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155号の主な内容
● 北海道胆振東部地震時の停電と診療状況について
● 女性リウマチ医のひとりごと 第12回 軽部美穂氏
● 新たな帯状疱疹サブユニットワクチン導入の意義
● 編集員コラム テーマ：風疹
● 妊娠とリウマチ性疾患に関する国際会議
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北海道胆振東部地震時の停電と診療状況について
いぶり とうぶ

● 今回の地震においては、停電がいちばんの問題となった。

● 停電時に機能が止まることで診療に支障を来したものは、電子カルテ、固定電話、生物学的製剤用の冷蔵庫、エレベーターであった。

● 非常電源の確保が必要である。
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はじめに
　2018年9月6日午前3時7分、北海道胆振東部
地震において北海道全域の停電が発生しまし
た。2011年の東北地方太平洋沖地震より大きな、
この地域では初めてという程の揺れ（最大震度
7）を感じました。自身のクリニックでの対応を
行った私は、同地域の他のリウマチクリニックで
はどのように対応したのか、どのような問題が

あったのかが気になり、副院長に相談し直ちに
調査を開始しました。まだまだ落ち着かない中、
回答を下さった先生方・スタッフの方に感謝申し
上げます。

目的・方法
　目的：震災発生時から3日間のリウマチ診療
施設での実態を把握すること。

　方法：北海道地区でリウマチ診療を行って
いる施設36施設および調剤薬局7施設へ、震
災時の状況についてのアンケートをメールおよ
び郵送で依頼し、回収した。質問項目は、9月6
日～8日における停電時間、施設の状況、診療
状況および停電時の問題点、今後の対策等に
ついて自由記載とした。

結果
　医療機関25施設、調剤薬局7施設から回答を
得た。各施設の地震による直接被害はなかった。
　図1　停電時間と施設の状況。災害拠点病院
は停電皆無であったが、その他の施設では平均

24時間の停電を経験し、ビル内クリニックでは
最大53時間にもなった（当施設）。エレベーター
や給水の被害も見られた。
　図2　連絡手段と診療状況。約半数の施設で
電話が不通となり、患者への連絡および患者
問い合わせが困難であった。84％が電子カルテ
使用のため約60％の施設が停電により診療に
支障をきたした。
　図3　患者対応。BIO（生物学的製剤）投与で
きなかった患者への対応では約半数で後日対応
となった。薬不足や遠方患者への対応でも後日
対応が多かった。
　図4　薬剤保管状況と薬局の営業状況。薬局

ではほぼ全施設で停電となったため、冷所保存
が必要である生物学的製剤の取り扱いが問題
となった。クリニック、薬局とも停電したままの
冷蔵庫に保冷剤を加えそのまま保存が約半数を
占め、約20％余りが保冷庫のある施設（卸業者
など）へ依頼していた。薬局の営業は6割以上で
行われていた。
　図5　NHKテレビ（地震発生間もない3時１2
分と6時1分）、続 と々入る新聞記事（北海道新聞
より）。札幌市中央区の自宅にいた私自身は、大
きな地震の揺れで飛び起き、まずは家族への
声掛けと家の中の異常の有無を確認してテレビ
をつけた。札幌の近くで震度7の地震が発生し、
次 と々悪い情報が入って来た。余震の恐れを強
く訴え各人の安全確認・確保を促していた。朝6
時には道央を中心に全道各地に広い範囲での
被災状況を報道していたが、その後まもなく停
電に陥り、冷蔵庫は消え、テレビは見えず、固定

電話も通じなくなって、生活への不安が生じて
きた。携帯ラジオでの限られた情報のみだった
が幸い携帯電話のみは通じて、職場の仲間と
の連絡が始まったが、何から手を付けて良いか、
どのように対応すべきか判断に苦慮した。
　図6　北海道新聞社発行報道写真集：山崩れ、
道内主要病院の停電時刻。北海道内全域の主
要病院も停電に見舞われ、一時は大きな問題と
なったが、ほとんどの施設で早期に非常用電源
が稼働し大事に至らなかったのは幸いであった。
ただ震源地の近くを中心に今回の地震での負傷
者は700名以上に上り、40名以上の尊い命が失
われました。ここにご冥福をお祈り申し上げます。

考察
　今回初めての経験の中で多くの問題点が明ら
かになった。各施設からの具体的回答の一部を
掲載する。

　1．停電後の休診体制の連絡方法が決まって
いなかった。ビルの大口受電のため停電復旧が
大幅に遅れたことから、クリニック再開の見通し
が立たなかった。非常階段も真っ暗で患者の
誘導に問題あり。
　2．停電から電気が回復するまでの約26時間
は、患者への連絡がまったくできなかった。9月
7日の予約票は前日の診療後にコピーしていた
が、電話番号（固定電話、携帯電話）は控えてい
なかったため、電子カルテが作動するまで患者
への連絡はとれなかった。スタッフは携帯から
メールを打って、連絡をとりあった。
　3．患者が停電で皮下注製剤を冷凍庫に保管
した。後で通電し冷凍庫に保管したことを忘
れてしまい廃棄処分となった。メーカーは交換
対応せず。
　4．連絡の取れない職員がいた（携帯電話が
つながらない）。札樽間の交通網のマヒにより札

幌在住の職員は出勤できなかった。
　5．電子カルテが作動しないため外来診療困
難、最小限の対応のみ行った。薬剤の残数に余
裕がない患者がいた。連絡先が変わっていて
連絡がつかない患者がいた、などの回答が得ら
れた。

今後の対策
　解決すべき具体的問題として、災害時の連絡
手段（スタッフおよび患者）、出勤の可否の基準、
生物学的製剤の管理方法の問合せ等が挙げら
れた。今後の対策として、1）災害時連絡手段の
確立、2）スタッフ間での事前打ち合わせ、3）普
段からの患者指導、4）災害対策マニュアル、5）
非常電源の確保などを中心に、これらの課題を
施設ごとに具体的に解決しておくことが必須で
あり、予期せぬ災害に万全の態勢で臨むことが
重要と思われた。

図5 NHKテレビ（地震発生間もない3時12分と6時1分）、続々と入る新聞記事
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●リウマチ医になったわけ
　昭島病院の楠芳恵先生からバトンを承りまし
た。よろしくお願いいたします。
「医者になったら青春がなくなるぞ」と実家の父
（田舎の整形外科開業医）から脅された私は、
元々医師になるつもりはなく、でも何かクリエイティ
ブな仕事をしたいなあとぼんやり考えていました。
しかし諸事情から急遽医師を目指すことになり、
医師免許を取得。が、待っていたのは「社会人」の
洗礼。朝7時病棟に行き深夜帰宅で休みはほぼな
し。今だったらアウトー！　ですが、当時の研修医は
他の大学もほぼ同じ扱いで、「自己研鑽を積む医
師の端くれ」的な存在でした。そんななか、リウマ
チ膠原病科の面白さを力説してくれた女性先輩
医師がカッコ良かったこと、さらにSLEの患者さん
を受け持ち、おこがましくも自分が治してあげたい！
と思ったことが、この分野に足を踏み入れたきっ
かけです。元々クリエイティブな仕事をしたいと
思っていたこともあり、相性が良かったのでしょう。

21世紀になり飛躍的に進歩したリウマチ治療。
その恩恵を受けた患者さんたちから感謝された
りして（決して私のおかげではないけれど）……
本当にやりがいのある仕事です。

●女性医師でよかったこと
　私が医師となった頃はまだ女性医師が珍しが
られた時代（とはいっても平成ですが）。昭和初期
生まれの患者さんからは、「大丈夫なの？」と言い
たげな顔をされ（思い込みだったか？）、しょっちゅう
看護師や学医生に間違われ、僅かな同期女性医
師と孤軍奮闘していました。しかし、しばらくすると
むしろ同期の男性医師より評判が良くなり（これも
思い込みか？）、重症・難病を乗り越え退院する患
者さんからお礼やら激励やらを頂き、医者になって
良かった～！　と感激したりして、実は若い女医も
色々苦労しています。
その後専門分野（腎臓・リウマチ膠原病内科）に
進み日常診療を行っていますが、女性医師で良

かったことといえば、なんと言っても、女性ならでは
の案件を聞きやすいことです。男性医師が聞き
難いこともズバズバ聞いちゃいます（もちろん信頼
関係を築いてからね）。女性はどうみても男性より
コミュニケーション能力に長けているし、細部にま
で配慮できる。夫の浮気を瞬時に察知する能力
なんてまさに女（妻）の才能と言っていい。そんな
女性がリウマチ医として向いていない訳がありま
せん（笑）。終始、勝手な思い込みが入っていま
すが、もちろん男性医師、コメディカルの協力の
もとに成り立っていることも忘れてはいませんよ。
最近の入局動向としては、男性・女性に偏りなく
入ってくれています。本当に嬉しい限りです。

●ひとりごと
さて、令和の時代がやってきました。皇室内情に
詳しくなったのは私だけではないはず。まだまだ女
性天皇、女系天皇など話題も尽きないようです。こ

の新しい時代、少子高齢化がモーレツに進み、社
会保障、年金など様々な後回しにできない難問が
噴出し、制度の維持は容易ではありません。医療
を取り巻く環境も必然的に変化が求められます。
既に働き方改革、いわゆる労基問題が表面化し、
モーレツに働いたプロ意識の高い我々の上の世
代から「オレたちの時代は……」などと小言をいわ
れつつも、例えばシフト制、複数主治医制など医
療の効率化を図りながら、医療の質も上げていか
なければなりません。「男性は体力があるが、女性
は根性がある」と尊敬する先輩女性医師から言
われたことを胸に刻み、明日も根性で頑張ります。
（でも根性論を言うと若い医師から敬遠されるの
で心のなかでこっそりとね）

◎（編集部より）「女性リウマチ医のひとりごと」は
全15回で最終回を迎えます。次号、第13回の執筆
担当者は、沖縄県立中部病院・金城光代氏です。

第12回

「今年4月に、医局で撮影した集合写真です。研修医も入っているので少し“かさまし”かな」（軽部氏）
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はじめに
　2018年9月6日午前3時7分、北海道胆振東部
地震において北海道全域の停電が発生しまし
た。2011年の東北地方太平洋沖地震より大きな、
この地域では初めてという程の揺れ（最大震度
7）を感じました。自身のクリニックでの対応を
行った私は、同地域の他のリウマチクリニックで
はどのように対応したのか、どのような問題が

あったのかが気になり、副院長に相談し直ちに
調査を開始しました。まだまだ落ち着かない中、
回答を下さった先生方・スタッフの方に感謝申し
上げます。

目的・方法
　目的：震災発生時から3日間のリウマチ診療
施設での実態を把握すること。

　方法：北海道地区でリウマチ診療を行って
いる施設36施設および調剤薬局7施設へ、震
災時の状況についてのアンケートをメールおよ
び郵送で依頼し、回収した。質問項目は、9月6
日～8日における停電時間、施設の状況、診療
状況および停電時の問題点、今後の対策等に
ついて自由記載とした。

結果
　医療機関25施設、調剤薬局7施設から回答を
得た。各施設の地震による直接被害はなかった。
　図1　停電時間と施設の状況。災害拠点病院
は停電皆無であったが、その他の施設では平均

24時間の停電を経験し、ビル内クリニックでは
最大53時間にもなった（当施設）。エレベーター
や給水の被害も見られた。
　図2　連絡手段と診療状況。約半数の施設で
電話が不通となり、患者への連絡および患者
問い合わせが困難であった。84％が電子カルテ
使用のため約60％の施設が停電により診療に
支障をきたした。
　図3　患者対応。BIO（生物学的製剤）投与で
きなかった患者への対応では約半数で後日対応
となった。薬不足や遠方患者への対応でも後日
対応が多かった。
　図4　薬剤保管状況と薬局の営業状況。薬局

ではほぼ全施設で停電となったため、冷所保存
が必要である生物学的製剤の取り扱いが問題
となった。クリニック、薬局とも停電したままの
冷蔵庫に保冷剤を加えそのまま保存が約半数を
占め、約20％余りが保冷庫のある施設（卸業者
など）へ依頼していた。薬局の営業は6割以上で
行われていた。
　図5　NHKテレビ（地震発生間もない3時１2
分と6時1分）、続 と々入る新聞記事（北海道新聞
より）。札幌市中央区の自宅にいた私自身は、大
きな地震の揺れで飛び起き、まずは家族への
声掛けと家の中の異常の有無を確認してテレビ
をつけた。札幌の近くで震度7の地震が発生し、
次 と々悪い情報が入って来た。余震の恐れを強
く訴え各人の安全確認・確保を促していた。朝6
時には道央を中心に全道各地に広い範囲での
被災状況を報道していたが、その後まもなく停
電に陥り、冷蔵庫は消え、テレビは見えず、固定

電話も通じなくなって、生活への不安が生じて
きた。携帯ラジオでの限られた情報のみだった
が幸い携帯電話のみは通じて、職場の仲間と
の連絡が始まったが、何から手を付けて良いか、
どのように対応すべきか判断に苦慮した。
　図6　北海道新聞社発行報道写真集：山崩れ、
道内主要病院の停電時刻。北海道内全域の主
要病院も停電に見舞われ、一時は大きな問題と
なったが、ほとんどの施設で早期に非常用電源
が稼働し大事に至らなかったのは幸いであった。
ただ震源地の近くを中心に今回の地震での負傷
者は700名以上に上り、40名以上の尊い命が失
われました。ここにご冥福をお祈り申し上げます。

考察
　今回初めての経験の中で多くの問題点が明ら
かになった。各施設からの具体的回答の一部を
掲載する。

　1．停電後の休診体制の連絡方法が決まって
いなかった。ビルの大口受電のため停電復旧が
大幅に遅れたことから、クリニック再開の見通し
が立たなかった。非常階段も真っ暗で患者の
誘導に問題あり。
　2．停電から電気が回復するまでの約26時間
は、患者への連絡がまったくできなかった。9月
7日の予約票は前日の診療後にコピーしていた
が、電話番号（固定電話、携帯電話）は控えてい
なかったため、電子カルテが作動するまで患者
への連絡はとれなかった。スタッフは携帯から
メールを打って、連絡をとりあった。
　3．患者が停電で皮下注製剤を冷凍庫に保管
した。後で通電し冷凍庫に保管したことを忘
れてしまい廃棄処分となった。メーカーは交換
対応せず。
　4．連絡の取れない職員がいた（携帯電話が
つながらない）。札樽間の交通網のマヒにより札

幌在住の職員は出勤できなかった。
　5．電子カルテが作動しないため外来診療困
難、最小限の対応のみ行った。薬剤の残数に余
裕がない患者がいた。連絡先が変わっていて
連絡がつかない患者がいた、などの回答が得ら
れた。

今後の対策
　解決すべき具体的問題として、災害時の連絡
手段（スタッフおよび患者）、出勤の可否の基準、
生物学的製剤の管理方法の問合せ等が挙げら
れた。今後の対策として、1）災害時連絡手段の
確立、2）スタッフ間での事前打ち合わせ、3）普
段からの患者指導、4）災害対策マニュアル、5）
非常電源の確保などを中心に、これらの課題を
施設ごとに具体的に解決しておくことが必須で
あり、予期せぬ災害に万全の態勢で臨むことが
重要と思われた。

図5 NHKテレビ（地震発生間もない3時12分と6時1分）、続々と入る新聞記事

図1 停電時間と施設の状況

図2 連絡手段と診療状況

図3 患者対応

図4 薬剤保管状況と薬局の営業状況

図6 北海道新聞社発行報道写真集：山崩れ、道内主要病院の停電時刻
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●リウマチ医になったわけ
　昭島病院の楠芳恵先生からバトンを承りまし
た。よろしくお願いいたします。
「医者になったら青春がなくなるぞ」と実家の父
（田舎の整形外科開業医）から脅された私は、
元々医師になるつもりはなく、でも何かクリエイティ
ブな仕事をしたいなあとぼんやり考えていました。
しかし諸事情から急遽医師を目指すことになり、
医師免許を取得。が、待っていたのは「社会人」の
洗礼。朝7時病棟に行き深夜帰宅で休みはほぼな
し。今だったらアウトー！　ですが、当時の研修医は
他の大学もほぼ同じ扱いで、「自己研鑽を積む医
師の端くれ」的な存在でした。そんななか、リウマ
チ膠原病科の面白さを力説してくれた女性先輩
医師がカッコ良かったこと、さらにSLEの患者さん
を受け持ち、おこがましくも自分が治してあげたい！
と思ったことが、この分野に足を踏み入れたきっ
かけです。元々クリエイティブな仕事をしたいと
思っていたこともあり、相性が良かったのでしょう。

21世紀になり飛躍的に進歩したリウマチ治療。
その恩恵を受けた患者さんたちから感謝された
りして（決して私のおかげではないけれど）……
本当にやりがいのある仕事です。

●女性医師でよかったこと
　私が医師となった頃はまだ女性医師が珍しが
られた時代（とはいっても平成ですが）。昭和初期
生まれの患者さんからは、「大丈夫なの？」と言い
たげな顔をされ（思い込みだったか？）、しょっちゅう
看護師や学医生に間違われ、僅かな同期女性医
師と孤軍奮闘していました。しかし、しばらくすると
むしろ同期の男性医師より評判が良くなり（これも
思い込みか？）、重症・難病を乗り越え退院する患
者さんからお礼やら激励やらを頂き、医者になって
良かった～！　と感激したりして、実は若い女医も
色々苦労しています。
その後専門分野（腎臓・リウマチ膠原病内科）に
進み日常診療を行っていますが、女性医師で良

かったことといえば、なんと言っても、女性ならでは
の案件を聞きやすいことです。男性医師が聞き
難いこともズバズバ聞いちゃいます（もちろん信頼
関係を築いてからね）。女性はどうみても男性より
コミュニケーション能力に長けているし、細部にま
で配慮できる。夫の浮気を瞬時に察知する能力
なんてまさに女（妻）の才能と言っていい。そんな
女性がリウマチ医として向いていない訳がありま
せん（笑）。終始、勝手な思い込みが入っていま
すが、もちろん男性医師、コメディカルの協力の
もとに成り立っていることも忘れてはいませんよ。
最近の入局動向としては、男性・女性に偏りなく
入ってくれています。本当に嬉しい限りです。

●ひとりごと
さて、令和の時代がやってきました。皇室内情に
詳しくなったのは私だけではないはず。まだまだ女
性天皇、女系天皇など話題も尽きないようです。こ

の新しい時代、少子高齢化がモーレツに進み、社
会保障、年金など様々な後回しにできない難問が
噴出し、制度の維持は容易ではありません。医療
を取り巻く環境も必然的に変化が求められます。
既に働き方改革、いわゆる労基問題が表面化し、
モーレツに働いたプロ意識の高い我々の上の世
代から「オレたちの時代は……」などと小言をいわ
れつつも、例えばシフト制、複数主治医制など医
療の効率化を図りながら、医療の質も上げていか
なければなりません。「男性は体力があるが、女性
は根性がある」と尊敬する先輩女性医師から言
われたことを胸に刻み、明日も根性で頑張ります。
（でも根性論を言うと若い医師から敬遠されるの
で心のなかでこっそりとね）

◎（編集部より）「女性リウマチ医のひとりごと」は
全15回で最終回を迎えます。次号、第13回の執筆
担当者は、沖縄県立中部病院・金城光代氏です。

第12回

「今年4月に、医局で撮影した集合写真です。研修医も入っているので少し“かさまし”かな」（軽部氏）
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（編集部より）昨年の夏、北海道の胆振東部が大きな地震に見舞われました。「胆振東部」とは、苫小牧市など太平洋に面した街を含む、本州と近い地域です。道内で開業する「佐川昭リウマチ
クリニック」は、苫小牧から車で1時間半の札幌市中央区に位置しています。財団評議員であり被害の当事者でもある佐川 昭 氏、古崎 章 氏のレポートを掲載します。
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北海道胆振東部地震時の停電と診療状況について
いぶり とうぶ

● 今回の地震においては、停電がいちばんの問題となった。

● 停電時に機能が止まることで診療に支障を来したものは、電子カルテ、固定電話、生物学的製剤用の冷蔵庫、エレベーターであった。

● 非常電源の確保が必要である。
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はじめに
　2018年9月6日午前3時7分、北海道胆振東部
地震において北海道全域の停電が発生しまし
た。2011年の東北地方太平洋沖地震より大きな、
この地域では初めてという程の揺れ（最大震度
7）を感じました。自身のクリニックでの対応を
行った私は、同地域の他のリウマチクリニックで
はどのように対応したのか、どのような問題が

あったのかが気になり、副院長に相談し直ちに
調査を開始しました。まだまだ落ち着かない中、
回答を下さった先生方・スタッフの方に感謝申し
上げます。

目的・方法
　目的：震災発生時から3日間のリウマチ診療
施設での実態を把握すること。

　方法：北海道地区でリウマチ診療を行って
いる施設36施設および調剤薬局7施設へ、震
災時の状況についてのアンケートをメールおよ
び郵送で依頼し、回収した。質問項目は、9月6
日～8日における停電時間、施設の状況、診療
状況および停電時の問題点、今後の対策等に
ついて自由記載とした。

結果
　医療機関25施設、調剤薬局7施設から回答を
得た。各施設の地震による直接被害はなかった。
　図1　停電時間と施設の状況。災害拠点病院
は停電皆無であったが、その他の施設では平均

24時間の停電を経験し、ビル内クリニックでは
最大53時間にもなった（当施設）。エレベーター
や給水の被害も見られた。
　図2　連絡手段と診療状況。約半数の施設で
電話が不通となり、患者への連絡および患者
問い合わせが困難であった。84％が電子カルテ
使用のため約60％の施設が停電により診療に
支障をきたした。
　図3　患者対応。BIO（生物学的製剤）投与で
きなかった患者への対応では約半数で後日対応
となった。薬不足や遠方患者への対応でも後日
対応が多かった。
　図4　薬剤保管状況と薬局の営業状況。薬局

ではほぼ全施設で停電となったため、冷所保存
が必要である生物学的製剤の取り扱いが問題
となった。クリニック、薬局とも停電したままの
冷蔵庫に保冷剤を加えそのまま保存が約半数を
占め、約20％余りが保冷庫のある施設（卸業者
など）へ依頼していた。薬局の営業は6割以上で
行われていた。
　図5　NHKテレビ（地震発生間もない3時１2
分と6時1分）、続 と々入る新聞記事（北海道新聞
より）。札幌市中央区の自宅にいた私自身は、大
きな地震の揺れで飛び起き、まずは家族への
声掛けと家の中の異常の有無を確認してテレビ
をつけた。札幌の近くで震度7の地震が発生し、
次 と々悪い情報が入って来た。余震の恐れを強
く訴え各人の安全確認・確保を促していた。朝6
時には道央を中心に全道各地に広い範囲での
被災状況を報道していたが、その後まもなく停
電に陥り、冷蔵庫は消え、テレビは見えず、固定

電話も通じなくなって、生活への不安が生じて
きた。携帯ラジオでの限られた情報のみだった
が幸い携帯電話のみは通じて、職場の仲間と
の連絡が始まったが、何から手を付けて良いか、
どのように対応すべきか判断に苦慮した。
　図6　北海道新聞社発行報道写真集：山崩れ、
道内主要病院の停電時刻。北海道内全域の主
要病院も停電に見舞われ、一時は大きな問題と
なったが、ほとんどの施設で早期に非常用電源
が稼働し大事に至らなかったのは幸いであった。
ただ震源地の近くを中心に今回の地震での負傷
者は700名以上に上り、40名以上の尊い命が失
われました。ここにご冥福をお祈り申し上げます。

考察
　今回初めての経験の中で多くの問題点が明ら
かになった。各施設からの具体的回答の一部を
掲載する。

　1．停電後の休診体制の連絡方法が決まって
いなかった。ビルの大口受電のため停電復旧が
大幅に遅れたことから、クリニック再開の見通し
が立たなかった。非常階段も真っ暗で患者の
誘導に問題あり。
　2．停電から電気が回復するまでの約26時間
は、患者への連絡がまったくできなかった。9月
7日の予約票は前日の診療後にコピーしていた
が、電話番号（固定電話、携帯電話）は控えてい
なかったため、電子カルテが作動するまで患者
への連絡はとれなかった。スタッフは携帯から
メールを打って、連絡をとりあった。
　3．患者が停電で皮下注製剤を冷凍庫に保管
した。後で通電し冷凍庫に保管したことを忘
れてしまい廃棄処分となった。メーカーは交換
対応せず。
　4．連絡の取れない職員がいた（携帯電話が
つながらない）。札樽間の交通網のマヒにより札

幌在住の職員は出勤できなかった。
　5．電子カルテが作動しないため外来診療困
難、最小限の対応のみ行った。薬剤の残数に余
裕がない患者がいた。連絡先が変わっていて
連絡がつかない患者がいた、などの回答が得ら
れた。

今後の対策
　解決すべき具体的問題として、災害時の連絡
手段（スタッフおよび患者）、出勤の可否の基準、
生物学的製剤の管理方法の問合せ等が挙げら
れた。今後の対策として、1）災害時連絡手段の
確立、2）スタッフ間での事前打ち合わせ、3）普
段からの患者指導、4）災害対策マニュアル、5）
非常電源の確保などを中心に、これらの課題を
施設ごとに具体的に解決しておくことが必須で
あり、予期せぬ災害に万全の態勢で臨むことが
重要と思われた。

図5 NHKテレビ（地震発生間もない3時12分と6時1分）、続々と入る新聞記事
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杏林大学医学部付属病院
腎臓・リウマチ膠原病内科 学内講師

軽部 美穂 氏

●リウマチ医になったわけ
　昭島病院の楠芳恵先生からバトンを承りまし
た。よろしくお願いいたします。
「医者になったら青春がなくなるぞ」と実家の父
（田舎の整形外科開業医）から脅された私は、
元々医師になるつもりはなく、でも何かクリエイティ
ブな仕事をしたいなあとぼんやり考えていました。
しかし諸事情から急遽医師を目指すことになり、
医師免許を取得。が、待っていたのは「社会人」の
洗礼。朝7時病棟に行き深夜帰宅で休みはほぼな
し。今だったらアウトー！　ですが、当時の研修医は
他の大学もほぼ同じ扱いで、「自己研鑽を積む医
師の端くれ」的な存在でした。そんななか、リウマ
チ膠原病科の面白さを力説してくれた女性先輩
医師がカッコ良かったこと、さらにSLEの患者さん
を受け持ち、おこがましくも自分が治してあげたい！
と思ったことが、この分野に足を踏み入れたきっ
かけです。元々クリエイティブな仕事をしたいと
思っていたこともあり、相性が良かったのでしょう。

21世紀になり飛躍的に進歩したリウマチ治療。
その恩恵を受けた患者さんたちから感謝された
りして（決して私のおかげではないけれど）……
本当にやりがいのある仕事です。

●女性医師でよかったこと
　私が医師となった頃はまだ女性医師が珍しが
られた時代（とはいっても平成ですが）。昭和初期
生まれの患者さんからは、「大丈夫なの？」と言い
たげな顔をされ（思い込みだったか？）、しょっちゅう
看護師や学医生に間違われ、僅かな同期女性医
師と孤軍奮闘していました。しかし、しばらくすると
むしろ同期の男性医師より評判が良くなり（これも
思い込みか？）、重症・難病を乗り越え退院する患
者さんからお礼やら激励やらを頂き、医者になって
良かった～！　と感激したりして、実は若い女医も
色々苦労しています。
その後専門分野（腎臓・リウマチ膠原病内科）に
進み日常診療を行っていますが、女性医師で良

かったことといえば、なんと言っても、女性ならでは
の案件を聞きやすいことです。男性医師が聞き
難いこともズバズバ聞いちゃいます（もちろん信頼
関係を築いてからね）。女性はどうみても男性より
コミュニケーション能力に長けているし、細部にま
で配慮できる。夫の浮気を瞬時に察知する能力
なんてまさに女（妻）の才能と言っていい。そんな
女性がリウマチ医として向いていない訳がありま
せん（笑）。終始、勝手な思い込みが入っていま
すが、もちろん男性医師、コメディカルの協力の
もとに成り立っていることも忘れてはいませんよ。
最近の入局動向としては、男性・女性に偏りなく
入ってくれています。本当に嬉しい限りです。

●ひとりごと
さて、令和の時代がやってきました。皇室内情に
詳しくなったのは私だけではないはず。まだまだ女
性天皇、女系天皇など話題も尽きないようです。こ

の新しい時代、少子高齢化がモーレツに進み、社
会保障、年金など様々な後回しにできない難問が
噴出し、制度の維持は容易ではありません。医療
を取り巻く環境も必然的に変化が求められます。
既に働き方改革、いわゆる労基問題が表面化し、
モーレツに働いたプロ意識の高い我々の上の世
代から「オレたちの時代は……」などと小言をいわ
れつつも、例えばシフト制、複数主治医制など医
療の効率化を図りながら、医療の質も上げていか
なければなりません。「男性は体力があるが、女性
は根性がある」と尊敬する先輩女性医師から言
われたことを胸に刻み、明日も根性で頑張ります。
（でも根性論を言うと若い医師から敬遠されるの
で心のなかでこっそりとね）

◎（編集部より）「女性リウマチ医のひとりごと」は
全15回で最終回を迎えます。次号、第13回の執筆
担当者は、沖縄県立中部病院・金城光代氏です。

第12回

「今年4月に、医局で撮影した集合写真です。研修医も入っているので少し“かさまし”かな」（軽部氏）
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Tofa=トファシチニブ、Bari=バリシチニブ、RA=関節リウマチ、VZV=帯状疱疹ウイルス、MTX=メトトレキサート

山村　近年、JAK阻害薬使用時の帯状疱疹の
罹患率が高いことが明らかになり、その予防対
策の重要性が認識されつつあります。そうした
なか、2018年に帯状疱疹サブユニットワクチン
が承認され、われわれリウマチ専門医は非常に
大きな期待を寄せています。そこで本日は、感染
症専門医としてあらゆる医療領域で起こりうる
感染症を診断・治療・予防するために、日々の診
療のみならず診療支援活動にも精力的に取り
組んでおられる三鴨先生をお招きして、帯状疱
疹サブユニットワクチンの特性などについてうか
がいながら、本ワクチンを導入する意義を探って
いきたいと思います。三鴨先生、よろしくお願い
します。
三鴨　よろしくお願いします。
山村　最初に、関節リウマチ（RA）患者さんに
おける帯状疱疹に関する疫学的な情報をまとめ
ておきたいと思います。まず罹患率ですが、欧米
のデータなどを総合すると、一般人口に対して
RA患者では1.5～2倍ほど高くなっています1）。
　臓器障害を引き起こすような重症例はきわめ
てまれです。しかし、帯状疱疹は顔面に生じた
り、治療が遅れると痛みが残ったりするため、
ADL、QOLの著しい低下につながります。もと
もと関節症状を有するRA患者さんに、さらに痛
みが加わるわけですから、われわれリウマチ
専門医としては可能な限り予防したいと考えて
います。現在のところ日本にはリウマチ治療に
おける感染症対策のガイドラインはありません
が、海外では、予防可能であれば強力な治療薬
を投与する前に従来の生ワクチンを用いて予防
することが推奨されています。
　治療薬との関連については、生物学的製剤で

は結核の再活性化や、まれではありますがB型
肝炎の再活性化が問題になります。帯状疱疹に
ついては、当初発症リスク増大が危惧されてい
ましたが、発売後のPMSなどのReal World 
Dataからは、TNF阻害薬、非TNF阻害薬ともに、
他の標準治療が行われているRA患者のリスク
を上回ってはいないようです1, 2）。このウイルス再
活性化が、現在最もクローズアップされているの
がJAK阻害薬です。
　帯状疱疹罹患率はRA患者全体の1.5～2倍
に増加し、一般人口の4倍以上に上ります（表）
3,4）。この高いリスクは日本、韓国など東アジア
地域の国でより顕著です。肺炎を含む一般的
な感染症については生物学的製剤とほぼ同等
なのですが、帯状疱疹だけは罹患率が高く、
なかには複数回経験する患者さんもいます。

山村　三鴨先生、帯状疱疹ワクチンの現状に
ついて、ご紹介ください。
三鴨　まず帯状疱疹の原因ウイルスですが、水
痘（varicella）・帯状疱疹（zoster）ウイルスと
いって、ヘルペスウイルス科に属しており、学名
はHHV-3です。本ウイルスへの初感染時に引き
起こされるのが水痘で、帯状疱疹は水痘への
罹患後に潜伏していたウイルスが再活性化す
ることで起こります。
　再活性化は通常それほど激烈ではないとさ
れていますが、感染症領域では最近、免疫不全
者に起こる帯状疱疹が問題視されています。
かつては1度しか起こらないと考えられていた
再活性化が、最近になって免疫不全者では繰り
返し生じることもわかってきました。
　帯状疱疹は細胞性免疫の低下によって起こり

ますが、免疫抑制を伴う疾患に合併するほか、
抗癌剤、人工透析、ステロイド薬、免疫抑制薬、
分子標的治療薬など免疫抑制に働く治療が原
因で生じることも少なくありません。リウマチ治
療に用いられている生物学的製剤もその１つで、
インフリキシマブについては副作用25.5％の
うち感染症関連が5.2％で、そのうち帯状疱疹
は0.6％と報告されています。
　帯状疱疹後痛は患者さんにとって非常につら
い症状です。そして山村先生もご指摘されたと
おり、その最も有効な対策は帯状疱疹ワクチン
接種による予防であり、これまで用いられて
きた生ワクチンに加えて、2018年3月にはサブ
ユニットワクチンが承認されています。
山村　それぞれどのような特徴を有しているの
でしょうか。
三鴨　ご存じのように、生ワクチン（ゾスタバッ
クス®）は弱毒化したワクチンで、水痘および50
歳以上の方に対する帯状疱疹予防の適応が
認められています。それに対して、国内では2018
年3月に承認されたサブユニットワクチン（シン
グリックス®）はアジュバント添加遺伝子組み
換え帯状疱疹ワクチンで、免疫獲得に必要な
抗原のみを含んでいます。こちらは帯状疱疹予
防のみが適応となっており、現時点では水痘の
予防接種に転用することはできないとされてい
ます。
　この両者にはいくつかの違いがありますが、
その1つが投与法です。生ワクチンは1回の皮下
注ですむのに対して、サブユニットワクチンは
2回の筋注が必要です。また生ワクチンでは、
免疫不全を伴う者や、免疫を抑制する治療を
受けている者は接種不適当者とされ、基本的に
生ワクチンを接種することができません。しかし
サブユニットワクチンは、これら免疫不全状態
にある人への接種も可能です。
山村　それぞれの効果についてはいかがでしょ
うか。
三鴨　水痘生ワクチンに関しては、米国におけ
る60歳以上を対象とした無作為化二重盲検
プラセボ対照試験において51.3％の有効率が
認められています5）。また臨床試験後の長期追
跡調査により、ワクチン効果は8年で消失すると
されています6）。
　一方の帯状疱疹サブユニットワクチンに関して
は、国際共同プラセボ対照研究として実施され
た2つの第Ⅲ相試験において50歳以上で97.2％
7）、70歳以上では89.8％8）と、いずれの年代にお
いても高い効果が報告されています。さらに、9
年の免疫原性が確認されるとともに、現在のとこ
ろ観察期間が限られているものの、4年間は確実
に効果が持続することが明らかにされています。

　また副反応については同じく2つの第Ⅲ相
試験7,8）において、注射部位に生じる局所反応
が80.8％で認められ、主なものでは疼痛78.0％、
発赤38 .1％。腫脹25.9％で、その持続期間は
中央値で3日と報告されています。全身反応とし
ては、筋注による筋肉痛が40.0％、疲労感が
38.9％、頭痛が32.6％、その持続期間の中央値
は2日となっています。
　局所反応がやや強いイメージはありますが、
50歳以上のいずれの年代においても90％程度
の予防効果が得られていることから、新しく登
場した帯状疱疹サブユニットワクチンに対する
期待は非常に大きいと言えます。

 

山村　すでに多くのRA患者さんがステロイド
や免疫抑制薬、生物学的製剤、そしてJAK阻害
薬などの免疫抑制療法を受けているわけです
が、帯状疱疹サブユニットワクチンをどのように
使っていくのがよいでしょうか。
三鴨　実は、生ワクチン、サブユニットワクチン
のいずれも、生物学的製剤やJAK阻害薬使用例
での臨床試験は実施されていません。したがっ
て、これらの治療により免疫抑制を受けている
患者さんでの予防効果や副反応について明確
なエビデンスは得られていません。
　ただ、免疫原性という観点から言うと、サブ
ユニットワクチンにはアジュバントが添加されて
いることから、免疫応答の加速・増強・持続が期
待されます。実際に、海外の第Ⅰ、Ⅱ相試験9,10）

において50～70歳を対象にCD4陽性T細胞の
出現頻度を調べたところCD4陽性T細胞の有意
な上昇が認められています。
　副反応については、生ワクチンとサブユニット
ワクチンでおそらく大きな違いはなく、局所反応
が主体になると予想されます。弱毒化されてい
るとはいえ生ワクチンでは接種により帯状疱疹
が起こる可能性があるのに対し、サブユニットワ
クチンではその心配はありません。したがって、
ワクチン接種時の副反応については、局所反応
について説明をすればよいことになります。
　本ワクチン接種時に生じる局所反応の多くは、
サブユニットワクチンに添加されているアジュ
バントに起因するのもですが、アジュバントが
添付されているからこそ高い効果が得られる
わけです。したがって、「局所反応が生じる可能
性は高いけれど、そのぶん効果が高い」という
こと、すなわちワクチン接種のリスクとメリットに
ついて患者さんにしっかり説明することが非常
に大切だと私は考えています。

山村　ワクチン接種後の局所的な痛みや全身
の反応が、RA患者さんの関節痛に影響するこ
とは懸念されますか。
三鴨　最も多くみられるのは注射部位反応で
すから、リウマチの症状が悪化するようなこと
はないと私は考えています。全身反応として筋
痛を伴うこともありますが、多くは高齢者で筋
肉量が減少しているために生じると考えられ、
やはりリウマチの症状への影響はないと思わ
れます。
山村　最初にご紹介したように、TNF阻害薬を
代表とするいわゆる生物学的製剤とJAK阻害薬
の比較では、一般的な感染症への罹患頻度は
ほぼ同等であるのに対して、帯状疱疹だけは
JAK阻害薬での罹患率が2倍ほど高いのです。
このことは、たとえば帯状疱疹再活性化のメカ
ニズムから説明することは可能なのでしょうか。
三鴨　帯状疱疹ウイルスの再活性化は、基本
的には細胞性免疫の低下により起こります。し
たがって、生物学的製剤やJAK阻害薬が使わ
れることで結核を含む抗酸菌感染症、ニュー
モシスチスカリニ肺炎と同じく、帯状疱疹が増
加することは十分予測されます。そのなかで、
JAK阻害薬でのみ帯状疱疹の罹患率が高い理
由は、おそらく作用メカニズムの違いによるも
のだろうと思われますが、まだ明らかにはされ
ていませんね。

　帯状疱疹ウイルスでもっとも危惧されるのは、
やはり水痘帯状痕疹ウイルス肺炎だと思います
が、JAK阻害薬による水痘帯状痕疹ウイルス
肺炎の罹患率は高いのでしょうか。
山村　ほとんどありません。稀に複数分節に拡
大することはありますが、内臓播種性感染症は
ほとんどみられません。このことは帯状疱疹の
再活性化と重症化には異なるメカニズムが働い
ている可能性を示唆しているのかもしれず、非
常に興味があるところです。
三鴨　詳細な作用メカニズムが不明な現状で
は、感染症専門医としてのアドバイスも一般的
なものにとどまらざるをえませんが、基礎的な
解明が進めば、個別のケースについてより適切
なアドバイスが可能になると考えています。

 

山村　今後、実際に帯状疱疹サブユニットワク
チンが使用できるようになれば、50歳以上で
リウマチを発症した患者さんでは、できるだけ
早い段階で接種したほうがよいと考えてよろ
しいでしょうか。
三鴨　リウマチの治療を開始する前に接種する
のがベストでしょう。本ワクチンは2ヵ月間隔で
2回接種するのが標準ですが、2ヵ月を超えた

場合には6ヵ月後までに2回目を接種すればよ
いとされています。
山村　2ヵ月は軽症な早期患者ではRA治療の
開始を遅らせることはできますが、疾患活動性
が急性・亜急性に進行している場合には、同時
にMTXや少量ステロイドを開始しながらのワ
クチン接種になる可能性も出てきます。さらに、
6ヵ月となると、生物学的製剤やJAK阻害薬の
治療と重なるかもしれません。高齢者など高リ
スク患者では、少なくとも生物学的製剤やJAK
阻害薬の治療前にはワクチン接種をすませてお
きたいですね。一方で、JAK阻害薬使用時での
ワクチン効果の有無が明らかになることを期待
しています。
　その後、ワクチンの効果を持続するためには、
定期的に接種していくことになりますね。
三鴨　ええ。ただし、ワクチンの有効期限がどの
程度維持されるかという点については、今後の
データを待つ必要があります。現時点で追跡期
間が4年目となっていますので、それ以上には
なるだろうと予想されますが、いずれ米国疾病
管理予防センター（CDC）の予防接種に関する
諮問委員会（ACIP）から推奨期間が示される
と思います。
　帯状疱疹では主に皮膚症状が問題になり
ますが、免疫不全者では内臓発生の帯状疱
疹ウイルスによる内臓病変も非常に重要です。

発生頻度こそそれほど高くはありませんが、
最終的にウイルス血症に至るので、適正にワク
チン接種を行って予防することの意義は非常
に大きいと考えています。
山村　リウマチはもともと慢性疾患ですが、
治療が進歩して寿命も延び、70～80歳くらい
までコントロールすることが必要になっている
現在、種々のワクチンを理論に基づいて適正に
使っていくことがとても重要だと考えています。
そうした視点も含め、本日は三鴨先生から非常
に有意義なお話をうかがうことができました。
どうもありがとうございました。

 

表 関節リウマチ患者におけるJAK阻害薬の副作用について 作成／山村昌弘編集員

　リウマチ疾患や臓器移植後などで免疫抑制
薬の投与を継続している小児が、麻疹や水痘
などのウイルスに感染すると重症化するリスク
が高いことが知られている。これらの感染症は、
ワクチンを接種することで予防が可能である。
しかし免疫不全症の患者に、麻疹・風疹、水痘
などの弱毒生ワクチンを接種すると、ワクチン

株によるウイルス感染
症の危険が高いという
理由により、添付文書
では免疫抑制薬の使
用中に弱毒生ワクチン
を接種することは禁忌
となっている。
　弱毒生ワクチンの一
つである麻疹風疹混合
ワクチン（MRワクチン）
について、2016年度の
国立感染症研究所の報
告をみると2歳までに
97.4％が接種を終了して
いる。つまり現在の定期

接種対象者に対しては、高い接種率が達成でき
ている。それにもかかわらず輸入による感染例、
定期接種の対象外であった世代に麻疹・風疹
の感染例が散見されるという現状がある。また、
乳幼児期にワクチン接種が済んでいたとしても
免疫抑制薬を継続的に使用した場合、抗体価
が低下するリスクがある。

　国立成育医療研究センター腎臓・リウマチ・膠
原病科の亀井宏一医師らは、2011年5月～2018
年3月の期間に、麻疹、風疹、水痘、ムンプスのい
ずれかの抗体価が陰性であり、免疫抑制薬
（タクロリムス、シクロスポリン、ミゾリビン、アザ
チオプリン、ミコフェノール酸モフェチル、メトト
レキサートのいずれかまたは複数）を内服してい
る1歳以上の患者で、細胞性免疫マーカー
（CD4細胞数≧500/mm3、PHAリンパ球幼若
化反応のstimulation index≧101.6）及び血
清IgG300mg/dl以上の場合に弱毒生ワクチ
ンの接種をおこない、抗体価の確認と副反応に
ついて調査した。結果として198接種をおこな
い、重篤な有害事象はみられず、麻疹と風疹
は単回接種で良好な抗体を獲得できたとのこ
とだった1）。
　また、全国の小児の専門施設を対象に「免
疫抑制薬または生物学的製剤を使用中の患
者への弱毒生ワクチン接種の全国実態調査」
もおこない、免疫抑制薬または生物学的製剤
使用下での弱毒生ワクチンは、のべ781名/5
年間に接種されており、2名に水痘ワクチン後

のワクチン株による水痘の発症があったのみ
で、それ以外に重篤な有害事象は認められな
かったと報告している。
　以上の結果から、今後児の免疫状態を検査
しながら必要な生ワクチンは接種できるという
方向性になる可能性がある。一方で、あくまで
も小児における研究結果であり、成人にも結果
をそのまま外挿することができるかどうかは今
後の検討課題と思われる。
　近年、妊娠を考える女性に対してプレコンセ
プションケアとして風疹抗体の測定が推奨され
ている。妊娠中に風疹に罹患した場合、胎児が
先天性風疹症候群を発症する恐れがあるため
である。リウマチ性疾患を有する生殖可能年齢
の女性において、風疹の抗体が陰性であった
が、免疫抑制薬や生物学的製剤を使用中のた
めにMRワクチン接種ができないという問題が
生じている。成人における、免疫抑制薬や生物
学的製剤使用下の弱毒生ワクチン接種の有効
性と安全性についての今後の検討が待たれる。

リウマチ治療と帯状疱疹

帯状疱疹ワクチンとは

接種に当たっての注意点

理論に基づく
ワクチン接種の導入を

取材後の三鴨氏（左）と山村氏（右）。岡山済生会総合病院にて。

出典
亀井宏一, 他: 腎と透析　85(6); 864-868, 20181）

強力な免疫抑制療法を適宜併用することで、早期からスピード感をもったリウマチ治療が行われるようになった今日、とりわけ高齢RA患者さんにおける
感染症とその対策が重視されています。その筆頭は、JAK阻害薬使用時の罹患率の高さが指摘される帯状疱疹の予防対策です。日本環境感染学会の
ワクチン委員会・委員長も務める三鴨 廣繁氏をゲストに、新たに承認された「帯状疱疹サブユニットワクチン」について検討します。

《話し手》 三鴨 廣繁 氏　愛知医科大学病院感染症科 教授
《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

関節リウマチ患者さんにおける
新たな帯状疱疹サブユニットワクチン導入の意義

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

ステロイド薬または免疫抑制薬内服下に
弱毒生ワクチン接種は可能か？

● 発生頻度：Tofa 0.85/100人年（RA >5,600例）、Bari 0.72/100人年（RA 
 3,400例）
● 生物学的製剤と同頻度；肺癌、乳癌、悪性リンパ腫など

悪性腫瘍

● 重症感染症発生頻度：Tofa 3.1/100人年、Bari 3.2/100人年（RA 4,229例）
● TNF阻害薬など生物学的製剤と同頻度；市中肺炎、尿路感染、皮膚・軟部組織
 感染症など

感染症

● VZV再活性化：RA/一般人口=1.5-2倍、JAK阻害薬/RA=1.5-2倍（発生頻度 
 Tofa 4.4/100人年、Bari 4.3/100人年）
 ・ 日本・韓国に多い；発生頻度 9.2/100人年（北米・欧州の2-3倍）
 ・ リスク因子：ステロイド/MTX併用（＞JAK阻害薬単独）
 ・ 市販後調査：JAK阻害薬/生物学的製剤=2倍

帯状疱疹

有害事象

編集員コラム テーマ：風疹

「適正にワクチン接種を行うことの
意義は大きい」（三鴨氏）

「RA患者さんの帯状疱疹を
可能な限り予防したい」（山村氏）
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Tofa=トファシチニブ、Bari=バリシチニブ、RA=関節リウマチ、VZV=帯状疱疹ウイルス、MTX=メトトレキサート

山村　近年、JAK阻害薬使用時の帯状疱疹の
罹患率が高いことが明らかになり、その予防対
策の重要性が認識されつつあります。そうした
なか、2018年に帯状疱疹サブユニットワクチン
が承認され、われわれリウマチ専門医は非常に
大きな期待を寄せています。そこで本日は、感染
症専門医としてあらゆる医療領域で起こりうる
感染症を診断・治療・予防するために、日々の診
療のみならず診療支援活動にも精力的に取り
組んでおられる三鴨先生をお招きして、帯状疱
疹サブユニットワクチンの特性などについてうか
がいながら、本ワクチンを導入する意義を探って
いきたいと思います。三鴨先生、よろしくお願い
します。
三鴨　よろしくお願いします。
山村　最初に、関節リウマチ（RA）患者さんに
おける帯状疱疹に関する疫学的な情報をまとめ
ておきたいと思います。まず罹患率ですが、欧米
のデータなどを総合すると、一般人口に対して
RA患者では1.5～2倍ほど高くなっています1）。
　臓器障害を引き起こすような重症例はきわめ
てまれです。しかし、帯状疱疹は顔面に生じた
り、治療が遅れると痛みが残ったりするため、
ADL、QOLの著しい低下につながります。もと
もと関節症状を有するRA患者さんに、さらに痛
みが加わるわけですから、われわれリウマチ
専門医としては可能な限り予防したいと考えて
います。現在のところ日本にはリウマチ治療に
おける感染症対策のガイドラインはありません
が、海外では、予防可能であれば強力な治療薬
を投与する前に従来の生ワクチンを用いて予防
することが推奨されています。
　治療薬との関連については、生物学的製剤で

は結核の再活性化や、まれではありますがB型
肝炎の再活性化が問題になります。帯状疱疹に
ついては、当初発症リスク増大が危惧されてい
ましたが、発売後のPMSなどのReal World 
Dataからは、TNF阻害薬、非TNF阻害薬ともに、
他の標準治療が行われているRA患者のリスク
を上回ってはいないようです1, 2）。このウイルス再
活性化が、現在最もクローズアップされているの
がJAK阻害薬です。
　帯状疱疹罹患率はRA患者全体の1.5～2倍
に増加し、一般人口の4倍以上に上ります（表）
3,4）。この高いリスクは日本、韓国など東アジア
地域の国でより顕著です。肺炎を含む一般的
な感染症については生物学的製剤とほぼ同等
なのですが、帯状疱疹だけは罹患率が高く、
なかには複数回経験する患者さんもいます。

山村　三鴨先生、帯状疱疹ワクチンの現状に
ついて、ご紹介ください。
三鴨　まず帯状疱疹の原因ウイルスですが、水
痘（varicella）・帯状疱疹（zoster）ウイルスと
いって、ヘルペスウイルス科に属しており、学名
はHHV-3です。本ウイルスへの初感染時に引き
起こされるのが水痘で、帯状疱疹は水痘への
罹患後に潜伏していたウイルスが再活性化す
ることで起こります。
　再活性化は通常それほど激烈ではないとさ
れていますが、感染症領域では最近、免疫不全
者に起こる帯状疱疹が問題視されています。
かつては1度しか起こらないと考えられていた
再活性化が、最近になって免疫不全者では繰り
返し生じることもわかってきました。
　帯状疱疹は細胞性免疫の低下によって起こり

ますが、免疫抑制を伴う疾患に合併するほか、
抗癌剤、人工透析、ステロイド薬、免疫抑制薬、
分子標的治療薬など免疫抑制に働く治療が原
因で生じることも少なくありません。リウマチ治
療に用いられている生物学的製剤もその１つで、
インフリキシマブについては副作用25.5％の
うち感染症関連が5.2％で、そのうち帯状疱疹
は0.6％と報告されています。
　帯状疱疹後痛は患者さんにとって非常につら
い症状です。そして山村先生もご指摘されたと
おり、その最も有効な対策は帯状疱疹ワクチン
接種による予防であり、これまで用いられて
きた生ワクチンに加えて、2018年3月にはサブ
ユニットワクチンが承認されています。
山村　それぞれどのような特徴を有しているの
でしょうか。
三鴨　ご存じのように、生ワクチン（ゾスタバッ
クス®）は弱毒化したワクチンで、水痘および50
歳以上の方に対する帯状疱疹予防の適応が
認められています。それに対して、国内では2018
年3月に承認されたサブユニットワクチン（シン
グリックス®）はアジュバント添加遺伝子組み
換え帯状疱疹ワクチンで、免疫獲得に必要な
抗原のみを含んでいます。こちらは帯状疱疹予
防のみが適応となっており、現時点では水痘の
予防接種に転用することはできないとされてい
ます。
　この両者にはいくつかの違いがありますが、
その1つが投与法です。生ワクチンは1回の皮下
注ですむのに対して、サブユニットワクチンは
2回の筋注が必要です。また生ワクチンでは、
免疫不全を伴う者や、免疫を抑制する治療を
受けている者は接種不適当者とされ、基本的に
生ワクチンを接種することができません。しかし
サブユニットワクチンは、これら免疫不全状態
にある人への接種も可能です。
山村　それぞれの効果についてはいかがでしょ
うか。
三鴨　水痘生ワクチンに関しては、米国におけ
る60歳以上を対象とした無作為化二重盲検
プラセボ対照試験において51.3％の有効率が
認められています5）。また臨床試験後の長期追
跡調査により、ワクチン効果は8年で消失すると
されています6）。
　一方の帯状疱疹サブユニットワクチンに関して
は、国際共同プラセボ対照研究として実施され
た2つの第Ⅲ相試験において50歳以上で97.2％
7）、70歳以上では89.8％8）と、いずれの年代にお
いても高い効果が報告されています。さらに、9
年の免疫原性が確認されるとともに、現在のとこ
ろ観察期間が限られているものの、4年間は確実
に効果が持続することが明らかにされています。

　また副反応については同じく2つの第Ⅲ相
試験7,8）において、注射部位に生じる局所反応
が80.8％で認められ、主なものでは疼痛78.0％、
発赤38 .1％。腫脹25.9％で、その持続期間は
中央値で3日と報告されています。全身反応とし
ては、筋注による筋肉痛が40.0％、疲労感が
38.9％、頭痛が32.6％、その持続期間の中央値
は2日となっています。
　局所反応がやや強いイメージはありますが、
50歳以上のいずれの年代においても90％程度
の予防効果が得られていることから、新しく登
場した帯状疱疹サブユニットワクチンに対する
期待は非常に大きいと言えます。

 

山村　すでに多くのRA患者さんがステロイド
や免疫抑制薬、生物学的製剤、そしてJAK阻害
薬などの免疫抑制療法を受けているわけです
が、帯状疱疹サブユニットワクチンをどのように
使っていくのがよいでしょうか。
三鴨　実は、生ワクチン、サブユニットワクチン
のいずれも、生物学的製剤やJAK阻害薬使用例
での臨床試験は実施されていません。したがっ
て、これらの治療により免疫抑制を受けている
患者さんでの予防効果や副反応について明確
なエビデンスは得られていません。
　ただ、免疫原性という観点から言うと、サブ
ユニットワクチンにはアジュバントが添加されて
いることから、免疫応答の加速・増強・持続が期
待されます。実際に、海外の第Ⅰ、Ⅱ相試験9,10）

において50～70歳を対象にCD4陽性T細胞の
出現頻度を調べたところCD4陽性T細胞の有意
な上昇が認められています。
　副反応については、生ワクチンとサブユニット
ワクチンでおそらく大きな違いはなく、局所反応
が主体になると予想されます。弱毒化されてい
るとはいえ生ワクチンでは接種により帯状疱疹
が起こる可能性があるのに対し、サブユニットワ
クチンではその心配はありません。したがって、
ワクチン接種時の副反応については、局所反応
について説明をすればよいことになります。
　本ワクチン接種時に生じる局所反応の多くは、
サブユニットワクチンに添加されているアジュ
バントに起因するのもですが、アジュバントが
添付されているからこそ高い効果が得られる
わけです。したがって、「局所反応が生じる可能
性は高いけれど、そのぶん効果が高い」という
こと、すなわちワクチン接種のリスクとメリットに
ついて患者さんにしっかり説明することが非常
に大切だと私は考えています。

山村　ワクチン接種後の局所的な痛みや全身
の反応が、RA患者さんの関節痛に影響するこ
とは懸念されますか。
三鴨　最も多くみられるのは注射部位反応で
すから、リウマチの症状が悪化するようなこと
はないと私は考えています。全身反応として筋
痛を伴うこともありますが、多くは高齢者で筋
肉量が減少しているために生じると考えられ、
やはりリウマチの症状への影響はないと思わ
れます。
山村　最初にご紹介したように、TNF阻害薬を
代表とするいわゆる生物学的製剤とJAK阻害薬
の比較では、一般的な感染症への罹患頻度は
ほぼ同等であるのに対して、帯状疱疹だけは
JAK阻害薬での罹患率が2倍ほど高いのです。
このことは、たとえば帯状疱疹再活性化のメカ
ニズムから説明することは可能なのでしょうか。
三鴨　帯状疱疹ウイルスの再活性化は、基本
的には細胞性免疫の低下により起こります。し
たがって、生物学的製剤やJAK阻害薬が使わ
れることで結核を含む抗酸菌感染症、ニュー
モシスチスカリニ肺炎と同じく、帯状疱疹が増
加することは十分予測されます。そのなかで、
JAK阻害薬でのみ帯状疱疹の罹患率が高い理
由は、おそらく作用メカニズムの違いによるも
のだろうと思われますが、まだ明らかにはされ
ていませんね。

　帯状疱疹ウイルスでもっとも危惧されるのは、
やはり水痘帯状痕疹ウイルス肺炎だと思います
が、JAK阻害薬による水痘帯状痕疹ウイルス
肺炎の罹患率は高いのでしょうか。
山村　ほとんどありません。稀に複数分節に拡
大することはありますが、内臓播種性感染症は
ほとんどみられません。このことは帯状疱疹の
再活性化と重症化には異なるメカニズムが働い
ている可能性を示唆しているのかもしれず、非
常に興味があるところです。
三鴨　詳細な作用メカニズムが不明な現状で
は、感染症専門医としてのアドバイスも一般的
なものにとどまらざるをえませんが、基礎的な
解明が進めば、個別のケースについてより適切
なアドバイスが可能になると考えています。

 

山村　今後、実際に帯状疱疹サブユニットワク
チンが使用できるようになれば、50歳以上で
リウマチを発症した患者さんでは、できるだけ
早い段階で接種したほうがよいと考えてよろ
しいでしょうか。
三鴨　リウマチの治療を開始する前に接種する
のがベストでしょう。本ワクチンは2ヵ月間隔で
2回接種するのが標準ですが、2ヵ月を超えた

場合には6ヵ月後までに2回目を接種すればよ
いとされています。
山村　2ヵ月は軽症な早期患者ではRA治療の
開始を遅らせることはできますが、疾患活動性
が急性・亜急性に進行している場合には、同時
にMTXや少量ステロイドを開始しながらのワ
クチン接種になる可能性も出てきます。さらに、
6ヵ月となると、生物学的製剤やJAK阻害薬の
治療と重なるかもしれません。高齢者など高リ
スク患者では、少なくとも生物学的製剤やJAK
阻害薬の治療前にはワクチン接種をすませてお
きたいですね。一方で、JAK阻害薬使用時での
ワクチン効果の有無が明らかになることを期待
しています。
　その後、ワクチンの効果を持続するためには、
定期的に接種していくことになりますね。
三鴨　ええ。ただし、ワクチンの有効期限がどの
程度維持されるかという点については、今後の
データを待つ必要があります。現時点で追跡期
間が4年目となっていますので、それ以上には
なるだろうと予想されますが、いずれ米国疾病
管理予防センター（CDC）の予防接種に関する
諮問委員会（ACIP）から推奨期間が示される
と思います。
　帯状疱疹では主に皮膚症状が問題になり
ますが、免疫不全者では内臓発生の帯状疱
疹ウイルスによる内臓病変も非常に重要です。

発生頻度こそそれほど高くはありませんが、
最終的にウイルス血症に至るので、適正にワク
チン接種を行って予防することの意義は非常
に大きいと考えています。
山村　リウマチはもともと慢性疾患ですが、
治療が進歩して寿命も延び、70～80歳くらい
までコントロールすることが必要になっている
現在、種々のワクチンを理論に基づいて適正に
使っていくことがとても重要だと考えています。
そうした視点も含め、本日は三鴨先生から非常
に有意義なお話をうかがうことができました。
どうもありがとうございました。

 

表 関節リウマチ患者におけるJAK阻害薬の副作用について 作成／山村昌弘編集員

　リウマチ疾患や臓器移植後などで免疫抑制
薬の投与を継続している小児が、麻疹や水痘
などのウイルスに感染すると重症化するリスク
が高いことが知られている。これらの感染症は、
ワクチンを接種することで予防が可能である。
しかし免疫不全症の患者に、麻疹・風疹、水痘
などの弱毒生ワクチンを接種すると、ワクチン

株によるウイルス感染
症の危険が高いという
理由により、添付文書
では免疫抑制薬の使
用中に弱毒生ワクチン
を接種することは禁忌
となっている。
　弱毒生ワクチンの一
つである麻疹風疹混合
ワクチン（MRワクチン）
について、2016年度の
国立感染症研究所の報
告をみると2歳までに
97.4％が接種を終了して
いる。つまり現在の定期

接種対象者に対しては、高い接種率が達成でき
ている。それにもかかわらず輸入による感染例、
定期接種の対象外であった世代に麻疹・風疹
の感染例が散見されるという現状がある。また、
乳幼児期にワクチン接種が済んでいたとしても
免疫抑制薬を継続的に使用した場合、抗体価
が低下するリスクがある。

　国立成育医療研究センター腎臓・リウマチ・膠
原病科の亀井宏一医師らは、2011年5月～2018
年3月の期間に、麻疹、風疹、水痘、ムンプスのい
ずれかの抗体価が陰性であり、免疫抑制薬
（タクロリムス、シクロスポリン、ミゾリビン、アザ
チオプリン、ミコフェノール酸モフェチル、メトト
レキサートのいずれかまたは複数）を内服してい
る1歳以上の患者で、細胞性免疫マーカー
（CD4細胞数≧500/mm3、PHAリンパ球幼若
化反応のstimulation index≧101.6）及び血
清IgG300mg/dl以上の場合に弱毒生ワクチ
ンの接種をおこない、抗体価の確認と副反応に
ついて調査した。結果として198接種をおこな
い、重篤な有害事象はみられず、麻疹と風疹
は単回接種で良好な抗体を獲得できたとのこ
とだった1）。
　また、全国の小児の専門施設を対象に「免
疫抑制薬または生物学的製剤を使用中の患
者への弱毒生ワクチン接種の全国実態調査」
もおこない、免疫抑制薬または生物学的製剤
使用下での弱毒生ワクチンは、のべ781名/5
年間に接種されており、2名に水痘ワクチン後

のワクチン株による水痘の発症があったのみ
で、それ以外に重篤な有害事象は認められな
かったと報告している。
　以上の結果から、今後児の免疫状態を検査
しながら必要な生ワクチンは接種できるという
方向性になる可能性がある。一方で、あくまで
も小児における研究結果であり、成人にも結果
をそのまま外挿することができるかどうかは今
後の検討課題と思われる。
　近年、妊娠を考える女性に対してプレコンセ
プションケアとして風疹抗体の測定が推奨され
ている。妊娠中に風疹に罹患した場合、胎児が
先天性風疹症候群を発症する恐れがあるため
である。リウマチ性疾患を有する生殖可能年齢
の女性において、風疹の抗体が陰性であった
が、免疫抑制薬や生物学的製剤を使用中のた
めにMRワクチン接種ができないという問題が
生じている。成人における、免疫抑制薬や生物
学的製剤使用下の弱毒生ワクチン接種の有効
性と安全性についての今後の検討が待たれる。

リウマチ治療と帯状疱疹

帯状疱疹ワクチンとは

接種に当たっての注意点

理論に基づく
ワクチン接種の導入を

取材後の三鴨氏（左）と山村氏（右）。岡山済生会総合病院にて。

出典
亀井宏一, 他: 腎と透析　85(6); 864-868, 20181）

強力な免疫抑制療法を適宜併用することで、早期からスピード感をもったリウマチ治療が行われるようになった今日、とりわけ高齢RA患者さんにおける
感染症とその対策が重視されています。その筆頭は、JAK阻害薬使用時の罹患率の高さが指摘される帯状疱疹の予防対策です。日本環境感染学会の
ワクチン委員会・委員長も務める三鴨 廣繁氏をゲストに、新たに承認された「帯状疱疹サブユニットワクチン」について検討します。

《話し手》 三鴨 廣繁 氏　愛知医科大学病院感染症科 教授
《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

関節リウマチ患者さんにおける
新たな帯状疱疹サブユニットワクチン導入の意義

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

ステロイド薬または免疫抑制薬内服下に
弱毒生ワクチン接種は可能か？

● 発生頻度：Tofa 0.85/100人年（RA >5,600例）、Bari 0.72/100人年（RA 
 3,400例）
● 生物学的製剤と同頻度；肺癌、乳癌、悪性リンパ腫など

悪性腫瘍

● 重症感染症発生頻度：Tofa 3.1/100人年、Bari 3.2/100人年（RA 4,229例）
● TNF阻害薬など生物学的製剤と同頻度；市中肺炎、尿路感染、皮膚・軟部組織
 感染症など

感染症

● VZV再活性化：RA/一般人口=1.5-2倍、JAK阻害薬/RA=1.5-2倍（発生頻度 
 Tofa 4.4/100人年、Bari 4.3/100人年）
 ・ 日本・韓国に多い；発生頻度 9.2/100人年（北米・欧州の2-3倍）
 ・ リスク因子：ステロイド/MTX併用（＞JAK阻害薬単独）
 ・ 市販後調査：JAK阻害薬/生物学的製剤=2倍

帯状疱疹

有害事象

編集員コラム テーマ：風疹

「適正にワクチン接種を行うことの
意義は大きい」（三鴨氏）

「RA患者さんの帯状疱疹を
可能な限り予防したい」（山村氏）
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　初日冒頭では妊娠前の患者カウンセリングの
重要性が説かれた。患者は家族計画に関する
十分な情報にアクセスし難く、さらに痛みや
QOLの低下によるsexual activityの低下、妊孕
性の低下、流産や死産、子供を持つことを諦め
る傾向にあるなど、様々な要因により膠原病
疾患ではFamily sizeの低下（図）があることが
言われている1）。また膠原病疾患患者において、
催奇形性のある薬物の処方にも関わらず、8%
しか有効性の高い避妊法の使用がないとの
報告2）もあり、避妊法の情報提供の必要性に
関しても大きく取り上げられた。
　意図しない妊娠は疾患活動性が高い、ある
いは催奇形性のある薬物使用下で判明するこ
とも多く、その後の妊娠転帰に影響を及ぼし
得る。
　妊娠前のカウンセリングでは、母体への影響
として妊娠合併症や原疾患の増悪のリスク、
妊娠による母体死亡の可能性に関して、また
胎児への影響として、流産、子宮内発育遅延、
早産、新生児ループスなどのリスク評価が必要
である。患者の興味関心としては妊娠中および
授乳中の薬物使用に関することが最も多いが、
個々の薬物の催奇形性などを説明する前に、
薬物使用とは関係なく、健常人でも3-5%の先
天奇形が起こりうることを説明しなければなら
ない。また、関節リウマチや全身性エリテマトー
デスなどの膠原病疾患では産褥期に増悪を認
めることがあり、増悪時は薬物使用と授乳に
関して相談する必要がある。

　オランダのRadbound Dolhain氏による関節
リウマチにおける妊娠出産のアップデートで
ある。

〈RAの妊孕性〉
　まずはRAの妊孕性に関する研究報告 3）。
妊娠までの時間TTP（time to pregnancy）
を比較したところ、 中央値が3.0ヵ月vs 7.0ヵ月
（P=0.001)とSLEがRAよりも1.91倍妊娠しや
すい（95% CI:1.27-2.88）ことがわかった。母体
の年齢が高いことや、薬剤使用、QOL評価の
身体機能における低値などが影響している可
能性が考えられた。
　また、アンケートによる横断研究ではRAでは
説明のつかない不妊症が一般人口よりも多く
経験されている(46%)ことが示された。不妊症
のエピソードを訴える患者では、NSAIDsの
使用が多く、妊孕性に影響している可能性が
指摘されている。ただし、不妊治療の結果妊娠
に至った症例は一般人口と比較し同等以上で
あった4）。

〈妊娠期間中のRA増悪〉
 　RAは妊娠中に疾患活動性が改善するとの
認識があったが、最近の前向き研究では、妊娠
中に改善が得られるのは40 -70%であり5 - 8）、
寛解が得られるのは16 -27%に過ぎず、妊娠
第3期でもおよそ半数の患者で疾患活動性が
あることがわかっている5,7）。
　van den Brandt Sらによる妊娠中のRA増悪
のリスク因子に関する解析9）では、29%の患者
で妊娠中に増悪がみられ、疾患活動性が高い
ことおよび妊娠早期でのTNF阻害薬中止が
リスク因子（相対リスク 3.33（95% CI 1.8-6.1））
となることがわかった。増悪があった患者の
60%でTNF阻害薬および糖質コルチコイドが
開始され、第2、3期には疾患の改善が得られた。
妊娠前よりTNF阻害薬を使用していないRA
患者では、妊娠中も継続可能な抗リウマチ薬
が使用されていることがほとんどで、妊娠前お
よび妊娠中も疾患活動性が安定していた。
　また、Ince-Askanらは、妊娠中の低疾患活
動性あるいは寛解に関わる因子について解析
している10）。本研究では妊娠第１期における

DAS28-CRP-3（患者による全般評価を除く）
とプレドニンの使用、自己抗体（RF、ACPA）
の存在が妊娠第3期における低疾患活動性 
（DAS28-CRP-3 <3.2）および寛解と負の相関
を示すことがわかった。（表）

〈RAの妊娠転帰に関する研究〉
　またSmith CJFらは、早産に関するリスク
因子の検討をしており11）、RAでは早産の相対
リスクが2.09（95% CI 1. 50 -2 . 91）であった。
活動性のRA（ベースラインで患者スケール
>3.7）では早産の調整リスク比が1.58（95% CI 
1.10 -2 .27)、また疾患活動性とは独立してステ
ロイド使用（容量は記載なし）で約2倍に早産
が増えることがわかった。
　Zbinden Aらの研究でも12）、DAS28-CRP> 
3 .2の中等度以上の疾患活動性早産が増える
（オッズ比 3.9, 95%（CI: 1.25-12.15））ことが示
された。

〈児への影響〉
　RA患者での妊娠中のTNF阻害薬が産後乳
児に与える影響をみたVinet Éらの研究では13）、
出生後12ヵ月までの重症感染症の発生頻度に
関して検討した。TNF阻害薬を使用しないRA
患者と非RA群の児では、重症感染の発生率
は2.0%（95% CI 1.5 -2 .6） vs 1.9%（95% CI 
1.9 -2 .2）とほぼ同等であったが、TNF阻害薬
使用RA群では3.2%（95% CI 1.5 -5.6）と増加
する傾向がみられた。
　ただし、多変量解析では、非RA群とTNF
阻害薬非使用群との比較（それぞれオッズ比1.7, 
95% CI 0.8-3.7、オッズ比 1.4, 95% CI 0.7-2.8）
で有意差を認めなかった。

　今回誌面の都合上話題は関節リウマチに限
らせて頂いたが、妊娠授乳中の母体への薬物
使用はもちろん、SLEやAPSなど各疾患の講
義や、男性への薬物使用、避妊法に渡るまで話
題が多岐に渡っていた。リプロダクティブ・ヘ
ルスは膠原病領域でも最近注目を集めてい
る分野の一つであり、ぜひ日本からも今後参
加者が増えることを期待している。

◎（編集部より）財団ホームページにて本記事
のロングバージョンが閲覧できます。
http://www.rheuma-net.or.jp/

妊娠とリウマチ性疾患に関する国際会議
10th International Conference on Reproduction, 
Pregnancy and Rheumatic diseases学会報告

妊娠とリウマチ性疾患に関する国際会議は、2018年9月27日から29日にかけてスイスのベルンで開催された。参加人数は数百人の小規模の学会ではあるが、
膠原病疾患関連のリプロダクティブ・ヘルスに特化して学ぶことのできる貴重な機会であった。この場を借りて皆様にご報告させて頂く。（小井圡 彩子）
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　初日冒頭では妊娠前の患者カウンセリングの
重要性が説かれた。患者は家族計画に関する
十分な情報にアクセスし難く、さらに痛みや
QOLの低下によるsexual activityの低下、妊孕
性の低下、流産や死産、子供を持つことを諦め
る傾向にあるなど、様々な要因により膠原病
疾患ではFamily sizeの低下（図）があることが
言われている1）。また膠原病疾患患者において、
催奇形性のある薬物の処方にも関わらず、8%
しか有効性の高い避妊法の使用がないとの
報告2）もあり、避妊法の情報提供の必要性に
関しても大きく取り上げられた。
　意図しない妊娠は疾患活動性が高い、ある
いは催奇形性のある薬物使用下で判明するこ
とも多く、その後の妊娠転帰に影響を及ぼし
得る。
　妊娠前のカウンセリングでは、母体への影響
として妊娠合併症や原疾患の増悪のリスク、
妊娠による母体死亡の可能性に関して、また
胎児への影響として、流産、子宮内発育遅延、
早産、新生児ループスなどのリスク評価が必要
である。患者の興味関心としては妊娠中および
授乳中の薬物使用に関することが最も多いが、
個々の薬物の催奇形性などを説明する前に、
薬物使用とは関係なく、健常人でも3-5%の先
天奇形が起こりうることを説明しなければなら
ない。また、関節リウマチや全身性エリテマトー
デスなどの膠原病疾患では産褥期に増悪を認
めることがあり、増悪時は薬物使用と授乳に
関して相談する必要がある。

　オランダのRadbound Dolhain氏による関節
リウマチにおける妊娠出産のアップデートで
ある。

〈RAの妊孕性〉
　まずはRAの妊孕性に関する研究報告 3）。
妊娠までの時間TTP（time to pregnancy）
を比較したところ、 中央値が3.0ヵ月vs 7.0ヵ月
（P=0.001)とSLEがRAよりも1.91倍妊娠しや
すい（95% CI:1.27-2.88）ことがわかった。母体
の年齢が高いことや、薬剤使用、QOL評価の
身体機能における低値などが影響している可
能性が考えられた。
　また、アンケートによる横断研究ではRAでは
説明のつかない不妊症が一般人口よりも多く
経験されている(46%)ことが示された。不妊症
のエピソードを訴える患者では、NSAIDsの
使用が多く、妊孕性に影響している可能性が
指摘されている。ただし、不妊治療の結果妊娠
に至った症例は一般人口と比較し同等以上で
あった4）。

〈妊娠期間中のRA増悪〉
 　RAは妊娠中に疾患活動性が改善するとの
認識があったが、最近の前向き研究では、妊娠
中に改善が得られるのは40 -70%であり5 - 8）、
寛解が得られるのは16 -27%に過ぎず、妊娠
第3期でもおよそ半数の患者で疾患活動性が
あることがわかっている5,7）。
　van den Brandt Sらによる妊娠中のRA増悪
のリスク因子に関する解析9）では、29%の患者
で妊娠中に増悪がみられ、疾患活動性が高い
ことおよび妊娠早期でのTNF阻害薬中止が
リスク因子（相対リスク 3.33（95% CI 1.8-6.1））
となることがわかった。増悪があった患者の
60%でTNF阻害薬および糖質コルチコイドが
開始され、第2、3期には疾患の改善が得られた。
妊娠前よりTNF阻害薬を使用していないRA
患者では、妊娠中も継続可能な抗リウマチ薬
が使用されていることがほとんどで、妊娠前お
よび妊娠中も疾患活動性が安定していた。
　また、Ince-Askanらは、妊娠中の低疾患活
動性あるいは寛解に関わる因子について解析
している10）。本研究では妊娠第１期における

DAS28-CRP-3（患者による全般評価を除く）
とプレドニンの使用、自己抗体（RF、ACPA）
の存在が妊娠第3期における低疾患活動性 
（DAS28-CRP-3 <3.2）および寛解と負の相関
を示すことがわかった。（表）

〈RAの妊娠転帰に関する研究〉
　またSmith CJFらは、早産に関するリスク
因子の検討をしており11）、RAでは早産の相対
リスクが2.09（95% CI 1. 50 -2 . 91）であった。
活動性のRA（ベースラインで患者スケール
>3.7）では早産の調整リスク比が1.58（95% CI 
1.10 -2 .27)、また疾患活動性とは独立してステ
ロイド使用（容量は記載なし）で約2倍に早産
が増えることがわかった。
　Zbinden Aらの研究でも12）、DAS28-CRP> 
3 .2の中等度以上の疾患活動性早産が増える
（オッズ比 3.9, 95%（CI: 1.25-12.15））ことが示
された。

〈児への影響〉
　RA患者での妊娠中のTNF阻害薬が産後乳
児に与える影響をみたVinet Éらの研究では13）、
出生後12ヵ月までの重症感染症の発生頻度に
関して検討した。TNF阻害薬を使用しないRA
患者と非RA群の児では、重症感染の発生率
は2.0%（95% CI 1.5 -2 .6） vs 1.9%（95% CI 
1.9 -2 .2）とほぼ同等であったが、TNF阻害薬
使用RA群では3.2%（95% CI 1.5 -5.6）と増加
する傾向がみられた。
　ただし、多変量解析では、非RA群とTNF
阻害薬非使用群との比較（それぞれオッズ比1.7, 
95% CI 0.8-3.7、オッズ比 1.4, 95% CI 0.7-2.8）
で有意差を認めなかった。

　今回誌面の都合上話題は関節リウマチに限
らせて頂いたが、妊娠授乳中の母体への薬物
使用はもちろん、SLEやAPSなど各疾患の講
義や、男性への薬物使用、避妊法に渡るまで話
題が多岐に渡っていた。リプロダクティブ・ヘ
ルスは膠原病領域でも最近注目を集めてい
る分野の一つであり、ぜひ日本からも今後参
加者が増えることを期待している。

◎（編集部より）財団ホームページにて本記事
のロングバージョンが閲覧できます。
http://www.rheuma-net.or.jp/

妊娠とリウマチ性疾患に関する国際会議
10th International Conference on Reproduction, 
Pregnancy and Rheumatic diseases学会報告

妊娠とリウマチ性疾患に関する国際会議は、2018年9月27日から29日にかけてスイスのベルンで開催された。参加人数は数百人の小規模の学会ではあるが、
膠原病疾患関連のリプロダクティブ・ヘルスに特化して学ぶことのできる貴重な機会であった。この場を借りて皆様にご報告させて頂く。（小井圡 彩子）
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　今回取り上げられた北海道胆振東部
地震で厚真町において震度７を記録した。
これは観測史上6回目の発表であった。
　最大震度７は1948年（昭和23年）の福井
地震を契機に「激震」として新設された。
すなわち、「家屋の倒壊が30％以上に及び、
山崩れ、地割れ、断層などを生じる」状態
と定義された。1995年の兵庫県南部地震
（阪神淡路大震災）で地震情報の段階では
震度６だったが、現地調査で淡路島北部
から阪神間の一部でこの定義を満たすの
で震度７が初めて適応された。
　震度観察地点が増強され、1996年以降

すべての震度が震度計による判定に改め
られ、計測震度6.5以上を新たに震度7と定
義することとなった。2004年新潟県中越地
震の川口町で、後日回収された地震計に
よって初めて震度7が観測され、2011年東
北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の宮
城県栗原市、そして2016年熊本地震の益城
町で4月14日と4月16日（本震）の2回震度
速報の時点で震度7が発表されている。
　震源の深さ、地震の規模（マグニチュー
ド）、さらには地震が短周期か長周期か、地
盤の問題や津波発生など複雑に絡み合って
被害に差が出ているようである。今回は道

内最大の苫東厚真火力発電所の緊急停止に
端を発し、北海道・本州間連携設備の送電で
も対応できず、道内のほぼ全域で電力が止
まる“ブラックアウト”が初めて起こった。
　木曜から３日間くらいで復旧して、その
後の計画停電も実施されなかったが、電子
カルテが動かず、連絡が取れない為、大混
乱となったことがよく分かった。全域が停
電なので、週3回の透析患者さんはどのよ
うに対応されたのか、気になった。
　非常電源設備があっても、訓練してい
なかったために、作動しなかった事例が
以前報告された。“災害は忘れた頃に起こ

る”ので、災害発生を想定した訓練は毎年
必ず行うことが肝要である。

編集後記

リウマチ財団登録薬剤師・リウマチケア看護師募集

令和元年5月 企画運営委員会議事録
令和元年5月開催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
日　時：令和元年5月14日（火）18：00～19：10
【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24日)：平成30年度財団ホームページアクセス数は前年対比1.5倍増で
  あったこと、今年度事業計画として、イラストの導入や登録医への有用な情報提供サイト案
  等が報告された。
 ・ 独立監査人の監査（5月13日）：公認会計士による監査を受け、適正に処理されているとの
  ことであった旨が報告された。

2. 2019年度リウマチ月間リウマチ講演会について
 現時点の参加申込者数の報告とプログラムが確定し、テーマ「進化するリウマチ医療」に向け、
 順調に準備が進んでいることが報告された。

3. リウマチ専門職制度のパンフレットについて
 今年のリウマチ月間リウマチ講演会や他教育研修会等にて配布する目的で、パンフレットを
 作成。

4. 法人賛助会員の入会について
 今年度1社入会があり33社となった。

【審議事項】
1．平成30年度事業報告及び収支決算に関する件について

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
 Eular2019：小寺　仁（桑名市総合医療センター 膠原病リウマチ内科 医長）　

3. 令和元年度日欧リウマチ外科交換派遣医の選考について
 今年度は日本から欧州へ2名派遣の予定。　　　　　
 岩田　崇裕（高山赤十字病院 整形外科 第一整形外科副部長）
 高窪　祐弥（山形大学医学部付属病院 リハビリテーション部 整形外科学講座 准教授）

4. 教育研修会等実施要領の一部改定について

5. 次期の役員等改選について
 6月の評議員会終了時で役員、評議員、評議員選定委員会委員の任期が終了するのに伴い、
 次期の候補者について報告された。

羽生忠正
長岡赤十字病院　名誉リウマチセンター長

　この度は、公益財団法人日本リウマチ財団の国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究
発表助成に採用して頂き、誠に有難うございました。
　ここに簡単ではありますが、参加させて頂きました2019アジア太平洋リウマチ学会（APLAR）
の発表報告をさせて頂きます。2019年4月8日から11日の4日間、オーストラリア・ブリスベンで
第21回アジア太平洋リウマチ学会が開催されました。APLAR は1963年にシドニーで 前身組織
であったSEAPAL（South East Asia and Pacific Area League Against Rheumatism)が
オーストラリア、インド、日本、ニュージーランドの4か国で発足、1968年にインド・ムンバイで
最初の国際会議が開かれ1990年韓国・ソウル開催からAPLARと名称が変わり日本リウマチ
学会を含め環太平洋27か国で構成される歴史ある国際学会です。
　私の発表は東京女子医大東医療センターで診療させて頂いている関節リウマチ患者様の生物
学的製剤の治療効果と継続率についての発表でした。多くの海外のリウマチ医の先生方に
ご興味を頂きご質問を頂きました。医学的な質問以外にも日本の保険診療についても尋ねられ
ました。諸外国の保険制度によっては高額な生物学的製剤の使用制限があり、医師が自由に
処方できない事、生物学的製剤の選択制限もある事を知り、各国の医療制度の違いについて
有意義な議論の場を持つことができました。また、シンポジウムでは脊椎関節炎（SpA）の最新
の知見について台湾の中山医科大学James Cheng-Chung Wei教授、香港中文大学の
Lai-Shan Tam教授の講演を拝聴しました。特にTNF阻害剤を使用していても強直性脊椎炎の
靱帯骨化の進行は抑制できていない事（mSASSS socreの上昇）、関節リウマチのT2Tと同様
の治療目標をSpAでも作成するために臨床データを国際的な規模で集計をしている事を知る
機会を得ました。
　昨今はインターネットの医学論文検索サイトPubMed/MEDLINE等で海外へ赴かなくとも
最新の医学的知見を手にする事が以前よりも容易になっておりますが、論文で得られる情報は
限られており、何にもまして第一線の先生方とdiscussionを通して得られる生の情報程大きな
価値のあるものはなく、国際学会に参加する意義を再認識した次第です。最後になりますが、
APLAR発表のご指導を頂きました東京女子医科大学整形外科 岡崎 賢 教授ならびに猪狩勝則
准教授、ご支援賜りました日本リウマチ財団関係各位に御礼を申し上げます。

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（APLAR 2019）
王 興栄 氏/東京女子医科大学 整形外科　

令和元年度 海外派遣医

氏名

〈米国〉

〈欧州〉

中村 浩之 苫小牧市立病院 内科 医長

所属

内科
リウマチ科

専門科目

開催地区 開催日 開催場所

北海道･
東北

8/25
（日）

アイーナ
（いわて県民情報交流センター）

駒ケ嶺リウマチ整形外科クリニック
院長 駒ケ嶺 正隆

関東・
甲信越

9/29
（日）

丸ビルホール
＆コンファレンススクエア

東邦大学医学部 内科学講座膠原病学分野
教授 亀田 秀人

東海・
北陸

令和2年
2/2（日） ミッドランドホール

名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学専攻
運動・形態外科学講座 整形外科学
教授 石黒 直樹

近畿 11/24
（日） 生田神社会館 兵庫医科大学 内科学 リウマチ・膠原病科

教授 松井　聖

中国・
四国

9/1
（日） 山口グランドホテル

山口県立総合医療センター
整形外科・リウマチ科
副院長 田中　浩

九州・
沖縄

令和2年
1/26（日）

ホテルスカイタワー
宮崎駅前

宮崎大学医学部
内科学講座免疫感染病態学分野
（膠原病感染症内科）
教授 岡山　昭彦

世話人

氏名

野田 健太郎 東京慈恵会医科大学内科学講座
リウマチ・膠原病内科 助教

所属

内科
リウマチ科

山村 裕理子 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
腎・免疫・内分泌代謝内科学 客員研究員 リウマチ科

専門科目

財団では、令和元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。

事業報告、決算書
財団ホームページ「情報公開」に掲載します。

令和元年度 リウマチの治療とケア教育研修会 開催予定

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/経過措置期間）、リウマチ財団登録理学・作業療法士6単位（参加実績/経過措置
期間）予定。他学会等単位も予定。

http://www.rheuma-net.or.jp/
リウマチ財団

日本リウマチ財団ホームページ

検索
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