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105 号の主な内容

● シリーズ

 リウマチと感染症

● リウマチ人

● アナウンスメント

● 画像クイズ
（4 ページに続きます）

超音波検査で変わった
患者とのコミュニケーション

後藤　リウマチ性疾患は治療が長期に
わたるので、患者と医者の間の信頼関
係が重要だと思うのですが、先生の患
者に対する姿勢をお教えいただけません
か？
粕川　私が臨床に本当にたずさわっ
たのは大学を辞めてからです。とも

かく、親切に患者の身になって診て
あげることが基本だと思いやってきました。
福島のここ、中通り地方では、リウマチ
科を掲げているのは２ケ所だけですが、リ
ウマチを診られる整形外科もありますし、
患者数が少ないから、時間を取って、充
分に診られるわけですが…。
後藤　先生は超音波検査を行うように
なってから、診療が変わったのではありま
せんか？

粕川　ええ、前から一所懸命、診ていま
したが、超音波検査を始めたことによっ
て、より患者さんとのコミュニケーションが
深まりました。患者さんと画面を一緒に見
ながら話すことができますから。
後藤　ドプラエコー検査はわかりやすい
ですよね、素人が見ても。
粕川　患者さんに「この黒いところは水
です。この前来たときより、これだけ良く

後藤 眞 氏 編集委員長 聞き手

桐蔭横浜大学 医用工学部 生命・医工学科 不老科学・加齢制御学部門 教授
話し手  森 亨 氏

公益財団法人結核予防会結核研究所 名誉所長
ストップ結核パートナーシップ日本 代表理事

宮坂 信之 氏
東京医科歯科大学大学院 膠原病・リウマチ内科学 教授

関節リウマチは，かつては治癒できない一生の病気と言われていたが，近年の
治療薬の飛躍的な進歩により治療目標は『寛解』になり，さらには『治癒』もそ
の可能性があると考えられるようになった。その一方で，生物学的製剤は免疫機
能を抑制するため，その使用は呼吸器感染症，なかでも結核を発症するリスクを
高めることから，十分な感染症対策を講じる必要がある。そこで，本対談では財

団法人結核予防会結核研究所の森 亨 氏，東京医科歯科大学の宮坂信之氏に，最新
の生物学的製剤治療をご紹介いただくとともに，関節リウマチ治療における結核
予防の重要性，リウマチ専門医と感染症専門医とが連携して結核対策を実施する
必要性について語っていただいた。

顕著に高まった治療効果と，
感染症のリスク増大

司会：従来の関節リウマチ治療は，主
に痛みの緩和を治療目標としており，
治癒させることはできないと言われて
いましたね。
宮坂：はい。関節リウマチが治癒でき
ないとされていた理由として 2つのこ
とが考えられます。1つは早期の診断
が難しく，発見されたときにはかなり
進行していたこと，もう 1つは有効な
治療薬がなかったことです。現在は，
医療技術の進歩により，早期診断が可
能となったうえ，メトトレキサートを
はじめとする抗リウマチ薬，さらに最
近では生物学的製剤が登場したことに
より，治療効果が著しく向上しました。
その結果，治療目標は症状緩和から寛
解へとシフトしました。従来，私たち
がいっていた寛解とは『臨床的寛解』，

つまり症状がほとんどない状態のこと
だったのですが，メトトレキサートや
生物学的製剤を適切に使用することに
よって『構造的寛解』，つまりレント
ゲン上で確認される関節破壊が進行し
ない，あるいは関節破壊の進行を未然
に防ぐことが可能になりました。
さらに，早期から積極的に治療する
ことで『機能的寛解』，つまり関節破
壊が起きた患者さんの関節の働きを修
復し，機能回復できる可能性も出てき
ました。そして，まだ症例数は多くは
ありませんが，生物学的製剤による治
療を行うことで，治療薬を中止するこ
とができた症例も報告されています。
その先にあるのは治癒ですから，関節
リウマチは治癒できるかもしれないと
いう期待は高まっています。
司会：早期から積極的な治療を行うこ
とが推奨されるようになり，治療効果
が著しく向上した半面，副作用が懸念

されています。関節リウマチ治療で留
意すべき副作用は何でしょうか。
宮坂：関節リウマチの患者さんは，健
康な方と比べて，もともと感染症を起
こしやすいことがわかっています。そ
の理由はいくつかありますが，多くの
患者さんが高齢であったり，長い罹病
期間の間にさまざまな防御機能が障害
されていたり，治療薬として経口ステ
ロイド薬を服用していることも，感染
症の発症リスクを高める原因だと考え
られます。関節リウマチは，細菌感染
に対する免疫能が低下している病態だ
ということに常に留意しなければなり
ません。
実際に，関節リウマチの患者さんは

健常者と比べて結核の発症リスクが 2
倍であることが報告されています。ま
た，先ほど申し上げたリスク因子とし
て経口ステロイド薬の使用をあげまし
たが，わが国ではその使用率が高いこ

とが大きな問題です。欧米では経口ス
テロイド薬の使用率は3～4割ですが，
わが国では約 8割の方に投与されてい

森 亨 氏

（次ページに続きます）

聞き手　後藤　眞 氏
 日本リウマチ財団ニュース編集委員長
 桐蔭横浜大学 医用工学部 生命・医工学科 不老科学・加齢制御学部門 教授

福島県済生会 済生会川俣病院
リウマチ科

粕川禮司 氏

関節血流に魅せられて
題字・仲村一郎
湯河原厚生年金病院
リウマチ科 部長

粕川禮司 氏



2	 平成 17年 6月22日　第三種郵便物認可	 日本リウマチ財団ニュース	 　　平成23年 3月1日発行　No.105

後藤 眞 編集委員長

るのが現状です。経口ステロイド薬が
感染症の発症リスクを高めるという危
機感を持たないままに，漫然と使用し
ているケースも多いようです。そうし
た状況のなかで，免疫抑制作用がある
メトトレキサート，生物学的製剤を使
用するようになったことが，感染症の
発症リスクを高めているのではないで
しょうか。
生物学的製剤は，TNF- αや IL-6 と
いった炎症性サイトカインの働きを抑
制しますが，同時に IL-6 による発熱，
CRP 増加など感染症発見の手がかり
となる症状や兆候も抑制してしまいま
す。そのため，感染症の発見が遅れ，
重篤化する危険性があります。つまり，
これら 2つのサイトカインは，細菌感
染症や結核の感染防御において重要な
役割を担っていますので，関節リウマ
チ治療を行えば行うほど，TNF- αや
IL-6 の働きは抑制され，感染症の発症
リスクは上昇することになります（表
1）。
生物学的製剤を投与するときは，患
者さんを十分に観察し，副作用として
の感染症の症状や兆候に十分に配慮す

関節リウマチ治療における
結核対策の実際

司会：宮坂先生，関節リウマチ治療に
おいて結核の現状とその対策につい
て，説明していただけますか。
宮坂：最初の生物学的製剤であった
インフリキシマブは，TNFαを阻害
する薬剤で，1998 年に米国で登場し，
日本では 2003 年に承認されました。
米国では 1999 年から生物学的製剤が
使われていましたが，関節リウマチの
患者さんに生物学的製剤を投与すると
結核の発症率が 10 倍にも増加したと
報告されました。結核発症例のほとん
どは，免疫能低下による結核菌の再活
性化が原因でした。また，肺結核と肺
外結核の割合は半々で，一般的な結核
感染例に比べて肺外結核が多いという
特徴がありました。さらに，抗結核薬
による予防投与がなされていた患者さ
んでは発症がほとんど認められなかっ
たことから，生物学的製剤使用時の結
核対策の重要性に注目が集まりまし
た。
私たちは，生物学的製剤使用と結
核の問題を重要視し，わが国でイン
フリキシマブが承認された 2003 年に，
『TNF阻害療法施行ガイドライン』を
策定しました。同ガイドラインでは，
活動性結核を持っている方は生物学的
製剤の禁忌，また，陳旧性肺結核の方
も禁忌あるいは慎重投与とし，慎重
投与する場合でもリスクよりもベネ
フィットが上回ると主治医が判断した
場合に限ると記載されています。生物
学的製剤の使用前には，問診，検査を
十分に行い，結核の既往歴あるいは曝
露歴がないか，胸部 X線写真には陳
旧性肺結核の病巣，胸膜の肥厚や石灰
化影や索状影などがないかを検査し，
結核が疑われる症例はCT検査を実施
することとしています。そして，全例
に対してツベルクリン反応検査の実施
を義務づけ，スクリーニングにより陳
旧性結核を持っていないと判断できた
方には，必要性およびリスクを十分に
評価し，慎重な検討を行った上で生物
学的製剤の開始を考慮するとしていま
す。
陳旧性結核を持っている結核リスク
の高い患者さんには，生物学的製剤
を投与する 3，4 週間前から抗結核薬
であるイソニアジドによる予防投与
を 6ヵ月から 9ヵ月間は継続すること
を推奨しています。しかしガイドライ
ンにより結核対策を提示したにも関わ
らず，インフリキシマブ承認後のわが
国での市販後全例調査では，最初に登
録された 2,000 例における結核発症率

延した時代に生まれ育った人たちが高
齢になり，体内に潜んでいた結核菌が
再活性化したためだと考えられます。
実際に結核患者さんの 65%が 60 歳
以上の高齢者です。また，これとは別
に都市部では，若くても社会的，経済
的に弱い立場にあり，健康管理の機会
に恵まれない方々に集中して結核は発
症しています。このような結核の発症
リスクが高い集団をハイリスクグルー
プと呼びますが，喫煙者やヒト免疫不
全ウイルス感染者も結核のハイリスク
グループです。そして，もう 1つ重要
なのが医学的リスクグループで，その
最大のものが糖尿病です。糖尿病の患
者さんは一般の健康な方と比べて結核
の発症リスクは 2～ 3倍も高いことが
知られています。さらに，関節リウマ
チ治療を受けていて免疫抑制状態にあ
る方たちもハイリスクグループです。
こうしたことを考えると，現在の結核
は，特定の目印が付いた人たちに集中
して発症する傾向がありますから，ハ
イリスクグループに対して適切な予防
処置を講じることでかなり予防が可能
だと考えられます。
そして，結核のハイリスクグループ
である関節リウマチ患者さんには，リ
ウマチ専門医と感染症専門医が手を組
んで結核対策を行うことは，結核撲滅
に大きく寄与すると考えています。
司会：現在，高齢者に対する対策は何
かされているのでしょうか？
森：高齢者の集団生活の場である介護
施設，あるいは福祉施設においては施
設内の集団感染を予防する手立てとし
て，ガイドラインを作成し，それに則っ
て感染予防対策を行うようにしていま
す。現状では，高齢のハイリスクグルー
プの方には，結核予防薬を（事前に）
飲んでいただいた方がよいのかどうか
など，予防薬の副作用とのかねあいで
難しい問題もありますが，関節リウマ
チの治療を行う場合にはしっかりと予
防を行うことで，結核の発症を防ぐこ
とができると思います（表 3）。
司会：若年者でも，例えば生活が乱れ
がちな受験生などでは結核を発症する
ことがあると聞いていますが。
森：今では結核の感染機会が少なく
なったため，高校生や大学生に結核
が発症することは以前よりは減ってい
ます。しかし，感染歴のない若年者が
結核の感染を受けると高齢者よりも発
病しやすいことは今も昔も変わりませ
ん。そのため，若年者が不摂生な生活
をして結核に感染し，発病すると，学
校などの集団生活の場でたちまち感染
が広がってしまうリスクがあるので問
題視されています。

る必要があります。
司会：私自身が関節リウマチの患者さ
んを診てきた経験では，過去に重症の
結核に罹ったことがある方が関節リウ
マチを発症すると，治療は非常に難し
くなりました。関節リウマチ患者さん
の関節などには，結核のヒートショッ
クプロテインに対する抗体が存在しま
すし，一時は関節リウマチの原因とし
て結核が疑われましたこともありまし
た。やはり，関節リウマチと結核との
間には特別な関係が存在するような気
がします。
宮坂：結核の感染防御において最も重
要な役割を担っている細胞は T細胞
とマクロファージですが，これらの免
疫細胞は関節リウマチの病態を悪化さ
せますから，結核の治療と関節リウマ
チの治療は相反するものとなります。
そのため関節リウマチの治療を行う際
は，事前に患者さんの結核罹病歴がな
いかを確認し，しっかりと予防してお
くことが必要です。

わが国の結核問題は
未だに未解決

司会：わが国でかつて死病とまで言わ
れた結核ですが，抗生物質，抗結核薬
の登場により罹病率は低下してきまし
た。しかし，急速な高齢化に伴い，最
近では結核罹病率が増加に転じたとも
言われています。私たちは，今まで以
上に結核問題に取り組んでいかなけれ
ばいけませんね。
森：昔と比べれば，わが国の結核の蔓
延程度は改善されていますが，それで
も罹病率は米国の約 5倍と先進国の中
では極めて高く，結核は日本で最大級
の感染症と言うことができます。しか
も近年，結核罹病率は低下傾向にある
とはとても言えない状況にあります
（表 2）。この最大の原因は，結核が蔓

会談の様子

表 1　重要な感染症の発現頻度
感染症 トシリズマブ インフリキシマブ エタネルセプト アダリブマブ
症例数 3,881 5,000 13,894 900
肺炎 1.5％ 2.2％ 1.3％ 0.22％
結核 0.10％ 0.28％ 0.07％ 0.11％
ニューモシスチス肺炎 0.15％ 0.44％ 0.18％ 0.22％
非結核性抗酸菌症 0.21％ 0.14％ 0.12％ 0％
帯状疱疹 1.3％ 0.34％ 0.81％ 1.0％

東京医科歯科大学 薬害監視学講座 教授 針谷正祥 氏 作成

表 2　国内の結核の現状

※率はすべて人口 10万人対（公益財団法人結核予防会「結核の統計 2010」より）

結核新登録患者数　24,170人
（新たに結核と診断された患者，平成 21年実績）

罹患率　19.0

結核死亡数　2,155人
（平成 21年概数）

死亡率　1.7

表 3　生物学的製剤PMSにおける結核発現例の比較
 インフリキシマブ エタネルセプト アダリブマブ トシリズマブ
確診数 14 例 10 例 4 例 5 例
平均年齢 66 歳 66 歳 70.5 歳 60 代
肺外結核 50％ 30％ 25％ 40％
平均投与日数 103日 75日 79日 7～165日
ステロイド併用 93％ 100％ 100％ 3 例有，1例無
    1 例不明
予防内服 0％ 20％ 0％ 4 例無，1例不明
軽快・回復 86％ 90％ 100％ 3 例未回復，2例不明 

東京医科歯科大学 薬害監視学講座 教授 針谷正祥 氏 作成
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は 0.55％と高率でした。そのため，再
度結核に関する注意を喚起することを
目的としてガイドラインを改訂し，投
与前のスクリーニングや抗結核薬の予
防投与の普及に努めた結果，インフ
リキシマブ投与例の登録者数が 5,000
例になった時点における結核発症率
は 0.3% と低下傾向が認められました。
インフリキシマブの登場初期と比べ結
核発症率が低下したということは，結
核が予防可能な合併症であることを示
唆しています。
生物学的製剤使用時の結核撲滅のた
めに，ガイドラインをホームページ上
にも掲載するなど広く注意喚起を行っ
ていますが，今後もさらに感染症への
事前対策，予防を促すよう努めていき
たいと思います。
司会：生物学的製剤を投与する前に，
スクリーニングやCT検査により，結
核の有無を判定するわけですが，関節
リウマチはγインターフェロンの産生
が低下し，検出感度が低下する病態で
もありますから，ツベルクリン反応や
クォンティフェロン検査では結果が擬
陰性となる患者さんもいるのではない
でしょうか。
宮坂：必ずしもツベルクリン反応や
クォンティフェロン検査の結果が全て
ではないということを認識していただ
きたいと思います。関節リウマチ患者
さんの約半数はツベルクリン反応が陰
性といわれていますし，陳旧性肺結核
の病巣があってもクォンティフェロン
検査が陽性にならない症例もいますの
で，内科の基本である問診，診察，画
像診断から総合的に判定することが重
要です。
司会：わが国では，整形外科の先生が
関節リウマチを診療することも多いた
め，ツベルクリン反応やクォンティ
フェロン検査の結果だけに頼る傾向も
あるようです。
宮坂：そうですね。ただしわが国では
BCG 接種を行っていますから，ツベ
ルクリン反応の判定は意外に難しいで
すし，クォンティフェロン検査はどこ
でもできる検査ではありません。それ
が日本の結核対策が遅れた理由の 1つ
かもしれません。
森：ガイドラインでは，生物学的製剤
を使用する前に結核のリスク因子の存
在や全身状態を評価する一連の検査を
行い，その結果に基づいて適切な対策
を講じた上で投薬することが推奨され
ています。わが国の結核感染率は 60

歳代で 3 割，70 歳代で 5 割以上とい
うデータが出ており，関節リウマチの
罹患率が高い年代で結核感染率が高い
ことがわかっていますので，高齢者の
結核感染を確実に診断し，対応する必
要があります。従来は，結核感染はツ
ベルクリン反応により診断されていま
したが，BCG 接種の影響を受けやす
いこと，非特異的な反応があり信頼性
が低いことが問題となっています。特
に，関節リウマチ患者さんは過去に経
口ステロイド薬を使用していること，
関節リウマチ自体が免疫抑制傾向にあ
る病態であることから，ツベルクリン
反応が陽性にならないことも多いので
す。一方，クォンティフェロン検査は，
ツベルクリン反応よりは BCG 接種歴
の影響はほとんど受けず，しかも感度
が高いと評価されていますので，実施
する価値はあると思います。

結核予防のためには
抗結核薬投与がやはり有効

司会：結核の発症リスクを低下させる
ためには，生物学的製剤を投与する前
に適切な予防処置を行うことが重要で
す。対象には制限がありますか。
森：インフリキシマブが登場してから
日本リウマチ学会と日本結核病学会か
ら，結核のリスクが高い方には，積極
的に抗結核薬を使用し，結核の発症を
予防しましょうという共同ステートメ
ントが出されました。2009 年には厚
生労働省も方針を変え，従来は結核の
発症予防を目的とした治療は，29 歳
までの若者が最近，結核の感染を受け
た場合にしか認められていませんでし
たが，結核発症リスクが高い方，例え
ば関節リウマチ患者さんでも年齢を問
わず予防を目的とした治療を行うこと
が可能となり，その治療の適用となっ
た患者さんは結核患者さんに準じた扱
いで公費負担制度の対象になりまし
た。わが国でも少しずつ発病予防への
積極的な取り組みが普及してきたと思
います。
宮坂：その通りです。関節リウマチ患
者さんに対する予防投与が認められて
いなかったときには，抗結核薬として
イソニアジドを１剤投与する場合で
あっても届け出が必要でした。こうし
た制度の見直しは，予防投与を普及さ
せる大きな変化だと思います。
司会：現在，どのくらいの方に予防投
与が実施されているのでしょうか。
宮坂：関節リウマチで生物学的製剤を
使う患者さんの約 3割が抗結核薬を服
用しています。わが国で生物学的製剤
を使用している患者さんは約 10 万人
ですから，3万人もの関節リウマチの
患者さんに結核の予防投与が実施され
ています。
司会：予防投与を実施するに当たり，
注意すべき点はありますか。
森：耐性菌の発現には十分注意してく
ださい。活動性結核の方にイソニアジ
ドの単独投与をすると，薬剤耐性菌が
生じやすくなりますから，活動性結核
の有無を十分に確認することが重要で
す。ただし，結核の感染の疑いが濃厚
で，しかも発病は否定できる状態にあ
る場合（潜在的結核感染症）には，予

防的治療を積極的に行ってください。
宮坂：前述したように，インフリキ
シマブの市販後調査で，最初に登録
された 2,000 例における結核発症率は
0.55％でしたが，そのときの結核予防
薬の投与率はわずか 10％でした。し
かしその後，結核に対する注意喚起を
行い，最終的に結核発症率が 0.1% ま
で低下したときの結核予防薬の投与率
は 25% に上昇しました。つまり，予
防投与した患者さんが増えたことで，
結核の発症リスクが低下したことは明
らかです。
司会：結核予防の重要性がよく反映さ
れたデータですね。
宮坂：結核の発症率が高い地域では，
スクリーニングする前に，全症例にイ
ソニアジドを予防投与することもある
ようです。これについてはどのように
お考えですか。
森：その場合には，先に申し上げたよ
うに活動性結核の症例にもイソニアジ
ドを単独投与してしまう危険性があり
ますので，問題だと思います。特に，
高齢者では活動性結核の頻度が高いで
すから，その分リスクは高まります。
また，イソニアジドの副作用として
肝機能障害などのリスクもありますか
ら，肝機能検査を事前および治療中に
するなど慎重に対応する必要がありま
す。

専門医同士の連携体制が
結核予防につながる

司会：今後，関節リウマチと結核の合
併をゼロにするためには，リウマチの
専門医，結核の専門医が協力体制を築
くことが重要だと思います。今後の関
節リウマチ治療と感染症対策への取り
組みについて，先生方のお考えをお聞
かせ下さい。
宮坂：関節リウマチ治療中に発現する
結核は，多くの場合が予防可能だと思
います。それなのに，いまだに結核が
なくならないというのは，私たちが

どんなに注意喚起をしても，それが十
分に行き届いていないことを意味して
いると思います。これからは，日本リ
ウマチ学会とその関連学会とが手を組
んで，今まで以上に結核予防を注意喚
起していかないと，この領域での結核
をなくすことはできないと思っていま
す。また，日本リウマチ学会の会員で，
関節リウマチを診る医師は半分が整形
外科医，半分が内科医ですが，専門分
野を問わず学会員の結核に対する知識
を向上させていくために，私たち自身
が啓発活動に取り組まなくてはならな
いと考えています。
森：関節リウマチの患者さんに限ら
ず，結核の患者さんの大部分が予防
可能な方々だと思います。しかし，実
際には予防や早期発見が十分に行われ
ず，そのために結核発病例の 10% が
死に至るというのが現状です。結核の
予後悪化を防ぐためにも，「結核は過
去の感染症ではなく，今もなお存在す
る重大な問題である」ことを認識し，
関節リウマチをご専門とする先生方も
含めて，結核に関係する医療機関，さ
らに行政が一丸となって，結核対策を
再度見直していくことが大切だと思っ
ています。それを実施するために，私
たちは，2007 年に「ストップ結核パー
トナーシップ日本」というNPO法人
を立ち上げ，結核予防対策の普及，啓
発を中心とした活動に取り組んでいま
す。
司会：関節リウマチの患者さんは感染
症に罹りやすい状態にありますから，
生物学的製剤を使用する際には，結
核の発症リスクが高いことを念頭に置
き，適切な事前対策を講じることの重
要性が再確認できました。
生物学的製剤を用いた治療を患者さ
んが安心して受けられるように，本対
談がリウマチ専門医と感染症専門医と
の連携体制の構築と普及の一助となる
ことを願っています。本日はありがと
うございました。

（文責編集部）

宮坂 信之 氏

事務局だより

リウマチ登録医募集

財団では，平成 23 年度登
録医を募集しています。いつ
でもどこでもリウマチの専
門医に診てほしいという患
者さんの声に応えるため，リ
ウマチ診療に携わる医師は
ぜひ登録をお願いいたしま
す。申請書類をお送りいたし
ますので，ご希望の旨事務局
にお知らせください。
なお，申請期間は平成 23
年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま
でであり，審査後登録となり
ます。

■登録要件
1.	5 年以上リウマチ診療に従
事している医師

2.	リウマチ診療患者名簿 40
名あり（含RA	3 例以上）

3.	リウマチ教育研修単位 20
単位あり（直近 5 年間の
財団の証明書によるもの）

リウマチ登録医の資格更新

下記年度にリウマチ登録医
になられた方は，平成 23 年
度資格更新者に該当いたし
ますので，手続きをお願いし
ます。

◎昭和 62 年度，平成 2 年度，
平成 5 年度，平成 8 年度，
平成 11 年度，平成 14 年度，
平成 17 年度，平成 20 年度
の登録医

なお，更新申請書類は昨年
12 月にお送りしています。
申請期間は平成 23 年 3 月
31 日までです。
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なりましたよ、光っているのが 20あったの
に、５になりましたよ」と話すと、「ああそ
うですね」と納得してもらえます。
後藤　そうですね、百聞は一見にしかず
のいい見本だと思いますね
粕川　関節炎と聞いても、患者さんには
よくわかりませんよね。CRP が 5とか 3
になると言われてもわからないですが、ド
プラ画像を見せると、患者さん自身も自分
の病気がいまどういう状態なのかが直感
的にわかります。ドプラ検査は患者さんと
のコミュニケーションを深めるのに、非常
に良い方法だと思いますね（写真 1）。

血流の観察が教えてくれる
リウマチ研究の魅力

後藤　先生はなぜリウマチをご専門に選
ばれたのでしょうか？　私たちが医者にな
ろうとした当時は、リウマチは治療法もあ
まりなく、人気がない分野だったかと思う
のですが…。
粕川　リウマチとの出会いは偶然です。
大学院に入ったとき、東大物療内科の大
島先生がくださったテーマのひとつがリウ
マチの血清反応でした。先輩の研究の
手伝いをしている内に、リウマトイド因子
の検出法、ワーラー・ローズ反応につい
て研究するようになっていきました。
後藤　先生のお仕事を見ていると、血管
にご興味を持って、そこから研究を深め
ていかれた流れがあるように私には思え
たのですが、いかがでしょうか？
粕川　ええ。リウマチという病気は、ど
この病変であっても血管の病変がありま
す。今は血管炎というと、ただ障害を受
ける血管のサイズの大小で分けています。
しかし、あれは便宜的に分けているだけ
で、サイズが異なっても共通の病変もある
など、血管の病気は非常に興味深いな
あと思ってきました。
また、川崎病などの例もあり、血管に
ついていろいろ勉強していると、新しい病
気が見つかるかもしれないという期待も高
まり、血管に対する興味がさらに高まりま
した。
後藤　最近では、RAの滑膜はがんに
似ていて、MTX（メトトレキサート）のよ
うな抗がん剤が効くということで、どうもリ

ウマチというのは本質的にがんに近い病
気ではないかというふうにも言われていま
す。しかし先生のご本、『関節リウマチ
の症例で診る	関節血流の超音波ドプラ
検査』（写真２）を読んでいたところ、滑
膜の血管の流れの観察により、RAの滑
膜ががんに非常によく似ているという卓見
を、すでに昔、見つけられていたので、
私は驚きました。
粕川　それは以前、滑膜病変を見てい
たときに、これはやはり腫瘍性の増殖であ
り、普通の、ただの増殖とは異なると感
じたからです。腫瘍の血管と言うのは、
正常血管とちがってリウマチの滑膜血流
と非常に似ています。
後藤　しかし、一般的にレビュー記事な
どを見ていても、血管のほうにはあんまり
言及しないですよね。滑膜の病気そのも
のでも、いろいろな人ががんに似ていると
いう話はするにも関わらず、血管のほうか
らのアプローチが意外にありません。で
すから、先生がそれを昔からおっしゃって
いたことに驚きました。
かといってご本には、ドプラで見て、腫
瘍血管との差異、RAの滑膜の血管とは
どこがちがうのかについては書かれてい
ませんね。
粕川　それはこれからやっていくべきこと
です。私ではなく、後進に興味を持って
研究してほしいです。腫瘍の血管が、リ
ウマチの血管とどういう点がちがうのか、
非常に興味深いテーマだと思います。し
かし、エコーが普及してきたのに、やろう
という人がいません。私はもう十年も前か
ら言っているのですが…。
「先生、随分、変なことをやってますね」
などと言われていますが。

後進に望むもの
血管抵抗の研究

後藤　先生は少し、先を行過ぎたのかも
しれません。いまだに、ただ「血流があ
るから炎症が盛ん」というレベルにとどまっ
ていますから。
しかし、このテーマをそのままにしてお

くのは惜しい。ここから新しいことがきっと
出てくると、私は思っています。
粕川　ええ、血流を観察していると、い

ろいろと面白いものです。
たとえば、リウマチの起こり
始め、血流が出てきたり、滑
膜の増生が始まるといった、レ
ベルの起こり始めを観察すると
…。
後藤　どちらが先ですか？
粕川　リウマチが治っていくと
きは、まず血流がさっと減って
いく、それはわかっていますが
…ね。非常に興味深いのは人
工関節を入れた場合の変化で
す。人工関節を入れて、しば
らく経つと、その上を滑膜が
這っていきますが、骨側に滑膜
が這ってくる場合と、関節包側
に這う場合の 2 種類がありま
す。さらに骨側から再燃する
のか、関節包側から再燃する
のか？　手術後 4 週目の患者
さんを診てみたところ、血流シ
グナルは関節包側からやってき
ました。
後藤　それは興味深いですね。
粕川　なぜ、血流シグナルは関節包側か
らやってくるのか、それはまだわかりませ
ん。
さらに、治療薬が反応するのはどんな
順番か？　それは血流、滑液、滑膜とい
う順番です。血流がまず下がって、滑
液の厚さが少なくなって、その次に、滑
膜の厚さが少なくなっていきます。
後藤　先生にそれはぜひ、きちんと論文
にしていただきたい。
粕川　それにはデータとして出さなきゃな
りません。ノギスで厚さを測って、そうい
うことをひとつひとつ積み重ねていくと、わ
かってくることがたくさんあります。しかし、
それはそろそろ後進にお願いしたいです
ね。
わたしが独自に解明したこととしては、
滑膜の中にある血流が、表層と深いとこ
ろで違いがあるという点です。表面にあ
るものは血管抵抗が低くて、炎症が強く、
透過性が高まります。それに対して、深
いところの血流は血管抵抗が高くて、透
過性が高くありません。治療すると血流
が早く治るのは、表面の血流が先に消え
て、それがきれいになるからです。
私は血流シグナル見たときから、常に
血管抵抗を並行して見てきました。しかし、
日本で血管抵抗を研究している人は他に
いません。
後藤　先生の、この血流や血管抵抗を
見ているところが、非常に独創的だと思っ
ています。それを誰かが引き継ぐべきで
すね。

将来に望むのは、
科学する人たちが育つこと

後藤　粕川先生は、
いまのリウマチ学、リ
ウマチ診療、将来の
リウマチ診療がどう
あってほしいとお考
えでしょうか？
粕川　基本的には
科学する人たちが
もっと育ってほしいと
思っています。
リウマチはまだ、
かなりわからないこと

が多く、免疫もからんでいて、非常におも
しろい分野です。
研究を進める最も強い力は、感動や面

白さだと思います。理屈で「これには意
味がある」と言われても、研究は進まな
いでしょう。
私は小さいことでも何かを見つけること

がおもしろくて研究をしてきました。「これ
をやれば論文が書ける」とか、「仕事に
なる」とかよりも、面白さのほうが先でした。
滑膜血流を見たときの感動が力でした。
治療が効いたか、効かないかだけ見

るのではなく、なぜ効いたかを考える必
要があります。
たとえば、リウマチは、いまTNF-α
阻害療法でよくなっています。しかし、
TNFは何を悪くさせるのでしょうか？　関
節エコーから見ると、血管を拡げ、増生
し…といったところです（写真 3）。しかし、
TNFを抗体で押さえたり、そのレセプター
をブロックしたりすると、なぜ効くのでしょ
う？
私たちは以前、血漿交換や末梢血細
胞除去でTNFや炎症物質をどんどん
取ったことがありますが、治りませんでし
た。TNFを取っている間はいいのです
が、いったん治療をやめると、また悪化
してしまいます。
リウマチを起こす元の細胞があって、
それが、TNF-αをどんどんまた作ってく
るからなのですね。それなのに、なぜ
TNF-α阻害療法は効くのか、そこに非
常に大きな疑問があります。
TNF-α阻害薬で末梢が抑えられると、

中枢も疲弊してくるといった、わたしなり
の仮説は持っています。
後藤　リウマチは、老化研究と同じよう
に、免疫機構に限らず、神経系も含め、
中枢と末梢の両方を見ながら治療をして
いく必要があります。おもしろいテーマが
たくさんあり、粕川先生のつけた道筋をた
どって、研究を進める人が出てきて欲し
いですね。
粕川　いやあ、リウマトロジーは未熟な
分野で、興味深い問題がたくさんありま
す。是非若い人に継いでもらいたいもの
です。

（文責 編集部）

粕川氏と後藤編集委員長済生会川俣病院 写真 2　粕川禮司 氏著書

写真 1　リウマチ患者の滑液貯留と滑膜増生 写真 3　生物学的製剤を使用した前後の血流画像

淡々と語られる粕川氏
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Announcement
［登録医単位認定研修講演（H23.3 〜H23.6）］

		財団主催の教育研修会および単位認定講演については，
リウマチ情報センターのサイト
（http://www.rheuma-net.or.jp/）で見ることができます。
問い合わせ先：日本リウマチ財団　TEL.03-3946-3551

※お問い合わせは連絡先または財団へ，時間は認定講演開始時間。	

この研修会は医師のみを対象に
開かれています。

関東・甲信越

3/26（土）　16:30　2単位 山形
第22回 山形リウマチ研究会
ファイザー（株）
我妻 賢
Tel.023-633-8720

3/19（土）　17:00　1単位 山形
第10回 山形股関節セミナー
山形大学整形外科
河田 澄子
Tel.023-628-5355

3/13（日）10:00 2単位 12:30 3単位 秋田
第14回 東北リウマチ医の会
参天製薬（株）
山出 宏文
Tel.022-276-2206

3/5（土） 17:40 1単位 北海道
第10回 旭川関節疾患カンファランス
旭化成ファーマ（株）
関根 浩一
Tel.0166-24-2805

3/5（土）　17:00　1単位 北海道
第36回 北海道リウマチ研究会
科研製薬（株）札幌支店学術部
佐藤 理
Tel.011-222-2754

北海道・東北

3/9（水）20:00　1単位 東京
町田市整形外科部会 学術講演会
中野クリニック整形外科・内科
中野
Tel.042-793-7776

3/5（土）16:00　1単位 新潟
第18回 新潟リウマチのケア研究会
エーザイ（株）新潟コミュニケーショ
ンオフィス
佐久間 一好　Tel.025-243-4855

3/4（金）19:30　1単位 新潟
整形外科新潟セミナー2011
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

3/3（木）19:30　1単位 埼玉
武南エリア リウマチ性疾患学術講演会
田辺三菱製薬（株）
赤羽 竜司
Tel.048-665-5213

3/3（木）20:00　1単位 神奈川
第7回 痛みと炎症懇話会
大正富山医薬品（株）南関東支店横浜
第3営業所
濱田 龍二　Tel.03-3985-1133

3/1（火）20:00　1単位 神奈川
第4回 ASHURAの会（ALL Showa 
University RA研究会）
昭和大学藤が丘病院整形外科
森島 紀子　Tel.045-974-6365

3/1（火）20:00　1単位 埼玉
第3回 越谷リウマチ治療懇話会
田辺三菱製薬（株）
岡村・竹浦
Tel.048-665-5213

3/12（土）17:30　1単位 長野
第3回 信州関節外科フォーラム
長野松代総合病院
堀内 博志
Tel.026-278-2031

3/12（土）18:00　1単位 茨城
茨城県臨床整形外科医会学術講演会
旭化成ファーマ（株）水戸営業所
佐藤 俊明
Tel.029-254-5121

3/11（金）20:00　1単位 新潟
新潟骨粗鬆症マネジメントセミナー
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

3/11（金）　19:00　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー2011.03
田辺三菱製薬（株）レミケード部
倉橋 正和
Tel.027-321-5261

3/11（金）19:00　1単位 茨城
Mito Rhematology symposium
-MTX完全攻略-
ファイザー（株）
田中 直　Tel.029-232-3261

3/10（木）20:00　1単位 神奈川
湘南リウマチセミナー
田辺三菱製薬（株）
八木 喜治
Tel.045-472-2653

3/10（木）20:00　1単位 埼玉
第5回 毛呂山リウマチセミナー
田辺三菱製薬（株）川越第二営業所
織田 憲明・友常 陽史
Tel.049-241-3711

3/18（金）19:10　1単位 埼玉
第2回 バイオクリニカルカンファレンス
エーザイ（株）川越コミュニケーショ
ンオフィス
安川 浩平　Tel.048-245-6321

3/18（金）20:00　1単位 千葉
第13回 東葛リウマチ医会
富田医院
富田 康之
Tel.04-7165-8887

3/17（木）19:40　1単位 神奈川
The 9th Yokohama Bone & Joint Seminar
横浜市立大学大学院医学研究科運動器
病態学（整形外科）
熊谷 研　Tel.045-787-2655

3/16（水）19:15　1単位 茨城
第15回 東総リウマチ研究会
成田赤十字病院内科
東総リウマチ研究会事務局
平栗 雅樹　Tel.0476-22-2311

3/24（木）19:00　1単位 神奈川
第84回 相模原市医師会整形外科医会
学術研修会
吉川整形外科
吉川 恭弘　Tel.042-750-5043

3/23（水）19:05　1単位 茨城
第1回 茨城T細胞研究会
ブリストル・マイヤーズ（株）
岸本 拓也
Tel.029-226-3335

3/23（水）19:30　1単位 東京
第1回 城北線維筋痛症研究会
日本大学医学部内科学系呼吸器内科学
分野
村上 正人　Tel.03-3972-8111

3/19（土）18:00　1単位 長野
第50回 信州リウマチ膠原病懇談会
抱生会丸の内病院リウマチ科
山崎 秀
Tel.0263-28-3003

3/19（土）18:30　2単位 東京
第1回 整形外科ミーティングin城北
日本大学医学部整形外科学系整形外科
学分野
上井 浩　Tel.03-3972-8111

3/19（土）17:00　2単位 東京
第37回 東京都リウマチ膠原病懇話会
参天製薬（株）
中山 亮一
Tel.03-3523-8890

4/9（土）18:00　2単位 群馬
第5回 群馬県リウマチ登録医会・実地
医家の会
エーザイ（株）高崎コミュニケーションオフィス
古川 智則　Tel.027-323-6767

4/9（土）19:30　2単位 栃木
第18回 宇都宮市リウマチ研究会
倉持整形外科
今宮
Tel.028-658-8778

4/7（木）19:00　1単位 群馬
第4回 群馬線維筋痛症を語る会
日本臓器製薬（株）高崎営業所
髙谷 貞良
Tel.027-324-0441

4/7（木）　19:15　1単位 茨城
水戸骨粗鬆症フォーラム
MSD（株）
柴坂 弘巳
Tel.080-5501-8614

4/2（土）19:00　1単位 千葉
第4回 千葉リウマチバイオセミナー
中外製薬（株）千葉営業部松戸オフィス
廣田 雅子
Tel.047-363-8585

3/24（木）19:30　1単位 神奈川
第13回 神奈川シェーグレン症候群研
究会
日本化薬（株）横浜営業所
二宮 孝哉　Tel.045-472-0415

5/28（土）16:25　2単位 東京
第47回 多摩リウマチ研究会
杏林大学医学部付属病院第一内科（多
摩リウマチ研究会）
有村 義宏　Tel.0422-47-5511

5/7（土）18:00　1単位 埼玉
第4回 埼玉Biologics研究会
田辺三菱製薬（株）埼玉支店医薬部学
術課
脇本 文子　Tel.048-645-2937

4/27（水）19:45　1単位 群馬
第2回 群馬骨および生活習慣病を考え
る会
群馬大学生体調節研究所
北川 浩史　Tel.027-220-8855

4/16（土）18:30　2単位 千葉
第20回 千葉リウマチ医の会
ツチダクリニック
土田 豊実
Tel.043-309-1114

5/28（土）16:10　1単位 山梨
第3回 山梨大学整形外科セミナー
山梨大学医学部整形外科
佐藤 信隆
Tel.055-273-6768

3/19（土）18:30　1単位 富山
RA超音波研究会
富山大学医学部整形外科
松下 功
Tel.076-434-7353

3/12（土）16:00　1単位 愛知
愛知リウマチセミナー
アステラス製薬（株）名古屋支店学術室
吉田 栄一
Tel.052-211-3401

3/12（土）17:15　1単位 岐阜
岐阜県「抗リウマチ薬」学術講演会
アステラス製薬（株）
京谷 泰典
Tel.058-267-5505

東海・北陸

7/6（水）19:00　2単位 神奈川
第10回 横浜関節疾患研究会
横浜市立大学
熊谷 研
Tel.045-787-2655

6/28（火）19:45　1単位 千葉
第5回 かずさ整形外科セミナー
MSD（株）
野田 征宏
Tel.080-6742-6997

6/17（金）19:45　1単位 山梨
第7回 山梨RA生物学的製剤研究会
社会保険鰍沢病院
中島 育昌
Tel.0556-22-3135

6/2（木）20:00　1単位 神奈川
第17回 神奈川県続発性骨粗鬆症研究会
エーザイ（株）神奈川医薬5部
常木 茂成
Tel.046-222-1021

3/26（土）18:00　1単位 静岡
第17回 静岡リウマチ治療研究会
ファイザー（株）
川村 義信
Tel.053-451-5375

3/24（木）19:30　1単位 石川
金沢“関節と炎症”フォーラム
田辺三菱製薬（株）
梶谷 浩之
Tel.076-221-8111

3/20（日）11:00　1単位 福井
第8回 福井RAフォーラム
福井総合クリニック
林 正岳
Tel.0776-21-1300

3/19（土）15:30 16:40 18:00 各1単位 愛知
第3回 愛知県整形外科医会リハビリ
テーション研究会
帝人ファーマ（株）名古屋支店名古屋中央営業所
西野 毅　Tel.052-249-3910

3/19（土）17:00　1単位 岐阜
第35回 岐阜人工関節フォーラム
松波総合病院整形外科
大橋 俊郎
Tel.058-388-3390

5/28（土）17:30　1単位 岐阜
第13回 岐阜大学整形外科教育研修会
第一三共（株）岐阜第一営業所
神保 隆介
Tel.058-269-1305

5/21（土）18:00　1単位 愛知
東三河リウマチ研究会（第26回）
ブリストル・マイヤーズ（株）
池田 頼彦
Tel.052-202-0051

5/21（土）18:40　1単位 石川
第11回 石川リウマチ薬物治療研究会
アステラス製薬（株）京都支店金沢営業所
夏目 浩介
Tel.076-263-7750

4/22（金）19:30　1単位 愛知
第50回 瑞穂卒後研修セミナー
名古屋市立大学大学院医学研究科社会
復帰医学講座整形外科学分野
Tel.052-853-8236

4/14（木）18:45　2単位 三重
第14回 骨関節代謝外科研究会
帝人ファーマ（株）
酒井 哲雄 
Tel.059-236-7011

4/2（土）17:00　1単位 愛知
第60回 東海関節外科研究会
大日本住友製薬（株）名古屋支店
池田 武蔵
Tel.052-201-3341

4/2（土）17:30　1単位 石川
関節リウマチ治療セミナーin北陸
ブリストル・マイヤー（株）
斉藤 正一
Tel.076-233-2751

3/5（土）18:00　1単位 大阪
第8回 三島リウマチフォーラム
大阪医科大学整形外科
中島 幹雄
Tel.072-683-1221

3/5（土）17:00　2単位 京都
第10回 関西膠原病フォーラム
参天製薬（株）大阪抗リウマチ薬チーム
井手尾 健太
Tel.06-6321-7382

3/5（土）17:20　1単位 滋賀
第8回 びわこリウマチと免疫セミナー
ファイザー（株）
小林 博幸
Tel.077-553-8631

近畿

6/9（木）19:45　1単位 福井
第5回 Biologics研究会
ブリストル・マイヤーズ（株）
井之元 豪
Tel.076-233-2751

3/5（土）16:30　1単位 大阪
第17回 なにわリウマチフォーラム
ファイザー（株）リウマチ事業統括部
大阪第一営業所
青木 史江　Tel.06-6575-5211

3/19（土）19:00　1単位 兵庫
第5回 神戸西リウマチ性疾患連携の会
神戸大学病院リウマチセンター
柱本 照
Tel.078-382-5680

3/17（木）19:45　1単位 大阪
第18回 南大阪リウマチ研究会
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
松本 智成
Tel.072-957-2121

3/17（木）19:30　1単位 大阪
第16回 大阪RAフォーラム
田辺三菱製薬（株）大阪支店医薬部学
術課
南雲 成一郎　Tel.06-6205-5136

3/12（土）17:00　1単位 大阪
第7回 リウマチ病診連携の会
武田薬品工業（株）
立花 正晴
Tel.072-621-0921

3/10（木）19:30　1単位 兵庫
阪神地区アダリムマブ適正使用研究会
アボットジャパン（株）
櫻井 康平
Tel.078-707-1101

3/5（土）15:50　2単位 奈良
第8回 奈良県リウマチ研究会
奈良県立医科大学整形外科
田中 康仁
Tel.0744-22-3051

3/5（土）15:00　1単位 兵庫
兵庫県整形外科医会（整形外科疾患
Up-to-Date）
よしだ整形外科
吉田 竹志　Tel.072-772-5055

中国・四国

5/21（土）18:00　1単位 兵庫
第3回 兵庫リウマチチーム医療研究会
中外製薬（株）神戸オフィス
村上 陽一
Tel.078-241-6851

5/21（土）17:00　1単位 大阪
大阪臨床整形外科医会（第230回研修会）
堀口整形外科医院
堀口 泰輔
Tel.072-752-1420

4/9（土）14:45　2単位 大阪
第22回 大阪リウマチカンファレンス
ファイザー（株）リウマチ事業統括部
西日本営業本部大阪第一営業所
荒川 大志　Tel.06-6575-5521

4/2（土）17:45　2単位 兵庫
第5回 西播磨関節リウマチ学術講演会
田辺三菱製薬（株）
涼野 雅彦
Tel.079-224-5051

4/2（土）17:00　1単位 兵庫
平成23年第2回兵庫県整形外科医会学
術講演会
よしだ整形外科
吉田 竹志　Tel.072-772-5055

4/2（土）18:00　1単位 大阪
第16回 近畿小児リウマチ・膠原病研究会
中外製薬（株）大阪支店
橋詰 雅之
Tel.06-6350-6360

4/2（土）15:00　2単位 大阪
第6回 大阪京阪生物学的製剤を学ぶ会
エーザイ（株）
遠藤 健一
Tel.06-6831-5222

3/26（土）17:00　1単位 兵庫
第2回 骨質研究会
兵庫医科大学整形外科学教室
楊 鴻生
Tel.0798-45-6462

3/26（土）17:00　1単位 大阪
第11回 膠原病症例検討会
参天製薬（株）
多田 正則
Tel.06-6321-7382

4/16（土）18:15　1単位 岡山
岡山県内科医会学術講演会
中外製薬（株）
藤原 蕗子
Tel.086-214-3760

4/9（土）19:00　1単位 岡山
第276回 岡山県臨床整形外科医会研修会
竜操整形外科病院
角南 義文
Tel.086-273-1233

4/7（木）19:00　1単位 徳島
第1回 徳島リウマチ医の会
アステラス製薬（株）
山田 利春
Tel.088-657-7250

3/26（土）17:00 2単位 19:00　1単位 愛媛
リウマチ臨床セミナー2011
田辺三菱製薬（株）
瀧山 栄治
Tel.089-921-1414

3/26（土）16:00　1単位 愛媛
第18回 愛媛リウマチのケア研究会
エーザイ（株）松山CO
長田 雅道
Tel.089-941-6345

3/26（土）18:00　1単位 岡山
第42回 岡山リウマチ研究会
科研製薬（株）岡山営業所
田中 卓麻
Tel.086-246-3232

4/9（土）17:00　2単位 愛媛
第39回 愛媛リウマチ研究会
ファイザー（株）
牧野 充
Tel.089-946-3885

3/17（木）19:15　1単位 岡山
第8回 美作地区リウマチの会
田辺三菱製薬（株）岡山第二営業所
弘中 大策
Tel.086-232-2402

3/12（土）18:00　1単位 徳島
第28回 四国関節外科研究会
旭化成ファーマ（株）医薬四国支店学
術担当
加藤 安一　Tel.087-835-1231

3/1（火）20:00　1単位 岡山
第8回 岡山リウマチ医のための肺障害
研究会
エーザイ（株）
吉崎 清悟　Tel.086-254-1811

3/17（木）20:00　1単位 大分
第97回 大分県リウマチ懇話会
参天製薬（株）医薬事業部大分医薬チーム
岩間 徳之
Tel.092-411-0119

3/15（火）19:30　1単位 福岡
第12回 筑豊膠原病研究会
参天製薬（株）福岡抗リウマチ薬チーム
秦 保雄
Tel.092-411-0119

九州・沖縄

5/20（金）19:15　1単位 広島
呉リウマチ地域連携ネットワーク講演会
マッターホルンリハビリテーション病院
白川 泰山
Tel.0823-22-6868

5/20（金）20:00　1単位 福岡
第88回 福岡リウマチ懇話会
近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一
Tel.092-762-2380

5/18（水）19:30　1単位 福岡
第2回 大牟田リウマチを考える会
永田整形外科病院
金﨑 克也
Tel.0944-53-3879

3/18（金）19:45　1単位 福岡
第17回 筑後骨代謝・骨粗鬆症研究会
エーザイ（株）福岡医薬二部
薮内 毅
Tel.092-924-1113

3/17（木）20:00　1単位 沖縄
第9回 沖縄リウマチ薬研究会
ファイザー（株）那覇オフィス
矢野 真二
Tel.098-868-0981

 

平成 22 年度 三浦記念リウマチ学術研究賞授賞者および
リウマチ性疾患調査・研究助成者決まる

リウマチ性疾患に関する調査・研究助成者が決まりました。
36 名の応募者の中から次の 12 名が選ばれました。助成金は各100万円。

【三浦記念リウマチ学術研究賞授賞者】
助成者 所　属 研究題目

西城　忍 千葉大学真菌医学研究センター
特任准教授

C 型レクチンによる
自己免疫疾患発症制御機構の解明

（授賞式は、6 月6 日東京･丸ビルホールにおいて開催の ｢リウマチ月間リウマチ講演会」の場で行われます。）

【リウマチ性疾患調査･研究助成者】　（50 音順）
助成者 所　属 研究題目

石井 直人 東北大学大学院医学系研究科
教授

腸管免疫寛容維持機構における MHC ク
ラスⅡ分子の役割

岩井 秀之 東京医科歯科大学 膠原病・
リウマチ内科
GCOE 特任講師

新規細胞表面分子 TREM1 リガンド及び
細胞周期阻害による新規関節炎治療法の
開発

佐藤 隆司 北里大学医療衛生学部
血液学 助教

低酸素暴露が肺動脈性高血圧症を誘導す
るメカニズムの解析

嶋　良仁 大阪大学大学院医学系研究科
呼吸器免疫アレルギー内科
助教

全身性強皮症に対する Vesmeter 評価の
安全性、有益性の証明

須藤　明 千葉大学大学院医学研究院
助教

強皮症特異的 microRNA による IL-21 受
容体発現制御機構の解明

住田 孝之 筑波大学大学院人間総合科
学研究科 疾患制御医学専攻
臨床免疫学 教授

シェーグレン症候群発症の分子機構と制御

田中　栄 東京大学医学部附属病院
整形外科 准教授

次世代シーケンサーを用いた関節リウマ
チ発症メカニズムにおけるエピジェネ
ティック制御の解明

中佐 智幸 広島大学病院 助教 関節炎による関節破壊に対する末梢血由
来の fibrocyte を用いた組織再生

西奥　剛 福岡大学薬学部 薬学疾患管
理学講座 助教

関節リウマチの炎症・骨破壊におけるシ
クロフィリン A-CD147 シグナル分子病
態機構

湯川 宗之助 産業医科大学医学部第一内
科学講座 大学院

関節リウマチ病態におけるマスト細胞の
Jak-Stat 経路を介した IL-17A 産生機構の
解明 － Jak 阻害剤（CP-690,550) のマス
ト細胞に対する新規作用機序の解明－

吉見 竜介 横浜市立大学医学部 免疫・血
液・呼吸器内科学 特任助教

全身性エリテマトーデスにおける自己抗
原 TRIM21 の役割
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QUIZ

画像画像 画 像 ク イ ズ
#3

問題
この疾患は何でしょう。
関節リウマチ，シェーグレン症候群で通院中，右胸痛を来した 54 歳女性。

（図 1：入院時の胸部 CT( 縦隔・肺野条件 )，単純・造影腹部 CT）
経過を図 2 に示す。抗リウマチ薬 ( メトトレキサート，ブシラミン ) の中止のみに腫瘤は縮小傾向を呈した。
出題：島田 浩太 氏
 （独）国立病院機構 相模原病院 リウマチ科
協力：リウマチセンター間連絡会

解説：齋藤 輝信 氏
 （独立行政法人国立病院機構西多賀病院リウマチ疾患研究センター長）

前号解答　乾癬性関節炎
爪甲は左中指爪を中心に縦に褐色線状様，一部横線様（弱拡大），
爪甲近位部には部分的爪甲剥離，爪廓上皮の乾燥・剥離（強拡大）
を呈する。
MTX 錠（2.5mg）1 ～ 2 錠／週でコントロールし，約 2 ヵ月後
には爪の新生が開始された。その他の爪所見では黄褐色変性（油
滴徴候），爪割れ，爪下角化症，多発性くぼみなどが挙げられて
いる。本症では DIPs 関節罹患が特徴的であり，そのほとんどが
爪所見を呈する。

図 1

K.Shimada et al, Scand J Rheumatol 2007;36:34-67 より改変

図 2

K.Shimada et al, Scand J Rheumatol 2007;36:34-67 より引用

海外派遣研修医募集

標題研修医を次により募集します。
①	日本リウマチ財団登録医または日本
リウマチ学会員であること

②	現在及び将来ともにリウマチ学を志
す者

1. 募集人員　若干名
2. 受入機関等
1）1 つのリウマチ・膠原病等診療研
究機関に4ヶ月以上滞在して研修
する。

2）	平成 23 年 4月から平成 24 年 3
月の間に出発する

3）奨学金	各人 100 万円
3. 応募手続
1）	財団評議員・専門委員，日本リウ
マチ学会評議員の推薦による

2）	所定の申請書により平成 23 年 3
月末日までに応募

詳細は，ホームページ「リウマチ情報セ
ンター」に記載

http://www.rheuma-net.or.jp/
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【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】 委員長：後藤　眞　桐蔭横浜大学医用工学部生命・医工学科不老科学・加齢制御学部門 教授 羽生忠正　長岡赤十字病院 副院長
  岡田正人　聖路加国際病院アレルギー膠原病科 （成人・小児） 森本幾夫　東京大学医科学研究所先端医療研究センター免疫病態分野 教授
  仲村一郎　湯河原厚生年金病院リウマチ科 部長 山村昌弘　愛知医科大学医学部腎・リウマチ膠原病内科 教授
  村島温子　（独）国立成育医療研究センター 母性医療診療部部長

部屋に差し込む光から春の訪れを実感
する。私は，日の入りが早くなる晩秋から冬
至あたりまで憂鬱な気分になる。この時に
は「冬来たりなば春遠からじ」と自分に言
い聞かせてじっと春の訪れを待つことにして
いる。このことばは，日本の文人が言ったも
のと思い込んでいたが，実はイギリスの詩人
シェリーの『Ode	to	the	west	wind（西風
に寄せる歌）』の末句「If	winter	comes，	
can	spring	be	far	behind	」が由来だそ
うだ。苦しい時期を耐え抜けば，幸せな時
期は必ず来るというたとえだが，日本の経済
もかつてはこの言葉を信じて待つことができ
た。オイルショックのあともしっかり景気は回

復したし，バブル経済崩壊後もある程度の持
ち直しはあったように思える。しかし，リーマ
ンショック以降，浮き上がる気配を感じない。
医学は日本経済にどんな貢献ができるのか？
と柄にもないことを考えてしまう昨今である。
さて，今回は「関節リウマチと結核対策」

をテーマに，結核の権威である森亨先生と
日本におけるリウマチ治療の指揮官でいらっ
しゃる宮坂信之先生の対談を掲載させてい
ただいた。対談という形により，ポリクリでご
指導いただいているような，実践的な知識や
知恵を授かったように思う。元々，薬剤は効
用ばかりでなく副作用のリスクを持つ，いわ
ば諸（両）刃の剣である。関節リウマチに使
う薬剤は切れ味が良いばかりに，大きなリス
クも持っている。名刀を手に入れた我々がす
べきことはそれを使いこなす腕を磨くことに他
ならない。その指南書としてご活用いただき

たい。
さらに，粕川禮司先生のインタビューも掲
載させていただいた。超音波検査の画像か
ら病態までを深く考察されている先生のひと
ことひとことに，リウマチ学を学んだものとし
て大変感銘を受けた。同じ道具であっても
使い手によってここまで意義を持つものにな
るとは，電子カルテの普及や診療ガイドライン
の整備が進んでも頭の中までデジタル化した
くないと気づかせていただいた。
多くの優秀な先生方によってもたらされた

医学の進歩は人々の病気をよくすることで日
本経済に十分貢献しているはずである。そ
して，将来の日本経済の担い手となる赤ちゃ
んの誕生を助けることも日本経済への貢献と
なることを，母性内科医の立場	から追加さ
せていただき編集後記とする。

（村島温子）

日本リウマチ財団
寄付金ご協力のお願い

【ご寄付いただいた方】
〜平成 22 年 12 月〜
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。
●申込先　ご寄付いただける方は，下記
にご一報ください。

 （財）日本リウマチ財団
	 〒170−0005
	 東京都豊島区南大塚 2−39−7
	 ヤマモト大塚ビル5階
	 TEL　03−3946−3551
●寄付金に対する免税措置　個人の場
合，所得税法第 78 条第 2 項第 3 号
の規定により，その年（1月1日から12
月31日）に支出した寄付金の額か，ま
たは所得の合計額の 40%相当額のい
ずれか低いほうの額から5千円を控除
した金額が寄付金控除の対象となり，
所得の合計額から控除され所得税が
減額されますので，事務局にお申し出く
ださい。

地区名 開催日 開催場所 世話人 申込先

山　口 平成 23 年
3/13（日）

山口市
山口グランドホテル

田中　浩　診療部長
山口県立総合医療センター　整形外科

（株）ICSコンベンションデザイン
① 郵送：〒 101-8449 東京都千代田区猿楽町 1-5-18　千代田ビル
② FAX：03-5283-6853
③ E-mail：reg-yamaguchi@ics-inc.co.jp

日本リウマチ財団主催によるリウマチ教育研修会は，下記のように開催する予定です。
研修単位は次の資格条件の単位に充当できます。
日本リウマチ財団登録医資格取得単位（直近 5 年間で 20 単位）
日本リウマチ財団登録医資格更新単位（直近 3 年間で 12 単位）
研修会に参加ご希望の方は，事前申込が必要です。

〔申込方法〕参加ご希望の方は，「山口地区リウマチ教育研修会」と記載し，必要事項（氏名，
勤務先，科名，連絡先住所，電話番号、財団登録医は登録医番号）ご記入の上，申込先へ
お申し込み下さい。

〔受講料〕 登録医 7,000 円 一般医 10,000 円
 受講者には単位取得証明書（教育研修単位記載）をお渡しします。

平成22年度リウマチ教育研修会　開催予定

リウマチ教育研修会及びリウマチの治療とケア研修会に参加ご希望の方は、事前申込が必要です。申込先等につきましては、次号より順次掲載します。詳細については決まり次第ホー
ムページ「リウマチ情報センター」に掲載します。
平成２２年度リウマチ教育研修会ならびに平成２３年度リウマチ教育研修会、リウマチの治療とケア研修会の問合せ先：日本リウマチ財団　TEL:03-3946-3551

平成23年度リウマチ教育研修会　開催予定

地区名 開催日 開催場所 世話人

秋　田 11/6（日）
秋田大学医学部
附属病院

秋田大学大学院 整形外科学講座
島田 洋一 教授

東　京 9/11（日）
東京コンファレンスセン
ター・品川

順天堂大学 医学部膠原病内科
髙崎 芳成 教授

石　川 11/13（日）ホテル金沢
金沢医科大学 血液免疫内科学
梅原 久範 教授

兵　庫 7/31（日）
新大阪ワシントンホテル
プラザ

兵庫医科大学 内科学講座リウマチ・膠原
病科　佐野 統 主任教授

愛　媛
平成 24年
2/19（日）

松山市総合
コミュニティセンター

愛媛大学大学院 医学系研究科生体統御
内科学　長谷川 均 准教授
愛媛大学大学院 医学系研究科運動器学 

（整形外科）　渡部 昌平 准教授

福　岡 12/11（日） 福岡国際会議場
久留米大学医療センター リウマチ膠原病
センター　福田 孝昭 教授

医師を対象にリウマチ教育研修会を下記のように開催する予定です。

平成23年度　リウマチ月間　リウマチ講演会

開催日時：平成 23年 6月 6日（月）　13：00〜
開催場所：丸ビルホール
	 〔東京都千代田区丸の内 2-4-1　丸ビル 7階〕
主　　 催　：財団法人	日本リウマチ財団
後援（予定）： 厚生労働省
	 日本医師会
	 日本リウマチ学会
	 日本整形外科学会
	 日本リウマチ友の会
入　　 場　：無　料

平成23年度リウマチの治療とケア研修会　開催予定

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道
･東北

9/18（日） 福島県 コラッセふくしま
福島赤十字病院（内科）
宮田 昌之 副院長

関東・
甲信越

11/20（日） 新潟県 朱鷺メッセ
新潟県立リウマチセンター
村澤 章 院長

 東海・
北陸

10/2（日）
愛知県 名古屋市
中小企業振興会館

名古屋大学大学院医学系研究科 整形
外科・リウマチ学　石黒 直樹 教授

近　畿 10/16（日）
奈良県
奈良県新公会堂

近畿大学医学部奈良病院 整形外科・リ
ウマチ科　宗圓 聰 教授

中国・
四国

8/28（日）
鳥取県
米子コンベンションセンター

鳥取大学医学部整形外科学教室
豊島 良太 教授

九　州 11/27（日）
長崎県
長崎ブリックホール

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 
展開医療科学講座（第一内科）
川上 純 教授

医師をはじめ，医療関係者等を対象にリウマチの治療とケア研修会を下記のように開催する予定です。
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