する理由」ですが，RA・歯周病に共
通するリスク因子としての遺伝因子・環
境因子（喫煙）の影響などはこちらでも
考えられます。しかしここで注目される
のは，ポルフィロモナス ジンジバーリス

（Porphyromonas gingivalis：Pg）の存在
です。Pg は，“歯周病原細菌”と呼ばれる
歯周病の発症・進行に関連する菌の中でも

代表的な菌で，口腔内細菌で唯一，シト
ルリン化変換酵素（蛋白を修飾する酵素）
を持っています。Pg があると，歯周組織
蛋白がシトルリン化され，その結果，増
えすぎたシトルリン化蛋白に対する抗体

（ACPA）ができてしまいます。
羽生：Pg 菌によって ACPA が産生される
わけですね。ACPA はリウマチにとって
精度の高い診断指標であり，予後規定因子
の 1 つに挙げられており，ACPA の高い
症例の場合，多くは予後が悪いということ
がわかっています。
小林：歯周病巣で産生された ACPA は，
血行を介して関節内のシトルリン化蛋白と
も免疫複合体をつくって炎症を起こすとい
うことが提言されています。
羽生：つまり，Pg 菌によって RA が発症・
進行するのではないかと。リウマチ患者さ
んの中には RA 発症前から ACPA が高値
であった方もおられます。そういった方た
ちの歯周病を早期に治療していれば，もし
かしたら RA が発症しなかったかもしれな
いというわけですね。この仮説は RA の原
因を解き明かすことにも近く，わっと盛り
上がっては鎮火するという繰り返しになっ
ているように思いますが，Pg 菌がシトル
リン化変換酵素を持っている事実は大きい
ですから，RA 患者さんの歯周病治療は絶
対に行うべきでしょうね。ところで，昨年
米国から Aa 菌に関するトピックがでまし
たが。
小林：別の歯周病原細菌アグリゲイティ
バクター・アクチノミセテムコミタンス

（Aggregatibacter actinomycetemcomitans：
Aa）もロイコトキシン（白血球毒素）を
産生して好中球シトルリン化変換酵素を活
性化させ，ACPA 産生を亢進させること
が報告されました 7）。Pg 菌とは機序が異
なるものの歯周病原細菌感染は自己免疫応
答を惹起することが考えられています。
 

次ページに続きます

関節リウマチと歯周病の関連性はかつてからいわれていた。リウマチ医は口腔環境のよ
くない患者さんに接することも多い。本誌では 2009 年にも「関節リウマチ患者さんの歯
周病を考える」と題して歯周病を取り上げたが，今回は，現在この分野で活発に研究発表
されている小林哲夫氏に最新の知見をうかがう。また，小林氏には，リウマチ患者さんを
歯科に紹介する際のアドバイスもいただいた。

小林氏（左）と羽生編集員（右）。新潟大学歯学部の会議室にて。

話し手：小林哲夫 氏／新潟大学医歯学総合病院 歯科総合診療部 病院教授
聞き手：羽生忠正 編集員／長岡赤十字病院 リウマチ科 センター長

145 号の主な内容
●	 リウマチ患者さんの
	 歯周病を考える	2017	update
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●	 女性リウマチ医のひとりごと
	 第 2回　中川夏子	氏
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リウマチ患者さんの歯周病を考える 続き

この 8 年間で
　　新たにわかったこと

羽生：今回のハイライトである，この 8 年
で新たにわかったことについて教えてくだ
さい。
小林：まず，歯周病治療がリウマチ患者さ
んの血液検査値の１つである赤血球沈降速
度（ESR），RA 活動度（DAS28）を改善
させることがわかりました。歯周病治療
を行ったリウマチ患者さんの状態の検討
は，前回の記事の段階では ESR を指標に
したブラジルからの 1 報しかありません
でしたが，2009 年頃から臨床的な DAS28
を指標にした報告が出始め，現在までに
7 報となっています。概略から申します
と，DAS28 を測定したものは 6 報で，す
べての報告で改善がみられました（表 1）。
ESR も調査したものでは減少しています。
羽生：2013 年に先生方が行った RA 患者

に対する歯周治療群と非治療群の比較試験
8）の結果をお話しください。
小林：歯周治療群では，DAS28- CRP 値が
有意に減少することを確認しています。ま
た，Pg 菌のシトルリン化変換酵素によっ
てシトルリンが増えてリウマチが発生する
という仮説を逆手に取って，Pg に対する
抗体価（感染度），シトルリン濃度も調査
しましたが，やはり仮説の通り下がってい
ました。（図１）
羽生：あとは，いずれの試験も症例数が少
ないのが気になりますね。
小林：そうですね。2014 年に 5 調査のメ
タアナリシス 9）が出まして，歯周病の治
療をしたリウマチ患者さんは，治療してい
ないリウマチ患者さんと比べて DAS28 は
低下するものの統計学的な有意差は認め
られないという結果になりました。有意
差が認められたのは ESR の低下のみで，
CRP・リウマトイド因子（RF）・ACPA の
低下でも有意差は認められませんでした。
これは各研究間で被験者状態や観察期間な

どのバラつきが大きいこと，あるいは例数
が少ないことに起因するのではないかと思
われ，今後は大規模な多施設ランダム化比
較試験による検討が求められます。
羽生：では，反対に RA 標的治療に行うこ
とで歯周病にどのような影響があるか，近
年わかってきたことを教えてください。
小林：これまで多くのレビューで RA・歯
周病に共通するサイトカインとして TNF-
α・IL-6 が示唆されています 10,11）。したがっ
て，RA 標的治療薬（TNF-α・IL-6 受容
体阻害薬）は，歯周組織の炎症状態も改善
させる可能性が考えられ，このことについ
ては現在までに国内外で 8 調査が進められ
ました（表 2）。RA 標的治療後の歯肉炎
指数（GI）やプロービング時の出血（BOP）
は 8 報中 7 報で改善し，プロービングの深
さは 8 報中 4 報，臨床的付着レベルは 8 報
中 5 報で各々改善が認められています。

また，2014 年の私たちの調査 12）では，
IL-6 受容体阻害薬であるトシリズマブを
使用した患者さんは，通常の薬物治療をし
た患者さんと比較して 8 週間後の歯周状態
の改善が認められました。そのことから 

2015 年 の 第
2 報 13） で は
ト シ リ ズ マ
ブと TNF-α
阻 害 薬 を 使
用 し た 患 者
さ ん で 比 較
検 討 も 行 っ
て い ま す。
そ の 結 果，
トシリズマブ群の方が，6 ヵ月後の変化量
で GI の改善がみられました。
羽生：薬の作用機序が TNF-α 受容体阻害
か IL-6 受容体阻害か，そこでも差がでる
かもしれないというところまで研究は進ん
でいるのですね。
小林：はい。世界的に研究は進んでいます
が，エビデンスレベルはまだ低く，こちら
も今後，大規模サンプル数をともなうラン
ダム化比較試験や生物学的試験による検証
が必要です。

図 1　歯周病治療によるRAの改善

Okada M, et al: J Periodontol. 84(12); e74-84, 2013
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表1　歯周病治療のRAへの影響

報告者 対象（人数）/ 評価期間 結果（改善）
Ribeiro et al.2005 ブラジル（治療群 26 名，対照群 16 名）/3M 治療で ESR ↓
Al-Latma et al.2009 米国（治療群 17 名，対照群 12 名）/8W 治療で ESR ↓ DAS28 ↓

Ortiz et al.2009 米国（治療群 10 名，対照群 10 名）/6W 治療で DAS28 ↓ VAS ↓
SJC ↓

Pinho et al.2009 ブラジル（治療群 15 名，対照群 15 名）/3M 治療で DAS28 ↓

Erciyas et al.2012 トルコ（高・中活動度 30 名，低活動度 30 名）
/3M

治 療 後 の DAS28/ESR/
CRP 改善が高・中活動度患
者で著しい

Okada et al.2013 日本（治療群 26 名，対照群 29 名）/8W 治療で DAS28 ↓
anti-Pg-IgG ↓ citrulline ↓

Bıyıkoğlu et al.2013 トルコ（RA 15 名，歯周炎15 名）/6M 治療で DAS28 ↓
GCF IL-1 beta ↓

ESR：赤血球沈降速度，DAS28：RA 活動度，VAS ：疼痛の視覚的評価スケール， SJC ：腫脹関節数，
CRP：C 反応性蛋白，GCF: 歯肉溝浸出液，IL-1: インターロイキン１，↓有意な減少 作成／小林哲夫 氏

表 2　RA 標的治療の歯周病に対する影響
標的治療 結果（改善） 報告

TNF 阻害
フランス（IFX 9 名） 6 週後 GI↑BOP↑PD → CAL↓ Pers et al. 2008
イスラエル

（IFX 10 名，対照 10 名，健常 10 名） 投与後 GI↓BOP↓PD → CAL↓ Mayer et al. 2009

米国
（IFX/ETN/ADA 10 名，対照 10 名） 6 週後 GI↓BOP↓PD↓CAL↓ Ortiz et al. 2009

イスラエル
（IFX 10 名，対照10 名，健常 12 名）投与後 GI↓BOP↓ Mayer et al. 2013

トルコ（IFX 9 名，ADA 7 名） 30 日後 GI↓BOP↓ Üstün et al. 2013

日本（ADA 20 名） 3 ヵ月後 GI↓BOP↓PD↓CAL→ Kobayashi et al. 2014
IL-6 受容体阻害
日本（TCZ 28 名，対照 27 名） 8 週後 GI↓BOP↓PD↓CAL↓ Kobayashi et al. 2014
日本（TCZ 20 名，TNF 阻害 40 名）6 ヵ月後 GI↓BOP↓PD↓CAL↓ Kobayashi et al. 2016
IFX: インフリキシマブ，ETN: エタネルセプト，ADA: アダリムマブ，TCZ: トシリズマブ，GI：歯肉炎指数，BOP：プロー
ビング時の出血，PD：プロービング深さ，CAL：臨床的アタッチメントレベル，↑：有意な増加，↓ ：有意な減少，
→ ：変化なし Kobayashi T, et al: Curr Oral Health Rep. 2; 1-8, 2015

表 3　歯周病の自己診断点検リスト

歯周病は成人の約８割に見られ，歯を喪失する最大の原因です。
歯周病は体の健康にも悪影響を及ぼします。あなたの歯周病の進行度はどうでしょうか？

以下の７つの質問に，「はい」「いいえ」で答えて調べてみましょう。

問１ ブラッシングをすると歯ブラシに血がにじんでいる □はい □いいえ
問２ 朝起きた時，口の中がネバネバする □はい □いいえ
問３ 口臭があるとよく言われる □はい □いいえ
問４ 歯ぐきが何度かはれたことがある □はい □いいえ
問５ 食べ物が歯の間にはさまりやすくなった □はい □いいえ
問６ 歯の根が露出して歯が長くなったように見える □はい □いいえ
問７ 歯がグラグラする □はい □いいえ

「はい」が２つ以上の方は，歯周病になっています。
早めに歯科医師に診てもらいましょう。 作成／新潟大学歯学部

4 ページに続きます

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。祝30周年！
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きっかけはリウマチの
原因を調べるミッション

山村：今回のリウマチ人は，岡山大学名誉教
授の井上一先生です。井上先生は整形外科
医として難しい手術を手掛けられたことのほ
か，基礎研究にも非常に貢献され，また優秀
なお弟子さんたちを育成されたことでも知られ
ています。本日は，強力な治療薬のない時代
に岡山大学整形外科がどのようにリウマチと向
き合ってきたかという歴史から教えていただけ
ればと思います。
井上：岡山大学に整形外科が創設されたの
は，1954 年のことです。まだ整形外科が一般
的な外科の一部と考えられていた時代に，児
玉俊夫初代教授が東京大学より赴任され，岡
山で“整形外科学”を始めたのです。その
児玉先生がもともと専門にしていたのがリウマ
チでした。当然リウマチに対して新しい考えを

持っておられ，医師を対象とした「リウマチ治
療研究友の会」や患者さん向けの「リウマチ
教室」などを次 と々企画し，ご自身の知識を
広められました。
山村：井上先生が児玉先生のもとへ行かれた
のはいつですか？
井上：1965 年です。1964 年に岡山大学を卒
業して 1 年間のインターンを終えたあと，大学
院に籍を置いて整形外科学を専攻することに
なったときです。じつは整形外科を選んだ理
由は，児玉先生が教授会のなかで運動部の
部長という役職にあったことでした。私は学生
時代に柔道をしていましたが，先生なら運動
部の活動に理解があると思ったのですね。そ
のような経緯のため，リウマチについても最初
から専門にしようと思っていたわけではなかっ
たのですが，院での研究テーマをどうすべき
か迷っていたとき，児玉先生から「おい，君。
リウマチの原因を調べてくれないか」と。児

玉先生は大変アイデア豊富で，医師の教育に
熱心な方でした。「君，リウマチ関節のなかの
デブリ（残渣）を電子顕微鏡で見たらどうか。
ウイルスでもいるんじゃないか」ということまで
いわれましたから。ウイルスの発見こそありま
せんでしたが，この児玉先生から与えられた
課題が最初の縁となり，ここから約 40 年間に
わたって私はリウマチに携わることになります。

留学中に関節軟骨の
破壊機構を証明

山村：1970 年にフィンランドへ留学されていま
すね。
井上：1968 年に児玉先生が日本整形外科学
会を岡山で主催されましたが，そのときフィンラ
ンドのヘイノラ病院からVainio 先生を招きまし
た。非常に親日的な方で，日本語で講演した
いとおっしゃるので，私はその翻訳などのお手
伝いをしました。そこでフィンランドへ来ないか
という話になったのですよ。Vainio 先生は滑
膜切除術や腱鞘の手術を多く手掛けておられ
ましたが，私にその滑膜を調べて欲しいと思
われたようです。

「ヘイノラでは年間 1,000 例を越すリウマチ
の手術が行われている」と，世界中で噂になっ
ていた時期でした。実際に行ってみると，フィ
ンランド中の患者さんを集めて，内科的治療と
整形外科の手術・リハビリテーションを組み合
わせた非常に理想的な治療体系をつくってい
ました。医師以外のスタッフも含めたみんなで
討論し，1 人の患者さんにどういう治療を行っ
ていくかを決める光景に，当時の私は非常に
感銘を受けましたね。1 年近くVainio 先生の
下で手術を教わりながら，同時に病理標本を
採らせてもらって滑膜の研究を続けました。
山村：井上先生の留学中には，児玉先生が
16 人の若いドクターからなる「リウマチ研究
視察団」を連れてヘイノラを訪れたとか。
井上：「リウマチ研究視察団」はフランス，ドイツ，
フィンランド，スウェーデン，イギリスとヨーロッパ
各国をまわりましたが，私もイギリスに関しては
みんなと一緒に視察に行きました。そのときロン
ドンのケネディ・リウマチ研究所で，児玉先生
が所長に「井上君をしばらく預かってくれない
か」と打診したのです。それで，私は翌年ヘ

6 ページに続きます。

日本のリウマチ医療を牽引してきた岡山大学整形外科の第三代教授を務めた井上一氏。今
も井上氏が研究会にあらわれると，とくに整形外科医の先生方の背筋が伸びて場によい緊張が
生まれると，おなじ岡山大学の内科出身である山村編集員は語る。井上氏には恩師・児玉俊
夫先生から引き継いだ岡大整形のこと，今リウマチに対して思うことなどをお聞きした。

歯科医が
リウマチ医に求めること

羽生：最後に，医科歯科連携について話し
ましょう。歯周病を専門とする歯科医の立
場からアドバイスをいただきたいのです
が，医師はリウマチ患者さんの口腔状況の
どんなことに注意すべきでしょうか？
小林：歯周病は症状にとぼしく，不顕性に
発症・進行します。したがってリウマチ医
の先生方からは「歯周病の自己診断点検リ
スト」（表 3）の 7 項目を問診されて，リ
ウマチ患者さんの口腔状況を把握されてお
くことが重要です。この問診リストで 2 項
目以上の該当がある患者さんに対しては歯
科受診を勧めることで，歯周病の早期発見・
早期治療が期待されます。
羽生：2 つチェックが入れば，もう歯科検
診に行っていただくわけですね？　はっき
りしていてよいと思います（笑）。今後，
うちの外来でも試してみましょう。
小林：日頃からリウマチ患者さんに起こり
うる口腔内の問題と対策については，①不
十分な口腔清掃，②口腔乾燥症，③薬物に
よる易感染症が主な問題です。①の対策で
は，電動歯ブラシやクロルヘキシジン含有
の洗口剤などが有効と考えられています。
クロルヘキシジン含有の洗口剤としては，
G・U・M（サンスター）やコンクール F（ウ
エルテック）などがあります。②の対策で
は唾液腺マッサージや舌ストレッチ，③の
対策では生活指導などが有効です。
羽生：ここまでは医師がやることとして，次
に，患者さんを歯科へ紹介する際にはどの

ような点に気を付ければよいでしょうか？
小林：情報提供をお願いします。RA 治療
経過，RA 活動性，服用薬の有無と用量，
血液検査結果，合併症などですね。歯周治
療は観血処置をともなうため，その可否につ
いては，歯科医も RA 病状，炎症状態，薬
剤の投与状況を把握し，リウマチの主治医
の先生と相談しながら総合的に判断する必
要があります。とくに，ステロイド，免疫抑
制剤，生物学的製剤を投与中の患者さんで
観血処置を必要とする場合は，抗菌薬の予
防投与・術後投与を行う，また，その投与量
を相談したいというのが歯科側の意見です。
羽生：今は電子カルテですから DAS28 な
どのデータをお渡しするのは簡単ですが，
そういうことではないのですよね。歯科の
先生もお忙しいですから，必要な情報だけ
を送ってほしい。それは医師側もおなじな
ので，いちど膝を突き合わせて「あれは欲
しい」「これは要らない」という討議をし
たほうがいいですね。今回，小林先生と作
成したフォームをたたき台として提示しま
す（図3）。本日はありがとうございました。

（文責編集部）
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リウマチ患者さんの歯周病を考える 続き

岡山大学医学部整形外科　名誉教授　井上 一 氏

医師にも感性を―
 外科医そして大学人として

題字・仲村一郎 編集長

聞き手　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 ・ 膠原病センター長
イギリスのカナディアン・レッドクロス病院での 1 枚。
左から守谷節夫氏，近藤泰紘氏，三宅孝弘氏，山本純
己氏，井上一氏。

リウマチ研究視察団の出発時

図 3　関節リウマチに関する情報提供書
　リウマチ診療にあたり口腔内の状況を把握したく，検査をお願いします。患者さんの同意を得て，関節リウマチに
関する状況をご報告いたします。

年　　月　　日
 診療機関：
 医師：
患者氏名：
性別：（ 男 ・ 女 ）
生年月日：　　　　年　　月　　日生

１．RA発症： 年　　月頃から（　　歳ごろから）
当院初診年月日： 年　　月　　日

２．RA活動性
（DAS28・SDAI）評価で
現在，（高疾患・中疾患・低疾患・臨床的寛解）状態です

３．現在使用中のRA 薬物療法
生物学的製剤：製剤名 （　　　　　　）用量（　　　　　　）（点滴・皮下注）
JAK 阻害薬：薬品名 （　　　　　　）用量（　　　　　　）
ステロイド薬：薬品名 （　　　　　　）用量（　　　　　　）
MTX：（　　　　　　）
その他の免疫抑制薬：（　　　　　　）

４．検査データ
白血球数（　　　　　　）CRP（　　　　　　）ESR1 時間値（　　　　　　）
RF（　　　　　　）あるいは（ 陰性　・　弱陽性　・　強陽性 ）
抗 CCP 抗体値（　　　　　　）あるいは（ 陰性　・　弱陽性　・　強陽性 ）

５．合併症など
骨粗鬆症治療薬：（ なし　・　あり ）
ありの場合⇒（ BP 製剤　・　デノスマブ　・　テリパラチド　・　その他 ）
抜歯の場合⇒（ 休薬可能　・　重症のため不可 ）と考えます
肺合併症の有無：（ なし　・　あり ）⇒診断名（　　　　　　　　　　　　）
シェーグレン症候群の有無：（ なし　・　あり ）
腎機能評価：クレアチニン（　　　　　　）ｅＧＦＲ（　　　　　　）
その他注意点：

作成／小林哲夫 氏，羽生忠正 編集員

　ご依頼のあった患者さんの検査結果をご報告いたします。 年　　月　　日

 診療機関：
１）現在歯数：（右図に欠損歯は ×を記載） 医師：

　　　　本
２）口腔衛生状態：（いずれかに○，PCR 値を記載）

良好（PCR %：20 % 未満）
不良（PCR %：20 % 以上）

３）歯周病重症度：（いずれかに○） 
軽度（最も進行している歯が軽度）
中等度（ 中等度）
重　度（ 重度）

【歯の歯周病重症度基準と必要な治療の目安】
　軽度（PD 4mm 未満） → 清掃指導・簡単な歯石除去
　中等度（4 ～ 6mm 未満） → 上記＋専門的歯石除去
　重度（6mm 以上） → 上記＋外科処置

４）歯周病重症度：
（歯単位で中等度，重度を右図に記載）

上

下

右 左
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リウマチ人 続き

イノラからケ
ネディ・リウ
マチ研究所
に移ることに
なりました。
山村：ケネ
ディ・リウマ
チ研究所で
は，今 の 分
子生物学的

な研究に先駆ける成果を挙げられました。
井上：リウマチでは関節軟骨が見事に壊れま
す。私は，この破壊機構にコラゲナーゼやヒア
ルロニダーゼなどいくつかの酵素が関わってい
ることを，走査電子顕微鏡を使って実験的に
証明しました。関節軟骨は，われわれ整形外
科医ですら力学的・機械的に壊れるものだと
思っていましたが，新たな事実がわかって非常
に嬉しかったですね。この研究では，国際整
形外科学会賞と日本リウマチ学会賞を受賞し
ました。フィンランド，イギリスとヨーロッパには
2 年余り学びましたが，留学経験は若手医師
の育成など，このさきのわたしの考え方にも大
きく影響していきます。

帰国後の
手術にあけくれた日々

井上： 1978 年，岡大整形外科に戻ってリウマ

チを担当することになりました。帰国後はヘイ
ノラで習った滑膜切除術，手の指の手術，肘
の関節形成術など，たくさんの手術を行いまし
たね。ただ，自分で満足できる成績ではありま
せんでした。ちょうどそのころに児玉先生が「児
玉・山本人工膝関節」を開発していましたが，
そちらの成績がより衝撃的でした。なにより痛
みが取れたと患者さんが非常に喜ばれて，歩
けるようになりますから。その姿を見て，まった
くすごいことだなと感じました。
山村：それは，日本のリウマチ医療が思いの
ほか進んでいたということですか？
井上：アイデアでは負けていませんでした。帰
国前にイギリスで人工関節のシンポジウムに参
加しましたが，人工関節置換術はみんな骨セ
メントを使っていた時代です。けれど当時から
いわれていたように，骨セメントは異物であって
生体に害毒がおよびます。児玉先生と山本先
生はなんとか骨セメントを使わない人工膝関節
を作ろうとし，当初は否定的な意見もありまし
たが，100 例，200 例と重ねていくうちにかなり
いい症例が出てきて皆さんに注目されるように
なりました。この実績をもってして，児玉先生
と岡山大学整形外科は，わが国の医学会でも
評価されました。
山村：そうですね。私はおなじ岡山大学でも
内科医なので内科のことも気になるのですが，
当時の内科医はリウマチ医療の中でどのよう
な役割でしたか？
井上：当時リウマチで使われていた金製剤な
どの薬は副作用が強く，内科側の先生方はそ
ういった副作用をどう発見し治療するかという
ことに長けていました。1970 年代から山村先
生が所属されていた第三内科とわれわれ整形
外科の合同カンファレンスをやるようになり，われ
われは内科から薬について教わりました。内科
と整形外科がお互いに意見交換することでい
ろいろ新しい知見が出てきますし，内科の先生
とは，岡山大学が全国的にみても先進的なリウ
マチの治療研究体制をつくっていく中で双方向

の協力を行ってきました。
その後，児玉先生が退官し，山本先生が

転勤され，私は児玉・山本人工膝関節置換
術を担当することになりました。人工関節
についてあらためていろいろ勉強し，チャ
ンレー型人工股関節についても技術面の習
熟もありずいぶん実施しました。また，さ
きほどもお話ししたように，ヘイノラで覚
えた肘の関節形成術の成績に満足がいかな
かったものですから，肘の人工関節の開発
に乗り出しました。それは今，いい成績が
でております。人工関節置換術は，「術者
のテクニックを磨くこと」，「適応をきちん
と決めること」，「いい材料を使うこと」―
―この 3 点に尽きると考えています。

教授時代の情勢と
医師育成方針

山村：井上先生は 1990 年に教授になられま
したが，日本でメトトレキサートが承認され，海
外では生物学的製剤（バイオ）が導入される
という過渡期でしたね。
井上：まずはイギリス，北欧あたりから優れた
成績がでましたね。底なし沼のようだったリウ
マチが，医療によって救われる病気に変わって
いく時代の幕開けでした。
山村：誰もが認める点として，井上先生は教
授時代に多くの優秀なお弟子さんを輩出されま
したね。大学人として大切なことだと思います
が，どのような育成方針があったのでしょうか。
井上：時代的な背景もあり，私は，勉強したい
人はどんどん海外に行ったほうがよいという考
えを持っていました。手元で育てることにこだ
わらず，優秀な人はどこでも行っておいでよ，と
いう感覚です。国内の他施設での研修も推奨
しました。若い時に刺激を受けると，その先も
伸びていきますからね。また，これに付随して
私が力を入れた領域は語学です。日本人はど
うしても語学が弱いですよね。英語の先生にも
なってくれるオーストラリア人医師をフェローとし
て医局に迎えるなど，異なる言語に慣れさせる
工夫をしました。

後輩たちはみんなそれぞれに優秀でしたし，
浅原弘嗣君（東京医科歯科大学 教授）や
西田圭一郎君（岡山大学 准教授）は，海外
に出たことで成長した例であるように思います。
手術の技術だけではなく，感性の面や人間と
しても得るものがあったのではないでしょうか。
山村：そのように育ててもらい，私は，整形外
科の先生たちが井上先生を心から慕っている
のを感じます。先生が退官されたあとでも「手
術のことは井上先生に聞けばいろいろなアイデ
アをいただけるんだ」と話すのを聞いて，その
信頼に感銘を受けたこともありましたし，今も先
生が研究会にあらわれると彼らの背筋が伸び
て場によい緊張が生まれるのがわかります。
井上：外科系はどうしても上下関係にうるさくな
るのですよ（笑）。手術というものはトレーニン
グをしないとうまくなっていかないものですから，
私もある程度厳しい修練を要求したわけです。

医療も芸術も
ものをよく見るところから

山村：井上先生は，医師のあるべき姿をどのよ
うに考えられますか？
井上：「医は仁術」とはいい
ますが，自分が仁術（人命
を救う博愛の道）をほどこす
側と思い，それだけを考えて
いてはいけませんね。医師
はもっと多方向からものを見
るべきであり，そのとき病気を
治すのは患者さん自身であっ
て，自分は患者さんを支援す
る存在であることに気づくこ
とができます。私は 40 年間，
リウマチを診てきました。そ

の間ずっとリウマチは大変治療困難な病気で
した。苦労されている患者さんを前にして，私
は，自然と患者さんを治すという感覚よりも支
援するのだという感覚でいたように思います。
そういう意味で，リウマチを専門にしたことは，
私の人生にとっても非常にいい１つの道程では
なかったかと思います。
山村：後輩に対するメッセージはありますか？
井上：若い医師には，人間学（人の心身を論
究する哲学的考察）を学んで欲しいと思って
います。医学生の不祥事がニュースになるこ
とがありますが，これからの大学人は，医学を
教えるだけでなく彼らの感性や人間性を伸ば
すような教育を心掛けないと，医師そのものが
社会の信用を失う危険性もはらんでいますね。
山村：感性といえば，井上先生の趣味の絵は

「日本リウマチ友の会」の会報の表紙を飾る
など，患者さんのあいだでも医師のあいだでも
有名ですね。
井上：油絵は高校時代にはじめました。いっと
きは描かなくなっていたのですが，フィンランドの
森と湖の美しさに強く感動し，また描くようになり
ましたね。「この美しいものを絵にしてみたいな」
と。絵を描くということそのものは比較的簡単
にできるのだけど，その本質は“ものをよく見る”
ということです。自分の感動を絵のなかに入れ
るためには，対象をよく見る必要がある。医学
もおなじです。どこが悪いか判断して治療する
ためには，患者さんをよく診させていただかなく
てはいけません。私の絵は素人ですけど，プロ
の絵描きさんは大変な苦労をして対象と向き合
うのだろうと想像されます。そういう意味で，芸
術と医療には似通った点があり，医療にもやは
り感性やセンスは必要なのだといえますね。

終わりに

山村：最後に。リウマチ医療の今後について，
どのように思われますか？
井上：バイオの登場によりリウマチは寛解に持
ち込める病気となりましたが，これまで人類が
打ち勝ってきたいくつかの感染症のように，こ
れから先，リウマチという病気が問題にならな
くなっていくと考えるのは早計ですね。人間の
体はアレルギー疾患などが示すように，時代に
よってどんどん変わっていきます。ヒトが変化
することで，また難しい“リウマチ”が出てくる
ことも考えられるでしょう。ですから，絶えずも
のをよく見て，患者さんをよく診させていただい
て，今までと違ったことが起きてはいないか分
析し続ける必要があります。また，これからは
高齢者の時代ですから，高齢のリウマチ患者
さんを正しく診療していくことがひとつの課題に
なってくると思っています。
山村：高齢のリウマチ患者さん，あるいは高齢
で発症するリウマチ患者さんはこれまでと異なる
という認識が広まっていますね。
井上：山村先生，ぜひそこのところを突き詰め
て分析してください。遊びながらではありますが，
私は今も学会などに参加しています。それは，
この先もある程度，リウマチ医療の発展を見て
いきたいという想いがあるからなのですよ。
山村：承知しました。井上先生にはこれから
も大所高所から，岡山県だけではなく全国のリ
ウマチ医をご指導願えればと思います。本日
はありがとうございました。 （文責編集部）

ヘイノラのフィンランド・リウマチ協会病院

ロンドンの
ケネディ・リウマチ研究所

左から井上氏，山村編集員。岡山済生会総合病院の会議室にて。
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  リウマチ医になったわけ
私は神戸大学医学部を卒業後，硬式テニ

ス部の先輩である女性医師が手外科を専門
にされていた縁もあって，整形外科に入局
することを決めました。大学院では関節リ
ウマチに関連した研究テーマで学位を取得
し，その後勤務することとなった病院がリ
ウマチ専門病院であったことから，一気に
関節リウマチ治療に魅了されました。薬物
治療もやりがいがあったのですが，中でも
リウマチ手外科の魅力にすっかりとりこと
なった私は，リウマチ整形外科の著名な先
生方にお会いできる機会に恵まれるように
なり，色々とご指導をいただきながら，夢
中になってリウマチ治療に邁進してきま

した。現在は兵
庫県立加古川医
療センターのリ
ウマチ膠原病セ
ンターに勤務し
て，日々忙しく
楽しく過ごさせ
ていただいてお
ります。本当に
気がつけばリウマチ医をさせていただいて
いた，というのが実感です。

  女性医師でよかったこと
リウマチ整形外科医として，手や足の手

術に携わることの多い私ですが，機能面の

みならず外観上の問題も抱えている患者さ
ん達はめずらしくありません。薬物治療が
進歩してもまだ手指変形・足趾変形の問題
は残っていて，できる限りその悩みに寄り
添って，手術治療を考えていきたいと思っ
ています。このような「見た目」に関する
相談にのる時，女性医師でよかったと思う
ことがあります。女性はいつになっても，
見た目が気になってしまうもの……。また，
リウマチ患者さん達はもちろん女性が多い
ですから，外来診察で，何となく「女子トー
ク」（年齢は関係なく女子トーク）になっ
ていることもありまして，これも女性医師
でよかったことに入りますでしょうか。そ
のような中で，ある種微妙な問題について
話すときもあるので，女性医師である私が
お役にたてるのではないかと思ったりして
います。

  ひとりごと
最近，男女共同参画の重要性が注目され

るようになっています。女性医師数も増加
の一途であり，将来が楽しみでもあります。
私自身，リウマチ治療に携わることはとて
も幸せであり，薬物治療も手術治療も楽し
くてやりがいがあると思っているので，こ
の魅力をもっともっと発信していきたい！
といつも考えています。多くの女性医師の
先生方（もちろん男性の先生方も！）と，
このリウマチ治療の世界でご一緒させてい
ただければと思っています。私は多くのリ

ウマチ医の先生方に今までお世話になりっ
ぱなしですし，ご指導いただくことばかり
で，お世話になった（または今もお世話に
なっている……）皆様にいくら感謝しても
しきれないほどです。このご恩をお返しす
る意味でも，今後は，女性リウマチ整形外
科医の立場で，もっと人の輪を広げていく
ことができれば……と願っています。ま
た，女性ということだけではなく，整形外
科医でリウマチ治療に携わる先生が，今後
もっと多くなっていくことも私の願いで
す。だって，リウマチ治療は本当に，薬物
治療も手術治療も，魅力的ですから！！

 （文責：中川夏子）
◎中川氏からバトンを受け，次回登場する

医師は，舟久保ゆう氏（埼玉医科大学 
リウマチ膠原病科）です。

中川夏子氏

中川夏子 氏／兵庫県立加古川医療センター　リウマチ科部長
兼 整形外科部長　リウマチ膠原病センター部長

第 2 回

企画運営委員会の活動について
平成 29年 7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 7月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 29年 7月11日（火）18：00～
《報告事項》
１．日本リウマチ財団創立 30 周年記念　リウマチ月間リウマチ講演会について（6/11）
 参加者数は 350 人（看護師 156 人，薬剤師 79 名）の参加があった。
２．評議員選定委員会の開催について（7/11）
 評議員選定委員会を開催し，新任・交替した 2 名が認められた。
３．財政状況について
 過去 6 か年の決算状況を報告。今後企画運営委員会で直近の財政状況を報告する。

《審議事項》
１．平成 29 年度調査・研究助成の募集について（塩川美奈子・膠原病研究奨励賞）
 今年度の募集は，調査・研究助成と膠原病研究奨励賞と合わせて実施する。
2．平成 30 年度リウマチ月間行事開催日程について
 1）「日本リウマチ財団の Total Medical Careプロジェクト」の中で全面的見直
 2）平成 30 年 6 月中旬の日曜日の 10：00 ～ 16：35とし，一日の行事として「リウマチ月間全国大会」

と名称を変更。午前の部は，医療従事者を対象としたリウマチ月間講演会。昼はランチョンセミナー。午
後の部は，患者，家族，患者会，メディアも参加の基調講演，パネルディスカッション等を行う予定。

 今後は当委員会において検討を重ねていくこととした。
3．平成 29 年度法人賛助会員打合会について
 実施内容について検討した。
 日　時：平成 29 年 12 月12 日（火）16：00 ～ 18：00
 場　所：日本リウマチ財団　会議室
 演者：下記の２題とする

１）竹内 勤 企画運営委員（慶應義塾大学医学部リウマチ内科 教授）仮題：リウマチ治療に関する新しい
治療薬の現状と展望

２）松本 美富士 企画運営委員（桑名市総合医療センター 顧問）仮題：新しい専門職制度設計委員会に
ついて

4．リウマチケア看護師規則の改定について
「直近 5 年間において通算 3 年以上リウマチケアに従事していること」を「通算１年以上」に緩和すべきとし
て改正案を作成。保健所や市町村保健センターに勤務する看護師についても事例数の資格要件の緩和を図
り，「eラーニング」の開発を関係機関と連携し進める。

5．日本リウマチ財団の Total Medical Careプロジェクトについて
委員長から，リウマチ対象疾患は多疾患であり，医師，看護師，薬剤師の他に理学療法士，作業療法士，ケ
アマネージャー等の職種による「多領域専門職チーム（TOMEC）」の構築を図る。

平成 29年 9月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 29年 9月12日（火）18：00～
《報告事項》
１．平成 30 年度診療報酬改定に向けた要望書の提出について

当財団と日本リウマチ友の会の連名で厚生労働省保険局の医療課長宛の要望書を提出した。
２．委員会等の開催について

（１）第 1 回リウマチ専門職制度設計 WG（8 月15 日）
①チーム医療に関する看護師等の診療報酬上の加算等について検討した。
②チーム医療推進協議会に川合委員と事務局で訪問する。

（内　容）チーム医療推進協議会の半田代表を訪問 (9/4)し，当財団の医師，薬剤師，看護師の登録制
等の状況を説明し，理学・作業療法士にも参加してほしいと説明。当財団の専門職委員会に理
学療法士の委員として参画していただくことを了承。 

 次回の開催は，第 2 回リウマチ専門職制度設計 WG（10 月3 日），医療情報委員会（10 月3 日）。
３．研修会の報告について

平成 29 年度の「リウマチ教育研修会」と「リウマチの治療とケア検討会」の実施状況で各６回のうちそれ
ぞれ１回実施した。

４．平成 29 年度リウマチ財団登録医について
 今年度の新規登録医は 18 名で，総数は 3,033 人となった。
５．平成 29 年度日欧リウマチ外科交換派遣医について

オランダのライデン，ドイツのセンデンホルスト等の病院はトップクラスで皆が行きたいという病院であり2 名を派
遣する。

６．財政状況について
（1）年度別決算状況，（2）特定財産（研究奨励基金積立額）の推移，（3）年度別主要経常収益の推移，
（4）月別経費対前年度比較表（決算）
今後，企画運営委員会で平成 29 年度予算額と実績の月別，29 年度対 27 年度，28 年度決算比較を報告。

《審議事項》
１．平成 30 年度リウマチ月間リウマチ講演会について

来年，6 月3 日（日）千代田区平河町のシェーンバッハ・サボー（旧砂防会館）で開催したい。患者・家
族等は無料とする。単位認定は 6 単位とする。ＭＲも参加者に加えたい。患者・家族等も参加する午後の
基調講演はテーマを広げた内容。

2．災害時リウマチ患者支援事業について
財団として災害支援事業をなくすことはできない。バイオ薬品の対応等があるので，継続的検討課題とする。

3．リウマチ医療専門病院・診療所の新規設置について
施設認定のための病院の基準を今後検討。

平成 30 年度 リウマチ財団新規登録医募集

資　格	≪要件≫
１．3 年以上リウマチ性疾患の診療に従事している医師
２．過去 5 年間において

（１）リウマチ性疾患診療患者名簿 …………………30 名以上
（２）リウマチ性疾患診療記録（上記名簿のうち）…20 名
（３）財団主催・認定の教育研修会，eラーニング修得による教育研修単位 20 単位以上

審査料 （申請時） …………… 1 万円
登録料 （審査に合格後） …… 2 万円
登録有効期間  ……………… 5 年間

※ 規則及び申請書類一式は財団ホームページよりダウンロードできます。

申請受付期間 平成 30 年 3 月 1 日〜 5 月 31 日

リウマチ財団登録医を募集しています。

学術研究賞等候補者を募集
財団では，このほど次の研究賞等候補者の推薦を依頼しました。

《ノバルティス・リウマチ医学賞》
締め切り：平成 30年 1	月31	日

《リウマチ性疾患調査・研究助成》
締め切り：平成 29年 11	月30	日

◎今年度 5 件予定。その中から，「三浦記念リウマチ学術研究賞」と 「塩川美奈子・膠原
病研究奨励賞」を特に 1 件ずつ選考する。 

◎候補推薦依頼先は全国医・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。
 ※ 詳細は財団ホームページをご覧ください。

（編集部より）「女性リウマチ医のひとりごと」は143 号より始まった新しい連載です。
その特徴は，毎回，担当者が次の担当者を指名する“数珠つなぎ”形式であることです。
第2回となる今回は，第1回に登場された東京女子医科大学の中島亜矢子氏の指名により，
中川夏子氏が登場します。

平成 29 年度 新規リウマチ財団登録医（総数 3,033）

北海道 近　祐次郎

埼玉県 門野　夕峰

東京都 石原　陽子

清水　久徳

我田　由紀子

若林　邦伸

神奈川県 白岩　秀隆

岐阜県 堀川　幸男

静岡県 佐藤　隆弘

愛知県 渡邉　剛

京都府 ⻆谷　昌俊

清水　基行

大阪府 中原　英子

多田　昌弘

兵庫県 中島　恭哉

広島県 舟木　将雅

愛媛県 水木　伸一

福岡県 福士　純一
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本号の注目記事は，小林哲夫先生（新
潟大学）と羽生編集員との対談による「リ
ウマチ患者さんの歯周病を考える 2017 
update」および「シリーズリウマチ人 井
上一氏」で，とても読み応えがあった。

関節リウマチ（RA）の病因は未だ不
明な点が多いが，遺伝的因子と環境因子
との相互作用がその発症に関与している
ことは明らかである。環境因子として，喫
煙に加えて歯周病が最近注目されている。

小林先生らのグループは RAと歯周病に
関する研究で国際的にも先駆的な仕事を
されており，本号の記事はとてもタイムリー
なものと言えよう。RA においては，現在
抗 CCP 抗体（ACPA）が精度の高い診
断指標であり，RA の重症度を決定する
重要なバイオマーカーである。歯周病の
代表的起因菌であるP.gingivalis（Pg）
は口腔内細菌で唯一シトルリン化変換酵
素を持ち，歯周組織タンパクをシトルリン化
して ACPA 産生を促し RA の発症や進
行に関与している可能性があり，RA の発
症を考える上でとても重要と思われる。小
林先生には歯周病とRA 発症について，

更なる研究をお願いしたい。
整形外科医として多くの難しい手術を

手がけ，基礎研究にも貢献された井上一
先生の「リウマチ人」も一読をお勧めし
たい。筆者もリウマチ内科医として RA の
研究にも従事してきたが，内科医と違い整
形外科の先生方は滑膜，関節軟骨など
RA の病変部を直接目で観察できるので，
常日頃から羨ましく感じていた。井上先生
は RA 患者の手術のみならず基礎的研
究において，関節軟骨の破壊機構などを
分子生物学的手法を用いて明らかにされ
た。さらに大学教授の大きな役割として優
秀なお弟子さんをたくさん育てられた。何

事も絵を描くごとくに患者さんをよく観察す
る，つまり患者さんからよく学び，また患者
さんの病気は患者さん自身が治すのであ
り，あくまでも我々医師は患者さんを支援
する存在であるという言葉はとくに印象に
残った。今後，井上先生のますますの発
展をお祈りし，リウマチ医療のために大所
高所からご助言，ご指導をお願いしつつ
筆を置きたい。

（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

清水	智弘	氏／北海道大学大学院医学研究院　整形外科分野

「Assessment of early changes of bone microstructure treated by anti-TNFα: HR-
pQCT study」 の 演 題 で Oral Presentation を， ま た「Rheumatoid arthritis patients 
receiving glucocorticoids exhibit significant bone quality abnormalities regardless of 
bisphosphonate treatment」の演題で Poster Presentationを発表した。

Oral の演題を簡単に要約すると，HR-pQCT は高解像を有し，骨びらんや構造的変化をより
詳細に捉えることができる。それを用いて，生物製剤導入前後の骨びらんの体積や構造的特性
の変化を調査した。TNFα製剤により，DAS の改善があった症例の骨びらんの体積は減少傾向
を呈し，また MTX 単剤の群では DAS が低値においても骨びらんの体積が増える傾向を呈した。
生物製剤投与に関しては，過去の多施設研究でも報告されていたが，今回は短期（3ヵ月）でこ
の傾向を呈することを明らかにした。また実臨床で，低 DAS の状態になっているにもかかわらず X
線上で進行する症例にごく稀に遭遇することがあるが，実は MTX 単独群だと，骨びらんの進行を
抑制できない可能性が示唆した。バイオを使わないのであれば抗 RANKL 抗体などを併用すること
も考慮すべきであることが示唆された。

ポスタープレゼンテーションのサマリーは，ステロイドを長期投与しているRA 症例にビスフォスフォ
ネートが有用であるかについて実際のヒトのサンプルを用いて検証した。DXA 法による骨密度測
定ではある程度，骨密度が回復しているにもかかわらず，脆弱性骨折が多発するケースをよく経験
する。骨代謝からの観点から，ステロイド投与によって低骨代謝回転状態となっているところにビ
スフォスフォネートを投与して本当に良いのかという疑問があったが，やはり骨形成の抑制があり骨
微細構造の劣化とインデンテーション試験による骨強度の低下を認めた。ビスフォスフォネート投
与で強度はある程度回復するものの，骨微細構造の劣化という骨質の低下により骨脆弱性が惹
起されることが示唆され，このような症例には骨形成促進剤などを早期から用いる方が良いと考え
られた。

杉山	裕美子	氏／横浜市立大学附属病院　幹細胞免疫制御内科学

“The Predictive Prognostic Factors for Clinical Course of Polymyositis/
dermatomyositis associated Interstitial Lung Disease ”という演題でポスター発表を行った。

皮膚筋炎・多発性筋炎（PM/DM）において間質性肺炎（ILD）の合併は予後不良因子と
して重要であることは以前から報告されている。過去の報告では ILD 合併以外にも高齢者，男
性，抗 MDA-5 抗体陽性患者などが予後不良因子として報告されているが，予後不良因子をも
つ患者への治療レジメンの確立は未だになされていない。さらに，我々の過去の解析では早期死
亡の原因として感染症罹患が重要な因子であることが分かっている。今回我々は，2003 年～
2016 年に当院を含めた関連施設，計 6 施設で初回治療を行った PM/DM-ILD 患者のべ 116
名を対象とし，感染症罹患のリスク因子を診断時の臨床データと治療レジメンを用いて解析を行っ
た。その結果，感染症罹患の独立リスク因子が診断時の高 KL-6 血症（p=0.027, OR 3.68）
であることが分かり，また，治療においてはプレドニゾロン積算量ではなく，初期プレドニゾロン量
が 0.55mg/kg/day 以上（p=0.013, OR 4.18），さらに IVCY，カルシニューリン系阻害薬，
mPSL pulse の 3 剤併用療法の施行（p=0.001, OR 5.51）であることが分かった。以上より，
PMDM-ILD 患者においては強力な免疫抑制療法が必要となる一方で特に初期プレドニゾロンが
高用量である患者や初診時の LDH, KL-6 が高値である患者はより予防投与や早期の感染症ス
クリーニングが重要であることが示唆された。

一方で，microRNA は非コーディング領域から転写される22 塩基程度の RNA 分子であり，
近年それらが転写後翻訳など機能分子として働いていることが報告され研究がすすめられている。
その中でもmicroRNA-1（miR-1）は筋芽細胞の分化，増殖に関連しており，炎症性筋疾患の
筋組織では発現が低下されていると報告されている。しかし，現在までに miR-1と炎症性筋疾患
の臨床経過の関連の報告や血清中の miR1 量の比較に関連した報告はない。そこで，本研究
では当院で初期治療を行った PM/DM 患者の血清 miR-1 量とPM/DM の臨床経過との関連
について検討した。その結果，PM/DM 患者の血清中の miR-1 は健常者と比較して有意に高値

（p=0.0085）であり，治療後に miR-1 が低下する（p=0.03）ことが分かった。また，予後不
良と考えられるPM/DM-ILD 群に注目し，miR-1を高値群，低値群に分けると，診断時の臨床デー
タやプレドニゾロン初期投与量に有意差は認めないものの miR-1 高値群でプレドニゾロンを半量
まで漸減するまでの期間が有意に長く（p=0.021），半年以内の感染症罹患率が高い（p=0.026）
ことも分かった。以上より，血清 miR-1 量が PMDM-ILD の治療反応性や感染症併発における
予測マーカーとなる可能性が示唆された。

千藤	荘	氏／神戸大学医学部附属病院	膠原病リウマチ内科	特定助教

「CD11b+Gr1dimTolerogenic Dendritic Cell-Like Cells are Expanded in Interstitial 
Lung Disease in SKG Mice 」という表題でポスター発表を行った。

関節リウマチ（RA）はしばしば間質性肺疾患を合併することがあり生命予後に関与する。関
節リウマチのモデルマウスであるSKG マウスは，関節炎のみならず関節リウマチ関連間質性肺疾
患（RA-ILD）に類似した間質性肺炎を発症することが知られている。Tolerogenic dendritic 
cell（tolDC）や Myeloid-derived suppressor cell（MDSC）は，抑制性の機能をもった
Myeloid cellとして知られている。関節リウマチにおいて，tolDC や MDSC が関節炎の抑制に
関与することが知られているが，RA-ILD におけるこれらの細胞の機能や相互作用についてはほと
んどわかっていない。SKG マウスの間質性肺疾患（SKG-ILD）で肺局所に浸潤する細胞を解
析する過程で，我々は CD11b+Gr1dimcellsという新しい細胞集団を発見した。本研究の目的は，
SKG-ILD における浸潤細胞（特に CD11b+Gr1dimcells）を解析することで，間質性肺疾患の
発症機序を明らかにすることである。方法としては，SKG マウスにザイモサン（ZyA）を腹腔内投
与しILDを発症させ，肺組織をHE 染色で，肺浸潤細胞をフローサイトメトリーを用いて解析した。

ZyAを投与されたマウスの肺では様々な程度の SKG-ILDを発症した。ILDを発症すると
CD11b+Gr1+cell（MDSC），Th17 細胞，グループ 1，3 自然リンパ球（ILC1，ILC2）が増
加していた。特に，重度の ILDを発症した時にのみ CD11b+Gr1dimcellsという細胞集団が増
加していた。CD11b+Gr1dimcell の多くは CD11c 陽性であり，形態学的には未熟な樹状細胞
様であった。樹状細胞への分化には GM-CSF が重要であることから，ZyAを投与した SKG マ
ウスの肺におけるGM-CSF 発現量をPCR で調べたところコントロールと比較し有意に上昇し
ていた。また，GM-CSF 産生細胞として，GM-CSF+Th17 細胞，GM-CSF+ILC1, ILC2 が
増加しており，これらの細胞が CD11b+Gr1dimcell の誘導に関与していることが示唆された。In 
vitro の実験で，全肺浸潤細胞をGM-CSF±IL-4 で培養するとCD11b+Gr1dimcell が誘導され
た。さらに CD11b+Gr1dimcell の起源を見つけるため肺浸潤細胞の様々な分画を同条件で培
養したところ，monocytic（M）-MDSC からCD11b+Gr1dimcell への分化が得られた。次に
CD11b+Gr1dimcell の機能を調べるため，ZyAを投与し重度の ILDを発症したマウスの肺から分
離した CD11b+Gr1dimcell（ex vivo）をCD3，CD28 刺激下で Naïve T 細胞と共培養したところ，
CD11b+Gr1dimcell は T 細胞の増殖を抑制した。In vitro で作成した CD11b+Gr1dimcell にも
同様の T 細胞増殖抑制能があり，これは同条件で骨髄から誘導した樹状細胞（BMDC）とは異
なる性質であった（BMDC は T 細胞増殖を促進した）。また，CD11b+Gr1dimcell は PD-L1と
CD80を共に高発現していた。

以上のことから，CD11b+Gr1dimcell は tolDC 様の細胞であることが分かり，「CD11b+Gr1dim 
Tolerogenic dendritic cell-like cell（CD11b+Gr1dim tolDC-LC）」 と 名 付 け た。 今 後，
CD11b+Gr1dim tolDC-LCを誘導する治療や CD11b+Gr1dim tolDC-LC の養子移入が ILD の
発症抑制に役立つことが分かり，ヒトへの応用ができれば RA-ILD の新たな治療戦略となり得る。

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 報告書（EULAR 2017）

財団ホームページ　リウマチ情報センター

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

《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 単位と
なります。

●	関東・甲信越：11/26（日）ホテル談露館
天野力郎（富士吉田市立病院 整形外科）

《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，行政などに従事する方な

らどなたでも受講できます。

●	東海・北陸：11/23（木 /祝）パレブラン高志会館
多喜博文（富山大学附属病院 免疫 ･ 膠原病内科）

●	近畿：11/12（日）京都リサーチパーク
大村浩一郎（京都大学大学院医学研究科 内科学講座臨床免疫学）

※ 変更する場合があります。詳細は財団ホームページをご覧ください。

平成 29 年度　リウマチ教育研修会・リウマチの治療とケア研修会 開催予定


