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近年，関節リウマチに対する生物学的製
剤の開発が進み，既存の DMARDs などと
並んでリウマチ治療の標準的薬剤の位置を
占めるに至っている。このうち，TNFα阻
害薬に分類されるアダリムマブ，エタネルセ
プト，インフリキシマブの 3 剤は，リウマチ
以外に，乾癬などの皮膚科疾患や，炎症性
腸疾患などにも幅広い適応を有するためか，
2016 年グローバル医薬品ランキング（売上
ベース）ではそれぞれ 1 位，3 位，5 位に名
を連ね，いずれの製剤も，リウマチ以外の
分野における疾患の治療にも大きく貢献して
いることが想像される。また，これらの製
剤で治療しているリウマチ患者には寛解を
達成する例も多く，その大きな可能性に熱
い期待が寄せられている。

しかし，一方，患者の視点からは，日本
リウマチ友の会が作成・発行する「リウマチ
白書」に見るように，治療中のリウマチ患
者が自分の状態を「1 年前と比べて変わらな

い」または「悪くなった」と評価する割合が
2015 年時点でもなお，全体の 50％を超える
など，生物学的製剤の治療効果にも一定の
限界があることが示唆されている。

リウマチの新薬開発に関与した経験を持
つ竹内勤氏は，リウマチの生物学的製剤が
克服すべき課題として，（1）寛解 100％達
成の難しさ，（2）免疫細胞の抑制による易
感染性などの副作用，（3）投与経路が限定
されていること，（4）高い製造コスト・製品
価格 の 4 点を挙げた。（1）に対する方策と
しては，新規標的の探索，（2）に対しては，

免疫・サイトカイン以外
の骨破壊抑制を標的と
する新規 抗体 薬，（3）
には，生物学的製剤の
経口無機化合物への置
き換え，（4）には，バ
イオシミラーや，バイオ
ミメティクス製剤などの開発が考えられる。

現在，各種のリウマチ性疾患に対する生
物学的製剤の開発状況を整理すると，表の
ように示すことができる。この表から読み
取れるように，関節リウマチは，他のリウ
マチ性疾患に比べて多くの標的分子・細胞
に対する研究開発が行われ，既に実用化さ
れている製剤も多く，現在もなお（1）の課
題克服に向けて，新規・既存の標的に向け
た新薬開発が活発に行われているが，必ず
しも思わしい成果が上がっているわけでは
ないという。竹内氏は，自ら関わったヒト型
抗 IL-6 受容体モノクローナル抗体製剤の開
発が，第Ⅲ相試験では優れた有効性が示さ
れたにもかかわらず，安全性の証明に必要
な追加投資に見合う利益が得にくいとの理
由から開発中止となった事例などを挙げ，今
日，製薬企業を取り巻く環境が，新薬の開
発にとって非常に厳しいものになっていると

の認識を示した。また，竹内氏は，生物学
的製剤に特有の“免疫原性”の問題も，寛
解 100％達成を目指す上で大きな障害になっ
ていると述べた。

さらに，竹内氏は，生物学的製剤の高い
価格の問題を解決すると期待されているバイ
オシミラーは，必ずしも大幅な医療費削減に
つながるとは限らず，また，優れた有効性と
経口剤ならではの手軽さに大きな期待が集
まっているJAK 阻害薬は，経口剤であるゆ
えに患者のアドヒアランスの良否に効果が左
右されやすい等の問題点を指摘。講演全体
を通じて，はじめに掲げた生物学的製剤を
めぐる 4 つの課題はいずれも，その克服の
ためには関係者の粘り強い努力と創意工夫
が求められることを強調した。

次ページに続きます

平成 29 年度の法人賛助会員打合会が12月12日，東京・港区の当財団事務局会議室
で，多くの賛助会員の参加を得て開催された。はじめに髙久史麿代表理事が挨拶を述べ，
当財団では現在，創立 30 周年を機に新たなリウマチ専門職制度の創設を準備中であるこ
となどを報告した後，当財団学術助成委員会委員長の竹内勤氏と，同リウマチ専門職委
員会委員長の松本美富士氏がそれぞれ講演を行った。

147 号の主な内容
●	 平成 29 年度	法人賛助会員打
合会	報告

●	 実地リウマチ医のための簡便で
すぐ役に立つ手引きリウマチ手
の手術のタイミング編

●	 女性リウマチ医のひとりごと
	 第 4回　神田浩子	氏

講演 1
新しい抗リウマチ剤の開発と現状について
演者：竹内	勤	氏
	 日本リウマチ財団学術助成委員会	委員長
	 慶應義塾大学医学部リウマチ内科	教授
座長：髙久 史麿 氏
	 日本リウマチ財団	代表理事／地域医療振興協会	会長

挨拶を述べる髙久	代表理事講演する竹内	氏
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表　リウマチ性疾患と標的

《お知らせ》平成30年度リウマチ月間リウマチ講演会
これまで日本リウマチ財団では普及啓発事業の一貫として6月をリウマチ月間とし，毎年，一般の方 と々医療従事者を共に対象としたリウマチ講演会を執り行い，
リウマチ性疾患の正しい知識の普及に努めてまいりましたが，平成30年度より，これに加えて医療従事者を対象とした教育研修講演を同時に開催します。
演題（仮題）：『関節リウマチ治療と将来展望』『重要性が増大しているリウマチ財団専門職制度』『RAチーム医療』
『わが国で今後注目されるリウマチ性疾患：脊椎関節炎とその類縁疾患』『リウマチ医療と保険診療』等予定。

開催日時：平成30年 6月3日（日）10：00～16：35（予定）
開催場所：砂防会館別館（シェーンバッハ・サボー）東京都千代田区平河町２丁目７−４
◎申込方法・プログラム等，詳細は財団ホームページへ掲載します。

リウマチ財団登録医	 8 単位
リウマチケア看護師	 8 単位
リウマチ財団登録薬剤師	 8 単位
	 	（経過措置期間　研修会参加実績）
リウマチ財団登録理学療法士	・作業療法士（仮称）　8単位
	 	（経過措置期間　研修会参加実績）
※他学会単位取得予定
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法人賛助会員打合会	報告	続き

日本リウマチ財団は，1996 年に始まったリウ
マチ財団登録医制度を端緒として，2010 年に
リウマチケア看護師制度，14 年にリウマチ財
団登録薬剤師制度を相次いで発足させ，リウ
マチの専門知識を持つ医療職の育成を通じ
た，多職種連携によるリウマチケア体制普及
の基盤づくりに力を注いできた。さらに 17 年
には，当財団が創立 30 周年を迎えたのを機に，
リウマチ患者に対するリハビリの専門知識を備

えた理学療法士・作業療法士である「リウマ
チ財団登録理学療法士・作業療法士」（仮称）
の制度創設に向けた検討が始まり，現在，19
年の制度運用開始を目指して準備が進められ
ている。リウマチケア看護師の制度創設時に
中心メンバーとして関わった松本美富士氏が，
新制度の背景と趣旨を説明した。

かつて医療における意思決定の問題は，医
師・医療者主導の“パターナリズム”と，患者
中心の“消費者主権主義”との対立の構図
の中でとらえられる傾向が強かったが，近年は

このような図式から，患者が
多職種チームと向かい合う形
へ，さらに進んで，患者自身
が一メンバーとして医療チー
ムの輪に加わる“コンコーダ
ンス・モデル”が望ましい姿
と考えられるようになってき
た。リウマチ医療は本来，疾
患の特性上からも，このよう
な診療スタイルに対する高い
親和性を有していると考えら
れる。

また，今日，リウマチの複雑な病態
が全身的なスケールで解明されてきた
ことと，生物学的製剤などの画期的
で強力な新薬が臨床現場に登場した
ことから，リウマチ医療はもはや医師
一人の手で進めることはできず，リウ
マチ専門医と他領域の医師との連携
や，医師と他職種の専門家との連携
が不可欠であるとの認識が広がって
きた。このような認識のもとで，財団
登録医に続いて，リウマチケア看護師
や登録薬剤師の制度が生まれ，さらに，一層
のケア体制充実を図って，リウマチ財団登録
理学療法士・作業療法士（仮称）の構想が
打ち出された。現在，当財団では，本制度の
中核となる教育研修プログラムの始動を目指し
て，関連職能団体との調整と，具体的な制度
設計を進めている。

リウマチ財団登録理学療法士・作業療法士
（仮称）に期待される最
大の役割は，運動器リハ
ビリテーションである。運
動器リハビリは，関節破
壊が進み運動器機能が
低下したリウマチ患者の
運動・精神機能の回復と
維持を図り，廃用症候群
を予防し，ロコモティブシ
ンドロームを抑え，運動器
の疾患と機能障害をコン
トロールし，さらに社会的
には，健康寿命の延伸と

健康格差の縮小を目指す（図）。
松本氏は最後に，当財団がリウマチ専門職

制度を通じて最終的に目指しているものは，生
産年齢人口の減少局面における労働力の確
保と，増大する医療費の抑制への貢献である
と述べた。

 （文責：編集部）

講演する松本	氏 座長を務める西岡	常務理事

講演 2
理学療法士・作業療法士専門職制度の必要性について
―その背景と他の専門職制度との関係―
演者：松本	美富士	氏
	 日本リウマチ財団リウマチ専門職委員会	委員長
	 桑名市総合医療センター膠原病リウマチ内科	顧問
座長：西岡 久寿樹 氏
	 日本リウマチ財団	常務理事／政策研究大学院大学	シニアフェロー

図　運動器リハビリテーションの目的

1.	運動・精神機能，日常生活での活動性向上
2.	運動・精神機能の回復と維持
3.	日常生活活動向上により二次障害（廃用症候群）予防
4.	ロコモティブシンドローム，疾病（運動器）・機能障害コントロール

健康維持の延伸
健康格差の縮小

社会保障費用の増大にブレーキをかける
（佐藤隆一ら）

➡
➡

改めて，リウマチと手の
深いかかわりについて

仲村：石川先生，本日はよろしくお願いし
ます。リウマチといえば「手」といっても
過言ではないくらい，手は関節リウマチの
好発部位です。「手は第 2 の顔」ともいわ
れます。ルノワールの手の写真や映像はあ
まりに衝撃的ですよね。そこで，まず「手
がリウマチ患者さんにとってどれだけ大切
か」について改めてご説明いただけますか。
石川：こちらこそよろしくお願いします。
今日は，読者の皆さんにとっても馴染みの
深い「リウマチ手」について再度，認識を
深めていただき，明日からの日常診療に役
立つ簡便な手引きをお示しできればと思っ
ています。

今，お話にあったように，リウマチ患者
さんの実に 90％が手を罹患するともいわ
れています。日常診療では「指が痛くて使
えない」「指に力が入らない」「指が変形し
てひっかかる」「小さなものがつまめない」

「大きなものが握れない」「人前に手を出せ
ない」といった患者さんの訴えをよく耳に
します。また我々独自の調査でも，介助が
必要な日常生活活動として実に約半数の患
者さんが「タオル絞り」と「フタの開閉」
を挙げています。このように手は機能的に
も美容的にも，患者さんの日常生活に直結

しているのです。
仲村：なるほど。ただ限られた外来診療時
間のなかで ADL に関する質問を細かく確
認することは，時として難しいと思うので
すが，手の機能を推し量るような簡便な指
標があれば教えていただけませんか。
石川：そうですね，最も簡便な指標は握力
でしょう。私たちが調べたところ，一般的
な日常生活活動を不自由なくおこなうため
には，水銀圧力計による握力測定で，女性
なら約 135 mmHg（12kg に相当），男性
なら約 150 mmHg（14kg に相当）の握力
が必要であることがわかりました。そこで
この数字をひとつの目安とするとよいかも
しれません。
仲村：昔からの診察法ですが，これは簡便
でよいですね。ありがとうございます。そ
れでは次に手の変形がどのように生じるの
かについて，教えていただけますか。

リウマチ指変形の
発生メカニズム

石川：ここでは「スワンネック変形」と「尺
側偏位」について図を使って説明しましょ
う。まず理解していただきたいことは，指
の変形には関節破壊と腱バランスの崩れと
いう二つの要因が関与するという点です。
これは関節軟骨の消失が関節変形に直結す

る膝関節や股関節とは大きく異なる点で
す。関節破壊による関節変形が腱のアン
バランスを引き起こし，それが変形を加
速させるのです。この負の連関こそがリ
ウマチにおける特徴的な指変形の本質で
あり，リウマチ手の変形が画像上の関節
破壊よりも激しいものになる理由なので
す。

スワンネック変形に至る第一段階は中
手指節（MCP）関節の関節炎と関節腫脹
です（図 1A）。関節腫脹による関節包伸
張が引き起こす疼痛刺激は，骨間筋と虫
様筋といった内在筋（手の中に筋肉の起
始と停止が存在する筋肉）の防御的痙縮と
拘縮をもたらせます。この内在筋拘縮で
は MCP 関節は屈曲位，近位指節間（PIP）
関節と遠位指節間（DIP）関節は伸展位に
なります（内在筋プラス手）（図 1B）。こ
の状態が続くと MCP 関節で基節骨は徐々
に掌側に移動していきます。この結果，側
索は背側に偏位し，PIP 関節を伸展させる
ことになります。PIP 関節が過伸展すると，
今度は深指屈筋腱が緊張して DIP 関節が
屈曲し，スワンネック変形が完成するとい
う訳です（図 1C）。
仲村：スワンネック変形の発生機序につい
ては，文字だけを読んでも中々わからない
のですが，先生ご自身の手による美しいイ
ラストを見ると，本当によく理解できます。
石川：ありがとうございます。次に尺側偏
位についても説明しましょう。すべてを
細かく解説すると逆にわかりにくくなっ
てしまうので，3 つのポイントだけを図示
します。第一は，示指と中指における屈筋
腱の走行です。図 2Aのように示指と中指
の MCP 関節は解剖学的に 13 ～ 14 度尺屈

しています。さらにまた，屈筋腱の走行
が A1 滑車を支点にして MCP 関節のレベ
ルで尺側方向に曲がるため，これらの指を
尺側へ曲げるベクトルが生じます。この現
象は環指・小指ではほとんど生じません。
また，MCP 関節の構造が非対称的であり，
手関節病変で手関節が橈屈することも変形
に関与してきます。一方，環指・小指では
何が起こっているのでしょうか。指を握っ
て拳を作ってみてください。すると環指・
小指の中手骨頭が掌側に沈み込むのがわか
ると思います。その結果，伸筋腱がわずか
に尺側へと滑り落ちます。これが力源と
なって環指・小指が尺側に偏位していくの
です（図 2B）。また考えてみれば当たり
前なのですが，日常生活のなかで物をつか
んだり握ったりすると，重力の影響で指に
は尺側方向への力がかかります。これも尺
側偏位を助長する要因です（図 2C）。
仲村：よくわかりました。それでは次に，
手術の前にできること，しておくべきこと

2017 年５月号（142 号）から「リウマチ手術のタイミング」という新企画を始めました。
第１回の「足の手術のタイミング」に引き続いて，今回は「リウマチ手」を取り上げます。
登場していただくのは，新潟県立リウマチセンター副院長の石川	肇先生です。読者の先
生方もよくご存じの通り，石川先生はリウマチ手の外科のトップ・ランナーであり，シリコ
ン製人工指関節の開発者として名高いスワンソン先生の直弟子として，我が国にスワンソ
ン人工関節を広く普及させた伝道師でもあります。（仲村	一郎）

話し手：石川 肇 氏／新潟県立リウマチセンター	副院長 聞き手：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

石川	肇	氏

4 ページに続きます

会場の様子
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6 ページに続きます。

リウマチ手の手術のタイミング	続き

を教えていただけますか。

リウマチ手の装具療法と日常生活の工夫：
大前提は疾患活動性の制御

石川：リウマチ手の変形をどう予防する
か，進行をどう遅らせるかということです
が，大前提は疾患活動性の制御です。薬物
療法によって病勢を鎮静化しないと，どん

際，手指を座面について支えにしない。ジャ
ムなどの広口ビンの蓋は手掌全体を使って
開ける。ペットボトルのキャップは自助具
を使って開ける。コップは取っ手でなく本
体を両手で持つ。さらに，尺側偏位を予防
するため，雑巾がけは橈尺側方向でなく前
後方向に拭く。こういった具体的な指導が
大切です。
仲村：なかなか具体的ですね。では装具に
ついてはいかがでしょう？
石川：装具は患者さんが装着してくれては

じめて効果がでるものです。その意味で，
ボトル・オープナーのように必要に迫られ
て使う自助具とは違った難しさがありま
す。
仲村：確かに。せっかく値段の張る装具を
作製しても，結局つける機会があまりな
かった，なんていう話は珍しくないですか
らね。
石川：そんな状況にあって，私が最も重視
して，かつ患者さんの装着率・満足度が高
い装具はリストサポーターです（図３）。
私は作業療法士に作製してもらっています
が，同様なものが市販されています（SWS: 
Senami Wrist Supporter 荒木義肢製作所
製）。布製の軟性装具で，患者さんがその
日の調子に合わせて一番心地よい強さで巻
くことができます。手首がしっかり安定す
るので握力も増し，患者さんからの評判は
上々です。また布製でかさ張らないので，
装具をつけたまま台所用のゴム手袋をすれ
ば水仕事もできます。
仲村：これなら患者さんもつけてくれそう
ですね。手首の安定が指の機能を改善する，
まさに手首は指のキー・ストーンというこ
とがわかります。また，この製品自体が水
かぬるま湯で手洗いすることもできるとい
うことなので，その点もいいですね。他に
はどんな装具を使っていますか。
石川：母指の指節間（IP）関節の固定スプ
リントはよく使います。生物学的製剤を自
己注射するときに，母指の IP 関節が曲がっ
てしまうとうまく打てません（図４）。そ
んな患者さんに熱可塑性の材料で母指 IP
関節固定スプリントを作製します。これは
ある意味，自助具的な意味合いもあるので
装着率は高いです。また「固定術の手術を
すると術後はこんな感じになりますよ」と
もお話ししています。
仲村：なるほど，スプリントをつけること
で術後のイメージがつきやすくなるのです
ね。では，さきほどご説明いただいたスワ
ンネック変形や尺側偏位に対する装具はい
かがですか。
石川：もちろんこれらの変形に対するスプ
リントもあります（図５・６）。しかし変
形の予防効果や除痛効果は限定的で，装着
率はあまりよくありません。実際には手術
前の模擬体験という意味合いが強いです
ね。
仲村：運動療法に関してはいかがでしょう
か。リウマチ患者に対するリハビリテー
ション，特に作業療法に関しては，これ
までなかなかエビデンスが構築できていな
かったという印象があるのですが。
石川：確かにそうなのですが，最近，リ
ウマチ手の運動療法に関する興味深い報
告が Lancet 誌に発表されました（Lamb 
SE et al., Lancet 2015; 385: 421-9）。これは
リウマチ患者 490 名を対象に数種類の指・
手関節の運動を 12 ヵ月間おこなったとこ
ろ，手の機能が有意に改善されていたとい
うもので，SARAH（Strengthening And 
stretching for the Rheumatoid Arthritis 
of the Hand）とよばれています。
仲村：今後の展開が楽しみですね。ではい
よいよリウマチ手の手術療法について解説
していただきます。やはりなんといっても
肝はタイミングですね。

リウマチ手の手術のタイミング：
適応と実際の症例

石川：リウマチ手術の成績は手術のスキル
はもちろんですが，それに加えて，術前の
疾患活動性，術前の手指の機能，術後の後
療法（術後リハビリテーション）に大きく
影響されます。これには患者さんの意欲

な装具をつけても，日常生活で何に気をつ
けようと，さらに言えばどんなに上手に手
術をしても，変形は必ず再発するし，進行
をとめることはできません。したがってこ
れからのお話は，薬物療法による疾患活動
のコントロールができているうえで，さら
にどんな工夫をすればよいのかということ
です。

生活指導のキーワードは「関節保護」で
す。具体的には，重い荷物は手で持たず体
幹に近い肩にかける。椅子から立ち上がる

1

3

2

4

パワーネット（オベロン）と
マジックテープで作製

Ishikawa	H,	et	al:	Mod	Rheumatol	10;	155-159,	2000

図３　リウマチ手の装具療法：リストサポーター 図４　リウマチ手の装具療法：母指 IP 関節
母指 IP 関節

ミッキーマウス
ボタン型
（オルフィット）

携帯電話の操作 生物学的製剤の自己皮下注射
写真提供 / 石川	肇	氏

図５　リウマチ手の装具療法：尺側偏位
オルフィット製

ネオプレーンと
マジックテープ
で作製したスプ
リント

写真提供 / 石川	肇	氏

図６　リウマチ手の装具療法：スワンネック変形

写真提供 / 石川	肇	氏

図1　スワンネック変形の発生様式
A.	まずMCP 関節の関節炎が生じ，関節腫脹によって関節包が伸張される。

EDC（EIP，EDM） MPJ PIP	J
DIP	J

FDS

FDP

骨間筋

虫様筋

RA

B.	この疼痛刺激は骨間筋と虫様筋の防御的拘縮をもたらせる。これによりMCP
関節は屈曲位で，PIP 関節とDIP 関節は伸展位となる。

MP関節炎

FDS，FDPの力

基節骨基部に
かかる力（合力） 内在筋（主に背側骨間筋）

の力

指屈筋
腱腱鞘滑膜炎

骨間筋
虫様筋

C.	MCP 関節の掌側脱臼が次第に進行すると側索が背側に偏位する。これによ
りPIP 関節は伸展する。PIP 関節が過伸展すると，深指屈筋腱が緊張して
DIP 関節を屈曲させるので，最終的にスワンネック変形となる。

伸筋腱

深横中手靭帯

MP関節屈曲，掌側亜脱臼

PIP 関節の回転中心

中央索

側索の背側移動

イラスト/ 石川	肇	氏

骨間筋
虫様筋

イラスト/ 石川	肇	氏

図 2　尺側の発生様式

C.	日常生活のなかで物を握ると重力の影響で指には尺側方向への力がかかる。
これも尺側偏位を助長する要因である。

重力

C

B.	指を握って拳を作ると環指・小指の中
手骨頭が掌側に沈み込む。その結果，
伸筋腱が尺側へと偏位し，これが力源
となって環指・小指が尺側に偏位する。

B

A.	示指と中指のMCP 関節は解剖学的
に13～14度尺屈している。そのため，
屈筋腱の走行が MCP 関節で尺側方
向に曲がる。これが指を尺側方向へ曲
げるベクトルとなる。

A

屈筋腱の
走行

14°
13°

4°

8°

24°

10°
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リウマチ手の手術のタイミング	続き

対談中の仲村編集長（左）と石川氏（右）。新潟県立リウマチセンターにて。

表１　リウマチ手の手術のタイミング

リウマチ手の手術適応 具体例

絶対的適応：
優先して手術を考慮すべき状態

１. 腱断裂（ほとんどが手関節背側
における伸筋腱断裂）。EDM テ
ストが有効

２. 絞扼性神経障害（代表例：屈筋
腱の腱鞘滑膜炎による正中神経
圧迫→手根管症候群）

相対的適応：
疾患活動性を制御したうえで手術
を考慮すべき状態

３. ６ヵ月以上持続する有痛性滑膜
炎があり，ステロイドの関節内
注射の効果が不十分な場合。

４. 遠位橈尺関節障害による前腕の回
旋制限。特に回外が制限されて
洗顔が不自由になっている場合。

５. 握力低下（女性で 135mmHg 以
下を目安に）

６. 手の外観・美容的な問題

も含まれます。したがって，大切なことは①
術前の病勢を低疾患活動性（LDA）以下に
しておく。②よく話を聞き，よく説明をして，
患者さんとの信頼関係を築く。③術前の機
能を考慮したうえで，無理のない明確なゴー
ルを設定する，ということになります。

そのうえで，具体的な手術のタイミングを
表１にまとめました。このなかで腱断裂と神
経障害は全身状態が許せば何をおいても手
術を考慮すべきです。しかし本来，このよう
な状態は疾患活動性の制御ができていれば
起こらないはずですね。しかし，まあここ
が実臨床の実臨床たる所以なのです。現実
的には腱断裂の患者さんがいなくなることは
ないでしょう。

特に伸筋腱断裂では小指・環指・中指の
3 本が断裂すると成績が芳しくありません。
断裂腱がせめて小指・環指の 2 本，できれ
ば小指１本でご紹介くださると助かります。
腱断裂のスクリーニング検査としては，小指
伸展テスト（EDM テスト）が便利です。こ
れは「小指 1 本を独立して立てることができ
なければ小指伸筋が断裂している」という
簡便なテストです。小指を伸展する腱には小
指伸筋（EDM）腱と小指の総指伸筋（EDC-V）
腱の 2 本があり，このうち EDM 腱だけが
断裂した状態を診断できるので，腱断裂の
早期発見に極めて重要なスクリーニング検
査です。
仲村：EDM テストは簡便で一瞬でできる検
査ですから，特に手関節の腫脹が持続して
いる患者さんにはぜひやっていただきたい検
査です。ここからは実際の症例を見せてい
ただきましょう。
石川：まず，1 例目は 60 歳代の女性でリウ
マチ歴 12 年になる患者さんです。生物学的
製剤が著効し臨床的寛解ですが，左手関節
と左母指 CM 関節が痛く，前腕の回外運動
が制限され，洗顔ができない，車のキーを
回せない，蓋開けや蛇口の開閉ができない，
じっとしていても痛いことがあると訴えてい
ました（図 7）。リストサポーターを装着し，
ステロイド（ケナコルト）関節内注入も行い
ましたが，効果不十分でした。そこで，左
手関節尺骨遠位端切除（Darrach），滑膜切
除術，橈骨月状骨間部分固定術，母指 CM
関節形成術（Thompson） が行われ，痛み
は消失し回外が可能となり，自由に左手を
使えるようになりました。

2 例目は，60 歳代の男性でリウマチ歴 2
年になる患者さんです（図 8）。右手首が腫
れて，タオル絞りで痛かったのですが，あ
る日突然，環・小指が伸びず，洗顔時指が
顔をつつくので困るとのことで来院されまし
た。中疾患活動性でしたが，滑膜増殖が著
しく尺骨頭の背側亜脱臼をみとめており，橈
側に向かってさらに腱が切れていく可能性
があったため，早急に手術を行うことにし
ました。尺骨頭切除（Darrach），橈骨月状
骨間部分固定術，尺骨手根屈筋（FCU）腱
による尺骨断端安定化，環・小指総指伸筋

（EDC4, 5）腱と小指伸筋（EDM）腱の中
指総指伸筋（EDC3）腱への端側縫合を行
いました。その結果，指の伸展は元通りとな
り，タオル絞りも可能となりました。

3 例目は 60 歳代の女性でリウマチ歴 40
年の患者さんです。臨床的寛解の方ですが，
両手指に高度変形があり人目が気になるこ
と，大きなものを握れないことを困ってい
ました（図 9）。母指から小指の MP 関節
に人工指関節置換（Swanson）を施行しま
した。術後，手の外観が良くなり，物を持
ちやすくなったことで，患者さんの気持ち
は明るくなり，手術に対して大いに満足し
ていただけました。
仲村：大変きれいな手術を見せていただきま
した。手の機能が術前・術後で明らかに改

善していることが，写真からでもよくわかり
ます。患者さんの満足度もさぞかし高いだろ
うと思います。さて，最後に見せていただく
のは，難治例というか「手術のタイミングは
遅れましたがなんとかしました」という症例
です。

難治症例：
なんとかここまで治しました

石川：関節破壊があまりにもひどく，十分
な手の機能を復元できませんでしたが，患
者さんにある程度，満足していただけた 2
例を紹介します。

症例 4 は 40 歳代の女性でリウマチ歴 21
年になり，臨床的寛解を達成しています
が，高度指変形のための人目が気になる，
ジロジロ見られたくない，手袋をはめられ
ない，大きなものをつかめないとの訴え
がありました（図 10）。症例 3 と異なるの
は，MCP 関節により高度の脱臼と短縮を
きたしており，PIP 関節に高度屈曲拘縮が
ある点です。示・中・環指 MCP 関節形成
術（Swanson），母・小指 MCP 関節，示・中・
環・小指 PIP 関節固定術を施行しました。
術後，手の外観が改善したことで，人前に
手を出せるようになり，十分な力は回復し
ませんが，ボールや缶や瓶などの円筒形の
物を握って持てるようになりました。

症例 5 は 60 歳代の女性でリウマチ歴 25
年のムチランス手の患者さんですが，突然
環指の屈曲ができなくなり，下の箸を母指

との間で支えられなくなり，箸を使えなく
なったので，紹介されて来院されました（図
11）。3 次元 CT 画像で，環指の屈筋腱が
消失していることが確認されたため，まず
環指の浅指屈筋（FDS4）腱に対する遊離
腱移植を行いました。深指屈筋腱は固有指
部全長にわたり消失しており DIP 関節も
ほぼ自然固定となっていたので，FDS4 腱
のみの再建としました。その後，母～小指
人工指 MP 関節置換術（Swanson），母指
IP 関節，示指 PIP・DIP 関節固定術を施
行しました。術後，力は弱いものの，ペグ
やコインなどの小さな物をつまんだり，箸
の使用が可能となりました。
仲村：かなりの症例ですね。特に症例 5 は
石川先生のキャリアのなかでも最も難しかっ

た症例ということです。これは我々外科系リ
ウマチ医でも思わず溜息が出てしまうような
難治例です。もちろん一般の整形外科医が
安易に手を出してよい手術では決してなく，
高い専門性と洗練された手術テクニックを有
する者だけに許される手術といえます。手術
のタイミングが遅れると，外観はよくても機
能的には術前より使えない手になってしまう
ことがしばしばあります。

我々の願いは内科医と外科医が手術のタ
イミングに関して共通の認識を持ち，この
ようなリウマチ手の難治例が世の中からな
くなることです。本日はお忙しいところ貴
重なお話を伺うことができました。ありが
とうございました。

（文責：仲村一郎）

図 8　症例 2
60 歳代	男性	RA 歴 2年

尺骨頭切除
（Darrach）
橈骨月状骨間部分固定，
FCU 腱による尺骨断端安
定化，EDC4,5&EDM 腱
の EDC3 腱への端側縫合

術前 術後1年

術前
DASH:	
7.5

➡

術後
DASH:	
1.67

写真提供 / 石川	肇	氏

図10　症例 4
40 歳代	女性	RA 歴 21年

人目が気になる
手袋がはめられない
大きなものをつかめない

PSL	2mg/d のみで
DAS28：2.1.	SDAI：1.6	
CDAI：1.0
寛解，母指から小指の高
度変形

術前

術後

XP

XP

3D-CT

3D-CT

写真提供 / 石川	肇	氏

図11　症例 5
60 歳代	女性	RA 歴 25 年

FDSIV 腱に対する遊離腱
移植，母～小指人工指MP
関節置換法（Swanson），
母指 IP 関節，示指 PIP・
DIP 関節固定術を施行。

術前

箸を
使えない
→使える

コインを
つまめない
→つまめる

術後

写真提供 / 石川	肇	氏

図 9　症例 3
60 歳代	女性	RA 歴 40 年

母～小指人工指MP関節
置換術（Swanson）

術前 術後

写真提供 / 石川	肇	氏

図 7　症例１
60 歳代	女性	RA 歴 12 年

左手関節尺骨遠位端切除
（Darrach）
橈骨月状骨間部分固定術
母指 CM 関節形成術
（Thompson）

術前 術後1年

写真提供 / 石川	肇	氏
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  リウマチ医になったわけ
医師を目指したきっかけは，開業医という

環境で育ったことだと思います。父が開業し
た 52 年前は，市で唯一の整形外科で，救
急指定病院であったことから，幼少期は病
室の一室が住まいという状況でした。その
ため，遊び場はもっぱら病院内でした。特
に同年代の子供の病室にはよく遊びに行っ
ており，お菓子を食べたり，ベッドに潜って
遊んだりしていたので，よく怒られていまし
た。ただ，子供ながらに長期間入院を強い
られていることをかわいそうだなあと感じて
いました。父が肢体不自由児施設を兼務し
ていたため，行事に一緒に参加することも
多く，自然と病気を治したいと思うようにな
りました。このような思いで医学部に進学し
たのですが，学生時代はテニスに明け暮れ，
初心はどこへやら・・で，1992 年研修医生
活が始まりました。そこで一番初めに受け
持った患者さんが，重症の全身性エリテマ

トーデス・ループス腎炎（LN）の患者さんだっ
たことで，進むべき道が決まりました。そして，
その際にご教授頂いた東大旧第３内科の腎・
膠原病グループに入局させていただいたとい
うわけです。

  女性医師でよかったこと
リウマチ性疾患を専門とする女性医師は

みな感じることだと思いますが，女性患者の
割合が多いため，男性医師よりも理解でき
る部分が多いところだと思います。

  ひとりごと
私は当初腎疾患の一部として膠原病をみ

ておりました。特に LN に興味があり，学位
も臨床も LN 中心でしたが，大学の内科再
編成に伴い，アレルギー・リウマチ内科所
属となり，リウマチ性疾患全般を診るように
なりました。その頃から，リウマチ性疾患
に対する治療薬に免疫抑制剤，その後生物

学的製剤，低分子化合物が導入されるよう
なりました。その成果を目の当たりにし，衝
撃を受け，それらの投与により生じる免疫
学的変化に興味がわき，現在は免疫療法管
理学に所属し，また外来枠として免疫疾患
治療センターを立ち上げることになりました。
医師になって 25 年，あっという間でしたが，
今改めて思うことは，患者さんが先導役で
あったことです。患者さんと出会い，その病
気を治したいと思い，そして多くの先生方に
支えられたからこそ，今があります。女性は
男性と比べると，出産・育児・家庭・介護な
どの影響を受けやすいです。思い描いてい
たようにはいかないことも多いですが，私の
周囲の女性医師の先生方は，それらを受け
入れ，取り込む能力があり，本当に頼もしい
と感じています。私はいつもパワーをもらう
側なので，大きなことは言えませんが，どん
な形でもいいので，リウマチ医を継続するこ

と，これが大事だと思います。継続していれ
ば，次の展開が見えてくるはずです。リウマ
チ性疾患克服に向けて，一緒にがんばって
いきましょう！

  バトンタッチ
初めてお会いした時，責任ある立場で忙し

く働かれているにもかかわらず，それを感じ
させない雰囲気で素敵だな～と感じました。
同じ“浩子”つながりで勝手に親しみを感じ
ております。次回のコラム，よろしくお願い
します！　福島は温泉が有名ですが，リウ
マチ診療において，地域の特色をいかした
ものがあれば教えて下さい。
 （文責：神田	浩子）

◎神田氏からバトンを受け，次回登場する
医師は，小林浩子氏（福島県立医科大学	リ
ウマチ膠原病内科）です。

神田 浩子 氏／東京大学医学系研究科	免疫療法管理学／アレルギー・リウマチ内科	特任准教授

第 4 回

（編集部より）「女性リウマチ医のひとりごと」は143	号より始まった連載。毎回，担当
者が次の担当者を指名する“数珠つなぎ”形式です。第 4回となる今回は，第 3 回に登場
された埼玉医科大学リウマチ膠原病科の舟久保ゆう氏の指名により，神田浩子氏が登場
します。

３つの専門外来（バイオ外来，乾癬性関節炎外来，免疫疾患治療センター）を担当しているスタッフと。
左から田中氏，神田氏，立石氏，藤川氏。

企画運営委員会の活動について

平成 30年 1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 30 年 1月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 30年 1月9日（火）18：00～ 19：05
《報告事項》
１．委員会の開催について

（１）法人賛助会員セミナー
（２）第 3回リウマチ専門職制度設計ワーキンググループ
（３）リウマチ専門職委員会
（４）平成 30年度リウマチの治療とケア教育研修会（仮称）世話人打合会

２. 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及びリウマチの治療とケア研修会全地区が終了した。
参加者はリウマチ教育研修会が394名，リウマチの治療とケア研修会が474名であった。

３．平成 30年度「リウマチの治療とケア教育研修会（仮称）」の世話人について
リウマチ教育研修会とリウマチの治療とケア研修会を統合し，「リウマチの治療とケア教育研修会（仮
称）」とし，全国 6地区と東京，大阪の計 8か所の開催予定。

４．財政状況について
【審議事項】
１．平成 30年度リウマチ月間全国大会について・月間実行委員会の設置
２．教育研修会等実施要領（案）の制定について	
３．リウマチケア看護師（第 8期新規・第 3期更新）の登録申請について	
	 新規リウマチケア看護師は113名，更新者は240名。
４．リウマチ財団登録薬剤師（第 4期新規）の登録申請について	
	 新規リウマチ財団登録薬剤師 14名。
５．リウマチ専門職委員会委員の委嘱について・理学療法士・作業療法士制度検討部会の設置
について

	 中村耕三先生を副委員長，専門職委員として日本理学療法士協会，日本作業療法士協会から
委員各１名の推薦をいただき，審議し承認された。

６．リウマチ財団登録医規則の改定（案）について
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．第 30回日本医学会総会 2019 中部疾患啓発イベントについて
	 今回は不参加とする。
９．育児・介護休業等に関する規則（案）の制定について
10. 平成 30年度の企画運営委員会等の開催日程について

ご寄付いただいた方

大田	富士子	様 吉田　健太郎	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。

リウマチ財団登録理学療法士・作業療法士（仮称）制度

平成 31度「リウマチ財団登録理学療法士・作業療法士（仮称）制度」を発足する予定です。
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産後ドゥーラという言葉をお聞きになっ
たことがあるでしょうか？　産前産後の女
性に寄り添い，子育てが軌道にのるまで
の期間，自宅に訪問して家事や育児のサ
ポートをしてくれる人が産後ドゥーラです。
私事で恐縮ですが，年末に第二子を出
産し，まさに今，ドゥーラさんのお世話に
なりながら過ごしています。ドゥーラさんと
の雑談で興味深かったのは，お母さんた

ちのお宅に通うことで生活に密着した悩
みを知ることができると話してくれたことで
す。産後ドゥーラを利用されるお母さんの
中には疾患を持った方もいらっしゃいます。
関節リウマチのお母さんのお世話に入っ
たこともある方もいました。30 代のお母さ
んで，手や肘の変形がみられ，握力は弱
く，細かいものをつまんだりすることも難し
い状態であり，赤ちゃんの抱っこやオムツ
替えなどのお世話に不安を感じていたそ
うです。ドゥーラさんは，お母さんができな
い動作を把握してお手伝いすることはでき
ても，お母さんが一人の時間にどうしたら

よいのかの対策を考えてあげることはでき
ず，歯がゆかったということでした。産後は，
ホルモン環境の変化，睡眠不足もあります
し，今まで行わなかった動作をすることが
増えて関節への負担も増すと考えられま
す。昨年の秋に JCHO 湯河原病院の作
業療法士さんのお話を拝聴する機会があ
りました。産後のリウマチ患者さんへの対
応として，各メーカーの抱っこひもやベビー
カーについて関節の機能を考慮した使い
勝手の比較をされていました。まさに生活
に直結したケアの良い例と思います。今
後，当財団によるリウマチ財団登録理学

療法士・作業療法士（仮称）制度の創
設により，運動器リハビリによる機能回復と
維持のみならず，このような生活に直結し
たケアの充実が期待されます。患者さん
自身がメンバーとなるコンコーダンスモデル
が本稿で取り上げられていましたが，患者
さんを中心とし，多職種がそれぞれの目線
で患者さんを支えていくことが，今解決で
きていない問題の解決につながっていくの
だと思います。

（後藤	美賀子）

国立成育医療研究センター

妊娠と薬情報センター

財団ホームページ　リウマチ情報センター

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

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（ACR 2017）

藤田	俊一	氏／川崎医科大学	リウマチ・膠原病学	大学院生

	「Tankyrase/Wnt	Inhibitor	Upregulates	Osteoclastogenesis	and	Osteoblastogenesis	
via	SH3BP2」の演題でポスター発表を行った。
Tankyraseはpoly	ADP	ribose	polymeraseという酵素蛋白で，標的蛋白の分解を誘導する。
代表的な標的蛋白にWnt 制御蛋白であるAXIN 蛋白があり，Tankyrase 阻害剤はAXINの蓄
積を介してWnt 阻害作用を有し，抗癌剤や抗線維化薬への臨床応用が期待されている。一方，
SH3BP2 蛋白が Tankyrase の標的蛋白であることが近年報告された。これまで，我々は細胞
内アダプター蛋白であるSH3BP2が破骨細胞調節因子であることを報告し，SH3BP2が関節
炎などの骨破壊性疾患の治療標的となり得ることを明らかにしてきた。TankyraseとSH3BP2
の関連については報告されているものの，Tankyraseの骨への作用は明らかとなっておらず，本
研究ではTankyrase 阻害剤を用いて解析を行った。
まず，Tankyrase 阻害剤は，マウス骨髄マクロファージにおいてRANKL 誘導性に破骨細
胞分化および機能を亢進させた。Tankyrase の阻害によりSH3BP2の発現量は増加し，そ
のbinding	partnerであるSykのリン酸化亢進およびNFATc1を活性化させることが明らかと
なった。また，Tankyrase 阻害剤は，マウス新生仔骨芽細胞において骨芽細胞分化を亢進さ
せた。Tankyrase の阻害によりSH3BP2の発現量は増加し，その binding	partnerである
ABLの活性化および TAZ，Runx2を活性化させることが明らかとなった。最も重要な点として，
Tankyrase 阻害剤をマウスに4週間経口投与すると，脛骨および腰椎椎体ともに有意に海綿骨
量は低下し，組織解析にて有意に破骨細胞数を増加させた。以上の結果より，Tankyraseが破
骨細胞分化および骨芽細胞分化を調節する新規の骨代謝調節因子であること，またTankyrase
阻害剤のマウスへの投与により破骨細胞活性化を介して骨量が減少することを明らかとした。本
薬剤が抗癌剤や抗線維化薬として臨床応用される際には，潜在的な骨量減少の副作用に注意
が必要と考えられた。
Tankyraseはまだまだ不明な点が多い酵素蛋白で，リウマチ性疾患におけるTankyraseの挙
動やその制御因子などについては報告されていない。Tankyraseの関節リウマチを含む各種病
態における役割および Tankyraseを標的とした治療応用の可能性について，今後も検討してい
きたい。

中坊	周一郎	氏／京都大学医学部附属病院	免疫・膠原病内科	医員

「Protein	Carbamylation	Is	Induced	By	Activated	Neutrophil:	Ex	Vivo	Analysis（活性
化した好中球はタンパクをカルバミル化する−Ex	vivoにおける検討）」の演題でポスター発表を
行った。
　関節リウマチ（RA）患者の多くで抗シトルリン化タンパク/ペプチド抗体（ACPA）が陽性

となることが知られる。これはシトルリン化という翻訳後修飾を起こしたタンパクに対する抗体で，
現在広く診断に用いられている。これに続き，2011 年にカルバミル化という別の翻訳後修飾タ
ンパクに対する抗体（抗CarP 抗体）がRA患者に見られることが報告された。私たちは近頃，
アルブミンがこの抗CarP 抗体の対応抗原の1つであることを報告した。その際，抗カルバミル
化アルブミン抗体を有するRA患者の血中ミエロペルオキシダーゼ（MPO）量は抗体を有さない
RA患者と比較して有意に多いことを併せて報告したが，MPOが好中球に多くみられることを考え
ると，このことは抗原および抗体の産生に好中球が関与していることを示唆した。
そこで，好中球を活性化することで実際にアルブミンがカルバミル化されるか否かを見ることとし
た。
結果，好中球培養液中のアルブミンは活性化刺激がなくともわずかにカルバミル化され，PMA
により活性化するとさらに強くカルバミル化されることが分かった。また，活性酸素の産生にかかわ
る酵素であるNADPHオキシダーゼを阻害するDPIによりカルバミル化は完全に阻害されること
も分かり，好中球からのMPOの分泌に加えて活性酸素種の産生が蛋白のカルバミル化に重要
であることが分かった。
抗CarP 抗体はACPA同様にRA発症前から陽性になることが知られており，今回の研究は
RAの発症機序を考慮するうえで重要な知見であると考えられる。
好中球の研究はまだまだ進んでおらず，今後の発展に大きな期待ができる分野である。いずれ
はRAの完全な病態解明，そして治癒が可能な治療法の発見につながるように，研究を続けてい
きたい。

福田	康治	氏／神戸大学医学部附属病院	リハビリテーション科

「Decoy	Receptor	3	up-regulates	Cadherin	2	 in	Rheumatoid	Synovial	Fibroblasts」
の演題でポスター発表を行った。
Decoy	receptor	3	(DcR3)はTNFレセプタースーパーファミリーに属する分泌型のレセプター
であり，FasL，LIGHT，TL1Aの 3つのリガンドに結合し，これらのリガンドの作用を阻害する。我々
のこれまでの研究結果より，リウマチ滑膜線維芽細胞 (RA-FLS)においてDcR3は強発現して
おり，FasLに結合することでFasを介したApoptosisを阻害することが明らかとなっている。ま
た近年DcR3はレセプターとしてだけでなくリガンドとして作用することが報告され，我 も々DcR3
が RA-FLSにおいてTNFαによる細胞増殖効果を阻害することを報告した。さらにマイクロアレ
イ法を用いた網羅的解析により，RA-FLSにおいてDcR3により発現が制御される遺伝子プロ
ファイルを明らかにした。その遺伝子プロファイルにおいて，DcR3によりもっとも強力に発現を誘
導される遺伝子の一つにCadherin	2（CDH2）を見出し，今回はRA-FLSにおけるDcR3の
CDH2発現制御について検討を行った。
生物学的製剤治療歴のないRA患者の滑膜組織から得られたRA-FLSを，様々な濃度の
DcR3で刺激し，real	time	PCR法を用いてCDH2	mRNAの発現を解析した。また，RAおよ
びOA滑膜組織に対して，CDH2について免疫組織染色を行った。実験の結果より，RA-FLS
におけるCDH2	mRNAの発現はDcR3 刺激により濃度依存性に誘導され，またRA滑膜組織，
特にそのSub-lining	layerにおいてCDH2が強く発現していることが明らかになった。
CDH2は，RA-FLSにおいてCyclin-dependent	kinase	1の一つであるp27kip1を介して細
胞増殖抑制に寄与するとされており，今回の結果からDcR3が CDH2，p27kip1を介してRA滑
膜増殖を抑制する可能性が示唆された。
今回の学会ではRA-FLSに関する多くの発表がなされた。新たなRA滑膜増殖制御法の開
発につながるよう引き続き研究を進めていきたい。

平成 30 年度リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続
平成 25年度にリウマチ財団登録医になられた方は，平成 30年度資格更新者に該当
いたしますのでご留意ください。

申請受付期間 平成 30 年 3 月 1 日〜 5 月 31 日

平成 30 年度 リウマチ財団新規登録医募集
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 30 年 3 月 1 日〜 5 月 31 日

新刊のお知らせ

『リウマチ患者さんのQ&A　第 2版
～お答えします！リウマチ患者さんからの100の質問～』

日本リウマチ財団ホームページの「リウマチ情報センター」
に寄せられた患者さんからの質問とそれに対する専門医の
回答のなかから，特に重要と思われる100の質問を集めま
した。
実際に診療の場でよくきかれる質問を
中心に，最新の情報にもとづき，患者
さんの役に立つようまとめています。
ご購入に関しましては財団ホームページ
をご覧ください。


