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生方も多いと思います。では最初に，
西野先生のクリニックについてお話を
伺いたいと思います。

病院と連携したリウマチ診療

西野：私は東京都北区で，整形外科の
無床診療所を開いています。昔からあ
るローカルな診療所で，周辺には，帝
京大学，日本大学板橋，東京都健康
長寿医療センターなどがあります。幸
い私が帝京や東大に行くこともあり，
バックアップの病院との連携が取りや
すい環境に恵まれ，リウマチ診療にお
いてはやや有利かもしれません。患者
さんは，東京の城北，埼玉県から来ら
れる方々が中心です。現在診療所で診
察しているリウマチ患者さんは約 300
人で，生物学的製剤を使用されている

仲村：ステロイドは，1948 年の Hench
先生の臨床応用から 60 年以上の歴史
がありますが，糖尿病や骨粗鬆症，消
化管潰瘍などの負のイメージもありま
す。しかしこの 10 年で低用量ステロ
イドの疾患修飾能力が再確認され，多
くの治療プロトコルの中でステロイド
と DMARDs の併用が採用されるよう
になりました。よってここでステロイ
ドの重要性や危険性を含め，改めて理
解することは非常に重要だと思いま
す。そこで今日は，リウマチ治療で数

患者さんは 30 人程です。週に半日ず
つ 2 つの大学に行き，普段は診療所で
一般的な整形外科とあわせて関節リウ
マチも診療しています。手術は主に東
大や帝京大学でお願いしたり，自分で
大学へ出掛けたりして行っています。
大学のリウマチ外科の患者さんは進行
期の，手術を要する方の比率が内科に
比べて高い一方，診療所では，痛みを
訴えて来られる早期の患者さんが多
く，両極端をみているところがありま
す。

将来手術を要する機能障害を
起こさないような治療方針を検討

仲村：先生はこれまで墨東病院の内田
詔爾先生，国立相模原病院では工藤洋
先生と，リウマチ外科系の高名な先生

前号 109 号では，関節リウマチにおいてのステロイド使用の現状を，基礎的見
地から田中廣壽 氏を迎えて幅広くお話しいただいた。引き続き今号は，より臨床
に近いお立場の話者を仲村編集委員が整形外科医の立場でお迎えし，生物学的製
剤全盛期をこれから迎えようとしている日本のリウマチ治療の現在を，「臨床現場
ではこれからステロイドはどう使われているのか，そして使われていくのか」の
視点で語り合って頂いた。 登録医の皆さんもいろいろとご意見のあるところであ
ろうが，対談に参加されているおつもりで是非ご一読願いたい。

多くのご経験があり，多方面でご活躍
されている西野仁樹 先生にお話を伺
いたいと思います。西野先生は自らク
リニックで診療される傍ら，帝京大
学，東京大学リウマチグループでもご
活躍されています。さらに，日本のリ
ウマチ大規模コホート研究の代表的な
ものの１つである National Database 
of Rheumatic Diseases by iR-net in 
Japan（NinJa）の一員として，日本
リウマチ学会等でも数多く発表されて
いる方として，西野先生をご存じの先

あけましておめでとうございます。
年頭に当たり一言ご挨拶を申し上げ
ます。

昨年は天災地変の恐ろしさを思い
知らされる大きな災害が相次ぎまし
た。特筆すべきは東日本大震災です
が，昨年の暮れになって遅まきなが
ら復興のための補正予算が決まり，
復興の司令塔となる復興庁の設置も
決まり，復興への槌音が高く響くこ
とになったことを，被災地の皆さん
とともに喜び，一日も早い復興を祈
念し，ここに改めて被災者の方々に
お見舞いを申し上げ，お悔やみを申
し上げます。

さて，リウマチ医療の世界を振り
かえってみますと，ここには幾条か
の明るい日射しがありました。リ

ウマチ医療界の念願でありました
MTX の増量問題が解決したこと，
欧州リウマチ学会，米国リウマチ学
会による「関節リウマチの新しい分
類基準」に基づいた，T2T と称され
る新しい治療戦略が浸透し始めたこ
と，厚生労働省から，新たなリウマ
チ対策の方向性が示されたこと，国
内で新しい生物学的製剤が登場した
こと等であります。さらには，平成
22 年度に発足した当財団の登録リウ
マチケア看護師制度に呼応するかの
ように，昨年 5 月開催の欧州リウマ
チ学会において，EULAR Nursing 
Task Force から，リウマチナースに
関する推奨の試案が発表されました。

リウマチの治療にさいしてアン
カードラッグである MTX の使用に
は慎重さが求められます。T2T によ
る治療目標達成にも高度な知識，技
術が求められます。リウマチ治療に
当たる医師の全てがそれらの知識，
技術を習得し，チーム医療のリーダー
として手腕を発揮することにより，
個々のリウマチ患者さんにみあった
治療を施し，ADL，QOL の改善を
実現すること，全国津々浦々でそれ

が実現できることを，当財団は志向
しており，リウマチ登録医等，リウ
マチの治療に当たる医師を対象に，
各地へ出向いてリウマチ教育研修会
を実施してきました．又，看護師等
コ・メディカル職の皆さんを対象に，
リウマチの治療とケア研修会を開催
してきましたが，リウマチ医療の世
界における昨年の動きを考えますと
これらの研修会をより充実したもの
とし，チーム医療の要である登録リ
ウマチケア看護師等チーム医療のス
タッフの育成を強化する必要を実感
しています。

それにしても生物学的製剤は高額
過ぎます。患者さんが等しく進歩し
たリウマチ医療の恩恵を受けられる
よう，高額医療費の問題について当
局に働きかけて参りましたが，今年
は従来にもましてこの問題に積極的
に取り組みたいと考えています．

以上，新年の抱負の一端を述べて
年頭の御挨拶といたします。

公益財団法人　日本リウマチ財団
代表理事　髙久史麿

公益財団法人 日本リウマチ財団　代表理事

髙久 史麿

新年のご挨拶新年のご挨拶
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生物学的製剤に移行すべきだと思いま
すが，患者さんの苦痛をコントロール
する上で，ステロイドの役目はまだあ
ると思います。

中止を念頭に置いたステロイドの
最適用量は5mg以下と考える

仲村：ステップダウンブリッジを開始
する際の，ステロイド投与量の目安や
減量目標，またステロイドのブリッジ
ングに対するお考えなど，先生の治療
体系におけるステロイドの位置付けに
ついてお聞きしたいと思います。
西野：ステロイドブリッジングは十
分あり得る治療戦略だと思います。
NinJa のデータをみても，行っている
先生は数多くいらっしゃいます。一番
の問題点は，どの位ステロイドを使っ
てよいのかコンセンサスがないこと
です。また併用 DMARDs は何を使う
べきか，さらにどのタイミングでス
テロイドを切ればいいのか，リバウ
ンド時にはステロイドを増量、再投
与すべきなのか，他の DMARDs を追
加すべきか，などが明確ではありま
せん。NinJa の検討では，ステロイド
を中止できずに使い続けている患者さ
んの投与最高量はプレドニゾロン換算
で平均 6mg/ 日を超えています。一方
中止できた患者さんの投与最高量は
平均 5mg/ 日以下ですので，中止を念
頭に置くなら 5mg を超えない方がよ
いと思います。またステロイドを大
量に投与すると，症状がマスクされ，
DMARDs の効果判定が困難になり，
ステロイド減量のタイミングがわから
なくなります。そうすると見切り発車
で減らすなど，エビデンスのない話に
なります。5mg 程度でも症状は軽減
し，患者さんは喜ばれますが，腫脹は
ある程度残ることが多く，DMARDs
効果判定の目安になるので，私は
5mg 程度にしています。3 ヵ月位安
定状態になったら，減量をはじめま
す。実は 2mg 程度までは減量が容易
ですが，「だるい」，「つらい」などの
症状で 2mg からの減量が困難で，1
～ 2mg で継続している例が多く，そ
れをどうするかが問題だと思います。
仲村：2mg 程度残っていても，それ

の下で研鑽を積まれていますが，その
キャリアの中で，現在どのような治療
方針でリウマチの薬物治療を展開され
ているのでしょうか。
西野：現在，早期例には完全寛解を目
指す治療が行われるようですが，私は
リウマチ外科医として，「将来手術を
要する機能障害を起こさないような治
療」を考えます。よってまず，「この
人はどういうタイプだろうか」と考え
ます。大きな関節が最初から腫れてい
る，多関節に障害がある，DAS が高
いなど，手術の危険因子が大きい場合
には，第一選択としてメトトレキサー
ト（MTX）を考えます。特に若年女
性など先の人生が長い患者さんは，毎
年の破壊は少しずつでも、長年累積す
ると悲惨な状況になるので積極的に
MTX を使うことが多いです。
仲村：やはり，その方の将来を考え，
最適な治療を選択するということなの
でしょうね。現在は，まず MTX を中
心としたステップダウンブリッジを行
う，MTX が使えない方でも，ブシラ
ミンなどを含めながら治療していく。
西野：進行が緩慢，または大関節罹患
がなく小関節病変が中心で、予後リス
クがあまり高くなさそうな場合は，私
は 3 ～ 4 ヵ月程度ブシラミンやサラゾ
ピリンなどでワンステップ置きます。

は低用量だからよいのか，その判断が
まだつかないです。
西野：また減量法に関しても，教科
書的には 15mg，10mg からの減量で
は 1 ヵ月に 10％程度と書いてありま
すが，5mg 以下の低用量からの減量
に関するエビデンスがないので，や
むを得ず、テキストに沿って 1 ヵ月に
10％ずつ減量しています。減量して
いくと，2mg 前後で減量が停滞しま
す。そこで患者さんの心理的不安も考
慮し，「朝飲んで，駄目なら夜にもう
1 錠飲んでいいですよ」と 1mg 錠を 2
錠渡し，2mg は飲める体制にしてお
きます。すると、徐々に 1mg ですむ
日が増えていき、極めてゆっくりです
が、1mg から中止に持って行けるよ
うです。

患者さんは痛みを取ってほしくて来
院されるのですから，あまり最初から
DMARDs のみで患者さんに我慢を強
いると，ドクターショッピングに走っ
てしまい，いつまでも適切な治療を受
けられない場合があります。その危険
性の大きそうな方には，ステロイドの
ステップダウンなどで症状を抑えつ
つ，DMARDs へ誘導して行きます。
仲村：ステロイド 2mg で（減量の）
壁がある場合，例えば患者さんが
MTX を 6mg 飲んでいる場合，それ
を 7 ～ 8mg に増量し，その分ステロ
イドを減らすことはありますか。また
MTX を増量すると脱毛があり，脱毛
を嫌う方ではそれ以上のステロイド減
量ができないので，生物学的製剤を導
入してステロイドを中止し，MTX も
脱毛のないぎりぎりの量にしている場
合もあるのですが。
西野：私はほとんどの場合 MTX8mg
まで使ってしまっているので、従来
は増量の余地があまりありませんでし
た。増量が認められましたので、ステ
ロイド減量と、MTX 増量を行うこと
が増えると思います。また、MTX を
服用した日はだるくて動けず，仕事上
も辛いので，減量を求められることが
あります。その場合は生物学的製剤を
追加し，患者さんが困ることを少なく
する工夫をします。
仲村：ステロイド内服薬にはトリアム
シノロン，メチルプレドニゾロン，プ

いきなり MTX で治療を開始するのは
関節予後が危なそうだという場合で
す。なかでも，非常に痛みが強い，最
初から膝が腫れている , 腫脹関節数が
多く血沈が 100 近いなど，「早く何と
かしないといけない」という印象があ
る方には，ステロイドステップダウン
も含め考慮します。
仲村：その際，抗 CCP 抗体などは参
考にされますか。
西野：残念ながら診療所では抗 CCP
抗体の力価が出せないので，MMP-3
が 300 を超えるかなどを参考にしてい
ますが，最も参考にしているのは腫脹
関節数です。
仲村：生物学的製剤も約 1 割の患者
さんに使用されると仰いましたが，
MTX の後，3 ～ 6 ヵ月経過をみて，
生物学的製剤に移行するということで
しょうか。
西野：そうですね。早期例で MTX の
反応が悪い場合，若い方は合併症や
副作用のリスクが少ないことが多いの
で，最近は生物学的製剤をもっと早く
からお勧めしています。
仲村：では大学でよくみられている，
手術を要する進行期の患者さんに対し
てはどのようなお考えですか。
西野：進行期は，苦痛・障害の何割が
破壊関節に由来するのか，リウマチの
炎症性障害に由来するのはどの程度か
をできるだけ区別します。関節破壊の
進行した方で，苦痛が極端に強い場合
は，装具，手術となりますが，そこま
でいかない場合は，どこに目標を置く
かを考えます。このような方の場合，
遺残変形，遺残関節障害，または変形
の進行があり，それに由来する苦痛を
抑えられないので，補充療法としてあ
る程度，NSAIDs を要する場合が多い
です。また，最近話題のステロイドス
テップダウンを行っても早期に中止で
きない場合がしばしばあり，迷いなが
ら慎重に使うという難しい状況です。
東大などでは，手術例の半分以上が生
物学的製剤を使っていますから，症状
が残っていても，可能ならば MTX，

図１- ① 関節リウマチ患者における多発脊椎圧迫骨折

図１- ② 関節リウマチ患者における多発脊椎圧迫骨折

NinJa: National Database of Rheumatic Diseases by iR-net in Japanより許可を得て掲載

折れ線グラフ：６年間で5.2 ㎎から4.3 ㎎へ減少。17%の減量である。

棒グラフ：使用頻度は6年間で13%減少している。
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仲村一郎 編集委員
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レドニゾロンの 3 つがありますが，使
い分けはどうされていますか。
西野：今は基本的にはプレドニゾロン
をほとんどの例で使用しています。そ
の方が調節をしやすくなります。関節
内注入はトリアムシノロンを使用して
います。

ステロイドで注意すべき合併症：
耐糖能異常，骨粗鬆症，感染症，緑内障

仲村：ステロイドでは長期間の使用な
どによる合併症が問題になることもあ
ります。私はステロイド 10mg の服用
を 10 年間続けていた方で圧迫骨折が
複数個所に見つかった例や，耐糖能異
常をきたした例を経験しました。
西野：ステロイドの悪影響が出た例は
少なくないですね。例えば，プレドニ
ゾロン 10mg を 10 年間服用された 79
歳の方が蜂窩織炎を起こされたのです
が，皮膚が風船のように薄くなってお
り，処置が大変困難でした。一応成
功はしたのですが癒着して，指が固く
なってしまう状況になりました。また
骨折もあります。特に背骨の圧迫骨折
は，もう潰れようがなくなってからし
か止まらないのです。一番大変だった
のは，ステロイド 10mg を 10 年位継
続後，圧迫骨折が十何ヵ所あり，治療
に 2 年かかった例です。西洋の甲冑の
騎士のような硬性のコルセットで支え
なければならず，治療の間に，肺炎な
ども起こしました（図１- ①，②）。 
仲村：元来リウマチ患者さんは骨粗鬆
症を合併しやすく，さらにステロイド
10mg を 10 年となると，かなり悲惨
な状況になりますね。
西野：以前，中山久徳先生（国立病院
機構相模原病院リウマチ科医長）に，
やはり「10mg を超えると有意に圧迫
骨折が増える」とお聞きしたことがあ
ります。経験上でも，骨折などで治療
に難渋した例はいずれもステロイド投
与量が 10mg を超えていましたから，
骨粗鬆症に関して「10mg10 年」は１
つのキーかなと思います。そこに達し
ないように，いかに 10 年以内に減量
するかを考えています。
仲村：NinJa データの中に，圧迫骨折
が起こったかどうかというのは，入っ
ているのですか。
西野：骨粗鬆症性骨折のデータは入っ
ています。まだ細かい解析はできてい
ません。
仲村：それは非常に興味深いですね。
骨折とステロイドの関係で，どこが
カットオフになっているかがエビデン
スとして出ると，非常に参考になると
思います。

ステロイド使用中の合併症予防の
対策と新しい選択肢

仲村：ステロイド性骨粗鬆症と関連し
て，予防的に使用するビスホスフォ
ネート製剤や，PTH 製剤についてお
聞かせください。
西野：ガイドラインには 3 ヵ月以上ス
テロイド服用中の患者が対象とありま
すが，数字にはこだわらず，服用でき
る方には最初から服用していただいて
います。潰れたものを治療するより，

潰さないに越したことはないので。た
だ，高齢者では逆流性食道炎が多く発
生するので，そのような患者さんでは , 
やむを得ずラロキシフェン（SERM）
などを使っていました。またリウマチ
の方は，朝が辛くて，横になってはい
けないというのが守れず，なかなか全
例にビスホスフォネートを使えないの
ですが。
仲村：ビスホスフォネートは月 1 回製
剤も出ましたね。30 分起きているこ
とができない方には，ビタミン D 製
剤，エストロゲン製剤といったものを
利用していく。
西野：ビタミン D は転倒予防にもな
るので，併用することが多いです。 
仲村：PTH は，圧迫骨折で入院して
いる方に皮下注で毎日投与し，退院後
もできる方は家でも打ってもらうよう
に話すのですが，手に障害がある方に
は難しいですね。
西野：2011 年末に週 1 回製剤が出ま
すね。
仲村：近所の先生のところに通いなが
らできます。ステロイド性の骨粗鬆症
に対し，PTH 製剤はこれから１つの
大きな選択肢になると思います。
西野：クリニックでは，カルシトニン製剤
を使用していた患者さんに切り替え使用
するとコンプライアンスが良いと思います。
仲村：YAM が 80％台の骨密度の低い
方にはビスホスフォネートを積極的に
飲んでいただきたいですね。処方せず
に骨折が起きると，後悔します。

ステロイドによる合併症を避けるた
めに注意すべきこととしては何がある
でしょうか。私は骨密度の定期的な測
定や，血糖値の測定などを考慮してい
るのですが。
西野：耐糖能の検査は行います。骨粗
鬆症に対しては，レントゲンや骨密度
でチェックします。また感染症も懸念
されますので，うがい，歯磨きをよく
していただきます。また爪切りがらみ
で，爪周辺に感染を起こしますので，
爪切りは気をつけていただくようにお
話しします。特に足などはいつの間に
か瘻孔ができていることがあります。
爪白癬などから急に悪化することもあ
りますから。緑内障にも注意が必要で
す。白内障には皆さん意識があるので
すが，緑内障は結構気付かないので，
意識して羞明がないか等を聞くよう
にしています。高齢の方には白内障で
眼科の主治医がいらっしゃると思うの
で，緑内障もチェックしてもらうよう
お願いしています。

あと疑問に思うのは，ステロイドの
関節内投与のリスクに関してあまり問
題にされていない点ですね。上肢では
あまり壊死で苦労した記憶はないです
が，下肢荷重関節は問題を起こすこと
があり少し気を付けます。経口投与で
はまれですが，関節内注入では特に荷
重関節では、骨壊死を起こし潰れる場
合があります。ステロイドにより関節
の破壊が急激に進行する例を多くみる
ので，そういうリスクを心得て打つ必
要があります。最近では EULAR も
ACR も，ステロイドの服用よりも関
節内注入にとどめ，DMARDs で頑張
ろうという方向にありますが，私はそ
の方針では関節感染 , 骨壊死のリスク

を伴うと思っています。

NinJa：ステロイド5mg以下，
MTX使用例でステロイドは中止しやすい

仲村：先生が参加されている大規模コ
ホート NinJa におけるステロイド製
剤の位置付けについて，ご紹介いただ
けますか。
西野：NinJa とは，日本初の全国規模
のリウマチ性疾患データベースの名称
です。全国 30 病院で構成され、2009
年度の登録患者数は 7,085 名で、日
本全国に 60 ～ 70 万人いる関節リウ
マチ患者さんの 1% を包含していま
す。2003 ～ 2009 年までの連続登録患
者は約 1,200 人になります。このデー
タをみますと，やはりステロイドの
使用量は減ってきており，2004 年度
5.2mg が 2009 年度 4.3mg で，5mg を
切っています（図 2）。使用患者割合
も， 2003 年度は 63.6% であったのが，
2009 年度 52.5% と，用量も頻度も減
りつつあります（同図 2）。

2003 年では，1 年未満の早期例で使
用している割合は 56％と半数以上で
したが，2009 年度は 28％に減少して
おり（図 3），関節破壊のない早期例
ではステロイドを使わずにコントロー
ルする努力がされているようです。早
期例では MTX や生物学的製剤が増え
るに従い，ステロイドを使わない方が
増えており，ステロイドを使わず，生
物学的製剤，MTX で治療しようとい
う流れは，確かにあるようです。一方，
罹病期間が長い例では未だに約 7 割の
方がステロイドを使用しています（同
図 3）。
仲村：2009 年度の時点で，罹患病歴
が 8 年以上の方で，ステロイド使用割
合が多かったのは，発病時に，まだ生
物学的製剤がなかった，またはなじみ
がなく，そのまま長期間が経過してい
るということでしょうか。
西野：そうではないようです。生物学
的製剤の使用頻度は，進行期も早期も
あまり変わりません。関節破壊が進行
するなどして，どうしてもステロイド

が中止できない方が多いのだと思いま
す。実際，ステロイドの最高使用量の
平均は中止できた例で 4.58mg，中止
できなかった例では 6.78mg でした。
中止できなかった例では、4.01mg ま
では減量していますが、中止できてい
ません。これを目安に，中止も念頭に
置いたステロイドの最適用量は 5mg
以下と考えています。

また，MTX 使用例でステロイドの
中止，減量例が多い結果でした。生物
学的製剤の併用では，中止の割合にあ
まり変化はありませんでしたが，ステ
ロイド減量例がかなり増加しました。
多変量解析では，MTX 非使用例のス
テロイド中止確率が MTX 使用例の約
半分でした（図 4）。ステロイド・ブリッ
ジングは MTX の使用が可能な症例に
行った方が良いようです。 進行期で
は，活動性に比例してステロイドの使
用頻度が増えています。補充療法の要
素が大きく，永続的な投与になってい
る可能性が大きく，ステップダウンに
はなっていないのです。
仲村：NinJa は 30 病院の先生方が工
夫しながらステロイドの用量・頻度を
減らしているのですね。5mg を境に
減らせる人と，減らせない人に分か
れるというのは，確かな生の声です。
5mg が境というのが 1,000 人を超える
データで示されたことは，よい指標に
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図 3 NinJa における罹病期間とステロイド使用頻度の経年変化

西野仁樹 氏
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ていた兄が，「医学部のほうが時間的
に楽である」との意見に従い，私も医
学部を選んだ次第です。夕方からでい
つも 30 名以上の中学生が通っていま
した。
後藤　医学部は楽であると？ 
長屋　当時はそうだったのですね。出
席がうるさくなかったのです。
後藤　今は，とてもそんなことはいえ
ません（笑）。名古屋大学医学部卒業
時に整形外科を選ばれたのは，なぜで
すか。
長屋　これも単純な理由からです。将
来，勉強をするには，競争相手の多い
内科や外科は避けて，なるべく志望者
の少ない科にしようという考えでし
た。当時，整形外科はあまり人気がな
かったのです。しかし，人気のない科

長屋郁郎 氏といえば，関節リウマチ治療医として，また日本における人工関節
置換術の草分けとして，勇名を馳せた整形外科医である。国立名古屋病院時代は，
独自の診療スタイルを築き，人工関節置換術をヨーロッパから持ち帰り，全国に
先駆けて導入し，また診療のかたわら，アジア諸国との交流に尽力。その旺盛な
行動力と探究心は，80 歳を超えた今なお健在である。1 時間半に及ぶインタビュー
では，事象の奥に潜むものを探る内科医的な側面，今日のリウマチ診療の動向に
疑問を呈する警世家としての側面も垣間見えた。

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

愛知糖尿病リウマチ痛風財団 
最高顧問

長屋郁郎 氏

人工関節手術の技が
アジアとヨーロッパを繋いだ

題字・仲村一郎
湯河原厚生年金病院
リウマチ科 部長

長屋郁郎 氏

父の結核が
整形外科へ進むきっかけに

後藤　偶然ですが，戦後間もない頃，
長屋先生ご一家とわが家とは名古屋市
内でお隣同士でした。いつも両親が，

「隣の長屋兄弟は優秀だ」と噂してい
たのを覚えております。
長屋　いやいや，優秀ではなかったが，

の中でも特に整形外科を選んだのは，
私の父が膝関節結核で亡くなったこと
と関係があるかもしれません。
後藤　ご尊父も医師でしたね。結核と
整形外科とは，どのように結びついた
のでしょうか。
長屋　父は内科の病院勤務医で，最後
は副院長を務め，亡くなったときはま
だ 50 代でした。戦争中に肺結核にか
かり，その後，膝の関節結核を併発
し，排膿が止まらないで脚を切断しま
した。ところが，結核菌は既に各部に
も転移していて，最後は髄膜炎になり，
これが死期を早めました。
後藤　それは本当に大変でした。結核
は，もちろん肺結核が主でしたが，脊
椎カリエスや関節結核など，骨や関節
を併発している患者も多かったですね。

なると思います。
西野：NinJa は全国レベルのコホート
研究ですから，一番現実に近いようで
す。これは今度詳しく調べようと思っ
ているのですが。NinJa コホートで，
早期で寛解となった患者さんでステロ
イドも NSAIDs も使用していない例
は 41%，NSAIDs のみは 25％で，ス
テロイドと NSAIDs の両方を使用し
ている例は 12%，ステロイドのみ使用
している例は 23％おられます。進行
期では SDAI 寛解例で，ステロイドと
NSAIDs の不使用例は 46％，NSAIDs
のみは 12％，両方使用は 22％，ステ
ロイドのみ使用は 20％でした。ステ
ロイドのみ使用している方には，他の
DMARDs などにより治療を強化して
もよいかもしれません。（図 5）。
仲村：ステロイドと NSAIDs でグラ
フを描き直すと，寛解例でもステロイ
ドを服用している方が多く，ステロイ
ドはまだ大きな役割を担っているとい
うことですね。

低用量ステロイドからの減量など，患者を
よくみて現実に即したエビデンス構築を

仲村：例えば SERM のラロキシフェ
ンは，組織特異的にアゴニストになっ
たり，アンタゴニストになったりしま
す。ステロイドも将来，今は悪者とし
て働いている骨に対して逆の作用を
し，耐糖能異常にも良い作用をして，
炎症には今まで通りの作用をするとい
う，正の効果，負の効果をうまく調節
できるステロイドが望まれますね。そ
れが実現したら，ステロイドの役割は
大きく変化すると思います。現実にエ
ストロゲンで可能になっていますか
ら，可能性はあるのではないでしょう
か。
西野：ここ 4 ～ 5 年，そのような観点
での研究開発が進んでいるようです。
今，6 割の方が飲んでいる薬の副作用
が消えれば，本当に素晴らしいです
ね。現在，6 割がステロイドを使って
いる現状で，ステロイドにより社会生
活ができている方に「止めろ」と言う
のは，正しいことなのか分からないで
すから。

現在，患者さんの ADL や QOL を
改善するための，ステロイドを許容す
る方向での議論が全くないのです。現
実に使っている症例に対し，どうい

う使い方をすれば最も安全かつ効果的
かという解析があまりなされていませ
ん。先程の 5mg 以下なら何とかステ
ロイドを中止できそうだという話も，
論文を調べると，10mg，20mg から
の減量で 5mg を検討したものはない
のです。ですからただステロイドを
否定的にとらえ，「止めましょう」と
いっても，現実とは乖離しています。
その辺の議論やエビデンスの構築をこ
れからしていく必要があります。特に
5mg からどうやって減らせばうまく
減らせるのか，これにも明確なエビデ
ンスはないですから。
仲村：確かに生物学的製剤も１つの武
器ですが，現在それでステロイドを完
全に中止できる方ばかりではない，そ
うはできない方の方が実は多いわけで

すね。実際に，低用量ステロイドの疾
患修飾効果はエビデンスとして出てい
ます。ステロイドは安全に，日常生活
の維持・改善のためには使っていく。
そのためのエビデンスを集めていくべ
きですね。
西野：現実を認識したエビデンスで
あってほしいと思います。
仲村：しかし NinJa のデータを見ると，
着実に適正な使用に向け歩みを始めて
いるという印象です。今日は，実際の
ご経験，長い豊富な経験から裏打ちさ
れた使い方と，さらに NinJa のデー
タベースの中から浮かび上がってくる
ステロイドの現状がともに提示され，
素晴らしいと思いました。本日はあり
がとうございました。

（文責編集部）

まあ兄弟 4 人みな中の上ぐらいだった
のではないでしょうか（笑）。
後藤　医学部へ進むことは，小さいと
きから決めておられたのですか？
長屋　実は当時，工学部へ行こうかと
も考えたのです。ところが，大学進学
を前にして父が亡くなったので，一家
の生活を支えるため，私と兄が塾を始
めました。そのとき既に医学部に通っ
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図 5 NinJa における SDAI 寛解例の NSAIDs とステロイド内服頻度図 4 NinJa における“ステロイド中止できない確率”についての
 ロジスティック回帰分析

Odds 比 95% 信頼区間 p

女性 0.52 0.343 0.787 0.002

身体機能評価 1.523 1.202 1.931 0.0001

DAS28 1.188 1.06 1.332 0.003

MTX 非使用 0.562 0.423 0.747 0.0001

定数 0.95 0.854

NinJa: National Database of Rheumatic Diseases by iR-net in Japan より許可を得て掲載
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長屋　そうです。私がインターンを終
えて国立名古屋病院に勤め始めた当
時，整形外科病棟 150 床のうち 100 床
までが脊椎カリエスと関節結核の患者
でした。実質は結核病棟のようなもの
でした。

大学時代から変わらぬ行動派

後藤　先生はその後，定年まで国立名
古屋病院に勤められました。大学に戻
ることはありませんでしたか。
長屋　私は大学では，言いたいことを
はっきり言う性格が災いして，教授に
疎まれていました。入局後，当時でき
たばかりだった名古屋病院整形外科へ
行けと命令され，その後，希望しても
同級生の中で私だけ大学に呼び戻され
ることはありませんでした。
後藤　大学時代に何があったのですか。
長屋　喧嘩好きなところがあり，何か
あると同級生を代表して教授に談判を
申し込んだりしていましたし，イン
ターン反対運動が始まったときは，名
大の代表として参加しました。その他
にも，新しい運動部を作ったり，対外
試合（東大との対抗戦）を企画実行し
たりしました。そういうことが好き
だったせいかもしれません。いつも反
主流派でした。
後藤　確かに，今でも先生にはそうい
うところが残っている（笑）。しかし，
先生のその行動力が，後の華々しい国
際交流活動につながっていくのですね。

結核性疾患から
関節リウマチへ

後藤　国際交流活動については後でお
聞きしますが，先生がリウマチ診療に
関わるようになったのは，どんなこと
がきっかけでしたか。
長屋　はじめのうちは，脊椎カリエス
や関節結核を多く診ていたわけです
が，関節結核では，関節リウマチや他
の関節炎との鑑別が重要でした。そこ
で私は，それぞれの疾患で関節液中の
性状やグロブリンの組成や，粘性がど
うなっているかを調べ，それを纏めて
学位論文にしました。
後藤　その頃は，リウマトイド因子と
いう概念はありませんでしたか。
長屋　欧米では早くから知られていた
と思いますが，日本では当時まだあま
り測定されていませんでした。リウマ
トイド因子がリウマチ研究に導入され
たのは，昭和 30 年代の半ばからであっ
たと記憶しています。
後藤　関節結核と関節リウマチとの鑑
別は，診察だけでは困難でしたか。
長屋　末期は別にして初期は分かりま
せんでした。滑膜の生検をしても，確
定診断はできませんでした。ラングハ
ンス巨細胞があれば結核の可能性が高
いということも知られていましたが，
結核を背景に持っている患者さんの場
合でさえ，それはなかなか見つからず，
病理部は確定診断を避けていました。
後藤　一時期，リウマチの原因は結核
ではないかという議論がされていたこ
ともありました。
長屋　私も関連があるとは思いました

が，結核がリウマチの原因とまで言え
るかどうかは，疑問を持っていました。
後藤　話を元に戻して，先生の診療の
中心は，整形外科領域の結核性疾患か
ら，関節リウマチへ移っていったので
すね。
長屋　ストレプトマイシンができて，
肺結核も，関節結核も，脊椎カリエス
も患者が減っていきましたが，慢性疾
患という点で結核と共通している関節
リウマチに，自然に関心が移っていき
ました。
後藤　内科から見ると，整形外科とい
えば骨折などをまずイメージします。
後年，先生は人工関節置換術で勇名を
馳せられたわけですが，ここまでのお
話を伺っていると，整形外科医という
より，内科医のようです。
長屋　当時の患者の振り分けでは，外
傷患者さんは外科の開業医へ行くこと
になっていたので，国立病院のような
大病院には骨折などの外傷患者さんは
めったに来なかった，という事情もあ
ります。

私はその後も，疾患の鑑別に関心を
持ち続けました。例えば，整形外科で
は痛風もたくさん診ます。患者さんは
多いし，症状もはっきりしているので
すが，確定診断となると，検査科では
尿酸値さえ測定をしてくれませんでし
たので，自分たちで測定法を勉強して
測定したりしました。そういう，あま
り人のやらないことをやっているうち
に，気が付いたら内科医のようになっ
ていました。

「長屋式診察法」とは？

後藤　聞くところでは，長屋先生のリ
ウマチ外来の診察は非常にユニークな
ものであったということですが，どの
ようにされていたのでしょうか。
長屋　ひと言でいうと，3 つの診察室
をひと部屋にまとめたような形です。
私ともう 2 人の若い医師が同じ側に座
り，それぞれの医師に患者が 1 人ずつ
向かい合って座り，3 人の診察を同時
に進めました。主治医制をとらず，そ
の日の予約患者さんのカルテを，比
較的簡単な患者さんとそうでない患者
さんにざっと仕分けした上で，各医師
に振り分けました。私は，自分の割り
当ての患者さんを診察しながら，隣の
2 人の医師の診察にも注意を払い，若
い医師がおかしなことを言っていると
思ったら，その場で口を差し挟みまし
た。そのようにして若い医師を教育し
ていたわけです。なぜかというと新人
医師は大部分リウマチを診たがらない
こともありました。
後藤　なるほど。教育のためと，診療
を一定のレベルに保つためには，そう
いうやり方も必要ですね。特に，治療
ガイドラインも何もなかった時代に
は，いちばん有効な方法であったかも
しれません。
長屋　本当は私の診察を受けたかった
のに，という顔をしている患者さんに
は，こちらからひと言，声をかけて安
心してもらっていました。個人でなく
科全体で患者を診るという私のコンセ
プトでした。

後藤　先生の人気の程がうかがわれる
お話です。私のところへ紹介されてき
たある患者さんが，昔，名古屋病院の
リウマチ外来に通っていたことがあ
り，そのときは「きょうも長屋先生に
当たりますようにと念じていました」
と話していました。

リウマチ治療医は
総合診療医でなければならない

後藤　しかし，プライバシー尊重の今
の世の中で，先生のやり方をそのまま
実行するのは難しそうです。
長屋　今は，何かといえば「個人情
報」ですからね。私が名古屋病院を辞
めた後は，この方法は行われなくなり
ました。しかし，診療の条件を揃えな
いとデータが揃わず，データが揃わな
いと，信頼できる臨床報告ができませ
んから，私は自分の方法を変えなかっ
たのです。それに，若い医師のリウマ
チ教育のレベルを上げるためでした。
後藤　確かにリウマチ診療の教育は関
節の触診といった手技の部分も多く，
大変時間がかかります。さまざまなハ
ンズオンセミナーなども行われていま
すが，それで，どこまでのことが伝え
られるのかは疑問です。
長屋　現場でも，若いドクターに 1 人
で診察させていては，知識・技能を伝
えられず，医師同士の競争心も生まれ
ません。
後藤　だから，一定の時間を教育の時
間に割り当てるとか，ある曜日を教育
の日にするとかして，部分的に「長屋
方式」を導入すればいいのではないで
しょうか。実際に欧米ではそうしてい
ます。「教育教授」というドクターが
いて，これが何人かの若い医師と一緒
に患者さんを診るのです。
長屋　医学教育のもう１つの問題は，
大学の教室が呼吸器，循環器，消化器
などと部位別になっていることです。
そういう環境で育つから，例えばリウ
マチ専門医を目指している若い医師
が，患者さんが胃痛を訴えてくると，
すぐに消化器科へコンサルトする。リ
ウマチ医なら，せめてそれが NSAIDs
による胃粘膜障害ではないか，ぐらい
のことは考えて，自分で対処しなけれ
ばいけません。高血圧のコントロール
などもそうです。私はそのように若い
医師を教育してきました。
後藤　リウマチは全身のあらゆる部位
が関係しますから，リウマチ診療は総
合診療医でないと務まりませんね。そ

のような医師を育てる教育が必要です。

リウマチ治療は山を越えたが
これからも原因探究が課題

後藤　先生はこれまでのご経験から，
関節リウマチとはどういう病気だとお
考えですか。
長屋　やはり，何らかの抗原抗体反応
の結果としての炎症ということでしょ
う。ただ，それがなぜこうも長く続く
のかが残された問題であり，そのこと
が今，盛んに研究されていると思いま
すが，関節リウマチの治療そのものは，
もう山を越えたと思います。
後藤　山を越えたというのは，さまざ
まな抗リウマチ薬が開発され，生物学
的製剤が出てきたことを言っておられ
ますか。
長屋　理論的な適否は別として，生物
学的製剤によって，多くの患者さんが
助かっているのは事実です。私はリウ
マチ友の会にも関係しているのです
が，最近，友の会に新しい患者さんが
入ってこなくなりました。会合に出席
してみると，話題は治療費がもっと安
くならないかということばかりです。
後藤　お金の話だけですか。でも，そ
れは良いことですね。
長屋　お金の問題だけになったら，病
気の治療は山を越えたということで
す。昔，結核と診断されると，悲観し
て自殺する人がいましたが，ストレプ
トマイシンができてからは自殺する人
はいなくなりました。リウマチも同じ
ことです。リウマチだって，昔は医者
にそう言われて自殺した人もいました
から。
後藤　ただ，医療者側の問題として，
生物学的製剤が効くのを目にした若い
医師は，もうリウマチの原因を追究し
ようとは思わなくなっているのではな
いでしょうか。私は，とてもまずい風
潮だと思っています。
長屋　それはいけませんね。それに，
生物学的製剤のように細胞を操作して
作ったものに対しては，その細胞に抵
抗するように病気のほうも変わってい
く可能性があります。ペニシリンに対
して耐性菌が出てきたのと同じように，
新しい抗体が出てくるかもしれない。
後藤　病気だって必死ですからね。
長屋　そのうちに，抗菌薬と耐性菌の
ように，いたちごっこになる可能性も
ある？
後藤　そうなったとしても，われわれ
はもはや生物学的製剤を手放すことは

左から長屋郁郎 氏，後藤 眞編集委員長
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できないでしょう。だからこそ，リウ
マチの本質の探究をおろそかにしては
ならないと思うのです。

ヨーロッパ武者修業へ

後藤　さて，がらりと話題を変えて，
先生の国際交流活動についてお伺いし
ます。先生はなぜ多忙なリウマチ診療
のかたわら，諸外国の医療人との交流
を始められたのでしょうか。
長屋　あることから，自分が中国や韓
国や台湾など近隣の国のことを何も知
らないことに気付き，愕然としたので
す。1964 年 10 月の東京オリンピック
に続いて開催されたパラリンピックの
際，選手村に滞在する機会がありまし
た。ちょうどそのとき，中国が初めて
核実験を行って世界的なニュースにな
り，選手村でもヨーロッパの選手たち
が中心となりこれを話題に盛んに議論
していましたが，私は隣国のことなの
に，遠くの国から来た彼らの議論に全
く加わることができず，とても歯がゆ
い思いをしました。こんなことではい
けないと思ったのが，最初のきっかけ
です。
後藤　それから，どんな行動を起こさ
れましたか。
長屋　隣国やアジアのことを知らなけ
ればうそだ，と思いましたが，その前
にまず，リウマチ医療の先進地域であ
るヨーロッパの事情，特に滑膜切除術，
人工関節のことを知りたいと思い，英
会話を勉強して最初にフィンランドを
訪ねました。
後藤　フィンランドといえば，ヘイノ
ラのリウマチ病院が有名ですね。
長屋　そうです。そのヘイノラを手始
めに，イギリス，ドイツ，スイスのリ
ウマチ病院や人工関節置換術を行って
いる病院を，それぞれ 1 ～ 2 週間ずつ

訪ねて歩きました。訪問にあたり，特
に有力な紹介者がいたわけでもないの
で，まさしく武者修業でした。しかし，
どこの病院でも院内に無料で泊めても
らい，他国から来ているレジデントた
ちと語り合い，入院患者さんとも話す
ことができました。それぞれの国の医
療制度や歴史的背景も調べました。

その後，私は 1970 年の暮れに，ヨー
ロッパから持ち帰った知識と用いた滑
膜切除術や人工関節置換術を始め，そ
の成果の発表を兼ねて，1972 年から
アジアの学会にこの 2 つのテーマで発
表させて頂くのを口実に訪問・交流を
始めました。

中国の医学研究の発展に
注目を

後藤　アジアでは，最初にどの国へ行
かれましたか。
長屋　1972 年の 12 月に，フィリピン
と台湾へ行き，それぞれの整形外科学
会で私の滑膜切除術と人工関節の臨床
成績を発表しました。当時 ASEAN（東
南アジア諸国連合）の中心はシンガ
ポールではなく，フィリピンのマニラ
で，整形外科学会にも ASEAN 各国か
ら医師が集まっていました。そういう
意味でフィリピンは重要な国でした。
後藤　台湾も，昔から日本に留学生が
たくさん来ていますね。
長屋　台湾は歴史的な事情から，日本
語を話せる人が多いので，整形外科に
も留学生がポツポツ来ていました。と
ころが一番近い韓国からは，ほとんど
来ていません。フィリピン整形外科学
会の会合にも，韓国の医師は来ていま
せんでした。「これはよくない」と思
い，私はフィリピン，台湾，マレーシ
ア，シンガポールに続いて，韓国訪問
に目標を定め，韓国での発表の材料を
作るため人工関節置換術を多数施行し

ました。
後藤　それは，ちょっと不純な動機で
すね（笑）。
長屋　でも医学的に実力がないとどの
国でも相手にしてくれません。
後藤　先生の発表に対する各国医師の
反応はどうでしたか。
長屋　どの国でも，たくさん質問が来
ました。フィリピンをはじめどの国で
も主要な医師はほとんど欧米留学の経
験があり，滑膜切除術や人工関節に関
する知識も持っているが，実施した経
験はないという人ばかりでしたから，
私の発表に高い関心を示していまし
た。特にコントロールを置く滑膜切除
術の手術成績が注目されました。

私のほうでも，各国事情に興味があ
り，医療制度，医師の動態，学閥といっ
たことを，現地の医師からいろいろ聞
き出しました。
後藤　まるで CIA のようですね。
長屋　そう。初めて韓国に行ったとき
は，逆に KCIA（韓国中央情報部）の
尾行が私に付いていました（笑）。
後藤　韓国の壁は高かったですか。
長屋　一番難しかったですね。私はア
ジア各国の医師（特にリーダー的）を
呼ぶことを目的にリウマチ外科研究会
を作り，会合の後，招待した医師を国
内の主要大学の病院に案内することを
恒例化しましたが，韓国には招待状を
出したのに，返事がありませんでした。
そこで憤慨して，私のほうからソウル
へ押しかけ，ソウル大学，延世大学な
どの主要な教授を 6 人ほど集め，土下
座して「どうぞ，日本へ来て，日本の
病院を見て，日本の医学を評価してく
ださい。旅費と滞在費は出しますから」
と，礼を尽くして頼みました。それで，
やっと韓国から毎年 2 ～ 5 名の教授ク
ラスの視察団の訪日が実現し，これを
10 年間続けました。

手前味噌ですが，こういう活動を続

けてきた結果，アジア各国の医師の信
用を得ることができ，最近，彼らは私
に「man of the man」という最高の
ほめ言葉を贈ってくれています。パキ
スタン以東のアジア各国の学会では全
部発表講演しております。
後藤　今，文化・学術レベルでの日韓
関係は良好であると思いますが，その
背景には，長屋先生の地道な努力が
あったことが分かりました。

最後に，日本は今後，どの国との交
流を大切にしていけばよいでしょうか。
長屋　今，アジア諸国はどこも，医学
が目覚ましく発展していますが，特に
中国は基礎研究が急速に進歩していま
すから，その成果に注目していくべき
です。また，中国は人と人のつながり
を大事にする国ですから，まず個人個
人が現地に友人を作り，よい人間関係
を築くことが大切です。中国以上に大
変なのはインドかも知れません。
後藤　そのためには，長屋先生のよう
に，常に自分を磨き，自分を高める努
力が必要ですね。本日はありがとうご
ざいました。

（文責編集部）

TIME フィリピン版誌の表紙を飾る長屋郁郎 氏

Announcement
［登録医研修単位認定講演（H24.1 〜H24.�）］

		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。

北海道・東北

3/3（土）17:30　1単位 宮城
第65回 宮城リウマチ外科研究会
東北厚生年金病院
佐野 徳久
Tel.022-259-1221

2/4（土）18:30　1単位 宮城
第21回 リウマチ診療研究会・仙台
中外製薬（株）
図師 奈津子
Tel.022-225-8551

2/3（金）19:00　1単位 岩手
第13回 岩手軟骨懇話会
科研製薬（株）
大泉 光由
Tel.019-604-9300

3/3（土）17:00　1単位 山形
第10回 山形股関節セミナー
山形大学医学部整形外科
佐々木 幹
Tel.023-628-5355

2/2（木）19:50　1単位 神奈川
第23回 横浜リウマチフォーラム
ファイザー（株）
日隅 孝行
Tel.045-641-0781

2/2（木）19:45　1単位 千葉
第3回 ちばリウマチ研究会
参天製薬（株）
澤井 隆義
Tel.048-645-8701

2/2（木）20:05　1単位 栃木
第8回 栃木骨粗鬆症集談会
MSD（株）
栗栖 幸子
Tel.028-649-7923

2/2（木）19:45　1単位 茨城
いばらぎPAH講演会
グラクソ・スミスクライン（株）
大谷 譲
Tel.080-1013-3891

2/2（木）19:10　1単位 茨城
第9回 取手リウマチ懇話会
ファイザー（株）
清水 保
Tel.029-852-6971

関東・甲信越

2/11（土）16:05　2単位 東京
関節リウマチ・ベーシック治療セミナー
参天製薬（株）
岡田 直美
Tel.06-6321-7068

2/4（土）18:30　1単位 東京
平成23年度 第5回（通算第292回）東京都
臨床整形外科医会（TCOA）統合研修会
田辺三菱製薬（株）
高瀬 正徳　Tel.03-3230-6700

2/3（金）19:15　1単位 新潟
第53回 新潟リウマチ研究会
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

2/17（金）19:30　1単位 山梨
第6回 山梨リウマチ研究会
山梨大学医学部整形外科
波呂 浩孝
Tel.055-273-6768

2/16（木）19:00　2単位 埼玉
第19回 埼玉骨・関節疾患研究会
エーザイ（株）
藤野 誠司
Tel.048-647-9961

2/21（火）19:30　1単位 埼玉
第4回 越谷リウマチ治療懇話会
田辺三菱製薬（株）
竹浦 徹
Tel.048-665-5213

2/15（水）20:00　1単位 埼玉
第14回 川越リウマチ懇話会
参天製薬（株）
平原 滋
Tel.048-645-8701

3/3（土）17:00　1単位 北海道
第37回 北海道リウマチ研究会
科研製薬（株）
佐藤 理
Tel.011-222-2754

2/15（水）19:40　1単位 神奈川
第6回 神奈川リウマチ治療ネットワーク
田辺三菱製薬（株）
黒田 匡志
Tel.045-830-5921

2/16（木）19:00　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）
佐藤 俊明
Tel.029-254-5121

2/17（金）19:30　1単位 北海道
第7回 帯広・十勝地区リウマチ講演会
武田薬品工業（株）
井口 勝善
Tel.0154-23-3571

2/16（木）20:00　1単位 埼玉
第38回 見沼リウマチ懇話会
大正富山医薬品（株）
冨永 大二郎
Tel.048-653-5510

2/18（土）18:00　1単位 東京
第16回 城東RAカンファレンス
田辺三菱製薬（株）
工藤 謙司
Tel.03-3647-1211

2/22（水）19:30　1単位 東京
第2回 城北線維筋痛症研究会
日本大学医学部内科学系血液膠原病内
科学分野
武井 正美 Tel.03-3972-8111（内2402）

2/28（火）19:00　1単位 千葉
茂原市長生郡医師会学術講演会
MSD（株）
小梛 幹雄
Tel.090-5091-0454

2/25（土）17:00　1単位 群馬
第6回 群馬東毛リウマチ研究会講演会
ファイザー（株）
西 謙次
Tel.027-328-6121

2/23（木）19:45　1単位 埼玉
埼玉県北部線維筋痛症研究会（第3回）
深谷整形外科医院
金子 勝
Tel.048-574-0022

2/22（水）20:00　1単位 神奈川
第3回 田園都市リウマチフォーラム
ファイザー（株）
近藤 務
Tel.045-474-3110

3/1（木）20:00　1単位 神奈川
第4回 神奈川東部リウマチフォーラム
田辺三菱製薬（株）
北目 武史
Tel.045-472-2653

3/8（木）19:30　1単位 神奈川
第5回 AHURAの会（All Showa University 
RA研究会）
昭和大学横浜市北部病院整形外科
三ツ橋 宏佳　Tel.045-949-7955

3/3（土）16:00　1単位 新潟
第19回 新潟リウマチのケア研究会
エーザイ（株）
山内 良哉
Tel.025-243-4855

3/3（土）17:20　1単位 東京
第18回 臨海リウマチ性疾患談話会
上田診療所
上田 寛之
Tel.03-5495-7800

3/3（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
倉持 英輔
Tel.028-658-8778

3/2（金）19:45　1単位 神奈川
大和市医師会内科・整形外科医会学術
講演会
武田薬品工業（株）
深井 幸代　Tel.046-224-2585

3/1（木）20:00　1単位 神奈川
第8回 痛みと炎症懇話会
大正富山医薬品（株）
濱田 龍二
Tel.090-5997-7502

2/2（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）
牛尾 武
Tel.076-221-8111

3/8（木）20:00　1単位 神奈川
第7回 川崎中部リウマチ懇話会
田辺三菱製薬（株）
北目 武史
Tel.045-472-2653

2/9（木）19:30　1単位 三重
RA communication2011
大正富山医薬品（株）
田澤 慎也
Tel.052-733-8112

2/4（土）17:00　1単位 愛知
愛知県整形外科医会教育研修講演会
旭化成ファーマ（株）
森 憲二
Tel.0564-27-0226

2/25（土）18:30　1単位 愛知
第6回 東海小児リウマチ・膠原病研究会
参天製薬（株）
大村 茂樹
Tel.052-219-1870

2/9（木）19:10　1単位 三重
学術講演会
～関節リウマチ伊勢地区医療連携の会～
中外製薬（株）
吉田 良匡　Tel.059-225-7255

2/2（木）19:00　1単位 三重
三重関節リウマチフォーラム
田辺三菱製薬（株）
田中 武志
Tel.059-221-1760

2/25（土）17:50　2単位 長野
信州膠原病臨床研究会
厚生連篠ノ井総合病院リウマチ膠原病
センター
鈴木 貞博　Tel.026-292-2261

2/4（土）17:00　1単位 岐阜
第24回 岐阜リウマチ研究会
参天製薬（株）
上野 淳史
Tel.052-219-1870

2/4（土）17:00　1単位 静岡
第37回 静岡リウマチ懇話会
科研製薬（株）
村松 洋一郎
Tel.054-275-1711

2/24（金）20:00　1単位 千葉
第10回 千葉小児膠原病懇話会
旭化成ファーマ（株）
福島 沖之
Tel.043-221-2626

2/4（土）18:30　1単位 愛知
RA Winter Seminar
田辺三菱製薬（株）
水野 利倫
Tel.052-955-8503

2/18（土）17:30　1単位 愛知
第60回 東海膠原病研究会
MSD（株）
齋藤 剛志
Tel.0120-860-744

2/4（土）15:55　1単位 宮城
第14回 膠原病肺疾患研究会
エーザイ（株）
石崎 朱美
Tel.022-226-2185

2/18（土）18:05　2単位 群馬
群馬リウマチ関節外科研究会
井上病院
井上 博
Tel.027-322-3660

2/22（水）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

東海・北陸

2/18（土）19:00　1単位 福島
第9回 臨床リウマチ懇話会
ファイザー（株）
松本 達
Tel.024-923-4717
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日本脊椎関節炎学会第21回学術集会レポート
「新たな飛躍の時代を迎えて
　一大きく変わる脊椎関節炎の診療一」

2011 年 9 月 17 日（土），弊紙編集委員である山村昌弘氏が会長を務めた
日本脊椎関節炎学会学術集会が，岡山県岡山国際交流センターで開催された。

登録医の先生方の中にも，ご存じの方も多いと思うが，この学会は、滋賀
医科大学七川歓次名誉教授がたち上げた研究会がその母体である。

ただ，その研究発表の守備範囲が，ごく一般的なリウマチの専門家には馴
染みの比較的薄い強直性脊椎炎を中心とし，反応性関節炎、乾癬性関節炎、
炎症性腸疾患関連関節炎などであるため，これまであまり関心を呼んでこな
かった事情もある。しかしながら，2010 年，20 回を迎えて学会として新た
なスタートを切ったことと，TNF 阻害薬を筆頭とした生物学的製剤の登場以
来，実はこの領域にも新しい可能性が広がっているため，これからもっと注
目を浴びてよい学会ともいえるであろう。

特に，その横断的な病態については，リウマチの専門家の枠を超えた連携
が患者さんの視点からもより重要となってきている。

山村会長はその機運をとらえ，ここに紹介したような領域の枠を超えた演
者同士による意欲的なシンポジウムを開催した。

プログラムでは
「強直性脊椎炎の最新治療　― TNF 阻害薬がもたらした変化―」

順天堂大学医学部膠原病内科　多田久里守 氏
「ベーチェット病の免疫異常と治療の進歩」

横浜市立大学リウマチ・血液・感染症内科　岳野光洋 氏
「乾癬性関節炎の長期予後と治療の進め方」

星ヶ丘厚生年金病院整形外科　辻成佳 氏
「炎症性腸疾患の最新治療：病態からみた抗 TNF α抗体療法の位置づけ」

岡山大学病院 消化器内科　平岡佐規子 氏
と学会の当事者以外に眼科の専門家，消化器の専門家などが，それぞれの

視点から講演を行い，フロアと闊達な質疑応答が行われた。
それぞれ，強直性脊椎炎に対して TNF 阻害薬は炎症反応や MRI 画像病変

を改善するが，骨化抑制のエビデンスは確立されていないこと。ベーチェッ
ト病においては EULAR のリコメンデーションと日本の処方薬との不一致や

この疾患に付随するぶ
どう膜炎が各種疾患に
おいて異なる臨床像を
呈し得ることなど。乾
癬性関節炎に治療に登
場したウステキヌマブ

（ステラーラ ®）の優
れた有効性について。
炎症性腸疾患（クロー
ン病など）の講演では，
同じく TNF α製剤が

大きな効果をあげていることが
紹介され，どのような人にこの
高価な薬剤がふさわしいかなど
使い分けのお話しや，早期導入
の必要性なども述べられた。ま
たその際の併用薬としてはチオ
プリン製剤が望ましく，効果減
弱症例への早めの対応について
も注意を払うべきとのことで
あった。

フロアからは特に，脊椎関節
炎（SpA）の 2011 年 ASAS 基準における各疾患の関係性の中で，SAPHO
症候群やベーチェット病の位置づけに関連する質問や抗 TNF α製剤の効果
減弱の際の対応などについて質問があった。

最後に，座長の公文義雄先生から，脊椎関節炎の未解決の問題等について，
まとめのお話しがあり，充実したシンポジウムはその幕を下ろした。

脊椎関節炎の近い将来に残された未解決問題
・早期診断と予後の指標となるバイオマーカーの開発
・病態生理の形成あるいは臨床病型からみた脊椎関節炎のサブタイプ

の確認
・GWAS で明らかにされた遺伝子の炎症と tissue remodeling におけ

る分子メカニズムの解明
・新しい抗炎症療法の開発（IL-6 と IL-17 抑制の臨床評価を含む）

多田久里守 氏 岳野光洋 氏

辻成　佳 氏 平岡佐規子 氏

自ら質問に立つ山村会長

2/4（土）16:00　2単位 大阪
運動器疾患/骨・関節フォーラム 大阪会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2089

2/1（水）19:30　1単位 大阪
第13回 大阪リウマチ関節外科ゼミナール
大阪大学医学部整形外科
竹内 彩子
Tel.06-6879-3552

3/3（土）17:00　1単位 愛知
第8回 関節リウマチ合併症研究会
武田薬品工業（株）
武内 清和
Tel.0564-25-2400

3/1（木）19:15　1単位 三重
第7回 三重県南勢地区慢性疼痛研究会
旭化成ファーマ（株）
南部 壮太郎
Tel.059-224-0561

2/4（土）17:30　1単位 兵庫
第36回 神戸免疫・膠原病懇話会
参天製薬（株）
黒本 卓司
Tel.06-6321-7382

2/18（土）16:30　1単位 大阪
大阪臨床整形外科医会（第238回研修会）
堀口整形外科医院
堀口 泰輔
Tel.072-752-1420

2.16（木）～2/17（金） 奈良
16日 14:20 17日 11:00　各1単位
第45回 日本痛風・核酸代謝学会学術集会
日本痛風・核酸代謝学会
三橋 操　Tel.03-3597-9394

2/16（木）19:10　2単位 大阪
第8回 RAネット
田辺三菱製薬（株）
中山 勝裕
Tel.06-6205-5255

2/15（水）18:30　2単位 大阪
第4回 RA Sunrise フォーラム大阪
中外製薬（株）
八尾 克己
Tel.06-6263-2770

2/9（木）20:00　1単位 兵庫
第8回 兵庫県女性のQOLと生活習慣病
を考える会
兵庫医科大学整形外科学教室
楊 鴻生　Tel.0798-45-6452

3/3（土）18:00　1単位 大阪
第9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

3/3（土）17:20　1単位 滋賀
第9回 びわこリウマチと免疫セミナー
ファイザー（株）
滝川 徳浩
Tel.077-553-8631

1/28（土）16:40　1単位 岡山
第4回 東備リウマチ研究会
エーザイ（株）
飛永 健志
Tel.086-254-1811

3/17（土）16:00　2単位 京都
第11回 関西膠原病フォーラム
参天製薬（株）
井手尾 健太
Tel.06-6321-7382

2/2（木）19:30　1単位 高知
第12回 高知リウマチ・サイトカイン
治療研究会
武田薬品工業（株）
石川 耕三　Tel.088-878-1661

2/4（土）17:00　1単位 大阪
第8回 北摂関節外科研究会
大阪医科大学整形外科学教室
中島 幹雄
Tel.072-683-1221

3/3（土）18:00　1単位 大阪
第18回 近畿骨粗鬆症研究会
兵庫医科大学整形外科学教室
楊 鴻生
Tel.0798-45-6452

3/3（土）15:00　1単位 兵庫
整形外科疾患up-to-date
よしだ整形外科
吉田 竹志
Tel.072-772-5055

1/28（土）16:00　2単位 和歌山
和歌山臨床RAフォーラム（第27回）
那智勝浦町立温泉病院整形外科
木浦 賀文
Tel.0735-52-1055

中国・四国

2/2（木）19:30　1単位 山口
第14回 山口臨床リウマチ研究会
ファイザー（株）
平岡 尚文
Tel.082-502-7313

3/1（木）19:00　1単位 高知
高知Biologics Seminar on RA
田辺三菱製薬（株）
村上 功
Tel.088-820-5560

2/18（土）16:00　2単位 愛媛
骨粗鬆症クリニカルセミナー 松山会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2089

2/16（木）19:30　1単位 広島
呉整形外科学会学術講演会
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

2/16（木）19:15　1単位 岡山
第5回 OKAYAMAリウマチネットワー
ク研究会
ブリストル・マイヤーズ（株）
平賀 淳　Tel.086-223-0785

3/2（金）19:20　1単位 広島
第3回 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

2/3（金）19:30　1単位 福岡
第14回 福岡南部リウマチ研究会
九州中央病院
時任 毅
Tel.092-541-4936

2/2（木）19:15　1単位 熊本
第31回 熊本膠原病研究会
大正富山医薬品（株）
守山 洋介
Tel.090-5997-8308

1/20（金）19:00　1単位 沖縄
臨床リウマチ懇話会
ヤンセンファーマ（株）
那覇 彰子
Tel.092-716-9244

九州・沖縄

3/3（土）18:00　1単位 島根
第31回 山陰リウマチ性疾患研究会
科研製薬（株）
柳澤 英紀
Tel.0859-35-0838

2/17（金）19:30　1単位 佐賀
第13回 佐賀リウマチ研究会
田辺三菱製薬（株）
増田 全紀
Tel.0952-22-7811

2/10（金）19:00　1単位 長崎
県央膠原病研究会
アステラス製薬（株）
白江 伸也
Tel.095-818-7360

3/7（水）19:30　1単位 福岡
第15回 筑豊膠原病研究会
アボットジャパン（株）
今井 誠司
Tel.092-291-6321

2/25（土）17:00　2単位 鹿児島
第24回 鹿児島リウマチ医の会
参天製薬（株）
中西 幸一
Tel.092-411-0119

2/18（土）16:30　1単位 宮崎
第27回 宮崎県リウマチ研究会
国立病院機構都城病院
税所 幸一郎
Tel.0986-23-4111

2/18（土）19:30　1単位 鹿児島
第7回 鹿児島リウマチの臨床とケア研究会
エーザイ（株）
小山 功
Tel.099-254-9860

2/16（木）19:15　1単位 山口
第218回 山口中央整形外科医会
田辺三菱製薬（株）
畑中 正典
Tel.083-972-9830

3/2（金）20:00　1単位 福岡
第91回 福岡リウマチ懇話会
近藤リウマチ・整形外科
近藤 正一
Tel.092-762-2380

近畿

2/9（木）19:30　1単位 山口
第5回 周南Biologics Meeting
田辺三菱製薬（株）
畑中 正典
Tel.083-972-9830

1/29（日）17:00　1単位 広島
第175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

2/11（土）8:30 11:40 各1単位 福岡
第11回 久留米関節セミナー
久留米大学医療センター整形外科・関
節外科センター
荒木 貴洋子　Tel.0942-22-6111

2/18（土）16:15　2単位 兵庫
第9回 兵庫整形リウマチの会
参天製薬（株）
黒本 卓司
Tel.06-6321-7382

2/21（火）19:00　2単位 徳島
第4回 徳島リウマチ医の会
ブリストル・マイヤーズ（株）
江尻 誠也
Tel.087-821-1350
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岡田正人 編集委員
聖路加国際病院
アレルギー膠原病科（成人・小児）

り，その後３ヵ月で治療目標
に達していなければ，生物
学的製剤を開始するか，さ
らに異なるDMARD 療法を
３ヵ月間試してからTNF 阻
害薬を開始するという選択
肢になっている。今回の改
定では，ここ数年でのデー
タに基づきDMARD の 3 剤
併用という選択肢が目立つよ
うになっており，また生物学
的製剤でもトシリズマブなど
が新たに加えられている（図 2）。

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，治療の一環であるこ
とを否定しているのではなく，もともと
の計画にこれらに関して推奨を作ること
が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。

今回の推奨はあくまで北米での診療
に対するものであり，使用可能な薬剤，
感染症の種類や頻度の異なる地域への
提言とは考えていないと断言されてい

関節リウマチ（RA）：
歯周病・治療推奨・ワクチン接種

2010 年 の Opening Lecture でも取
り上げられた歯周病と関節リウマチに関
する発表やセッションが今年はさらに
増え，歯周病の原因菌の１つであるP. 
ginigvalis によるペプチドのシトルリン
化により抗 CCP 抗体の産生が惹起され
る可能性，中等度以上の歯周病が関節
リウマチ患者で変形性関節症患者に加
え多いこと，歯周病のある患者のほうが
治療効果は劣ること，歯周病を治療す
ることで治療効果の改善が見られたこと
など，数多くの興味深い小規模の報告
があった。しかしながら，実際にポスター
セッションで欧州，北米，アジアの多く
の国のリウマチ専門医に歯科ケアに関し
て特別な指導をしているかインタビュー
した結果は，オーストリアのある専門医
が歯科との連携をしているという以外は
実地臨床に組み込まれているとはいえな
い状況であった。歯科ケアのセッション
で，食後は口腔内が酸性になっている
ことが多く，ブラッシングによって歯が
痛みやすいため，歯磨きは30分以上待っ
てから行うか，待てない場合は先にミル
クを飲むことを勧めていた。

歯周病は動脈硬化性疾患や糖尿病と

た。ということで，EULAR との協議は
されていないようで，英国の E 氏に意見
を求めたところ，今回の推奨が作成さ
れたことも認知していなかった。墺国の
S 氏は，治療目標で寛解よりも低疾患
活動性が目立つこと，実地診療で意味
を持つにはステロイドもやはり含めるべ
きであろうと意見を述べていた。作成に
かかわった F 氏によれば，6 ヵ月以上の
RA に対して，TNF 阻害薬未使用患者
においてもアバタセプトが選択肢となっ
ているが，現時点からデータ収集をして
いればトシリズマブも選択肢となったで
あろうとのことで，また B 型肝炎キャリ
アにおける生物学的製剤の使用は困難
な問題ではあるが，エンテカビルなどの

2011 年 11 月 5 日から 9 日まで，シカゴにて米国リウマチ学会（ACR）の第
75 回年次総会が開催された。ACR 史上最も多くの 1 万 6 千人の参加があり，全
米一の広さを誇る McCormick Center も狭く感じるほどであった。内容としても，
骨形成や免疫・炎症に関する基礎研究に加え，臨床的にも関節リウマチの治療推
奨の 2012 年度版改訂，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。

の関係だけでなく，骨粗鬆症の治療に
おいて起こりうる顎骨壊死とも深い関係
が報告されており，歯周病の原因ともな
る喫煙に対する禁煙指導，シェーグレ
ン症候群合併による唾液不足による口
腔内衛生の悪化の早期発見など，リウ
マチ医としても無視できない分野になる
かもしれない。

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：
リウマチ肺，血管炎，RF，抗 CCP 抗
体，骨びらん，HAQ の上昇などを伴
う機能障害など）（表 1）がなければ
DMARD 単剤（DMARD に含まれる薬
剤：メトトレキサート，サラゾスルファ
ピリジン，レフルノミド，ミノサイクリン，
ヒドロキシクロロキン），MDAで PPF
ありでは MTX を含む DMARD の 2 ～
3 剤の併用療法，高疾患活動性（HDA）
で PPF なしでは DMARD 単剤でもよ
く，PPF ありでは 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（図 1）。6 ヵ月以上
経過した RA においては，PPF のない
LDA のみ DMARD 単剤とされている
が，それ以外では MTX もしくは MTX
を含む DMARD の併用療法とされてお

罹病期間 6 カ月未満　早期 RA
6 カ月以上　確立した RA

予後不良因子 関節外症状（血管炎、リウマチ肺など）
X 線上の骨びらん
機能障害（HAQ の上昇など）
血清反応陽性（RF、抗 CCP 抗体）

表 1　関節リウマチの病期と予後不良因子の定義

肝炎 推奨 非推奨

抗 HBc 抗体陽性 アバタセプト

C 型肝炎（治療にかかわらず） エタネルセプト

未治療の慢性 B 型肝炎もしくは
既 治 療 慢 性 B 型 肝 炎 の Child-Pugh 
Class B 以上

すべての製剤

Recommendations supported by evidence level C are largely based upon expert opinion

表 2　B 型 /C 型肝炎のある RA 患者での生物学的製剤

低活動性

中程度

なし あり なし あり

高活動性

MTXを含む
DMARD
併用療法

（２剤または3剤）

DMARD
単剤療法
または

MTX+HCQ

TNFi ± MTX, または
MTXを含むDMARD

併用療法
（２剤または3剤）

治
療
目
標
　

低
疾
患
活
動
性
も
し
く
は
寛
解

DMARD
単剤療法

疾患
活動性

予後不良因子予後不良因子

図 1　ACR2012 関節リウマチ治療推奨（早期 RA)

予後不良因子を伴わない
低疾患活動性

DMARD単剤

再評価 再評価

MTX，HCQ
又はLEFを
適宜追加

他のDMARD
を追加

もしくは変更

TNFiを追加
もしくは変更

アパタセプト又は
リツキシマブ

を追加もしくは変更

MTX単剤，またはMTXを含むDMARD併用（3剤療法を含む）

不良因子を伴う
低疾患活動性，

もしくは中疾患活動以上

再評価 再評価 再評価もしくは
副作用発現

TNFiもしくは変更

再評価もしくは
副作用発現

他のTNFiもしくは非 TNFi
（アパタセプト，
リツキシマブ，

トシリズマブ）へ変更

再評価

TNFiから
非 TNFi
もしくは
逆へ変更

治
療
目
標
　

低
疾
患
活
動
性
も
し
く
は
寛
解

図２　ACR2012 　関節リウマチ治療推奨（罹患 6 ヵ月以上）

オープニングセレモニーの行われたフィールド博物館
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抗ウイルス薬を併用した症例では北米
の少数の患者でアバタセプトが問題なく
投与できたので選択肢となっており（表
2），今後エンテカビル併用での前向き
研究が計画されているとのことであっ
た。また，ミノサイクリンが DMARD
と定義されていることに関しては，F 氏
も RA 治療における役割は少ないと考
えているが複数の RCT がありエビデン
スとして無視できないので入れざるを得
なかったとのことである。

現在の標準治療となっている MTX
をはじめとする DMARD 療法や生物学
的製剤に加え，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
用なども同等の効果のある療法として報
告がなされていた。

高尿酸血症・痛風：
ACR初の推奨基準

米国では尿細管での再吸収を抑制す
る URAT1 inhibitor，尿酸を代謝する
酵素 Uricase 製剤，そして本邦でも発
売されているキサンチンオキシダーゼ阻
害薬であるフェブキソスタットと，より効
果の高い尿酸降下薬が利用できるよう
になった。尿酸の体内動態をマイナスに
傾ける血清値 6.0mg/dL 以下という目標
が十分達成できるようになったため，高
尿酸血症と腎機能障害の関係，尿酸値
正常化による腎機能障害進展の改善な
どの今後の高尿酸血症治療に影響を与
えうる発表がみられた。本邦では小児
を中心とする自己炎症疾患の治療薬とし
て認可が期待されている抗 IL-1 抗体製
剤が，米国では痛風治療薬として認可
されたことで，この分野の関心が高まっ
ていることと高価な新薬の適切な治療
を促す目的で ACR として初めて痛風治
療に関する推奨が発表された。

初期治療としては，NSAID・COX-2
阻害薬，発症から 36 時間以内であれば
コルヒチン，その他ステロイド（開始量
プレドニゾロン換算 0.5mg/kg）があげ
られ，症状の強い重症例では初めから

これらの併用療法を推奨している。そし
て，これらの治療を複数試みても十分な
改善が認められない場合に，生物学的
製剤である IL-1 阻害薬を処方すること
にお墨付きを与える推奨となっている。

骨粗鬆症と骨代謝：
Osteocyte への着目

骨代謝においては，Pre-Osteoclast
（Resting）→破骨細胞（骨吸収）→
Mononuclear Cell（Reversal） →
Preosteblast →骨芽細胞（骨形成）→
Osteocyte（Mineralization）という経
路が示され，Osteocyte には骨芽細胞
以上に RANKL が発現しており破骨細
胞の分化を含んだ骨代謝のコントロー
ルに深くかかわっているとのことで
あった。現在の骨粗鬆症治療において
は，破骨細胞による骨吸収を抑制する
ビスホスフォネート，骨芽細胞を刺激
する PTH 製剤が広く使用されている
が，欧米では抗 RANKL 抗体であるデ
ノスマブが骨粗鬆症治療薬として認可
されており，今後さらに Osteocyte を
標的とした治療の開発が進む可能性が
示された。

ループス腎炎：
初の治療推奨

EULAR からは詳細な SLE に対す
る治療推奨が 2008 年に発表されてい
たが，今回 ACR として初めてループ
ス腎炎に対する治療推奨が作成され
発表された。Ⅲ型，Ⅳ型（表 3）のよ
うな増殖性糸球体腎炎と膜性腎症であ
るⅤ型を明確に区別している（表 4），
ミコフェニール酸モフェチル（MMF）
がシクロホスファミド（CY）と同列
に扱われており，特に V 型では MMF
が第一選択となっている。免疫抑制療
法に加え腎保護としての ACEI/ARB
やスタチンの使用，血圧の厳格なコン
トロールが推奨されている。本邦で頻
用されているカルシニュリン阻害薬や
免疫抑制薬 2 剤とステロイドを併用す

初期導入療法
① MMF 2 〜 3g ＋ PSL 0.5 〜 1mg
② IVCY ELNT dose（500mg/2 週× 6）
③ IVCY NIH dose（500mg/m2/4 週〜）のいずれかで 6 カ月治療して、
 反応なければ MMF → IVCY, IVCY → MMF にスイッチ

それでも抵抗性なら RTX　またはカルシニューリン阻害薬追加
半月体形成を伴う場合には PSL 1mg/kg から開始が推奨

寛解維持療法
MMF 1 〜 2g or AZA　2mg/kg

表 3　ACR2012 ループス腎炎治療推奨 : Ⅲ型・Ⅳ型

初期寛解導入療法
MMF 2 〜 3g ＋ PSL 0.5mg/day
抵抗性の場合は IVCY

寛解維持
MMF1 〜 2g or AZA 2mg/kg

免疫抑制剤以外の治療（III,IV,V 共通）
・ヒドロキシクロロキン（C）
・尿蛋白 0.5g/ 日以上のときは ACEI/ARB（A）
・血圧 130/80 以下を目標（A）
・LDL 100 以下を目標にスタチン使用（C）
・妊孕性がある女性では妊娠カウンセリング（C）

表 4　ACR2012 ループス腎炎治療推奨 :V 型

ポスターツアーで熱弁するオーストリアの Smolen 氏

る Multi-Target 療法はまだエビデン
スが少ないということで第一の選択肢
としては組み込まれなかったとのこと
である。

血管炎：
注目すべきトシリズマブの報告

側頭動脈炎に関しては，EULAR に
引き続きドップラー検査が診断に有用
という報告が英国をはじめとする欧州
から出されるのに対して，
北米では感度がとても低く
実地臨床では役に立たない
という一致しない見解であ
る。治療に関しては，側頭
動脈炎には TNF 阻害薬が
無効であったという以前よ
り大きな報告があるのに対
して，高安病では有効との
報告がみられた。興味深い
ことに，トシリズマブは側
頭動脈炎，高安病の両方に
顕著に有効であるという報
告が多く，投与初期に血清
IL-6 が上昇したのちに正
常化した症例ではバイオフ
リーも達成できると報告さ
れていた。

その場でのディスカッ
ションを重視する EULAR
に対して，大量の情報を惜
しげもなく参加者に提供す
る ACR の姿勢は紙での配
布資料がなくなった点でも
一貫していた。スライドの

ヒドロキシクロロキンの日本導入に向けて熱心に活動する
多摩医療センターの横川氏

写真撮影の制限もなく，翌日にはイン
ターネット上でほとんどの教育セッ
ションがビデオ映像で見ることができ
たので，時差ぼけの早朝も時間を持て
余すことはなかった。

ACR では多くの推奨が提言され，
高額な薬剤の適切な使用を学会主導で
達成しようという姿勢が感じられた。
2012 年の ACR は，大統領選から数日
後のワシントン DC で開催される。
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国立病院機構大阪南医療センター
整形外科　平尾　眞 氏

Leiden University Medical Center
（ライデン大学，オランダ）

成田からアエロフロート・ロシアン航空
にてモスクワを経由し，アムステルダム空
港に到着。空港から便利な列車に乗りラ
イデン駅に到着しました。駅に到着する
少し手前からLUMC の看板を掲げた巨
大な大学病院が目に入り，全く地図の必
要もなく病院に到着です。ライデンはアム
ステルダム同様，風車と運河が印象的で
あり，朝に運河沿いを散歩するととても気
分がよかった事を覚えております。

ライデン大学も非常に広大で歴史のあ
る大学ですが，現在は近代的になってお
り，その中に少し歴史的な建造物が点在
しているという形でした。なんといってもこ
の大学は基礎研究が活発であり，多くの
大学院生にも会い，たくさんのことを教え
ていただきました。全員が和気藹 と々した
雰囲気でリサーチに取り組んでおられまし
た。人工関節手術，腫瘍の手術，前足
部手術など多くの手術を見学し，Huub
先生の足の症例の豊富な外来見学（写
真 1），また Nelissen 教授の腕神経叢外
来の見学もさせていただきました。教授
室に飾ってあった絵が印象的で，右膝は
通常の人工膝関節，左膝は人工関節の
緩みに伴う骨融解に対する遺伝子導入
治療をモチーフにしてありました。実際，
人工関節の緩みに対する遺伝子治療は
phase1 の臨床治験は完了しております。
Surgery と biology の fusion therapy
を暗示する絵であると自分ながらに理解し
ました。

最終日は（N）ERASS の学会がデン
ハーグで開催されるということで，参加さ
せていただきました。リウマチ内科の先
生方や他の施設のリウマチ関節外科医と
接点が持てる場であり，有意義な一日で
した。変形性関節症に伴う疼痛に対す
る生物学的製剤の開発の話など興味深
い話題もたくさんありました。ようやく時差
にも慣れたころに，目まぐるしく過ぎた 1 週
間を振り返りながら，オランダを後にしまし
た。

写真 1：床に座り込み，じっくり患者の足を観察し，
診察する Huub 先生

Lille University Hospital
（リール大学，フランス）

Leiden から列車にてベルギーに入り，
ブリュッセルからフランスの新幹線 TGV
に乗り換え，第二の目的地，Lille に到
着しました。Host の Fontaine 教授が
Lille・Europe 駅のプラットホームで列車
の窓越しにやさしい笑みを浮かべて待っ
て下さっていました。夕方からはなんと！
ウィーンからErdal Cetin 先生も合流して
中世の建物を現在でもrestoreしながら
ホテルに改築した素晴らしい brick の建
物で乾杯のビールをいただき，北アフリカ
料理に舌鼓を打ちました。Erdal Cetin
先生は昨年，欧州からFontaine 教授と
ともに交換派遣医（ERASS travelling 
fellow）として二週間日本に滞在されまし
た。

リール大学は歴史が感じられる広大な
大学で，科ごとに建物が分かれていまし
た。整形外科だけで１つの建物，もちろ
ん独立した手術場があります。整形外
科全体で一日大体 30 件の手術が行わ
れているようです。Fontaine 先生は解
剖の教授もしておられ多忙な中，私達の
ために講義やリウマチ内科の先生，放射
線科の先生，細菌学の先生との勉強会，
外来見学，もちろん手術見学と盛り沢山
な計画を立ててくださいました。コミュニ
ケーション・連携の中で勉強していく重要
さを感じました。手術では，関節リウマチ
症例での前足部手術や人工肘関節手術

（再置換も含め），CM 関節症に対する
人工関節手術，手根管症候群に対する

scopic な手根管解放術，強度の足関節
変形に対する変形矯正・固定術など盛り
だくさんの症例を用意して下さいました。
前足部の手術では非常に参考になる骨
切り術を教えてくださいました（写真 2）。
Fontaine 教授の直属のアシスタントであ
るお若い Wavreille 先生も解剖学出身
で，手や肘の症例の手術の見学をさせて
いただきましたが，無駄のない，迷いのな
い非常にスピーディな手術で，改めて解
剖を熟知する大切さを今更ながらに痛感
いたしました。また外来でも興味深い症
例をわざわざ集めて下さり，関節リウマチ
で人工手関節置換術後の患者さんがお
られ経過良好であり，日本ではほとんど使
用されていないだけに刺激的でした。肩
に関しては reversed type を選択されて
いました。

夢のような毎日があっという間に過ぎ，
最終日に平原から見えた夕日には感慨深
いものがありました。

写真 2：OPE 場で。Fontaine 教授（真ん中），岩
本卓士先生（一番左）と

東京女子医科大学附属膠原病リウマチ
痛風センター
整形外科　岩本 卓士 氏

こだわりのセメント THA，スコッ
トランド Edinburgh University

フランス Lille から特急列車 Eurostar
にて国境を越え，ロンドン経由でエジンバ
ラへ向かいました．Mr. Colin Howie （ス
コットランドでは外科医は Dr ではなくMr
と称されておりました）がお迎え下さり，
一週間ご自宅に宿泊させていただきまし
た．奥様の Sallyさんには心温まる手料
理を毎日頂きました．

Lothian University Hospitals では連
日手術見学をさせていただきました（写
真 3）．当施設ではセメントTHA に信念
を持っており，全例セメント使用にて行っ
ておりました．セメントの撹拌を開始してか
ら骨表面に充填するまでの時間，圧迫す
る時間，インプラント設置を行う時間等全
てが論理的で洗練されており，日本にお

いてセメントレスを中心として学んできた私
には新鮮であり衝撃的でした．股関節へ
のアプローチについては各医師の好みに
より様々でしたが，セメントを使用するとい
う点では見解が一致しておりました． 

手術見学の他にもRA 患者さん 3 名
を招いてのリウマチ手診療に関するディス
カッションや，Mr. Colin Howie のご趣味
であるカーリングの試合観戦など，充実の
一週間でした。

写真 3：Lothian University Hospitals 手術室にて

膨大な手術件数を誇る整形外科専門
施設，スイス Schulthess Klinik

チューリッヒ湖のほとりに佇む大変美し
い病院，Schulthess Klinik にて最後の
一週間を過ごしました．過去の交換派遣
医の先生方も記載されていますが，大き
な手術室で 4 ～ 5 列の手術が並行して
行われ，一日の手術件数が 20 ～ 30 件
にも及ぶ様は圧巻でした．手の外科チー
ムのリーダー　Dr. Daniel Herren が
一週間大変親切にして下さりました（写
真 4）． 私も手の外科を専門としておりま
すので，Schulthess Klinik での内容は
期待以上のもので，Dr. Daniel Herren
の FCR, APL を使用した CM 関 節 形
成術や，PIP の人工指関節に対する掌
側アプローチ，Dr. Schindele の内視鏡
による尺骨神経剥離術等，全てが勉強
になりました．また印象的であったことは
medical assistantという女性がおり，事
務的な仕事から手術助手まで，各 Dr 専
属で仕事をしていることが驚きでした．ま
た今年の日本リウマチ学会でもご講演さ
れた Dr. Simmen には私が見学したかっ
た手術の１つであるReverse Shoulder 
Arthroplastyを見学させて頂き，手術の
コツ，注意点を教えていただきました．

こうして長いようで短かった一ヵ月の
ヨーロッパ滞在を終え，多くの収穫を得て
帰国いたしました。

写真 4：Schulthess Klinik 手の外科グループの先
生方と

日本リウマチ財団とヨーロッパリウマチ外科学会の間でリウマチ外科の進歩，
向上及び人的交流を目的に，平成 11 年より，新進気鋭のリウマチ外科専門医の交
換派遣を実施しております。本年度は日本側から派遣する年であり，財団におけ
る選考の結果，国立病院機構大阪南医療センター整形外科の平尾眞氏及び東京女
子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター 整形外科の岩本卓士氏が派遣されま
した。以下はその報告です。

両氏同一行程であり，重複を避ける為，それぞれの報告から抜粋しております。
両氏の報告全文は財団ホームページをご覧ください。

9 月 2 日〜 9 日 オランダ Leiden University Medical Center
 10 日〜 16 日 フランス Lille University Hospital
 17 日〜 23 日 英　　国 University of Edinburgh, New Royal Infirmary
 24 日〜 10 月 2 日 ス イ ス  Schulthess Klinik

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

米国リウマチ学会（ACR2011）　平成 23 年 11 月 5 日～ 9 日 開催
古形 芳則 神戸大学医学部附属病院免疫内科　特定助授
菱谷 好洋 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学　大学院生
吉見 竜介 横浜市立大学医学部免疫・血液・呼吸器内科学　助教
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  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

新年あけましておめでとうございます。本

年も財団ニュースは皆様方のニーズを的確

に組み込み，ご期待に添えるよう頑張ります

ので，ますますのご支援をお願い致します。

昨年はというと，何と言っても3 月11日に

日本を襲った東日本大震災といっても過言で

はありません。さらに追い打ちをかけるよう

に福島原発事故が津波により発生いたしま

した。被災地の皆様にはここにお見舞いを

申し上げるとともに，一日も早い復興をお祈り

致します。特に東北三県の中でも放射性物

質汚染が深刻な福島においては医療崩壊

の危機にあるというお話を伺っております。

福島を含む東北三県のリウマチを担当して

いる先生方におかれましては，リウマチ患者

さんのためにもぜひ頑張っていただきたいと

念じております。

リウマチ医療に目を向けますと，昨年は

生物学的製剤がほぼ出揃い，MTX の使

用について 8mg から 16mgまでの増量が

可能になったことでしょうか。今後は高額

な生物学的製剤から比較的安価な small 

compound にその開発の主軸が向かうこと

が予想されます。本財団ニュースの 1 月号

には「ステロイド治療の現在」と題して仲

村編集委員と西野先生との対談記事があり

ますが，現在の経済の状況からみて，効果

の高い生物学的製剤については高額であ

るがため使用したくても使用できない患者さ

ん方も多いことと想像されます。本記事にも

ありますが，MTX の増量と低用量の PSL

をうまく使用することで，生物学的製剤を使

用せずに比較的安価にリウマチをうまく管理

できる患者さんも多いことと思われます。特

に生物学的製剤という医学の進歩の恩恵

を必要とするリウマチ患者さんには，その経

済状況を考えることなく使用可能とするべく，

患者負担の軽減をはかっていただけるよう

今一層関係各位には政府への働きがけの

努力を切に願っております。

 （森本 幾夫）

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 申込先

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 （第一内科）
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

〒 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

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〕「愛媛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 登録医は登録医番号をご記入の上，申込先へお申込みください。
〔取得単位〕日本リウマチ財団登録医研修単位 6 単位

・日本リウマチ学会専門医研修単位 3 単位 (3,000 円）・日本整形外科学会
研修単位 4 単位（1 単位 1,000 円）・日本リハビリテーション医学会生涯教
育研修単位 5 単位（無料）・日本医師会生涯教育単位 5 単位（無料）＜カ
リキュラムコード：1,2,5,8,9,10,19,61,73,77 ＞

上記研修会及び登録医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

ご寄付いただいた方 〜平成 23 年 10 月〜

大村 精二様 畑中 邦子様

●使途　当財団のリウマチ性疾患調査・研究奨励基金として，リウマチの予防と治療に関
する調査・研究およびその助成に充当させていただきます。

リウマチ登録医募集

財団では，平成 24 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 24 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。
■登録要件等
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 RA3 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）

※今年度から新規登録医資格審査料を３万円から１万円に，登録料を８万円から２万円に
大幅に引き下げました。登録の有効期間を３年から５年に延長，登録の更新料についても
３万円から２万円に引き下げ，登録医になるための大幅なコスト削減を実行いたしました。
登録医には財団ニュース，登録医名簿を無償配布するほか，財団主催の教育研修会の

受講料減免等の特典があります。

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　【参加費】 1,000 円
【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

【単　位】 日本リウマチ財団リウマチ登録医単位 2 単位（2,000 円）
 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修単位 4.5 単位（1,000 円）

平成 23 年度第 1 回医療保険委員会が開催される。

東北地方太平洋沖地震発生のため開催が遅れていた医療保険委員会が次のとおり開催され
ました。

日　時 平成 23 年 10月30日　（日）
場　所 東京・八重洲富士屋ホテル
出席者 井上委員長，佐川委員，生野委員，田村委員，松野委員，松原委員，松本委員，山前委員，

山名委員，石名田アドバイザー，西岡（常務理事）オブザーバー，森専務理事
西岡常務理事のご挨拶．井上委員長の司会で始まった会議においては．投薬日数制限緩和．

家族等来院による無診察投薬等．東北地方太平洋沖地震災害の被災者救済に関する緊急要望
書を厚労省に提出したこと及び．医療保険委員会で検討した事項の実現に向けた要望については．
日本リウマチ学会．日本整形外科学会等関係団体と連携・協調して行くとのことを．井上委員長か
ら報告した後．会議の本題について議論した。

　主な検討事項は次の通りである。
１．生物学的製剤に係る診療報酬について

外来化学療法加算．在宅自己注射管理料等．生物学的製剤毎に．診療報酬の算定が違うため．
製剤によっては病院の収益がマイナスになること等について議論し．生物学的製剤に係る診療報
酬については．生物学的製剤全体で整合性のある合理的な算定方法が望ましいとの考えから．医
療保険委員会に作業部会を設けて検討し．実現に向けて活動することとした。
２．抗 CCP 抗体検査について

抗 CCP 抗体検査は．治療効果の確認にも重要であることから．RA 疑い．RA 確定に関係なく．
複数回の検査を認めること．合計で2 回までの制限を外すことを厚労省に要望することとした。

以上のほか．リハビリテーションの 150日制限問題．リウマチ財団登録リウマチケア看護師につ
いて診療報酬に反映すること．消費税問題等について検討した。

なお．日本臨床リウマチ学会会期中の 12月4日．横浜市のインターコンチネンタルホテルで．
医療保険委員会メンバーが診療報酬問題について情報交換会を急遽開催し．10月30日の委員
会で決まった．生物学的製剤に関する検討方針を確認したうえで．松原．松野．松本委員が中心となっ
て．生物学的製剤毎の現在の診療報酬について．算定項目．点数の比較表を作成の上．今後
の議論を深めることとした。

リウマチ登録医資格更新

リウマチ登録医規則一部改正に伴い，24・25 年度の資格更新はありません．

平成 24 年度　海外派遣研修医募集

募集要項等詳細については財団ホームページをご覧ください。
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