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109 号の主な内容
● ステロイド治療の現

い ま

在

 ステロイド治療薬の今後を占う

● 平成 23 年 リウマチアレルギー

 対策委員会報告の概要について

● 画像 Quiz 第 6 回

● アナウンスメント

（5 ページに続きます）

（次ページに続きます）

ご出席者
（話し手）
東京大学医科学研究所附属病院内科アレルギー免疲科・
同先端医療研究センター　免疫病態分野 准教授　田中廣壽 氏

（聞き手）
岡山済生会総合病院リウマチ・膠原病センター　山村昌弘 編集委員

ステロイド研究に
引き込まれた理由

山村：田中先生は，リウマチ・膠原病
の診療を通じて，長年に渡り副腎皮質
ホルモン（ステロイド）の研究をしてお
られます。はじめに，なぜステロイド研
究に引き込まれたかについてお話しいた
だければと思います。
田中：ステロイド研究をはじめたきっか
けは，1985 年に慶應義塾大学の故本
間光夫先生の内科に入局した際，学位
論文テーマとして，本間教授から「ステ
ロイドの作用機構」を薦められたことで
す。本間研究室では，市川陽一先生（現・
聖ヨゼフ病院）のご指導のもと，川合
眞一先生（現・東邦大学大森医療セン
ター），大島久二先生（現・国立病院機
構東京医療センター）がステロイド研究
を活発に展開されていました。研究室
の雰囲気がとてもすばらしく，また，ちょ

うどステロイドの受容体遺伝子のcDNA
ク ロ ー ニ ング の 話 が Nature，Cell
などの雑誌を賑わしていたこともあって，
ステロイド研究グループに加えていただ
き，受容体研究の道に入った次第です。

ステロイドの効果と
大切な副作用対策

山村：まず，ステロイドの生理作用につ
いてお話しいただけますか。
田中：ご存じのように，ステロイドは各
組織の代謝や免疫系の様々な部分に作
用します。生理作用の詳細は成書に譲
るとし，ステロイド欠損状態，あるい
は，ステロイド受容体の遺伝子破壊マ
ウスは生存できないことから，ステロイ
ドの作用は，多くの臓器間の機能的相
関によって生体の恒常性，いわば健康
に生きていく機能を担保することかもし
れません。ステロイドを薬剤として用い

る場合，生理的な分泌量を時に遙かに
超えた量を投与するわけであり，ステロ
イドが投与されてもそのような生体の恒
常性維持機構がうまく動作しているう
ちはいいのでしょうが，あるとき破綻し
て，副作用として現れるのでしょう。歴
史的には，1948 年頃，関節リウマチ患
者に対して薬理量投与による臨床的有
効性が示されました。その後パルス療法
など，生理的必要量の 100 倍以上の量
をいちどきに投与する治療法まで誕生し
たわけです。内因性生理活性物質の薬
理応用としては，ある意味では例外的と
言えます。例えばインスリンを体内分泌

量の 100 倍投与したら，血糖値がとん
でもなく下がってしまい大変なことにな
るでしょうが，ステロイドは 100 倍以上
の投与で治療効果を得る場合がありま
す。しかし，そう言っても薬理量は生理
的な量を遙かに上回ることが多いため，
疾患や患者さんによっては副作用が出て
しまうわけです。ですので，ステロイド
は投与量や適応を明確にしてから開始
することが重要で，開始後は副作用の
モニタリングを行い，常に患者さんの不
利益を最小限にする必要があります。
山村：ステロイド療法では反応する臓器

「今後のリウマチ対策で最も重大
な課題は，誰もが安心して生物
学的製剤治療を授受できる医療
経済のインフラの整備であろう」

本報告書はこれまでリウマチ医療に
対する諸施策について各方面で述べら
れてきているものを統一的にまとめて
おり，「完全寛解を現実的な目標にで
きる疾患となった」 という点が高く評
価できる。一方，その作業工程につい
ての問題提起はやや少ない。少なくと
も，10 年後の制圧目標を具体的な形
で提示してほしいものである。その中
でも最も緊急性の高い課題が医療経済
面からの提言である。その課題は 2 つ
あげられる。具体的に述べると，現在
用いられている種々の生物学的製剤は
年間平均おおよそ 120 ～ 140 万円の薬
剤費がかかり，そのうち 3 割分が患
者さんの自己負担となり，生物学的製
剤に要する費用は，検査，服薬を含め
ると年平均 45 万円前後の患者さんの

厚生科学審議会疾病対策部会の専門委員会であるリウマチ・アレルギー対策委

員会から，平成 17 年につづき本年 8 月にも新たな報告がまとめられ公表された。

本報告書には，昨今のリウマチ医療の進歩を受けて，より現実に即したリウマチ

対策がまとめられている（5 ページ図）。

この報告書にある対策の方向性を受けて，当財団もリウマチ医療におけるいく

つかの未解決の課題（治療，安全性評価と新薬導入，患者の実態把握，医療機関

同士の連携，医療従事者全体のさらなる資質向上，患者に最適な診療計画の策定

や患者のデータベース化による病院・病態研究の充実）に関して，より積極的な

関わりを求められていくものと考える。

そこで今回，当公益財団西岡常務理事の，この報告書に関するコメントをいた

だき，ここに紹介する。

不定期で掲載を続けている“生物学的製剤全盛時代におけるステロイド薬の再考”
の特別企画。今回はステロイド薬の基礎研究で多くの著明な業績を残している，東
大医科研の田中廣壽 氏を迎えて，主に基礎的な見地から，“ステロイド薬の今”を
その可能性や副作用に対する知見などを含めて総論的にお話しをいただいた。

西岡久寿樹
公益財団法人日本リウマチ財団常務理事
東京医科大学教授・医学総合研究所所長

東京大学医科学研究所附属病院内科アレルギー免疲科・
同先端医療研究センター 免疫病態分野 准教授
田中廣壽 氏

JRAF NEWS Editorial Board 
岡山済生会総合病院リウマチ・膠原病センター
山村昌弘 氏
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が全身にありますが，特に注意すべき
臓器，またその副作用について教えて
いただけますか。
田中：副作用は全身いずれの臓器にも
出る可能性がありますが，ステロイドの
量や投与期間に応じ，またその時点そ
の時点でとくに注意すべき副作用もあり
ます。重篤な副作用は患者さんの予後
に直接影響を与えます。例えば免疫系
では，免疫系の過剰な，または不適切
な抑制により生じる易感染性などへの
配慮が必要です（図１）。
山村：副作用では，初期投与量，ある
いは累積の投与量・期間の，どちらがよ
り問題になりますか。
田中：臓器や副作用の種類により大き
く異なります。例えば血圧に関しては，
短期的にはパルス療法による血圧上昇，
あるいは長期間の服用により動脈硬化
病変が生じ，副次的に高血圧となる場
合があるなど，様々です。どの副作用が，
どの量や期間の服用で起きやすいか一
概には言い難いのですが，各副作用に
応じた大体の目安はあります。大島先生

（国立病院機構東京医療センター膠原病
内科 副院長 大島久二 氏）がおまとめ
になった表がとてもわかりやすく，実際
の臨床でも役立つので，講演などでは
よく紹介させていただいております。
山村：ステロイドの大量投与により早期
に起きる可能性のある副作用には何が
ありますか。
田中：（下表のように）大量投与で早期
に現れる副作用には，血圧上昇をはじ
めとした心血管イベントがあります。ま
た，耐糖能が単回投与で増悪すること
もあるので，もともと耐糖能異常や糖尿

病がある患者さんでは注意が必要です。
急性胃粘膜病変も単回投与でも起きうる
ことが知られています。
山村：ステロイドの中断，あるいは早
すぎる減量による副腎不全に対しては，
どのような注意が必要でしょうか。
田中：現在，不適切な減量による副腎
不全はまれだと思いたいのですが，体
調を崩されたなどで薬が服用できなくな
り，他の薬剤によってステロイドの代謝
に影響が出た場合などに起こる可能性
があります。ステロイドの減量は，量で
はなく割合で，例えば 2 週間で 1 割減
らすなどと表現しますが，とくに少量か
らの減量スピードには注意が必要なこ
とは言うまでもないでしょう。同じ 1mg
でも 5mg からですと 20％減らすことに
なるわけですから。
山村：ステロイドに対する不安が強い患
者さんもおられると思いますが，先生は
使用の際，患者さんにどうお話しされま
すか。
田中：一番重要なのは，患者さんが病
態についてよく認識されることだと思
います。ステロイド治療の利益と不利
益を十分説明し，理解していただく必
要があります。その一方で，我々が長
期的にステロイドに対する配慮を持ち
続けることで，患者さんの不安も軽減
されると思います。また，患者さんに
もぜひ色々なお話をしていただきたい
ですね。私は患者さんに，「何か気が
付いたことがあれば，何でもメモに書
いてきてください」とお話しています。
診察室で面と向かっては言い難いこと
が多いですよね。

ステロイドの
作用機序の最新知見

山村：血中に入ったステロイドはどのよ
うな状態になっているのでしょうか。
田中：多くの場合，ステロイドは血中の
結合タンパクと結合して存在し，結合せ
ずに遊離しているものが細胞内に入りま
す。薬理量のステロイドを服用した場合
は血中に大量にありますので，結合タン
パクのキャパシティもすぐ超え，多くの
部分が速やかに組織に移行します。
山村：ステロイドが細胞内に入ってから
のことを教えていただけますか。
田中：ステロイドは遺伝子プログラムを
動かすことで働きます。その際に介在す
る分子がステロイド受容体という1 種類
のタンパク質です。どの臓器で，いつど
んな遺伝子がステロイドにより影響を受
けているかは，ステロイドの働きを知る
上で非常に大事なのですが，まだ具体
的にはよく分かっていません。
山村：ステロイド受容体についてお話し
いただけますか。
田中：ステロイド受容体は，「核内受容
体」と呼ばれる遺伝子発現を転写レベ
ルで制御するタンパク質の一群に属し
ています。生理的ステロイド，薬として
のステロイドのいずれもが，ステロイド
受容体に結合して遺伝子を動かします。
しかも，全身すべての臓器で 1 種類の
受容体を使っているのです。にもかかわ
らず，同じ遺伝子でも，組織により動か
し方が異なることもあるのには驚かされ
ました。例えば心臓と免疫系の細胞で
は，COX2 という遺伝子は全く違う方
向に動くことがわかりました。したがっ
て，論理的にステロイド療法を構築する
には，基礎的な知見はまだまだ十分で
なく，現時点では作用機序からではなく，
これまで培われた経験や知見からステ
ロイド治療体系を考えるべきだと思いま
す。
山村：90 年代に「NF- κ B」という転
写因子の調整による炎症性疾患の治療
が検討されました。ステロイドがその転
写因子を抑制すると言われていますが，
その機序についてお話しいただけます
か。
田中：現在では，ステロイドがステロイ
ド受容体に結合した後，多種多様な様
式で標的となる遺伝子を動かすことが
わかっています（図 2）。

同じ標的遺伝子でも組織によって違
う場合があることは先に述べたとおりで
す。NF- κ B 抑制機構に関しても，NF-
κ B のとくにその構成タンパクである
p65 とステロイド受容体が相互作用して
NF- κ B の DNA 結合を阻害する，NF-
κBを抑制性に調節するIkBというタン
パクをコードする遺伝子の発現をステロ
イドが誘導する，等々，数多く報告され
ています。いずれにせよ，ステロイドの
NF- κ B 抑制による炎症・免疫病態の
制御に関しては，動物モデルで検証さ
れ，その原理を新しいステロイドの開発
やステロイド受容体を標的とした創薬に
応用する発想が生まれました。NF- κ B
阻害と代謝などに与える副作用を分ける
ことができれば，理想的な薬剤ができ
ると考えられたわけです。しかし包括的
な遺伝子発現解析の進歩とともに，ス
テロイドの抗炎症作用，免疫抑制作用
の本態は，NF- κ B 阻害だけではなく，
むしろ様々な細胞・臓器における作用
の総和であると理解されています。たと
えば，ステロイドによって合成が誘導さ
れる抗炎症タンパクも存在します。した
がって，抗炎症作用や免疫抑制作用を
薬理学的にうまく取り出すことは原理的
にも困難を極めるのかもしれません。

ステロイドが著効するリウマチ性多発
筋痛症でも，CRP上昇，発熱，関節・
筋肉痛など，関節リウマチをはじめとし
た他の病気との類似点は多いのですが，
免疫学的な背景は異なり，ステロイドが
どう効いているかという点も異なると思
います。現在はまだそれを理論的に説
明できない状況です。

ステロイドの
至適用量について

山村：最近のガイドラインなどで，ステ
ロイド投与量は体重当たりで算出してい
ます。体表面積に基づく算出と，実は
どちらがよいのでしょうか？
田中：高用量ステロイドはリスクが大き
い治療で，ある程度厳密な量の設定が
必要です。国際標準を考える上でも，ガ
イドラインでは体格の違いを考慮する必
要があるでしょう。ステロイドに関して
言えば，国内では体重当たりの算出が
多いと思います。ステロイドは脂溶性が
高く，体重が多い方だと一般的には脂
肪量も多いことを勘案すると，体重当た

Modern Pyhsician Vol.29 No.5 : 566 : 2009
（Buttgereit F. et al. Lancet 365：801.2005, より筆者一部改変）

個体レベルの作用

組織，細胞レベルの作用
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図 1　ステロイドの作用と副作用
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図 2　ステロイド受容体（GR）による遺伝子発現制御機構
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参考：国立病院機構東京医療センター膠原病内科 副院長 大島久二 氏作成表

表　おもな副作用の発現時期とプレドニゾロン投与量（mg/ 日）
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りというのは的を射ているように思いま
す。通常，体表面積も体重から算出し
ますし。
山村：パルス療法を先生はどう位置付け
られていますか。
田中：ステロイド大量投与は短期的には
安全，という経験を背景に生まれた治
療法だと思います。重篤な溶血性貧血
など，迅速にステロイドの最大効果を発
揮したい場合，パルス療法は有効です。
適応を確認し，厳密な医療監視の下で
行えば，経口投与で効果を待つよりパル
ス療法の方がリスクが低く速やかな改
善が期待できる場合もあることは事実
でしょう。ただ，濫用は慎むべきであり，
病態に応じて医師が厳密に判断すべき
でしょう。

ステロイドの
タイプ別相違点

山村：ステロイドは作用時間の違いから
3 種類に分けられますが，時間以外の
違いは何でしょうか。
田中：ステロイド骨格がどのように修飾
されるかで，受容体との結合，ステロイ
ドの代謝が影響を受けます。種類によ
り受容体との親和性が高くなり，作用
が強くなることがあります。ただ実際上
は，炎症性・自己免疫疾患の治療薬と
しては，まずプレドニゾロン 1 種類を使
いこなすのがよいと思います。重症症例
だからといって半減期の長い薬剤を使
うのではなく，プレドニゾロンの初期量
を増やした方が，予期しない副作用が
出ることも少ないと思います。例えばプ
レドニゾロンからデカドロンに変更して
効果がよりみられた場合でも，プレドニ
ゾロンを増量したのと同様の可能性が
大きいです。作用時間を長くしたい場合
は，たとえば，1日 2 回を 3 ～ 4 回にし
て，血中濃度を持続的に高めることが
できます。

副作用発現の基礎と
薬剤相互作用

山村：副作用の発現機構についてお話
いただけますか。
田中：実は，ステロイドの生理作用，つ
まり各組織におけるステロイド受容体の
標的遺伝子も不明な部分が多く，生理
作用が過剰になるのが副作用と考えた
場合，副作用の発現機構も未解明と言
えます。ただ，これまでの研究の積み
重ねから，肝臓における糖代謝に与え

るステロイド受容体の標的遺伝子とその
生理機能や副作用への関与など，部分
的には分かっているところもあります。
私たちは最近，骨格筋においてステロイ
ド受容体の標的遺伝子を明らかにした
ところ，副作用であるステロイド筋萎縮
のメカニズムを知ることができました。
山村：リファンピシンや抗てんかん薬を
使う時には，ステロイドを増量しなさい，
と教わりました。それについて説明して
いただけますか。
田中：私が研修医だった頃のお話をさ
せていただきます。SLE の患者さんに
結核が発症し，抗結核薬が投与されま
した。すると，SLE が再燃してしまいま
した。主治医の川合眞一先生（現・東
邦大学）は，リファンピシンによるチト
クローム系薬物代謝酵素の誘導による
のではと考えられ，自らリファンピシン
により合成ステロイドの代謝が速くなっ
ていることを確認してステロイドを増量
し，無事コントロールすることができま
し た（Ryumachi. 1984;24（1）:32-7）。
今でこそ，From bench to bed, bed to 
bench などの言葉をよく耳にしますが，
当時としては画期的なことであったよう
に記憶しています。「病態がわからない
患者さんの場合，研究に近い発想で診
て，仮説を実験で検証し，さらに患者
さんの診療にフィードバックする」実例
を間近にみられたことは大きな財産で
す。川合先生の発見から 15 年たって，
リファンピシンや抗てんかん薬などがス
テロイド受容体と同じ核内受容体に属
する PXR に結合し，チトクローム系酵
素の遺伝子発現を誘導した結果，ステ
ロイドの代謝が速まることがわかったの
です。それまで薬物相互作用というと，
結合タンパク上の競合など，構造上の類
似性で理解する部分が多かったのです
が，遺伝子発現を介した薬物相互作用，
つまり立体構造上は何の類似性もない
のに薬剤 A が薬剤 B の代謝を薬物代
謝酵素の遺伝子発現調節を介して亢進
させるという概念は非常に重要です。
山村：ステロイド使用中は結核が活性
化することがありますが，例えば 20mg
を使っている患者さんで効果を維持した
い場合，どれ位増やされますか。
田中：有効な抗結核療法があっての話
ですが，ステロイドはだいたい，倍にし
ます。薬物相互作用は個人差も大きい
ため，セーフティマージンを取った増量
をすべきです。リファンピシンが投与さ
れている場合，プレドニゾロンは約 30
～ 50％代謝の影響を勘案しなければい
けないので，それ以上の幅を持たせて
増やすのがよいと思います。他のステロ
イドに変える場合もあります。
山村：切り替える場合，影響を受け難
いステロイドには何がありますか。
田中：内因性のコルチゾールが最も影響
を受け難いと思いますが，コルチゾール
は大量投与で電解質貯留が起きますか
ら，プレドニゾロン増量か，コルチゾー
ルに変更かは患者さんの背景によりま
す。高齢者で高血圧がある方などには
プレドニゾロンを増量して反応をみた方
がよいかもしれません。しかも，いわゆ
る equivalent dose は，必ずしも免疫系
に与える作用を比較しているわけではな
い，という点も，種類を変えるよりはプ
レドニゾロンでいく，という考えをサポー

トします。
山村：やはり，プレドニゾロンを増量し
て経過をよくみながら投与量を調節する
ことが大切ですね。

関節リウマチのステロイド治療：
QOL 改善を目的に

山村：関節リウマチでは生物学的製剤
という強力な治療薬が登場しましたが，
ステロイドも上手に使えば，よりよい治
療が今でも可能だと思います。ステロイ
ドの抗リウマチ作用についてお話しいた
だけますか。
田中：どの患者さんにどの量のステロイ
ドを使うかについて，明確な答えはない，
と思いますが，最近，少量ステロイドに
よる疾患修飾作用が幾つか報告されて
います。生物学的製剤時代におけるステ
ロイドの意義のひとつは，少量ステロイ
ドをどううまく使うかです。また，生物
学的製剤開始までの間の患者さん管理
という点で，ステロイドの位置付けを考
えることもできます。最近，プレドニゾ
ロン徐放剤の夜 10 時の服用で朝のこわ
ばりが低減したという報告や，プレドニ
ゾロン 1 ～ 4mg による治療効果を示唆
した報告があります。しかし，少量とは
いえ感染リスクは増大することを忘れて
はいけません。リウマチ治療におけるス
テロイドの位置づけは今後の検討課題
でしょう。
山村：MTX で十分効果がなければ生
物学的製剤を開始するという点ではコン
センサスがあると思いますが，患者さん
の QOL を考えた時のステロイドの使い
方には，多くの意見があります。ステロ
イドの適応となるようなリウマチの病態
には，どんなものがありますか。
田中：血管炎を合併するような急性の
病態には，ステロイドを早期に，しかも
大量使うべきだと思います。他に，間質
性肺炎やフェルティ症候群などもステロ
イドの適応です。
山村：妊娠についてはいかがでしょう。
田中：妊婦にステロイドを投与する場合，
あるいは，ステロイド投与中に妊娠した
場合，ということですね。まず，リウマ
チ患者さんで時々経験されるのですが，
非ステロイド系抗炎症薬，抗リウマチ
薬，生物製剤などで治療されていた方
が妊娠した際に，ステロイドに切り替え
る先生も多くおいでと思います。少量投
与の場合，ある意味でかなり安全性が
担保された治療と言えます。一般的には，
妊婦に対する，つまり疾患治療に対す
る影響と胎児に与える影響を分けて考
える必要があります。妊婦に対しては，
疾患治療に必要最低限のステロイドを投
与すること，出産などのストレス時に副
腎不全の合併に注意すること，などが
肝心です。産褥期には SLE などの疾患
活動性が上昇することも懸念されるので
注意が必要です。胎児に関して，少量
ステロイドはまず問題ないでしょう。し
かし，一定量使用する際には，プレドニ
ゾロンがよいでしょう。その理由は，こ
れらの薬剤は胎盤の 11βヒドロキシス
テロイドデヒドロゲナーゼ 2 によって分
解され胎児移行が少ないからです。
山村：それでは，授乳の問題についは
いかがですか。
田中：プレドニゾロンの場合，1 日 20

～ 30mg までは母乳移行の影響は少な
いと言われています。ただし，ゼロでは
ないので，授乳直後に内服する，服用
4 時間以上たってから授乳（搾乳）する
など，配慮が望まれます。
山村：リウマチ患者さんの診療で，使っ
てよかったケースにはどんなものがあり
ますか。
田中：少量ステロイドに関しては，経験
上，リウマチ性多発筋痛症に臨床像が
近いような方や，リウマチ発症がご高齢
の方，特に男性例では，ステロイドを 5
～15mg 程投与して喜ばれることが多い
です。もちろん，なるべくステロイドは
使わずに診るようにしています。これは
故本間光夫先生の教えでもあります。
山村：投与法としては 2 分割や，夕方の
みの服用があり，その方がよいという患
者さんもおられるようですが，それは正
しいのでしょうか。
田中：朝 1 回は，コンプライアンスを重
視した投与法だと思います。服用時間
や分割方法に関して明確な結論はあり
ませんが，夜中の服用はリウマチ性疾
患の朝のこわばりによい。しかもその効
果は，サイトカインのプロファイリングと
合っているようです。一般的に少量ステ
ロイドは，夜の服用でも視床下部，下
垂体系の抑制は最低限と考えられ，治
療効果があればそちらを優先すべきだ
と思います。

膠原病の
ステロイド治療について

山村：膠原病において，ステロイドの必
要な疾患と，その使用が限られる疾患
についてお話しいただけますか。
田中：膠原病のスペクトラムはきわめて
広いわけですが，基本的には，「急性
炎症，あるいは免疫応答の激烈な状態
が存在するような疾患は，絶対適応に
近く，しかも大量療法の適応です。一方，
慢性炎症，特に強皮症などの線維化を
主体とした病態に対しては，あまり期待
できない」と考えています。
山村：近年，臓器障害を評価し，難治
性病態の膠原病では，初期からの大量
ステロイドと免疫抑制剤の併用療法が
導入されてきています。増殖性ループス
腎炎やANCA 関連血管炎などの場合，
大量ステロイドが必要ですが，最初から
免疫抑制剤と一緒に使いますか。
田中：有効性，速効性を考えると，最
初から大量ステロイドと免疫抑制剤の併
用がよいのでしょうが，副作用の問題も
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ありますので，感染症発生のリスクが減
少した頃，たとえば，プレドニゾロンが
40mg を切った位から，エンドキサン等
の投与を考えるでしょうか。感染症のモ
ニタリングの進歩とともに，免疫抑制薬
の開始時期は以前よりも早まっているよ
うに思います。

副作用予防・管理：
特に感染症について

山村：次に，副作用のマネジメントが非
常に重要だと思います。ステロイドの投
与前，また投与中に必要な検査にはど
んなものがありますか。
田中：副作用に関しては，モニタリン
グ可能なものに関しては積極的に検査
を行って，予防，早期発見，そして迅
速かつ適切な対処に務めることを原則
にしています。ステロイドの投与量が多
い，あるいは，長期間投与されているな
ど，リスクの高い方ではなおさらです。
もちろん，投与前に，過去の感染の既
往，代謝性疾患・心血管系疾患の有無
などに関してはしっかり把握するように
しています。皆さんも同様な努力をされ
ていると思います。中年以降の女性で
は骨塩量測定も必要でしょう。感染症
に関しては，リスクの高い方では，定
期的な胸部 X 線・CT 撮影などに加え
て，β -D- グルカンなどのマーカーの測
定を考慮します。症例によっては，抗菌
薬の予防投与や各種ワクチン接種も積
極的に行う必要があります。ここで，糖
尿病に関しては，ステロイド糖尿病の
場合，食後血糖の上昇から始まるため，
HbA1C よりは 1,5-AG がその早期発見
に有力であると言われています。

ステロイド治療の
最新開発状況と将来

山村：ミネラルコルチコイド作用の少な
いステロイドが開発されましたが，これ
までに他の副作用を効果からうまく切り
離すことができていません。現在の薬
剤の開発状況について教えていただけ
ますか。
田中：まずはじめに，ミネラルコルチコ
イド作用の低減した合成ステロイドが生
まれましたが，それは，グルココルチコ
イドとミネラルコルチコイドの受容体が
異なることから，ある意味当然であった

かもしれません。しかし，他の副作用
は同じステロイド受容体を介しているの
で，原理的にも難しいと思います。現
在に至っても，ステロイドの作用機序の
全貌はほとんど分かっておらず，免疫抑
制・抗炎症作用も，たとえば NF- κ B
やAP-1 の抑制だけによるものではない
ため，作用と副作用をどのマーカーを中
心に分類するかという論理的な根拠も
確立していない状況です。国内外を問
わず，選択的ステロイド受容体機能修
飾薬に関して NF- κ B 抑制を目印にし
た開発が盛んに行われておりますが，ま
だ優れた化合物の開発には到達してい
ないようです。一方で，性ホルモン受容
体を標的とした創薬は，かなりの成功
を収めています。たとえば，エストロゲ
ン受容体を標的として選択的作動薬が
探索され，女性器に与える作用が少な
く，骨に与える作用がうまく取り出せた
薬剤などが，すでに骨粗鬆症治療薬と
して臨床でも使用されています。ステロ
イド受容体は体中どの組織にもあり，し
かも，遺伝子発現制御機構もかなり複
雑であることから，創薬のハードルも高
いのかもしれません。

話は少し変わりますが，最近興味深い
論文がありました。ある特定の細胞で，
クロロキンがステロイド受容体の寿命を
制御して，結果的にステロイド作用を強
める働きをしているというのです。従来
の疾患修飾薬や免疫調節薬の中に，臓
器特異的にステロイドの作用を強める薬
があるのかもしれません。
山村：欧米ではクロロキンが SLE の患
者さんの維持治療に利用されているよう
です。内因性ステロイドをより効果的に
使っているのかもしれませんね。
田中：その可能性は十分あると思います。
たとえば，皮膚病変のみの SLE など，
全身的にステロイドを投与したくない病
態に対し，よい治療法はないかと考えま
すが，臓器，とくに皮膚特異的にステロ
イドの作用を出す薬剤があれば助かりま
す。このような視点も今後の薬剤開発に
必要かもしれません。

臨床フィードバックを目指す
筋萎縮の研究について

山村：最後に，田中先生は現在，ステ
ロイドミオパチーをモデルにして筋萎縮
のご研究をされていますが，それについ

てご紹介いただけますか。
田中：自分が研究を始めて 20 年以上た
つのに，ステロイドの生理作用はまだよく
分かっておらず，その副作用も解決してい
ない。そこで，自分たちの研究で何か患
者さんにフィードバックできないか，とい
うのが一番の動機です。

ステロイド投与後に様々な臓器の遺伝
子の動きを経時的にみると，今まで言わ
れていたことと全く違うことが多くありま
す。特に驚いたのは，前にも言いました
が，炎症で抑制すべきCOX-2 の発現を，
心筋においてステロイドは上げる（アップ
レギュレーションする）ことにより心筋細
胞を守っていたことです（Yoshikawa N, 
et al., Am J Physiol Endocrinol Metab. 
2009;296:E1363, Tokudome S, J Clin 
Invest. 2009 ; 119 : 1477）。同じ遺伝子
でも組織によって違う方向に動かしてい
るのです。ですから，抗炎症と言っても，
単純に NF-κB だけ抑えればよいという
わけではないだろうということが想像で
きますよね。その一方で，ステロイドあ
るいはステロイド受容体の標的遺伝子の
探索とその機能の解析により，ステロイ
ドの副作用を治すヒントも得られるはず
です。それを臨床に応用できないかと考
えました。

骨格筋量の調節機構に関する理解は
この 10 年くらいで飛躍的に高まってい
ます。成人では，筋タンパクの合成と分
解のバランスによって規定されているよ
うです。最近では，筋萎縮はある種の
遺伝子発現プログラムによってきわめて
精緻に制御される能動的プロセスであ
るとされています。筋肉の遺伝子発現
に与えるステロイドの作用を見ると，ス
テロイド受容体は複数の遺伝子発現プ
ログラムを合理的に動かして，ユビキチ
ン-プロテアゾーム依存性タンパク分解，
オートファジーを促進させ，その一方で
タンパク合成を抑制するのです。タンパ
ク合成のカギ分子は mTOR といわれる
セリンスレオニンキナーゼですが，実は
この mTOR を活性化すると，タンパク
合成が上がると同時にステロイド受容体
の働きをブロックすることがわかりまし
た。ですので，GR と mTOR はシーソー

みたいな関係です。GR はタンパク分解，
mTOR は合成の，各々カギ分子として
互いの働きを抑制しあっています。進化
の過程では，飢餓などによってストレス
時にステロイドが分泌され，骨格筋の
分解によってエネルギーをうまく取り出
す機能が重要だったのでしょう。もちろ
ん，ちゃんと食べると，それこそインス
リンなどを介してmTOR が活性化され，
筋萎縮のプロセスもシャットダウンされ
る。このように，ステロイドが巧妙に筋
肉を使って代謝をコントロールしている
ことが分かりました（Shimizu, et al., 
Cell Metab. 2011;13:170）（図３）。この
研究成果から，ステロイドによる筋萎縮
に対する mTOR 活性化療法という新し
い治療法開発のヒントが得られたわけ
です。

もちろん，ニーズを把握することも重
要です。そこで，「膠原病友の会」の故
畠沢会長，事務局，会員の皆様にご協
力いただき，アンケートを採らせていた
だいたところ，想像以上の患者さんが
筋力低下で悩まれている実態が分かり
ました。このことから，我々の研究結
果を臨床にフィードバックする上で意義
ある領域と考え，ステロイドの副作用克
服の突破口として，ステロイド筋萎縮に
対する治療法開発の臨床研究を医科研
病院で開始したところです。今後も臨床
への出口を意識した研究を通じて，ステ
ロイドの効き方やそのリスクに関しての
理解を深め，使い方や創薬に関しても
提言できるような研究結果を出していき
たいと考えています。
山村：長年，臨床家としてステロイドと
付き合いながら基礎研究を推し進めて
こられた先生ならではの内容の濃いお
話だったと思います。我々はとても簡単
なモデルで考えてしまう傾向があるので
すけれども，実際にはステロイドの作用
の仕方は多様で，例えば免疫の場合で
あれば NF- κ B の阻害だけでなく，実
際には様々な細胞，臓器の異なる経路
を動かしながら，全体として免疫抑制・
抗炎症作用を発揮しているのですね。
本日はありがとうございました。
	 （文責編集部）
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e ラーニング第 4 弾　「関節リウマチ Visual Study」が完成

早期リウマチ診断の流れ、リウマチの
関節外症状、X 線所見、合併症の実例
に沿ってわかりやすい解説をした「関節リ
ウマチ Visual　Study」が登録医の教
育研修教材として完成いたしました。登録
医には無償にて配布しております。
＜登録医以外で受講及び単位をご希

望の場合＞
登録医をめざす医師等，登録医以外の

医師がｅラーニングによる学習を希望する
場合は，次により「ID 及びパスワード」（交
付料 3,000 円）を取得してください。

現在，「関節リウマチ患者の治療アウト
カム改善をめざして」，「線維筋痛症」，「関
節診察法 / 関節穿刺と関節内注射」，「関
節リウマチ Visual Study」の４教材があ
りますが全て学習できます。

学習を終了し，POST－TEST 全問正
解後申請すれば，教材毎に当財団リウマ
チ登録医研修単位３単位（単位取得料
2,000 円）が取得可能です。

教材について
は，CD － ROM
を別途製作してお
り，各 3,000 円で
お求めいただけま
す。CD － ROM
による学習は単位の取得はできません。
＜ ID 及びパスワード，
CD - ROM の申し込みについて＞

郵便局備え付けの払い込み用紙により
次の口座へ交付料をお振り込みください

加入者名：公益財団法人　日本リウマ
チ財団

口座番号：00120 - 2 - 357086
＊通信欄に「e ラーニング ID，パスワー

ド」，「CD - ROM」の別及び希望す
る教材名を記入してください。

＊住所氏名，電話番号を必ずご記入
ください。

＊不明な点は次にご連絡ください。
e-mail：e-learn@rheuma-net.or.jp
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自己負担となる。この金額は多くのリ
ウマチ患者さんの家計を圧迫すること
になる。ちなみに，筆者らの関連する
施設での約 900 名の生物学的製剤治療
を受けている患者さんの調査では，約
15% がリウマチ治療に有効と認識し
ている場合でも，経済的理由により中
止を余儀なくされている。

一方，医療機関にとってもこういっ
た生物学的製剤の治療は少なからず負
担となっており，その理由の 1 つに利
益率が極めて低いことが挙げられる。
例えば注射タイプの生物学的製剤を用
いる場合は，IC に十分な時間をとり，
安全性に配慮しながら投与しても実質
140 円にしかならない。つまり，医療
機関は本剤使用に伴うスペース確保，
人件費，時間等の多大な費用を負担し
ながらも，普通のビタミン剤の皮下注
射なみの診療報酬なのである。生物学

的製剤の効果は誰しもが認めるが，こ
れらを多くの患者さんにあまねく安全
かつ一定の継続性をもって治療を行な
うには，こういった歪んだ診療報酬体
系を改革することも，早急に解決しな
ければならない課題であると考える。
この点について，報告書は触れていな
い。

生物学的製剤治療に詳しい国際的な
リウマチ学のリーダーが「生物学的
製剤の最大の副作用は，家庭経済の破
綻のみならず，医療機関にも多大な負
担を強いていることである」と小生に
言ったことがあるが，今後のリウマチ
対策で最も重大な課題は，誰もが安心
して生物学的製剤治療を授受できる医
療経済のインフラの整備であろう。こ
ういった視点を，今後のリウマチ医療
の施策を検討する際には是非盛り込ん
でほしいとともに，当財団でも折に触
れ問題提起を続けていきたいと考え
る。

リウマチ対策の見直しによるポイント
◎リウマチは，これまで不治の病の代表格に挙げられる疾患であったが，
近年の生物学的製剤の開発・普及により，完全寛解を現実的な目標にで
きる疾患になった。

見直し
の背景

新たな
課題の
発　生

○リウマチ診療に関わる医療従事者において，日進月歩の治療方法や疾患
に対する考え方の変化を追い切れていないとの指摘がある．

○リウマチは寛解が期待できる疾患になったが，リウマチ患者の認識は「不
治の病」との考え方が根強い．

○生物学的製剤については，世界的なリウマチ診療の治療の柱として普及
しているが，販売後の期間が短いため，超長期的副作用については，明
らかにされていない．

報告書の概要 今後の方向性 具体的方策

医療の提供等 早期治療による関節破壊の阻止
ADL の低下した患者の社会復帰

・早期発見／早期治療の方向性
・新規手術療法の確立やリハビリ

テーションによる破壊された関
節の機能回復

情報提供・
相談体制 疾患や治療に対する正しい理解 ・コントロールできる疾患になっ

た事を普及啓発

研究開発等の
推進

重症化防止
早期診断方法の確立
適切な治療方法の確立

・より有効な，完全な関節破壊阻
止を確立

・破壊された関節の機能回復方法
確立

・安全性を最大限担保するための
データベース構築

表紙下・Information 続き

Announcement
［登録医研修単位認定講演（H23.11〜H2�.1）］

		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。

11/26（土）18:00　1単位 宮城
第10回 宮城リウマチカンファレンス
中外製薬（株）
酒井 めぐみ
Tel.022-225-8551

11/25（金）19:00　1単位 福島
会津医学会学術講演会
エーザイ（株）
針木 修
Tel.024-932-0704

11/19（土）16:10　1単位 北海道
第5回 整形外科医のための関節リウマ
チ懇話会
ファイザー（株）
高荷 孝治　Tel.011-241-0993

11/16（水）19:00　1単位 山形
第44回 山形整形外科セミナー
小野薬品工業（株）
塚田 裕崇
Tel.023-624-4591

11/11（金）19:00　1単位 北海道
三木会学術講演会
旭川医科大学整形外科学教室
研谷 智
Tel.0166-68-2511

北海道・東北

11/16（水）19:15　1単位 埼玉
第4回 関節リウマチ治療連携懇話会
武田薬品工業（株）
白本 敦史
Tel.048-641-3025

11/14（月）20:00　1単位 埼玉
越谷臨床リウマチ
獨協医科大学越谷病院呼吸器内科医局
鈴木 美保
Tel.048-965-1111

関東・甲信越

12/3（土）16:00　1単位 北海道
北海道臨床整形外科医会
帝人ファーマ（株）
甲斐 大介
Tel.011-219-6627

12/2（金）19:15　1単位 秋田
こまちリウマチセミナー
ブリストル・マイヤーズ（株）
高堰 渉
Tel.018-867-0162

11/16（水）20:00　1単位 埼玉
第2回 埼玉抗IL-6療法研究会
中外製薬（株）
小林 典広
Tel.049-247-3151

11/21（月）19:40　1単位 神奈川
足柄上地区リウマチ懇話会
田辺三菱製薬（株）
三宅 寛和
Tel.0462-28-2532

11/19（土）18:00　2単位 東京
第18回 桜リウマチ研究会
日本大学医学部整形外科学系整形外科
学分野
角野 隆信　Tel.03-3972-8111

11/19（土）17:00　1単位 東京
第26回 城南リウマチ会
大塚製薬（株）
松井 正仁
Tel.03-5486-0470

11/19（土）17:00　2単位 茨城
第17回 茨城リウマチ
旭化成ファーマ（株）
大柿 友彦
Tel.029-855-1988

11/17（木）19:30　1単位 山梨
第3回 山梨県郡内地区RA研究会
富士吉田市立病院
天野 力郎
Tel.0555-22-4111

11/17（木）19:30　1単位 千葉
第17回 南総リウマチ研究会
よねもと整形外科
米本 光一
Tel.0475-40-1065

11/25（金）20:00　1単位 千葉
第18回 リウマチ薬物治療研究会
田辺三菱製薬（株）
石倉 謙吾
Tel.043-227-1731

11/25（金）19:30　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー 2011.11
井上病院
森田 剛史
Tel.027-322-3660

11/24（木）19:00　2単位 神奈川
New Biologics Seminar2011
中外製薬（株）
谷川 秀人
Tel.045-450-7674

11/24（木）19:45　1単位 東京
第4回 西関東血管炎フォーラム
参天製薬（株）
神戸 昌孝
Tel.03-3523-8890

11/24（木）19:20　1単位 埼玉
第21回 埼玉県北部リウマチ研究会
今井内科クリニック
今井 史彦
Tel.0494-27-0055

11/22（火）19:00　1単位 茨城
第6回 水戸・日立リウマチフォーラム
エーザイ（株）
丹羽 朗
Tel.029-224-8131

11/29（火）19:00　1単位 千葉
茂原市・長生郡医師会学術講演会
田辺三菱製薬（株）
平原 裕太
Tel.043-231-3547

11/26（土）17:00　2単位 神奈川
第65回 神奈川リウマチ医会イブニン
グセミナー
田辺三菱製薬（株）
松田 英亮　Tel.046-228-2531

11/25（金）19:50　1単位 東京
第14回 大田・川崎リウマチ懇話会
祐徳薬品工業（株）
三砂 正信
Tel.03-3745-6151

12/2（金）19:50　1単位 新潟
骨粗鬆症フォーラムin新潟2011
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

12/1（木）20:10　1単位 神奈川
第20回 横浜南共済病院近隣施設病診
連携の会
ファイザー（株）
平野 敦士　Tel.045-641-0781

12/1（木）19:15　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）
髙谷 貞良
Tel.027-324-0441

11/30（水）20:00　1単位 神奈川
第11回 湘南西部リウマチ性疾患症例
検討会
中外製薬（株）
藤原 悦朗　Tel.046-229-2700

12/15（木）19:30　1単位 東京
第21回 大田区リウマチ・膠原病研究会
東邦大学医学部整形外科
坂本 百合子
Tel.03-3762-4151

12/11（日）15:00　2単位 埼玉
第22回 日本リウマチ学会関東支部学術集会

（株）アサツーディ・ケィ
武藤 圭子
Tel.03-3547-2533

12/3（土）～12/4（日）3日13:10 神奈川
 4日10:50 13:45 各1単位
第26回 日本臨床リウマチ学会

（株）オフィステイクワン
福田 美由紀　Tel.052-930-6145

11/17（木）19:30　1単位 福井
第6回 Biologics研究会
中外製薬（株）
小塚 大輔
Tel.0776-27-7808

東海・北陸

11/19（土）17:30　1単位 秋田
第8回 秋田県南・由利地区リウマチと
関連疾患懇話会
MSD（株）
松本 康行　Tel.080-6604-3061

12/3（土）～12/4（日） 3日12:00 神奈川
 4日12:00 各1単位
第26回 日本臨床リウマチ学会ランチョンセミナー

（株）オフィステイクワン
福田 美由紀　Tel.052-930-6145

11/15（火）19:30　1単位 東京
第32回 ひがし東京リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）
工藤 謙治
Tel.03-3647-1211

12/3（土）　 17:20　1単位 神奈川
第26回 日本臨床リウマチ学会イブニ
ングセミナー

（株）オフィステイクワン
福田 美由紀　Tel.052-930-6145

12/10（土）17:20　1単位 長野
第6回 リウマチの肺障害研究会
厚生連篠ノ井総合病院
鈴木 貞博
Tel.026-292-2261

11/11（金）20:00　1単位 神奈川
第10回 川崎・横浜骨粗鬆症とリウマ
チを語る会
宮川病院
小酒井 治　Tel.044-222-3255

12/11（日）12:00　1単位 埼玉
第22回 日本リウマチ学会関東支部学
術集会ランチョンセミナー

（株）アサツーディ・ケィ
武藤 圭子　Tel.03-3547-2533

11/16（水）20:00　1単位 富山
第17回 富山抗サイトカイン療法研究会
中外製薬（株）
田中 信司
Tel.076-431-2660

11/30（水）19:00　1単位 茨城
骨粗鬆症フォーラム
アステラス製薬（株）
松本 靖夫
Tel.029-850-5601

12/17（土）15:30　1単位 愛知
第19回 藤田リウマチカンファレンス
ファイザー（株）
水野 智弘
Tel.052-231-8611

12/1（木）19:45　1単位 愛知
第13回 リウマチ懇話会
武田薬品工業（株）
小西 泰重
Tel.052-527-1712

11/27（日）10:20　1単位 福井
第8回 関節外科懇話会
日本ストライカー（株）
高森 俊樹
Tel.080-6773-5120

11/24（木）19:30　1単位 富山
第2回 高岡リウマチエキスパートセミナー
アボットジャパン（株）
浜田 義隆
Tel.076-223-6617

11/19（土）14:10　1単位 愛知
海部津島リウマチネットワーク
エーザイ（株）
赤塚 重紀
Tel.052-931-1315

11/19（土）18:00　1単位 石川
第12回 石川リウマチ薬物治療研究会
ブリストル・マイヤーズ（株）
髙出 司
Tel.076-233-2751

11/26（土）17:45　2単位 兵庫
第6回 西播磨関節リウマチ学術講演会
田辺三菱製薬（株）
椋野 雅彦
Tel.079-224-5051

11/24（木）19:20　1単位 三重
第12回 骨・関節免疫研究会
ファイザー（株）
森嶋 重信
Tel.059-223-6200

11/19（土）17:00　1単位 京都
第9回 中丹リウマチ研究会
ファイザー（株）
窪木 尚
Tel.075-315-5721

11/17（木）19:30　1単位 兵庫
第16回 兵庫県骨・カルシウムを語る会
兵庫医科大学整形外科学教室
楊 鴻生
Tel.0798-45-6452

近畿

11/26（土）18:00　1単位 兵庫
第4回 兵庫リウマチチーム医療研究会
中外製薬（株）
村上 陽一
Tel.078-241-6851

中国・四国

12/17（土）～12/18（日）17日 13:45 大阪
 18日　10:50　各1単位
第23回 中之島リウマチセミナー
行岡病院
中川 惠子　Tel.06-6371-9921

12/17（土）11:00　1単位 大阪
第4回 セファロ・ニューロ・サイコリ
ウマトロジー研究会
参天製薬（株）
浅野 益男　Tel.06-6321-7382

12/10（土）14:45　2単位 大阪
第24回 大阪リウマチカンファレンス
田辺三菱製薬（株）
西村 克彦
Tel.06-6205-5715

12/1（木）19:00　1単位 大阪
第10回 臨床リウマチUpdate
ファイザー（株）
青木 史江
Tel.06-6575-5211

11/26（土）18:00　1単位 兵庫
第6回 神戸東リウマチ性疾患連携の会
神戸大学医学部附属病院リウマチセンター
柱本 照
Tel.078-382-5680

11/30（水）19:30　1単位 山口
周南地区学術講演会
武田薬品工業（株）
石原 裕己
Tel.083-972-4114

11/30（水）19:15　1単位 岡山
第9回 美作地区リウマチの会
田辺三菱製薬（株）
弘中 大策
Tel.086-232-2402

11/24（木）18:30　2単位 島根
第8回 島根東部リウマチセミナー
島根大学医学部整形外科学教室
山本 宗一郎
Tel.0853-20-2241

11/19（土）18:30　2単位 広島
第174回 広島県臨床整形外科医会研修
講演会
原田リハビリ整形外科
原田 英男　Tel.082-870-5555

11/17（木）20:00　1単位 高知
第45回 高知リウマチ研究会
旭化成ファーマ（株）
阿部 英孝
Tel.088-825-3191

11/12（土）19:00　1単位 広島
第137回 備後整形外科医会
寺岡記念病院
小坂 義樹
Tel.0847-52-3140

11/12（土）16:00　2単位 長崎
骨粗鬆症クリカルセミナー 長崎会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2089

九州・沖縄

12/1（木）19:00　1単位 鳥取
第10回 鳥取県東部リウマチ膠原病研究会
鳥取県立中央病院
山本 哲章
Tel.0857-26-2271

11/22（火）19:30　1単位 長崎
第8回 トシリズマブ適正使用研究会
中外製薬（株）
前川 智彦
Tel.095-825-4772

11/22（火）19:30　1単位 福岡
第14回 筑豊膠原病研究会
参天製薬（株）
秦 保雄
Tel.092-411-0119

11/18（金）19:30　1単位 福岡
第14回 久留米リウマチ懇話会
参天製薬（株）
平田 真生
Tel.092-411-0119

11/17（木）20:00　1単位 大分
第99回 大分県リウマチ懇話会
中外製薬（株）
井上 康伸
Tel.097-537-7151

12/17（土）18:00　1単位 福岡
骨粗鬆症治療セミナー
日本イーライリリー（株）
竹下 信介
Tel.092-724-0450

11/24（木）19:00　1単位 福岡
第65回 北九州・筑豊リウマチ懇話会
産業医科大学医学部第一内科学講座
斎藤 和義
Tel.093-903-1611

12/1（木）18:30　2単位 静岡
骨粗鬆症クリニカルセミナー 静岡会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2089

11/30（水）19:30　1単位 福岡
筑後地区アダリムマブ適正使用研究会
エーザイ（株）
藪内 毅
Tel.092-924-1113

11/26（土）16:00　2単位 大阪
第17回 阪神リウマチセミナー
兵庫医科大学整形外科学教室
橘 俊哉
Tel.0798-45-6452

11/30（水）18:30　2単位 長崎
第26回 長崎骨粗鬆症研究会
大日本住友製薬（株）
八馬 廣充
Tel.095-821-8412

12/2（金）20:00　1単位 福岡
第90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

11/19（土）18:00　1単位 大阪
第7回 近畿大学病診連携リウマチ研究会
アステラス製薬（株）
南口 和彦
Tel.072-226-2775

1/12（木）19:15　1単位 大分
第9回 大分RAフォーラム
田辺三菱製薬（株）
緒方 和久
Tel.097-536-1801

11/12（土）17:00　2単位 大分
運動器疾患/骨・関節フォーラム 大分会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2089
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QUIZ

画像画像 画 像 ク イ ズ
#6

解説：神戸克明 氏
 （東京女子医科大学東医療センター 整形外科・リウマチ科）
協力：リウマチセンター間連絡会

前号解答：インフリキシマブ効果減弱の滑膜所見
49 歳，男性，stage II, class 2
2003 年 1 月 RA 発症し DMARD および PSL5 ｍｇ / 日開始，
2004 年 4 月 MTX6mg/ 週，PSL5mg/ 日にて DAS28 6.8
と改善せずインフリキシマブ 3mg/kg 施行，投与後効果は
みられていたが，8 月効果減弱にて右膝および右足関節鏡視
下滑膜切除施行した。その時の滑膜所見である。
このように生物学的製剤効果減弱の滑膜では赤色，乳頭状の
累々とした大きな滑膜が特徴であり，MTX 効果減弱と比べ
ても余計にひどくなっているような感じさえ伺える。生物学

49 歳，男性，右膝関節 49 歳，男性，右足関節

問題
この疾患は何でしょうか ?
40 代女性。体重減少あり。

出題：山西裕司 氏
 （広島リウマチ・内科クリニック）
協力：リウマチセンター間連絡会

的製剤の血中濃度が十分でない場合は，むしろ低濃度として
滑膜に刺激として働く可能性がある。今後生物学的製剤の使
い方として種類よりも量について個々の症例で考えていく必
要がある。生物学的製剤の効果判定が DAS28 から CDAI，
SDAI へもシフトしているが，いずれにしてもリウマチ医と
して関節外からの評価に加えて，関節内の評価をしていくべ
きと考えている。

（公財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修会
が開催されました。

新規に財団登録リウマチケア看護師を目指す方，すでに有資格で更新の単位取

得希望の方々を対象に，（公財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修

会が平成 23 年８月７日に，名古屋市の愛知県産業労働センターで開催された。

昨年度に続き 2 回目となる本研修会は，午前 10 時からお昼のランチョンセミ

ナー（ブリストルマイヤーズ社共催）を挟み，午後４時までの長時間であった。

財団のリウマチケア専門職制度検討委員会の松本委員長を中心にした委員会メン

バーに加え，公益社団法人日本看護協会看護研修学校教育係の友竹千恵子氏，社

団法人日本リウマチ友の会の会長長谷川三枝子氏を講師に迎えての研修会には，

32 都道府県から 155 名の参加があり，関節リウマチのマネジメント，生物学的

製剤治療の実際，チーム医療と看護倫理等について熱心に聴講され，リウマチケ

ア看護師を目指す看護師さんの意気込みを膚で感じた研修会であった。

当日，会場において実施したアンケート調査の回答率は 90.3％であり，研修

会への参加の動機に関する設問については，自発的参加が前回の 36.2％から今

回は 72.2％と倍増しており，研修会の満足度については，85.7％とほぼ前回同

様であった。リウマチケア看護師として登録したいかとの問いについては，今年

度登録したいが 51.4％，来年度登録したいが 20.5％であり，アンケート調査結

果からして，本研修会の目的を十分に果たしたと考える。

長時間にわたり，会場運営等にご協力いただいた，賛助会員の皆様に心より感

謝の意を表す。

研修会の様子
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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　岡山済生会総合病院リウマチ・膠原病センター
  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

シカゴで開催された第 75 回米国リウマチ

学会（ACR）は，関節リウマチの治療推

奨の改訂（2012 年），痛風の治療推奨，ル 

ープス腎炎の治療推奨など大きな発表が

あったこともあり参加者数の記録を塗り替え

た。詳細は次号に譲るとして簡単に報告す

ると，まずは RA 治療に関しては，6ヵ月以

内の早期では低疾患活動性（LDA），もし

くは中等度（MDA）で予後不良因子（PPF）

がなければ DMARD 単剤，MDA で PPF

有りでは MTX を含 む DMARD の 2‐3

剤の併用療法，高疾患活動性（HDA）

で PPF 無しでは DMARD 単剤でもよく，

PPF 有りでは TNF 阻害薬の単剤，もしく

は MTXとの併用，もしくは MTX を含む

DMARDの2‐3剤の併用療法となっている。

予防接種に関しては，DMARD を開始

する前からの，肺炎球菌，インフルエンザ，

B 型肝炎，水痘接種を勧めており，治療が

始まっている場合も弱毒生ワクチンである水

痘を除いて接種が完了していなければ勧

めている。NSAID やステロイドに関しては，

計画に入っていなかったので評価しておら

ずコメントもしないとされている。

欧州の医師はステロイドが入っていない

治療推奨など何の意味があるのかと批判し

ており，実際にはステロイドを必要な患者に

適切な用法で最短期間使用する方法に精

通することはやはり重要ではないかと考えて

いる。田中廣壽先生に大変わかりやすく作

用機序と使い方を解説していただいている

今回の特集は，欧州の医師にも称賛される

ものと考える。現在の標準治療となってい

るMTXと生物学的製剤の併用療法でも，

T2T で目標とされている寛解を達成できる

患者は半分にも満たない報告が多いが，同

等の効果がある治療として JAK 阻害薬，

DMARD の 3 剤併用療法，毎月の腫脹関

節へのステロイド関節内注射とDMARD

の併用などが報告されていた。状況により

これらをうまく使い分けることはより多くの患

者の関節機能の長期的保持につながると

考えられ，補助療法をうまく組み合わせまず

は今ある治療をより効果的かつ安全に提供

することを推奨したい。 （岡田正人）

平成23年度リウマチ教育研修会　開催予定

地区名 開催日 登録医単位 開催場所 世話人 申込方法

愛　媛
平成 24年
2/19（日）

6
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

郵送：〒 791-0295  愛媛県東温市志津川 454
愛媛大学大学院医学系研究科
生体統御内科学（第一内科）准教授　長谷川 均

福　岡
12/11
（日）

6
福岡市
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

日本コンベンションサービス（株）　担当：豊田
① E-mail: ra-fukuoka@convention.co.jp
② FAX：06-6221-5938

問合せ先 : 日本リウマチ財団　TEL:03-3946-3551

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。
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 5 年間で 20 単位）
研修会に参加ご希望の方は，事前申込が必要です。
受講料：登録医　7,000 円　　一般医　10,000 円

申込方法：「○○地区リウマチ教育研修会申込」と記載し，①氏名 ②勤務先・科名 ③連絡先
住所 ④電話番号  ⑤ FAX 番号 ⑥ E-Mail ⑦ 登録医は登録医番号をご記入の上，
各地区の申込先へお申込みください。

取得単位：日本リウマチ財団リウマチ登録医研修単位は下記に掲載しています。
日本リウマチ学会専門医研修単位及び日本整形外科学会研修単位，日本医師会生
涯教育単位については，各地区申請を予定しています。

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
単　位

開催日 開催場所 世話人 申込方法
医師 看護師

関東・
甲信越

3 3.5
11/20
（日）

新潟市
朱鷺メッセ

新潟県立リウマチセンター
村澤 章 院長

（株）東京バンケットプロデュース内
「関東・甲信越地区リウマチの治療とケア研修会」事務局 担当：矢野
① FAX: 03-3556-6966
② E-mail: racare2011@tbpk.co.jp

九州 3 3.5
11/27
（日）

長崎市
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

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）
九州地区リウマチの治療とケア研修会事務局　中村 英樹
① FAX：095-849-7270
② 郵送：〒 852-8501　長崎県長崎市坂本 1-7-1
※返信用封筒（80 円切手貼付，送付先記入）を同封の上，お申し
込みください。

問合せ先 : 日本リウマチ財団　TEL:03-3946-3551

医師をはじめ，看護師，薬剤師，その他保健，医療，福祉，介護，行政等に従事する方ならどな
たでも受講できます。
受講料：無料　※単位をご希望の方は別途単位料が必要です。
研修会に参加ご希望の方は，事前申込みが必要です。
申込方法：「○○地区リウマチの治療とケア研修会申込」と記載し，①氏名 ②勤務先・科名ま

たは部署名 ③職種 ④所在地 ⑤電話番号 ⑥ FAX 番号 ⑦ E-Mailをご記入の上，
各地区の申込先へお申込みください。

取得単位： 日本リウマチ財団リウマチ登録医及び登録リウマチケア看護師研修単位は下記に掲
載しています。

 日本リウマチ学会専門医研修単位，日本整形外科学会研修単位，日本リハビリテー
ション医学会（プログラムによる）については，各地区申請を予定しています。

 日本理学療法士協会履修ポイント基準− 10 ポイント，日本作業療法士協会生涯教
育制度基礎ポイント対象。

上記研修会の詳細は日本リウマチ財団ホームページ "リウマチ情報センター " に掲載しています。　リウマチ情報センター http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/index.html

第 13 回 ＲＡトータルマネジメントフォーラム

【日　時】 平成 24 年 2 月4 日（土）13 時開始予定
【場　所】 ザ グランドホール品川
 東京都港区港南 2-16-4 品川グランドセントラルタワー 3 階

【参加費】 1,000 円
【単　位】 日本リウマチ財団リウマチ登録医単位 取得予定
 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修単位 取得予定
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