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科学研究費補助金事業（山中班）により
生物学的製剤が使用された 2,697 例を対象
とした多施設共同研究 2）が実施され，そ
の予後が解析されました。この中で 40 例
近くが死亡しており，その死因としては
肺炎が 21%，ILD が 18% で，その他の呼
吸器疾患も合わせると，47.4% が呼吸器
疾患で死亡していました。さらに，期間
を生物学的製剤の最終投与後 3 ヵ月以内
に限ると，実に 55.5% が呼吸器疾患で死
亡していました（図 1）。

（7ページ下段に続きます）

（次ページに続きます）

119 号の主な内容
● 座談会 「リウマチ患者さんの
ニューモシスチス肺炎と  非結核
性抗酸菌症に向き合う」（前編）

● EULAR 2013 速報
● 特別企画・アバタセプトの今
後の展望

● アナウンスメント
● （公財）日本リウマチ財団　
平成 25年度 事業計画

関節リウマチ診療における
ニューモシスチス肺炎と
非結核性抗酸菌症の重要性

山村：本日は，関節リウマチ（RA）の呼
吸器疾患，合併症について造詣の深い，
社会保険中央総合病院の徳田 均先生をお
招きして，RA患者における合併症管理，
とくに呼吸器感染症として問題になる
ニューモシスチス肺炎（PCP）および非
結核性抗酸菌（NTM）症について，生物
学的製剤が広く普及した昨今の状況を踏
まえ，幅広く解説いただくこととしまし
た。
徳田：まず，RA診療において肺合併症は，
非常に重要な意味を帯びてきたという最

近の経緯からご紹介します。
日本人のリウマチ患者の死因は欧米

と異なり，呼吸器疾患が主であること
が，東京女子医科大学のグループによる
IORRA コホート研究１）により明らかに
されています。欧米における RA 患者の
死因は循環器疾患が多く，次いで悪性新
生物でした。これに対し日本人患者では，
悪性新生物と呼吸器疾患が共に 24.2% と
最も多く，次いで循環器疾患が占めてい
ました。さらに，日本人のデータを男女
別に解析すると，男性の約 30%，女性の
約 20% が肺炎または間質性肺炎（ILD）
で死亡したという結果でした。なお，
IORRA コホート研究の対象患者は 2000
～ 2007 年に登録されたため，そのほとん

どで生物学的製剤は使用されていません。
では，そこに生物学的製剤が加わって

どのような変化が起きたかということで
すが，ご存知のように生物学的製剤の標
的分子は炎症性サイトカインです。これ
ら炎症性サイトカインは本来，宿主の感
染防御免疫において重要な役割を担って
います。ですから，これらのサイトカイ
ンが生物学的製剤により阻害されると，
細菌，抗酸菌，Pneumocystis jiroveciiによ
る感染症が増加することは，理論的にも
予測されていました。そこで，厚生労働

関節リウマチ治療において肺疾患の発症をいかに予防・管理するかという点が問われて
久しい。病診連携，診診連携，日本リウマチ学会の啓発などが進み，多くの場合，発症
や発症した場合の対処が速やかに行われ，大事に至るケースは少なくなってきている。し
かしながら，その危険性は決して排除されているわけではなく，生物学的製剤による免疫
低下状態で起こる肺疾患に注意・啓発を怠るわけにはいかない。あらたな経口免疫抑制薬
の登場を横目に，今回は肺疾患の中でも「ニューモシスチス肺炎と非結核性抗酸菌症」に
フォーカスを当て，徳田先生にお話を伺った。徳田先生は，本紙で過去にも関節リウマチ
治療時の肺疾患啓発記事（2008 年，90 号・91号）にご登場いただき，2度目のご登場
になる。

話し手　徳田　　均  氏（社会保険中央総合病院　呼吸器内科）
聞き手　山村　昌弘  氏（編集委員　岡山済生会総合病院　内科）

6 月 12 ～ 15 日にスペイン・マドリッ
ドにおいて開催された欧州リウマチ学会に
参加した弊紙編集委員よりレポートが届
いた。詳細は次号 120 号に譲るが，2013
年の新たな関節リウマチ治療指針が発表さ
れたので，ACR との対比を交えて簡潔に
報告する。

EULAR2013
関節リウマチ治療推奨

1.   診断とともにDMARD（従来型，生物
学的）を開始する。

2.   寛解もしくは低疾患活動性を目指して
治療を行う。

3.   治療目標達成までは，疾患活動性の評
価を 1 ～ 3 ヵ月ごとには行い，3 ヵ
月間で改善が認められない，もしくは
6ヵ月で治療目標が達成されていない
場合には，治療法を調整する。

4.   MTX は活動性の RA の第一段階の治
療に含まれるべきである。

5.   MTX が禁忌もしくは早期に副作用に
より中止となった場合には，サラゾス
ルファピリジンもしくはレフルノミド
が第一段階の治療に含まれるべきであ
る。

6.   DMARDの治療を未だ受けていない患
者においては，ステロイドの使用にか
かわらず，従来型DMARDの単剤もし
くは併用療法を考慮する。

7.   低用量ステロイド（10 ㎎ / 日以下）
は第一段階の治療の一部として従来型
DMARD（単剤もしくは併用）ととも
に考慮すべきであるが，遅くとも 6ヵ
月以内には減量中止する。

8.   従来型DMARD療法にて目標が達成さ

れない場合，予後不良因子がなければ
他の従来型DMARD療法，予後不良因
子 * があれば生物学的製剤の追加を考
慮する。

9.   従来型のDMARD療法にて効果不十分
であれば，ステロイド使用の有無にか
かわらず，生物学的製剤（TNFα阻害
薬，アバタセプト，トシリズマブ，状
況によってはリツキシマブ）のMTX
との併用を考慮する。

10.  第１の生物学的製剤にて効果不十分で
あれば，他の生物学的製剤を使用する。
TNF α阻害薬から他の TNF α阻害

薬への変更も選択肢となるが，同じ製
品のBiosimilar には変更しない。

11.  トファシチニブは生物学的製剤（通常
は 2剤）で無効であれば使用しても良
い。

12.  ステロイドの減量中止後にも寛解が維
持されていれば，特に従来型DMARD
との併用を行っている症例では生物学
的製剤の減量や中止を考慮する。

13.  長期の寛解症例では，従来型DMARD

レポート：岡田正人 編集委員
 （聖路加国際病院 アレルギー膠原病科 [SLE・関節リウマチ・小児リウマチ ]）

Nakajima A et al. Mod Rheumatol epub 2012.10より 話者により作図

Biologics 使用例の死亡 Biologics 最終投与後
3ヵ月以内の死亡
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図1　生物学的製剤使用例の死因
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陰影などの新規の影が乗ってきている場
合には ILD の急性増悪例であろうと推定
されます。いずれにせよ，診療現場では，
事実としてそのようなことが起こり得る
ということを念頭に診療いただくという
ことが大切です。ただ，悪化した ILD の
治療は難しい問題で，ステロイド剤を中
心に治療が組み立てられますが，確定し
た制御方法は見いだされていないという
のが現状です。
山村：施設に CT がない場合や呼吸器の
専門医がいない場合にも，単純 X線の撮
影は可能かと思いますが，それにより急
性の ILD は発見可能でしょうか。
徳田：単純 X線撮像でも，異常な淡い影
が肺の中に広く出現しているということ
は多くの場合読み取れると思います。ま
れには CT 検査でなければ発見困難とい
うこともありますが，まずは単純 X線で
よいと思います。また慢性型 ILD では，
後背部の聴診でファインクラックル（ベ
ルクロラ音）が確認できますが，急性型
では聴診は必ずしも役立つわけではあり
ません。むしろ一番有効なのは，指先で
経皮的動脈血酸素飽和度（SpO2）を測定
するモニターです。リスクのある患者で
は診察のたびに測定し，その経時的変化
から ILD を早期に発見することが可能か
と思います。少しでもおかしければ，患
者にそのあたりを数分歩いてもらい再測
定すると，安静時には 90% 台であったも
のが，80% 台に低下しているということ
があり急性 ILDの発見につなげられます。

ニューモシスチス肺炎（PCP）の
疾患特性

山村：続いて PCP の疾患特性についてお
話しください。
徳田：最近では，ニューモシスチス肺
炎という疾患名が普及してきましたが，
2000 年ごろまではカリニ肺炎と呼ばれて
いたことはご存知の通りです。PCP の起
因菌である Pneumocystis jiroveciiについ
ては，栄養体と嚢胞という 2 つの存在形
態を取ることは分かっていますが，培養
法が確立していないため，薬剤耐性の有
無など，その特性が不明な点も多々あり
ます。
ただ，世界の研究者のコンセンサスと

して，Pneumocystis自体の持つ組織障害
性は小さく，PCP でみられる組織障害は，
Pneumocystisが惹起する宿主の過剰免疫
反応による炎症によるものだと考えられ
ています。したがって，PCP の病態を考
える場合，菌の要素と宿主の要素の両方
を見据える必要があります。一般に PCP
は，基礎疾患別に HIV 感染症に伴う PCP
（HIV-PCP）とそれ以外の疾患・状態に伴
う PCP（non-HIV-PCP）に分けて議論さ
れます。Non-HIV-PCP には，血液疾患や
固形がんの治療中，臓器移植後の免疫抑
制剤服用時，そして膠原病とくに RA が
含まれます。このように，新しい治療に
伴う合併症としての PCP が大きな問題と
なってきています。

以上のような知見は，生物学的製剤に
よる RA 治療を全うするためには，呼吸
器疾患を適切に制御することが，今一番
重要な課題であることを示唆しています。
山村：呼吸器疾患，とくに肺炎と ILD が
重要であるということですね。
徳田：その通りです。生物学的製剤の市
販後全例調査でも，薬剤によって多少
の差はあるものの，発症率は肺炎が 1 ～
2%，ニューモシスチス肺炎（PCP）が 0.2
～ 0.4%，ILD が 0.4 ～ 0.7% となっていま
した。
山村：日本における RA の治療は，メ
トトレキサート（MTX）を標準薬とし，
MTX で十分な効果が得られない場合は
現在 7 種類の生物学的製剤が使用可能と
なっています。すなわち，生物学的製剤
を使用して，より強力に，より早く寛解
を導入するという方向性がみられるので
すが，確かに寛解率は従来に比べ驚くほ
ど高くなり，早期に治療した場合には，
関節破壊の進行がほとんど認められない
患者もみられるようになりました。しか
し，生物学的製剤の「光と影」という立
場からみると，影の部分として感染症，
とくに肺感染症の管理が非常に重要に
なってきました。そこで，呼吸器感染症
を理解したうえで，呼吸器内科医との連
携の中で確実に管理することが，われわ
れリウマチ医が RA 治療を進めるうえで
の使命になっているのではないかと感じ
ています。
徳田：生物学的製剤使用下の RA の呼吸
器合併症には，肺炎，その中でもとくに
死亡率の高い PCP，そして手強い病態で
ある ILD もあります。これらの合併症は，
RA 患者の死亡原因として大きな比率を
占めています 3）。ただ，ILD は現代の診

実 際，HIV-PCP と non-HIV-PCP で は
病像が大きく異なり，HIV-PCP では進
行が 1 ～ 2 ヵ月と緩慢であるのに対し，
non-HIV-PCPでは 1週間前後と急速です。
また，HIV-PCP では菌量が多いため検出
が容易であるのに対し，non-HIV-PCP で
は菌量が少なく検出も困難で，しかも菌
量が少ないにもかかわらず，重症で予後
も不良です。実際，欧米の報告では PCP
合併膠原病患者の死亡率は 30 ～ 40% と
なっています。これは，HIV-PCP 患者の
死亡率の 10 ～ 20% を大きく上回ってい
ます。
もう１つ困ったことに，HIV の場合に
は CD4 リンパ球数の低下が必発であるの
に対し，non-HIV ではそのような数値的
な指標がないためリスクの評価が困難で
す。
山村：HIV 患者においては CD4 陽性 T
細胞が PCP の感染防御に重要であること
が明らかになったのですが，生物学的製
剤使用の知見からは，TNF- αの重要性が
明らかになったといえるのでしょうか。
徳田：生体内に Pneumocystis が侵入し
た際，自然免疫機序としてそれを処理
するのがマクロファージの役割であり，
その食菌機構を活性化するのが TNF-
αです，従って TNF- αを阻害すれば
Pneumocystisが増殖することは当然予想
されます。ただ，それだけでは説明がつ
かないことが多々あります。たとえば，
生物学的製剤投与下の PCP は，奇妙なほ
ど発症時期が早いですね。投与開始後 2
～ 3 ヵ月が多い，そしてそれを過ぎてし
まうと PCP は発症しなくなります。です
から，マクロファージの機能が低下する
だけではなく，生物学的製剤の投与によ
り宿主の免疫機構に微妙なゆらぎが生じ，
その状況下に少量の菌が増殖してきたと
きに，あたかも気化したガソリンの中に
マッチの火を放り込むとボンッと爆発す
るように，炎症が爆発的に亢進してしま
うといったことが起こるのではないかと
推測されています。
山村：では，MTXや生物学的製剤投与に
より RA治療時に PCP が合併した場合に
は，積極的に炎症を抑える治療をすべき
だと考えてよろしいのですね。
徳田：その通りです。日本では幸いにし
て PCP に対して，抗菌薬と並行してステ
ロイド製剤を大量に投与するというスト
ラテジーが普及しているため，市販後調
査結果をみても生物学的製剤治療例の死

療技術をもってしても，その治療はなか
なか困難であるのに対し，感染症である
PCP，細菌性肺炎，NTM症は，適切な抗
菌薬の使用により治療あるいは予防する
ことが理論的にも可能です。

肺炎球菌ワクチンの意義

山村：最近，肺炎球菌ワクチンの接種が
公的資金によって助成されるようになり，
65 歳以上の層での接種が進められていま
す。このワクチンは，65 歳未満の RA 患
者では意義があるとお考えでしょうか。
徳田：細菌性肺炎については，一般人が
罹患する細菌性肺炎と RA 患者が罹患す
る細菌性肺炎は，起炎菌などが同じなの
か異なるのかについてのデータが大変乏
しいのです。そのような中で，埼玉県立
循環器・呼吸器病センターの高柳先生の
グループが，世界で唯一ともいえるデー
タ 4）を報告しています（図 2）。それによ
ると，RAに合併した呼吸器感染症の主な
起炎菌は，肺炎球菌，インフルエンザ菌，
緑膿菌で，肺炎球菌も多数を占めている
ため，肺炎球菌に対するワクチン接種は，
重篤な副作用の報告もないため，お勧め
しても良いと考えられます。

間質性肺炎（ILD）に対する
取り組み

山村：ILD については，原疾患のコント
ロールにより，関連する ILDもコントロー
ルが容易になるのではと考えたのですが，
驚いたことに市販後調査の結果をみると，
ほとんどすべての薬剤で 0.5% に ILD 発
症が認められていますね。
徳田：ILD は，ひとたび発症するとコン
トロールが厳しいうえ予防も困難です。
また，RA 患者における ILD の病態には
実は 2 種類あります。すなわち，1 つは
薬剤が惹起させるいわゆる薬剤性肺障害
の場合，もう 1 つは潜在していた ILD が
薬剤投与により，また時には自然経過と
して急性増悪をきたす場合です。これら 2
つの病態の鑑別は，呼吸器専門医でもな
かなか困難です。薬剤投与下に起こった
ILD で，CT所見で基礎に慢性に経過する
ILD の影が認められ，そこにすりガラス

表1　生物学的製剤使用と肺炎，ＰＣＰ，間質性肺炎市販後全例調査

肺炎 PCP 間質性肺炎

infliximab（n=7,522） 143（2+3） 35（０） 34（3+1）

etanercept（n=13,894） 174（12） 25（６） 81（10+5）

adalimumab（n=7,740） 104（6） 26（４） 53（4+3）

tocilizumab（n=7,901） 118（4） 14（４） 35（４）

（　）内：死亡者数（　＋ｎ）は“未回復”

図 2　ＲＡに合併した呼吸器感染症　－地域呼吸器基幹病院のデータ

「肺炎」 「気管支拡張症の急性増悪」の起炎菌
 肺炎球菌 …………… ７
 インフルエンザ菌 … ５
 緑膿菌 ……………… 12

　その多くに（50～ 90％の頻度で）気管支拡張症，間質性肺炎などの基礎疾患が
存在していた．

高柳 昇 他　関節リウマチに合併した肺感染症の検討 日呼吸会誌 45(6): 465-473, 2007 よ
り引用

山村 昌弘 編集委員 岡山済生会総合病院 内科

図 3 画像所見の検討の結果見いだされた 
すりガラス陰影の病態による差異

MTX肺炎
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亡率は欧米よりは低めで，20% 前後となっ
ています。MTXについては正確なデータ
はありませんが，MTX投与下でも予後は
極端に悪くなく，恐らく 10 ～ 20% 程度
で落ち着いているのではないでしょうか。

関節リウマチに伴う
ニューモシスチス肺炎の鑑別

山 村：RA に 伴 う PCP（RA-PCP） と，
MTX 肺炎，HIV-PCP の鑑別は可能なの
でしょうか。
徳田：RA-PCP の一番の問題点は，薬剤
性肺炎とくにMTX 肺炎と病像が酷似し
ている点です。MTXが RA治療に導入さ
れる以前には，激烈な急性肺障害はあま
り知られていませんでした。MTX導入後
は，非常に重症の呼吸障害が発現するよ
うになり，その症状が PCP と酷似してい
るため，鑑別をどう進めるかが問題にな
りました。そこで私たちは多施設共同研
究を実施し，RA-PCP，MTX 肺炎，HIV-
PCP の相違について検証しました。
検証の結果，HIV-PCP と MTX 肺炎で

は X 線像がまったく異なっていました。
MTX 肺炎では，すりガラス陰影が肺の
小葉を単位とするモザイクパターン（地
図状パターン）として認められ，一方，
HIV-PCP では，陰影はびまん性で濃淡の
ムラはあるものの，特定のパターンは認
められませんでした。さらに，RA-PCP
では MTX 肺炎と酷似した陰影と HIV-
PCP と酷似した陰影が相半ばしていまし
た（図 3）。
そしてこのような画像所見は，それぞ
れの病態を反映していると推定されます。
そのことを検証したのが，慶應大学の田
坂定智先生ほかの報告５）です。田坂先生
のグループは，PCP 患者（HIV，悪性腫瘍，

RAを中心とする自己免疫疾患）の気管支
肺胞洗浄液（BAL）中のサイトカイン量
を測定しました。その結果，自己免疫疾
患例では，IL-8，IL-6，MCP-1 のような
炎症性サイトカインが，他の疾患背景群
に比べ顕著に多く，RA-PCP においては
「免疫の嵐」とも呼ぶべき状態が惹起され
ていることが明らかにされました。
山村：そうですね。結果をみると，菌量
は少ないにもかかわらず免疫の過剰な活
性化が肺内で惹起され，まるで RA 患者
の関節内のような状態を呈しているよう
に見受けられます。
徳田：おそらくそうなのでしょう。RA-
PCP では，宿主の過剰な免疫反応が病態
に寄与するところが非常に大きいのです
ね。すると，その病態がMTX 肺炎に類
似しているのは当たり前で，MTX肺炎も
やはり「免疫の嵐」の状態にあるからです。
MTX肺炎について再考すると，発症時期
はMTX の投与開始後半年前後が多いの
ですが，5 年，10 年経過した後に発症す
る例も珍しくありません。この謎を解く
鍵は，PCP と MTX 肺炎が酷似している
点にあり，MTX肺炎も何らかの微生物感
染によって暴発させられた，宿主の「免
疫の嵐」ではないかとの考えもあります。
このような見解の当否はともかくとし

て，「免疫の嵐」であることを踏まえれば，
実臨床の場での対応はやはりステロイド
製剤の使用が必須ということになります。
もちろん，PCP と判断すればそこに抗菌
薬としてサルファ剤（ST 合剤）の併用
が必要となりますが，基本は「免疫の嵐」
という認識が大切であると思います。
山村：一般にこういった過剰な炎症反応
によって惹起される肺障害が，小葉で区
画された枠の中で起こるということと，
病態には関連があるのでしょうか。
徳田：PCP 以外にも，もちろん急性呼吸

窮迫症（ARDS）のように，ヒトの肺に
過剰な免疫反応が起こることが知られて
います。では，ARDS の陰影が小葉単位
になるかというとそうはならず，なるの
は RA 患者においてのみです。ここから
は私の推測にすぎませんが，RA 患者は気
道病変が非常に多いわけですね。小葉に
入っていくあたりの気管支に，顕微鏡で
なければ分からないようなわずかな病変
があって，小葉ごとにその内腔の狭さが
違うということは大いにあり得ると思う
のです。そのために，小葉ごとに換気ひ
いては血流が異なり，個々の小葉の中の
環境が相違しているのではないでしょう
か。それが陰影の現れ方に影響している
というのが私の仮説です。

関節リウマチに伴う
ニューモシスチス肺炎（PCP）
の診断

山村：RA-PCP の診断についてはいかが
でしょうか
徳田：まず，どのような場合に PCP を疑
うかですが，発熱，咳嗽，息切れなどが 1
週間ぐらいの速さで出現してきます。そ
して，とりあえずは発熱，咳に対して抗
菌薬投与になると思いますが，3 日間経
過をみて抗菌薬の効果がなければ，それ
以上待つべきではないと思います。RA患
者はADL に制限があるためか，あまり息
切れを訴えません。ですから，息切れよ
りもサチュレーション，とくに運動負荷
後の SpO2 を重視するということが基本で
す。
山村：PCP が疑われる場合にはどのよう
な検査が考えられますか。
徳田：先ほど申し上げたように，聴診は
あまり役に立たない。胸部単純 X線写真
がいいわけですが，非常に薄い影の場合
は，一見分からないことがあります。で
すから，病診連携などを活用して，ぜひ
HRCT を撮っていただきたいですね。し
かし，どんどん進行するので，3 日間抗
菌薬を投与して効果不十分で，息切れが
進行してきたら呼吸器科医のいる医療
機関を紹介するのが，適切ではないかと
思います。また，血中β -D-glucan は，
Pneumocystisの増殖の間接的指標となり
ますが，日本では迅速に結果が出る施設
は少ないと思います。次の診察まで待っ
ていてはこの病気には間に合いません。
山村：それでは，どのようにして確定診
断をつけるのでしょうか。
徳田：痰がなかなか出ないので，3％
食塩水による誘発喀痰中や BAL 中に
Pneumocystisの存在を証明すればよいの
ですが，Grocott 染色などによる陽性率は
極めて低いのです。いきおい PCR 検査を
使わざるを得ません。ただ，PCR は保険
未収載という問題があります。現在，保
険収載を目指して手続き中ですが，当分
は保険未収載で非常に高価ですが，PCR
をやらないと診断がつきません。
山村：菌量が少ないので，染色法はほと
んど役立たないということですが，PCR
の特異度と感度についてはいかがですか。
徳田：感度は検体が喀痰か BAL かによっ
て変わってきますが，喀痰で 60 ～ 80%，
BAL で 90% 程度です。特異度がまた問
題で，微量の Pneumocystisは，一見健康
な人にも実は定着していることが分かっ
ています。とくに肺に基礎疾患のある人，
COPD や ILD の人に多いし，それから
TNF- α阻害薬を服用している人で調べて
みると 20％ぐらいに定着するという驚く
べき報告もあります。ですから，出てき
たからといって，それが定着なのか，今，
病気を起こしているのか，そのあたりの

判断が難しいわけです。
しかし，米国 Mayo Clinic の Thomas

氏は，たとえばMTX や TNF- α阻害薬
投与例に急激な咳と発熱と呼吸困難がみ
られ，X線撮像で両肺にすりガラス陰影
がみられ，さらに PCR 陽性であれば，診
断はともかくとしてＰＣＰとして治療せ
ざるを得ないではないかと，非常に適切
な勧告をしています６）。
山村：β -D-glucan について少し詳しくご
紹介ください。
徳田：血清のβ -D-glucan 測定は日本で
開発された技術なのですが，安定して使
用するにはまだ問題があります。1 つは，
国内にはワコー法とMK法という 2 通り
の方法が流通しており，値に互換性があ
りません。カットオフ値も前者が 11pg/
mL，後者が 20pg/mL と異なっています。
もう 1 つの問題はこれら公称カットオフ
値は，アスペルギルス症などの深在性真
菌症を対象に研究，決定され， PCP は対
象とされていなかったのです。そこで近
年 PCP のカットオフ値について研究が行
われ，ある研究では 31.1pg/mL という数
値が出されました。しかしその後， HIV
感染患者を対象とした研究では，MK 法
を用いて 23pg/mL という結果が出され
ました。しかも後者は菌量の多い HIV-
PCP が対象なので，RA-PCP ではより低
い数値が妥当だと思われます。このよう
に，公式のカットオフ値というのはいま
だに存在しません。実臨床の場では 10 ～
15pg ぐらいでも PCP の疑い濃厚と考え
て，アクションを起こさなければいけな
いのではないかと思います。
山村：まったく症状のない時期に，20pg/
mL 前後の値が出た場合は，どのように考
えたらよろしいのでしょうか。
徳田：β -D-glucan というのは非特異的
な反応を起こしがちな検査なので，症状
がなければそれはもうこだわらない方が
いいと思います。今はむしろ PCR を重
視すべきです。疑われる患者がいたら，
極力誘発喀痰を出して貰って，調べるこ
とが望ましいです。それが陽性になって
も，もちろん単なる定着かもしれないの
ですが，結局，PCP の診断は，1 ～ 2 週
間で急速に進行してくる発熱，呼吸困
難，びまん性のすりガラス陰影，呼吸不
全，そして誘発喀痰の PCR，そしてβ
-D-glucan が少しでも上がっていたらと
か，そういうものを総合して評価しなけ
ればならないというのが現状だと思いま
す。難しいけれどもそれしかないですね。
山村：つまり進行性の ILD の症状，所見
がある場合には，Pneumocystisの存在が
確認できれば，PCP として積極的に治療
すると考えてよろしいでしょうか。
徳田：そうですね。症状が進行性であれ
ば治療を優先するしかないですね。
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アバタセプトの今後の展望
～市販後全例調査・皮下注製剤の登場を踏まえて～
司会：
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岡田 正人先生（聖路加国際病院アレルギー膠原病科　部長） 
小嶋 俊久先生（名古屋大学医学部整形外科学　講師）

査・皮下注製剤の登場を踏まええて～
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部長） 

アバタセプト（商品名：オレンシア）は、T細胞の活性化の阻害という既存の生物学的製剤とはまったく異なる作用機序を有するユニークな薬剤である。
先頃、市販後全例調査（PMS）の最終結果が報告され、優れた有効性と安全性が実臨床の場でも実証された。また、従来の静注製剤に加えて皮下注製剤が
発売される見込みであり、さらなる利便性の向上が期待されている。本座談会では、PMSの結果を踏まえたアバタセプトの位置づけについて、5人の
エキスパートの間で意見が交わされた。

松原　司先生 Michael Schiff 先生 佐川　昭先生 岡田 正人先生 小嶋 俊久先生

ファーストバイオで
 高い効果が期待できるアバタセプト

松原　本年の日本リウマチ学会（JCR）では、
アバタセプトのPMSの最終結果が発表されま
した。この座談会の前半では、PMSの結果
を総括し、アバタセプトをどのように臨床使用
していくかについてディスカッションしてまいり
たいと思います。小嶋先生、PMSの結果をご
紹介いただけますか。
小嶋　本邦では、関節リウマチ（RA）領域の
すべての生物学的製剤において、上市後3,000
例を目安とした連続症例を24週まで追跡する
PMSが実施されています。3,000例という数字は、
発生頻度0.1％の有害事象を検出するために必
要な最低限の例数であり、アバタセプトのPMS
では3,985例のデータが集積され、その全例で
安全性の解析がなされました。また、有効性に
ついては、解析に必要なすべてのデータが揃っ
ていた3,094 例が解析対象とされました。
　患者さんの平均年齢は約60歳、平均罹病期
間は約10年で、すでに他の生物学的製剤によ
る治療歴のある方が約7割を占めていました。
これは、アバタセプトが本邦では5剤目となる
生物学的製剤であることを考えれば、ある意味
当然といえます。また、67％の方がメトトレキサー
ト（MTX）併用例でした。
　まず、安全性解析の結果ですが、重篤な薬
物有害反応（ADRs）は9例（2.5％）、全ADRs
は614例（15.4％）に認められました。これは、
先行する他の生物学的製剤のPMSデータと比
べて低い値であることが示唆されました。また、
感染症の発生頻度も低率でした（表1）。
　有効性に関しては、24週で患者の26.5％が
寛解（DAS28-CRP＜2.3）、37.8％が低疾患活
動性以下（＜2.7）を達成しています（図1）。
コホートの7割が他の生物学的製剤でコントロー
ルできなかった難治例であったにもかかわらず、
4割の方が治療目標を達成できたということ
です。

　層別解析で見ますと、生物学的製剤ナイーブ
例での寛解率は39.6%、低疾患活動性導入
率は 53.6%でした。一方、他の生物学的製剤
からの切り替え例では、寛解率20.7%、低疾
患活動性導入率は30.8%でした（図２）。ファー
ストバイオとしてアバタセプトを用いた場合は、
他の生物学的製剤から切り替えた場合より、より
良い臨床成績が得られることが期待できます。
　また、アバタセプトの有効性をMTXの併
用の有無で比べると、MTX併用なしでは低
疾患活動性導入率が 33.4%、MTX併用あり
では 39.9%でした（図２）。実臨床ではMTX
が使えない人が少なからずいらっしゃいます
が、PMSの結果ではMTX併用の有無による
有効性の差は見られず、そうした方々にとって
単剤でも効果が得られることの意義は大きいと
思います。また、これまでのアバタセプトの臨
床試験はMTX併用下でなされたものがほとん
どですので、今回のPMSの成績は、MTXを
併用しない状態での貴重なエビデンスになると
思います。
松原　ありがとうございます。わが国におけ
るアバタセプト投与例は他の生物学的製剤か
らの切り替え例が多いのですが、そうしたコ
ホートでもADRsが少ないという特徴が、こ
のPMSによって明らかになったと思います。
Schiff 先生はこの結果をご覧になってどのよ
うな印象をお持ちになりましたか。
Schiff 　非常にすばらしいデータだと思い
ます。実は、われわれが米国のDenverで行っ
た検討でも、日本のPMSとほぼ同じ成績を
得ています。そのコホートも、他の生物学的
製剤治療例に比べて年齢が高めで切り替え
例が多く、罹病期間が 10年を超える方が半
分以上を占め、疾患活動性も日本のPMSコ
ホートとほとんど同じでした。われわれの検
討は100例規模でしたが、日本のPMSは大
規模で、しかも全例が対象になっていますの
で、バイアスが入り込む余地もありません。
松原　PMSとしては成功の部類に入る結果

といってよさそうですね。佐川先生はこの結
果をどう受け止められましたか。
佐川　私のクリニックでは、1,000人以上のRA
患者さんを私一人で診て、300人以上の方に
生物学的製剤を使っています。1人でそれだ
けの患者さんを診るとなると、やはり安全性
が一番の要件になりますので、今回のPMS
で優れた安全性が証明されたアバタセプトは、
クリニックで使いやすい生物学的製剤というこ
とになると思います。
松原　米国でもやはりアバタセプトの安全性
は高く評価されているのでしょうか。
Schiff 　はい。しかし、安全性に優れる
がゆえに「高齢者や合併症のある患者や他
の生物学的製剤の無効例向けの薬剤」とい
うイメージが一人歩きしてしまい、ファースト
バイオとして用いられることが少なくなってし
まったという側面があります。
岡田　日本でも、「アバタセプトは安全だけ
ど効果が少し弱いのでファーストバイオとし
てはちょっと…」とおっしゃる方がいらっしゃ
いました。しかしそれは、もともと反応性の
悪いハイリスク患者や切り替え例に使われる
ことが多かったため、「効果が弱い」あるい
は「効果発現が遅い」という印象が植え付
けられてしまったのだとわかってきました。
Schiff 　おっしゃるとおりです。「効果が弱
い」というのは、別にデータに基づくもので
はなく、単なる印象です。
岡田　しかし、今は効果についてもアバタセ
プトが他の生物学的製剤に劣らないというエ
ビデンスがあります。しかも安全性にも優れて
いるのですから、ハイリスク患者やMTXが
使えない患者以外にも、ファーストバイオとし
てもっと使っていいのではないかと思います。

TNF阻害薬に劣らぬ効果を
AMPLE試験が証明

松原　今、岡田先生から「アバタセプトが

他の生物学的製剤に劣らないエビデンスがあ
る」というお話が出ましたが、そのエビデンス
を輩出されたのはほかでもないSchiff 先生で
す。特に、昨年の欧州リウマチ学会（EULAR）
で発表されたAMPLE試験は、近々日本で
も発売される予定のアバタセプト皮下注製剤
を使った大変興味深い試験であり、わが国で
も高い関心が寄せられています。Schiff 先生、
その概要をご紹介いただけますでしょうか。
Schiff 　AMPLE 試験は、現在米国で最
も頻用されているTNF阻害薬であるアダリ
ムマブとアバタセプト皮下注製剤のhead-to-
headの比較試験です。しかし、この試験を
実施する大前提として、アバタセプトの皮下
注製剤が静注製剤と同等の有効性と安全性
を有することを証明する必要がありました。
そこでわれわれは、AMPLE 試験に先立
ち、MTX併用下にてアバタセプト皮下注製
剤の有効性と安全性を静注製剤と比較する
ACQUIRE 試験を行いました。
　本試験はMTX抵抗性の患者を対象とし
た非劣性デザインの無作為化比較試験であ
り、約1,500 例の患者で半年間の追跡を行
いました。その結果、一次エンドポイントで
ある 6ヵ月後のACR20 達成率は、皮下注
製剤+MTX群で 76.0％、静注製剤+MTX
群で 75.8％であり、両者に差がないことは
一目瞭然でした。
　この結果を踏まえ、われわれはAMPLE試
験を実施しました。対象は、発症から5年未満、
生物学的製剤ナイーブ、MTX抵抗性の活動性
RA患者であり、646例の患者がアバタセプ
ト群（n=318）とアダリムマブ群（n=328）に割
り付けられました。両群とも平均17mg/週以
上のMTXを併用してアバタセプト（125mg/
週）もしくはアダリムマブ（40mg/2 週）の投
与を受け、1年間の追跡がなされました。患
者の平均年齢はアバタセプト群 51.4 歳とア
ダリムマブ群 51.0 歳、平均罹病期間は 1.9
年と1.7 年という早期症例中心のコホートで

特別企画 提供：ブリストル・マイヤーズ株式会社　小野薬品工業株式会社

対象・方法：本邦において2010年 9月～2012年8月31日にアバタセプトを投与された3,985 例を対象に、
 アバタセプトの24週間の有効性・安全性を調査した。
安全性：薬物有害反応として、感染症（5.9％）、肺炎（0.7％）、間質性肺炎（0.3％）等が認められた。

ADRs 15.4
　重篤なADRs 2.5
感染症 5.9
　重篤な感染症 1.0
肺炎 0.7
PCP 0.1
結核 0.03
間質性肺炎 0.3
悪性腫瘍 0.2
重篤な投与時反応 0.1

表1 アバタセプトのPMS時の安全性データ（PMSより）

発生頻度（％）

対象・方法：本邦において2010年 9月～2012年8月31日にアバタセプトを投与された3,985例を対象に、
 アバタセプトの 24週間の有効性・安全性を調査した。
安全性：薬物有害反応として、感染症（5.9％）、肺炎（0.7％）、間質性肺炎（0.3％）等が認められた。

図1 アバタセプト投与に伴う高疾患活動性～寛解患者の割合の変化（PMSより）

59.5

33.6

(%)
100

80

60

40

20

0
3.7 3.3

36.8

41.6

8.9

12.7

27.7

11.3

19.8

24.2

38.1

11.3

26.5

41.3
＊

＊

＊

ベースライン時 4週後 12 週後 24週後

LOCF analysis

＊p<0.001
Cochran-Armitage test

高疾患活動性
（DAS28-CRP＞4.1）

中等度疾患活動性
（2.7～4.1）

低疾患活動性
（2.3～2.7）

寛解
（＜2.3）



平成25年7月1日発行　No.119 日本リウマチ財団ニュース 平成17年 6月22日　第三種郵便物認可 　　5

したが、総シャープスコア（mTSS）はすで
に 24.8 と 24.2 もあり、急速に関節破壊が
進行していることがうかがわれました。
　一次エンドポイントである1年後のACR20
達成率は、アバタセプト群が 64.8％、アダ
リムマブ群が 63.4％とアダリムマブに対する
アバタセプトの非劣性が証明されました。ま
た、ACR50 およびACR70 達成率にも差は
なく、そのタイムコースもほぼ一致していまし
た（図3）。その他のDAS28-CRP の変化、
寛解達成率・低疾患活動性達成率、HAQ
においても、両群でほとんど同様の結果が
得られました。さらにmTSS の変化で見た
radiographic progressionも両群で同等で
（図4）、関節破壊の進行が見られなかった
患者の割合にも差が認められなかったこと
から、アバタセプトがアダリムマブと同等の
関節破壊抑制効果を有することが示唆され
ています。
　また、有害事象の発現頻度についても両群に
差は認められませんでした。注射部位反応は
アバタセプト群で12例（3.8%）、アダリムマ
ブ群で30例（9.1%）でした。
　以上の結果より、アバタセプトはアダリム
マブに劣らない効果を有し、安全性プロファ
イルに優れた生物学的製剤であり、MTX治
療に抵抗性のRA 患者に対し、TNF 阻害
薬と並ぶ選択肢となり得ると結論しました。
松原　ありがとうございます。小嶋先生、今
の Schiff 先生のお話に関して何かコメントは
ありませんか。
小嶋　EULARで発表を聴いたときも衝撃

だったのですが、ここまで差がないのには
驚きました。ファーストバイオとして十分に使
用できると思います。
松原　ほかにも選択肢がある中からアバタ
セプトをファーストバイオとして選択するとす
れば、何がポイントとなりますか。
小嶋　1つは免疫原性の低さです。特に、
日本では最近までMTX が最大 8mgしか
使えない状況で、二次無効等の問題にしば
しば悩まされてきました。そうした問題が起
こりにくいことに加えて有害事象も少なく、
継続性に優れるということがポイントになる
と思います。
佐川　そうですね。さきほども申し上げまし
たが、クリニックでは安全性が重要なポイン
トです。しかも、MTXが使えない人でもあ
る程度の効果が期待できるということは大
きなアドバンテージです。さらに皮下注製剤
の登場により利便性という要素が加われば、
それだけでアバタセプトを選択する十分な理
由になります。
松原　炎症の段階や時期的な要素で TNF
阻害薬とアバタセプトを使い分けることは
可能ですか。たとえば、T細胞の活性化は
RA病態のかなり早い段階で起こり、その
後TNF-αが主体となった炎症が本格化す
るといわれていますので、超早期にはアバタ
セプトを用いるべきだという意見があります
が、そのあたりはどうでしょう。
Schiff 　RAの早期はT細胞の関与が強く、
やや遅れてTNF-αの関与が強くなるとい
う図式が 100％正しいかどうかわかりません

が、T細胞の関与が強い病態とTNF-αの
関与が強い病態を見分けて治療戦略を考え
るという方法は、確かに有用だと思います。
そのためには両者を判別できるバイオマー
カーが必要ですので、われわれは現在それ
を模索しているところです。

皮下注製剤の登場により
多様なニーズに対応した
薬剤選択が可能に

松原　続きまして、アバタセプトの皮下注製
剤と静注製剤の使い分けについてディスカッ
ションしてまいりたいと思います。さきほど
Schiff 先生からACQUIRE 試験について
ご紹介いただきましたが、実はわれわれも
皮下注製剤と静注製剤を比較した「日本版
ACQUIRE 試験」のような試験を行ってい
ます。例数は 118 例と少なめですが、対象
はACQUIRE 試験と同じ生物学的製剤ナ
イーブでMTX 抵抗性の活動性 RA 患者で
あり、追跡期間は 6ヵ月です。
　一次エンドポイントである24週後のACR20
達成率は、皮下注製剤群が 91.5％、静注製
剤群が 83.1％であり、同様の有効性が確認
されました（図5）。
　また安全性でも同様の結果でしたので、
日本でもアバタセプト皮下注製剤は医療現場
に抵抗なく受け入れられるのではないかと
思っています。佐川先生はどのように使い分
けていきたいと考えていらっしゃいますか。
佐川　人手やスペースが限られたクリニック

の立場からすれば、やはり皮下注製剤がベ
ターですね。患者さんの利便性という点でも
好まれると思います。ただし、点滴中はナー
スがしっかり監視してくれますし、いろいろ
話を聞いてもらうことができますので、その
ほうが安心できるという患者さんには静注製
剤を選択することもあると思います。
松原　なるほど。あと、日本の診療報酬で
は在宅自己注射指導管理料が算定できます
ので、それも皮下注製剤を選択する理由の1
つになりますね。岡田先生はいかがですか。
岡田　日本では新薬が出て最初の1年間は
2 週間処方の縛りがあるので、皮下注製剤
を選択すると2 週間毎に患者さんに来てい
ただかなければなりません。ですので、最
初の1年間は静注製剤のほうが多くなるので
はないかと思います。
小嶋　体格が大きい人の場合、固定用量の皮
下注製剤では効果が弱くなるのではないかと懸
念されるところですが、体格の大きいアメリカ人
でも固定用量で問題ないことがACQUIRE
試験で示されましたので、その点は心配せず、
利便性と経済性で皮下注製剤を選ぶことがで
きるのではないかと思います。
松原　利便性に経済性、医療機関の事情や
患者さんの嗜好・希望など多様なニーズに合
わせて薬剤が選べるようになるだろうという
ことですね。今後のRA治療を進めるうえで
の大きなメリットとなると思います。先生方、
本日は貴重なお話をどうもありがとうございま
した。

特別企画●アバタセプトの今後の展望

対象・方法：本邦において2010年 9月～2012年 8月31日にアバタセプトを投与された3,985例を対象に、
 アバタセプトの 24週間の有効性・安全性を調査した。
安全性：薬物有害反応として、感染症（5.9％）、肺炎（0.7％）、間質性肺炎（0.3％）等が認められた。

対象・方法：本邦において2010年 9月～2012年 8月31日にアバタセプトを投与された3,985例を対象に、
 アバタセプトの 24週間の有効性・安全性を調査した。
安全性：薬物有害反応として、感染症（5.9％）、肺炎（0.7％）、間質性肺炎（0.3％）等が認められた。

図2 層別解析（生物学的製剤治療歴の有無別／MTX併用の有無別） （PMSより）
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図4 アバタセプト皮下注製剤またはアダリムマブによる
radiographic progressionの抑制効果（AMPLE試験）

対象：発症から5年未満、生物学的製剤ナイーブ、MTX抵抗性の活動性 RA患者 646 例。
方法：アバタセプト皮下注製剤群（n=318）とアダリムマブ群（n=328）に無作為に割り付け、両群とも平均17mg/ 週
 以上のMTXを併用してアバタセプト（125mg/ 週）もしくはアダリムマブ（40mg/2 週）の投与を行い、1年間追跡した。
安全性：アバタセプト皮下注製剤群の 34.9％、アダリムマブ群の 39.9％に有害事象が認められた。
 重篤な感染症の頻度は、2.2％と2.7％であった。
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図3 アバタセプト皮下注製剤またはアダリムマブによるACR改善達成率の推移（AMPLE試験）

対象：発症から5 年未満、生物学的製剤ナイーブ、MTX 抵抗性の活動性 RA患者 646 例。
方法：アバタセプト皮下注製剤群（n=318）とアダリムマブ群（n=328）に無作為に割り付け、
 両群とも平均17mg/ 週以上のMTXを併用してアバタセプト（125mg/週）もしくは
 アダリムマブ（40mg/2 週）の投与を行い、1年間追跡した。
安全性：アバタセプト皮下注製剤群の 34.9％、アダリムマブ群の 39.9％に有害事象が認められた。
 重篤な感染症の頻度は、2.2％と2.7％であった。
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図5 アバタセプト皮下注製剤投与群と同静注製剤投与群の24週後のACR20達成率

対象：生物学的製剤ナイーブでMTX抵抗性の活動性RA患者118 例。
方法：アバタセプト皮下注製剤を投与（1日目に静注［10mg/kg］投与し、その後皮下注［125mg］を週1回投与）
 する群とアバタセプト静注製剤を投与（10mg/kg、1、15、29日目、以後4週毎）する群に無作為に
 割り付け、MTX（6-8mg/週）を併用し、二重盲検法で 6ヵ月間追跡した。
安全性：有害事象は皮下注製剤群の76.3％、静注製剤群の 83.1％に認められた。重篤な感染症は、
 両群で1例（1.7％）であった。
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4 ～ 6 ページはブリストル・マイヤーズ株式会社、小野薬品工業株式会社の提供です
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H25.7 ～H25.12）］

  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。

8/23（金）18:15　1単位 秋田
第5回 秋田リウマチ治療セミナー
中外製薬㈱
海保 英治
Tel.018-837-3145

7/19（金）19:30　1単位 青森
第24回 青森県リウマチ懇話会
ファイザー㈱
土岐 雅良
Tel.080-3584-4612

8/23（金）19:00　1単位 北海道
函館臨床整形外科医会学術講演会
平山医院
平山 拓也
Tel.0138-22-4821

8/2（金）19:30　1単位 北海道
釧路リウマチフォーラム2013
アステラス製薬㈱
葛谷 静雄
Tel.0154-32-7816

7/27（土）16:00　2単位 北海道
旭川 RA Biologics Meeting ＆ナース
セミナー
ファイザー㈱
谷坂 和美　Tel.011-241-0993

北海道・東北

7/19（金）20:10　1単位 栃木
第22回 栃木膠原病と腎カンファランス
旭化成ファーマ㈱
中村 洋
Tel.028-636-9162

8/31（土）15:00　1単位 大阪
第22回 近整会夏期研究会
近畿大学医学部 整形外科
赤木 將男
Tel.072-366-0221

関東・甲信越
8/3（土）17:00　1単位 大阪
第45回 大阪整形外科症例検討会
参天製薬㈱
多田 正則
Tel.0120-310-106

9/6（金）19:00　2単位 栃木
第28回 栃木リウマチ研究会
中外製薬㈱
露木 領
Tel.028-623-4681

8/31（土）16:35　2単位 大阪
第13回 阪和リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
池添 彰人
Tel.072-254-3276

12/4（水）19:30　1単位 山形
第16回 山形リウマチセミナー
山形大学医学部 整形外科学講座
水上 恵梨香
Tel.023-628-5355

9/4（水）19:10　1単位 山形
第27回 山形リウマチ研究会
旭化成ファーマ㈱
千田 耕生
Tel.023-624-3762

7/24（水）19:00　1単位 山形
第15回 山形リウマチセミナー
アッヴィ合同会社
村中 一雄
Tel.080-2006-7040

8/24（土）18:00　2単位 栃木
栃木リウマチネットワーク講演会
自治医科大学アレルギー・リウマチ科
簑田 清次
Tel.0285-58-7358

8/31（土）16:30　1単位 大阪
第22回 なにわリウマチフォーラム
参天製薬㈱
小池 正道
Tel.0120-310-106

7/30（火）20:00　1単位 千葉
第9回 東葛膠原病セミナー
旭化成ファーマ㈱
永田 哲也
Tel.043-351-7373

7/23（火）19:30　1単位 千葉
第16回 東総リウマチ研究会
成田赤十字病院
平栗 雅樹
Tel.0476-22-2311

7/20（土）17:30　1単位 千葉
第23回 千葉膠原病セミナー
旭化成ファーマ㈱
白石 泰士
Tel.043-351-7373

9/12（木）19:45　1単位 埼玉
第10回 埼玉西部リウマチ性疾患研究会
埼玉医科大学リウマチ膠原病科
三村 俊英
Tel.049-276-1462

8/28（水）19:30　2単位 埼玉
第9回 リウマチ関連疾患研究会
ファイザー㈱
藤岡 智美
Tel.048-649-2777

7/24（水）19:30　1単位 埼玉
第17回 川越リウマチ懇話会
参天製薬㈱
平原 滋
Tel.0120-310-106

8/3（土）18:30　1単位 東京
平成25年度第2回（通例301回）東京都
臨床整形外科医会（TCOA）統合研修会
エーザイ㈱
沼波 圭井子　Tel.03-5325-0171

7/20（土）18:30　1単位 山口
第90回 山口県臨床整形外科医会
田辺三菱製薬㈱
河北 憲昭
Tel.083-972-5311

10/17（木）19:45　1単位 東京
第6回 西関東血管炎フォーラム
参天製薬㈱
藤井 宏
Tel.0120-310-106

九州・沖縄

7/26（金）20:00　1単位 東京
東京リウマチフォーラム2013
田辺三菱製薬㈱
工藤 謙治
Tel.03-3815-0301

7/26（金）19:30　1単位 東京
第2回 中野・杉並リウマチ治療を考える会
アッヴィ合同会社
小林 彩
Tel.080-2194-9202

7/24（水）20:00　1単位 東京
第5回 城北線維筋痛症研究会
日本大学医学部内科学系呼吸科内科学分野
村上 正人
Tel.03-3972-8111

7/24（水）19:30　2単位 東京
生物学的製剤による効果的な関節リウ
マチ治療
ファイザー㈱
稲田 詩穂　Tel.080-3584-4118

7/23（火）19:30　2単位 東京
第39回 東京整形外科・内科合同リウ
マチ性疾患研究会
旭化成ファーマ㈱
浅原 健太　Tel.03-3829-3171

9/14（土）17:20　1単位 東京
第21回 臨海リウマチ性疾患談話会
昭和大学病院
笠間 毅
Tel.03-3784-8000

8/8（木）19:45　1単位 徳島
トシリズマブ皮下注発売記念 関節リ
ウマチ治療セミナー
中外製薬㈱
南石 純　Tel.088-652-8221

9/7（土）18:00　1単位 東京
第10回 東京抗サイトカイン療法研究会
田辺三菱製薬㈱
高村 功輝
Tel.03-5372-6290

8/8（木）19:30　1単位 山口
第19回 周南リウマチ研究会
アステラス製薬㈱
高山 昌樹
Tel.0834-27-1030

8/17（土）14:10 16:30　各1単位 東京
日本線維筋痛症学会診療ネットワーク教育研修会
日本線維筋痛症学会診療ネットワーク教育研修会 事務局
川島・竹内
Tel.03-3580-8531

7/25（木）19:30　1単位 山口
第18回 周南地区学術講演会
ファイザー㈱
堀内 精一
Tel.082-502-7311

12/7（土）11:00 16:30　各1単位 東京
第24回 日本リウマチ学会関東支部学術集会
北里大学医学部 膠原病・感染内科学
栗原 光子
Tel.042-778-8745

7/24（水）19:30　1単位 福岡
福岡RA生物学的製剤治療研究会（第9
回 トシリズマブのRA適正使用研究会）
（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一　Tel.092-762-2380

7/24（水）20:00　1単位 神奈川
第24回 三浦半島リウマチ懇話会
ファイザー㈱
佐藤 達哉
Tel.080-3584-8328

7/23（火）20:00　1単位 神奈川
第13回 横浜リウマチ・膠原病研究会
アステラス製薬㈱
石川 輝志
Tel.045-650-8201

7/20（土）19:00　1単位 神奈川
第8回　田園都市リウマチフォーラム
ファイザー㈱
近藤 務
Tel.045-474-3110

7/18（木）19:30　1単位 神奈川
第12回 生物学的製剤治療研究会
中外製薬㈱
河﨑 桂吾
Tel.045-450-7673

8/28（水）19:30　1単位 福井
第10回 嶺南リウマチ研究会
泉ヶ丘病院
川原 英夫
Tel.0770-22-7700

7/27（土）15:00　3単位 宮崎
第24回 宮崎リウマチ医の会
旭化成ファーマ㈱
平石 一機
Tel.0985-28-2736

9/26（木）19:45　1単位 岐阜
東濃RA薬物治療研究会
中外製薬㈱
杉岡 守明
Tel.0582-52-7400

9/7（土）13:05　1単位 石川
第25回 中部リウマチ学会
大正富山医薬品㈱
赤松 徹郎
Tel.076-263-6628

10/22（火）20:20　1単位 神奈川
第14回 横浜リウマチ・膠原病研究会
参天製薬㈱
藤井 宏
Tel.0120-310-106

8/24（土）17:00　1単位 岐阜
第27回 岐阜リウマチ研究会
ファイザー㈱
竹内 一哲
Tel.080-3583-8904

9/19（木）19:15　1単位 福井
福井県臨床整形外科医会リウマチ研究会
（医）文珠会片山整形外科
片山 元
Tel.0776-35-2400

7/31（水）20:00　1単位 沖縄
整形外科 Meeting in RA
田辺三菱製薬㈱
上田 泰平
Tel.098-869-5515

8/10（土）15:15　2単位 静岡
第23回 静岡県東部リウマチ膠原病医
会 定例学術講演会
旭化成ファーマ㈱
梶原 太　Tel.055-981-0035

8/30（金）18:35　2単位 北海道
第12回 北海道リウマチ医の会
参天製薬㈱
古田 泰則
Tel.0120-310-106

7/19（金）19:40　1単位 新潟
新潟疼痛フォーラム2013
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

11/16（土）17:00　2単位 茨城
第19回 茨城リウマチ
旭化成ファーマ㈱
大柿 友彦
Tel.029-855-1988

8/10（土）14:45　2単位 大阪
第29回 大阪リウマチカンファレンス
参天製薬㈱
小池 正道
Tel.0120-310-106

7/19（金）19:00　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー
ファイザー㈱
星 宏樹
Tel.027-328-6121

9/4（水）19:30　1単位 大阪
第16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

東海・北陸

9.06（金）14:30　1単位 石川
第25回 中部リウマチ学会 特別講演Ⅰ
中外製薬㈱
山村 信之
Tel.076-232-6766

7/23（火）19:00　1単位 福島
会津医学会学術講演会
中外製薬㈱
渡辺 英里
Tel.024-933-6303

8/25（日）11:30　1単位 福井
第20回 福井県リウマチケア研究会
福井総合病院
林 正岳
Tel.0776-59-1300

8/3（土）16:00　1単位 岐阜
第2回 Gifu Biologics Seminar
大橋・谷整形外科
大橋 俊郎
Tel.058-272-0011

8/5（月）19:30　2単位 沖縄
第17回 沖縄リウマチ医の会
参天製薬㈱
竹市 浩司
Tel.0120-310-106

12/7（土）12:00 15:30　各1単位 東京
第24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
北里大学医学部 膠原病・感染内科学
栗原 光子　Tel.042-778-8745

近　畿

8/31（土）17:15　1単位 愛知
三河湾リウマチセミナー
田辺三菱製薬㈱
谷村 卓磨
Tel.0564-66-0220

8/10（土）18:00　1単位 愛知
第35回 東三河リウマチ研究会
アッヴィ合同会社
岩本 純一
Tel.080-2194-6651

8/3（土）18:00　1単位 愛知
第9回 東海小児リウマチ・膠原病研究会
中外製薬㈱
平塚 真吾
Tel.052-961-9937

7/26（金）19:00　1単位 愛知
第7回 斬整会リウマチ研究会
ファイザー㈱
花谷 一志
Tel.052-231-8611

8/24（土）16:10　2単位 静岡
静岡リウマチネットワーク学術講演会
中外製薬㈱
長縄 誠一
Tel.053-452-1161

7/20（土）18:00　1単位 大阪
第1回 東大阪リウマチ医療を考える会
東大阪市立総合病院　免疫内科
宇田 裕史
Tel.06-6781-5101

8/24（土）17:10　1単位 京都
第10回 KZ-RA Update研究会
ファイザー㈱
原田 和彦
Tel.075-315-5721

9/13（金）19:15　1単位 三重
第4回 三重リウマチ合併症フォーラム
鈴鹿医療科学大学
細井 哲
Tel.059-383-9591

9/13（金）20:00　1単位 鳥取
第6回 山陰IL-6研究会
中外製薬㈱
梅北 透
Tel.0859-34-3521

中国・四国

9/7（土）17:00　1単位 兵庫
兵庫県手外科症例検討会特別講演会
兵庫医科大学整形外科学教室
田中 寿一
Tel.0798-45-6452

8/3（土）16:20　2単位 兵庫
第20回 播磨リウマチ膠原病研究会
ファイザー㈱
横山 明彦
Tel.078-361-6171

7/25（木）19:30　1単位 兵庫
第3回 東播リウマチ診療連携研究会
武田薬品工業㈱
石本 憲司
Tel.079-288-3955

9/7（土）16:30　1単位 大阪
第6回 城北整形外科フォーラム学術講演会
（医）成宏会伊藤外科整形外科
伊藤 智康
Tel.06-6953-0071

9/20（金）19:20　1単位 広島
第6回呉リウマチ地域連携ネットワーク講演会
（医）エム・エム会 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

9/5（木）19:15　1単位 広島
呉整形外科会学術講演会
（医）エム・エム会 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

8/25（日）15:00　2単位 広島
第47回 広島リウマチ研究会
中外製薬㈱
大上戸 貴子
Tel.082-543-6100

8/7（水）18:30　2単位 広島
第4回 広島RAトータルケアフォーラム
アッヴィ合同会社
黒川 政幸
Tel.082-261-3040

7/20（土）16:40　1単位 岡山
第7回 東備リウマチ研究会
エーザイ㈱
飛永 健志
Tel.086-254-1811

7/26（金）19:30　1単位 佐賀
第16回 佐賀リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
増田 全紀
Tel.0952-22-7811

9/17（火）19:20　1単位 福岡
第10回 筑後 Biologics Meeting 
田辺三菱製薬㈱
大墨 伴来
Tel.0942-36-2570

9/15（日）15:40 17:40　各1単位 福岡
第12回 日本リウマチ実地医会
参天製薬㈱
大野 優太
Tel.0120-310-106

8/9（金）19:30　1単位 福岡
福岡RA生物学的製剤治療研究会（第1回 
エタネルセプトのRA適正使用研究会）
（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一　Tel.092-762-2380

8/8（木）19:30　1単位 大分
大分RA治療戦略セミナー
中外製薬㈱
高瀬 壽裕
Tel.097-537-7151

7/25（木）19:10　1単位 長崎
第13回 長崎県央地区リウマチセミナー
中外製薬㈱
重富 宣雄
Tel.095-825-4772

8/31（土）15:00　2単位 愛知
運動器疾患/骨・関節フォーラム 名古屋会場
㈱メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2089

7/25（木）19:30　1単位 熊本
第34回 熊本膠原病研究会
くまもと森都総合病院
中村 正
Tel.096-364-6000

10/18（金）19:00　2単位 熊本
第24回 熊本リウマチセミナー
熊本整形外科病院
本田 五男
Tel.096-366-3666

7/18（木）20:00　1単位 大分
第104回 大分県リウマチ懇話会
ファイザー㈱
末廣 雅彦
Tel.092-281-7031

7/27（土）17:00　1単位 大阪
第16回 膠原病症例検討会
参天製薬㈱
多田 正則
Tel.0120-310-106

10/18（金）19:00　1単位 大分
第7回 二豊リウマチフォーラム
川嶌整形外科病院
川嶌 眞之
Tel.0979-24-0464

8/2（金）20:00　1単位 福岡
第97回 福岡リウマチ懇話会
（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一
Tel.092-762-2380

の慎重な減量を患者と相談することも
考慮の対象となる。

14.  治療の調整は，疾患活動性のみでなく，
関節破壊の進行度，合併症，安全性な
ども含めて計画する。

*RF/ACPA 特に高値，高疾患活動性，早
期関節破壊
 

ACR2012 と
EULAR2013 の対比

ACR2012
【米国での使用のみを対象】
・ステロイドに関しては記載しない
・ 従来型 DMARD の併用薬剤を特定して
推奨

・ミノサイクリンを推奨に含む
・JAK阻害薬，Biosimilar の記載なし

・生物学的製剤を初期治療としても推奨
・生物学的製剤の単独療法も推奨に含む
・ 安全性（HBV, 悪性腫瘍など）に関して
も記述

EULAR2013
【EUに限らずの使用を念頭に作成】
・ステロイドの量，期間に関しても明記
・ 従来型 DMARD の併用は薬剤の特定な
し

・ミノサイクリンはDMARDに含めない
・JAK阻害薬，Biosimilar の記載あり
・ 生物学的製剤は初期治療として現時点で
は推奨しない
・生物学的製剤の単独療法は勧めない
・ 安全性（HBV, 悪性腫瘍など）に関する
記述なし
・ トシリズマブを他の生物学的製剤と同等
に推奨
以上。詳細を待たれよ。

EULAR 2013 速報つづき
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去る 6月 9 日日曜，東京都千代田区 丸
ビルホールにて，「新しいリウマチ医療体
制の構築」というテーマでリウマチ月間 
リウマチ講演会が 200 名をこえる患者さ
ん，医療従事者を集めて開催された。式は
式典と講演会の二部構成になっており，会
場にみえていた観客の中には，熱心にメモ
を取る姿も見られた。
今回の本講演会の特徴は，リウマチケア
看護師の単位が 3単位付与される（リウマ
チ財団登録医の単位も）ことからか，ナー
スと思しき聴衆がたくさん参加していたこ

とである。今までも自発的に日本リウマチ
学会や各種研究会に参加していたリウマチ
医療に携わるナースの方たちが，講演の場
で患者さんと席を同じくすることとなった
のは，リウマチ医療の質的向上で意味ある
ことであろう。公益財団法人日本リウマチ
財団の活動の一端を知っていただくうえで
も貴重な機会になっていく可能性がある。
ひとつだけ懸念があるとすれば，会場の席
には限りがあり，今回は幸いにも席は足り
たとはいえ，本講演会が非常に交通の便が
良い場所になるという点から，医療従事者

の参加人数が増えていくことによって，主
たる対象であるリウマチや膠原病の患者さ
ん，またはそのご家族の席が確保できなく
なってしまう事態である。この点は，当財
団の今後の課題として気にしていく点かも
しれない。
会の詳細は，紙面の関係で号を改めて報

告する。

次　第
式　典
挨拶：日本リウマチ財団代表理事 髙久史麿
来賓祝辞： 厚生労働省健康局疾病対策課長 

　・山本尚子 氏
日本医師会会長
　・横倉義武 氏
日本リウマチ学会理事長
　・髙崎芳成 氏
日本リウマチ友の会会長
　・長谷川三枝子 氏

授賞式
三浦記念リウマチ学術研究賞：白井剛志 氏
日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞：鳥巣岳彦 氏
ノバルティス・リウマチ医学賞：梅原久範 氏
日本リウマチ財団リウマチ福祉賞：成田すみれ 氏

基調講演
座長： 川人 豊 氏  京都府立医科大学 教授 

膠原病・リウマチ・アレ
ルギー内科 部長

「リウマチ登録医をコアとした地域完結型
医療体制の構築」
松原司 氏 松原メイフラワー病院院長

講演
座長 :  高林克日己 氏  千葉大学医学部企画

情報部 教授
「リウマチケア看護師の役割と国際交流」
飯田正子 氏  聖路加国際病院 看護部 外来

ナースマネジャ一

座長 : 松本美富士 氏  桑名市総合医療セン
ター・桑名東医療セ
ンター 内科・リウマ
チ科 顧問

「リウマチ登録薬剤師 ( 仮称 ) 制度確立に
向けて」
西岡久寿樹 氏  東京医科大学医学総合研究

所 所長

パネルディスカッション
司会 : 松野博明 氏  松野リウマチ整形外科

院長
岡田正人 氏  聖路加国際病院　アレ

ルギー膠原病科 部長
パネリスト : 松原司 氏  松原メイフラワー

病院院長
飯田正子 氏  聖路加国際病院 

看護部 外来ナー
スマネジャー

高林克日己 氏  千葉大学医学
部企画情報部
教授

閉会の辞
西岡久寿樹  日本リウマチ財団常務理事

盛況となった会場の様子

パリ大学医学部の講堂での開催 学会長のGuillevin 教授のあいさつ

高安動脈炎

インドの Joseph 教授は 1000 例以上の
血管内治療の成績を発表し，バイパス手術
と比して患者への侵襲が少ないこと，再狭
窄時の再処置が安全かつ簡便であること
などを発表し，数％で問題となる初回時の
Reperfusion injuryさえ気をつければとて
も良い治療オプションとなることを発表した。
内科的治療に関しては，イギリスからTNF
阻害薬とトシリズマブの良好な治療成績が発
表され，ステロイド中止の達成と長期的な予
後の改善が期待されるデータであった。ま
た，ステロイドで寛解導入後にアバタセプト
を導入し早期にステロイド離脱することを目
標としたスタディも良好な結果が期待されて
いる。

ANCA関連血管炎

多発血管炎性肉芽腫症（GPA：ウェゲナー
肉芽腫症）と顕微鏡的多発血管炎（MPA）
に対しては，欧米では初発例ではシクロホ
スファミド（軽症例ではメトトレキサート）に
よる治療，再発例や将来出産の希望のある

れているが，次回は若手の医師も何人か一緒
に参加したいと考えている。

また，血管炎に治療効果が示されている
高用量免疫グロブリン療法の新たな作用機
序として，制御性T細胞（Treg）の活性化
が示された。
その他にも，中枢

神経系血管炎と血管内
リンパ腫の鑑別の重要
性，ベーチェット病にお
けるTNF 阻害薬の治
療など多くの研究発表
がなされた。
500人程度の学会で

あり，ACR や EULAR
と比べ直接それぞれの
分野の医師とのディス
カッションの機会が多
く大変有意義であった。
第 17回は 2 年後にロン
ドンでの開催が予定さ

例ではリツキシマブが免疫抑制薬として選択
されている。現在は，寛解維持に対しても
アザチオプリンよりもリツキシマブが優位で
あり，現在はリツキシマブを定期的に投与す
るか再発の予兆がある場合のみ必要に応じ
ての投与にするかの臨床治験が行われてい
る。また，寛解維持や軽度の再発に対する
アバタセプトの臨床研究も途中経過は良好
であった。
ANCAに関しては，活動性のある患者と

寛解時の患者ではANCAの認識しているエ
ピトープが異なることが示され，単なる抗体
価が活動性や再発リスクと相関しない患者
が少なからずいることの理由と考えられる結
果であった。また，活性化した好中球が虚
血に関連する組織障害の後に血管内に戻る
ことも示され，短期間での病変の拡大に関
与している可能性が示された。
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（EGPA：

チャーグ─ストラウス症候群）に関しては，
好酸球が顆粒内のメディエータにより内皮障
害をおこし血栓形成→血管閉塞→虚血性病
変（多発性単神経炎など）を引き起こすとい
う病態が示され，また IgG4 が高値をとる症
例が多く存在することから，IgG4 関連疾患
との病態的な関連性に関しての考察も示され
ていた。

2013 年 4月14日から17日までの 4日間，パリ大学の構内で第16 回国際血管炎と
ANCAワークショップが開催された。昨年には血管炎の分類が15 年ぶりに改訂され，そ
れぞれの名称もより病態を反映したものが採用されるなど，大きな改革がなされている。
治療に関しても，生物学的製剤も含め臨床研究も多く行われており進歩の著しい分野であ
る。今回のWorkshopは，20 年以上前に血管炎のレジストリーを欧州で立ち上げ，稀な
疾患の病態の解明，治療法の開発に大きな功績のあるパリ大学のGuillevin 教授が主幹
であったが，彼の退官が近いということもありより多くの参加があったようである。

図　2012 年 Chapel Hill 血管炎分類

2012 CHCC nomenclature
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（公財）日本リウマチ財団　平成24年度事業報告
１. 調査・研究事業
　調査研究事業については，前年度に引き続
きリウマチ性疾患の病因，治療，予防，疫学
等に関する広範な調査・研究の助成等を行っ
た。
（1） リウマチに関する調査・研究の助成

①調査研究助成
　リウマチ性疾患の病因，治療，予防，疫
学等に関する調査研究 7 件について，各
100万円の助成を行った。（申請件数34件）
財政強化策の一環として，助成対象を前年
度の 12 名から 5名削減した。
②三浦記念リウマチ学術研究賞
① の調査・研究助成のうちから特に 1件選
考して授賞

（2） 平成 24 年度医学賞の授与と平成 25 年度
授賞者の募集
　リウマチ学の発展・進歩に大きく寄与す
る独創的な研究を顕彰し，助成することを
目的とする「ノバルティス・リウマチ医学
賞」授賞者 1名を選考し，賞金 300 万円を
授与した。
受賞者：浅原 弘嗣 東京医科歯科大学大学
院医歯学総合研究科 教授
研究課題：システムアプローチによる関節
外科メカニズムの解明とリウマチ病態解
析への応用 （申請件数 6件）
　平成 25 年度についてはノバルティス・
リウマチ医学賞の募集告知を行い，1件の
応募申請があった。

（3） 平成 24 年度（第 15 回）「日本リウマチ財
団柏崎リウマチ教育賞」の授賞
　リウマチ性疾患に関する医学教育を通
じ，リウマチ学の進歩・発展に著しく貢献
のあった者を顕彰 ･助成することを目的と
する「柏崎リウマチ教育賞」の授賞を行っ
た。
受賞者： 立石博臣 神戸海星病院 理事長兼

病院長・兵庫医科大学 名誉教授
賞金　100 万円

（4） 平成 24 年度「日本リウマチ財団リウマチ
福祉賞」の授賞
　リウマチ性疾患に悩む患者に対して永
年にわたる医学的又は社会的救済活動を
通じて，著しく貢献のあった個人又は団体
を表彰することを目的とするリウマチ福
祉賞（記念盾，賞金 20 万円）の授賞を行っ
た。
受賞者： 渡辺 政子 公益社団法人日本リウ

マチ友の会福島県支部 支部長
福島県難病団体連絡協議会 会長
（1）平成 23 年度三浦記念リウマチ学術研
究賞 及び （2） から （4） の各賞について
は，平成 24 年 6 月 3 日開催のリウマチ月
間リウマチ講演会の場において授賞式を
行った。

　授賞式に先立ち 5月 16 日，厚生労働記者会，
厚生日比谷クラブ，本町記者会，重工クラブに，
各賞の趣旨，授賞理由，功績等の資料を提供
することにより広報した。
２. 普及啓発事業
（1）機関紙「日本リウマチ財団ニュース」の発行

名　称： 「日本リウマチ財団ニュース」第
112～ 117号（4色刷り，7～ 10頁）

部　数：年 6回発行，各約 4,600 部
配布先： リウマチ財団登録医，賛助会員，

日本リウマチ友の会（支部），厚
生労働省，都道府県等

　文字サイズを小さくすることにより頁
数を減らし，制作費の節約を図った他，紙
面広告を増やし広告料金確保に努めた。

（2） 平成 24 年度リウマチ月間啓発ポスターの
印刷・配布
制作数： リウマチ月間 12,150 部，リウマ

チ月間リウマチ講演会 5,650 部
配布先： リウマチ財団登録医，登録リウマ

チケア看護師の所属する医療機
関，保健所，市町村保健センター，
患者団体等

（3） 平成 24 年度リウマチ月間リウマチ講演会
の開催
　リウマチ性疾患に関する正しい知識を
一般に普及するとともに，リウマチ性疾患
の征圧を推進するための啓発運動の一環
として実施した。
　なお，リウマチ講演会における基調講
演，パネルディスカッションの模様につい
ては，「全国で適切なリウマチ治療実現へ」
と題し，平成 24 年 6 月 28 日の日本経済新
聞朝刊に，関係企業協賛を得て，全面広告
することにより，普及啓発事業の充実に努
めた。
日　時： 平成 24 年 6 月 3 日（日）午後１

時～ 3時 50 分
会　場： 丸ビルホール　東京都千代田区丸

の内 2-4-1 丸ビル 7階
後　援： 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

参加者：180 人  
（4）リウマチ情報センターの運営

　医療情報委員会（委員長　高林 克日己 
千葉大学医学部企画情報部教授）において，
インターネットホームページによる情報の提
供を実施した。
サーバー：スターティア株式会社
 [ ホームページアドレス ]
http://www.rheuma-net.or.jp/
 [ 電子メールアドレス ]
inform@rheuma-net.or.jp
平成 24 年度中訪問数：724,969 件
ページ閲覧数：2,652,790 件

（5） 医療保険委員会（委員長　井上 博 井上病
院理事長）において，リウマチ医療に係
る診療報酬制度上の問題点等を検討，「生
物学的製剤セルトリズマブペゴルの早期
承認等について」厚生労働省へ要望書を
提出した。
　また，厚生労働省より通知のあったレフ
ルノミドの安全対策に係る用法及び用量
等の変更やイグラチモド製剤とワルファ
リン併用時の注意喚起について等の情報
について，財団ニュース，リウマチ情報セ
ンターにて広報した。
　以上の活動の他，日本リウマチ学会，日
本整形外科学会，日本臨床整形外科学会等
に働きかけて，診療報酬制度に関する意
見交換会を開催し（平成 24 年 4 月 26 日），
「リウマチ診療制度検討会」として，これ
ら各団体が連携して活動する場を設けた。
本検討会の事務局は持ち回りとし，初回は
当財団が努め，第 2回は日本リウマチ学会
が担った。

３. 教育研修事業
（1） 教育研修委員会（委員長　山本 一彦 東京

大学大学院医学系研究科教授）において，
リウマチ財団登録医とリウマチ診療に従
事する医師等を対象に全国 6 地区におい
てリウマチ教育研修会を実施，参加者数
延べ 267 名（登録医 160 名，一般医 107 名）
であった。

（2） リウマチのトータルマネジメント推進の
ため，リウマチの治療とケア研修会及び
RAトータルマネジメントフォーラムを開
催した。また，平成 22 年に創設した登録
リウマチケア看護師の登録申請資格取得
の機会を設けるため，登録リウマチケア
看護師を対象とする研修会を東京で開催
をした。
① リウマチのケア研究委員会（委員長　
山本 純己 一番町リウマチクリニック顧
問）において，保健，医療，介護，福祉，
行政等に従事する医師，看護師，薬剤師
等を対象に全国 5地区でリウマチの治療
とケア研修会を開催（1地区台風上陸に
より開催中止），参加者数延べ 571 名（医
師 105 名，看護師 343 名，薬剤師 19 名，
その他 104 名）であった。

② リウマチケア専門職制度検討会（委員長 
松本 美富士 桑名市総合医療センター・
桑名東医療センター内科・リウマチ科顧
問）において，企画，運営した登録リウ
マチケア看護師研修会には，268 名の参
加があった。
③  RAトータルマネジメント研究会（委員
長 山本 純己 一番町リウマチクリニッ
ク顧問）が，各地区で行ったリウマチ
のケア研究活動の成果に関し，当財団
と研究会が共催で RAトータルマネジ
メントフォーラムを東京で開催し，525
人の参加があった。

（3） リウマチ医（リウマチ財団登録医）の会
の開催
　「都道府県リウマチ登録医の会の指定に
ついて（平成 3年運営委員会決定）」に基
づき，リウマチ財団登録医等リウマチ診療
医を対象に研究及び研修を実施した。12
道県で延べ 17 回開催した。

（4） インターネットを利用した e ラーニング
の教材として第 5 弾「抗リウマチ薬と生
物学的製剤の使い方」を作成した。22 年
度から継続事業であり，あわせて CD-
ROMも作成しリウマチ財団登録医へ配布
した。

（5）財団主催以外の教育研修会について 
① 医師を対象とした教育研修単位の認定
を行った。認定申請数及び認定数は，
680 件である。

② 看護師を対象とした教育研修単位の認
定を行った。認定申請数及び認定数は，
404 件である。

（6） 日本リウマチ財団海外派遣研修医につい
て
　若い優れたリウマチ専攻医を海外に研
修のため派遣した。
派遣人員：米国 2人，英国 2人，スイス 2
人　計 6人（応募者 8 人）
財政強化策の一環として，派遣医数を前年

度より 3名削減した。
奨 学 金：各人 100 万円

（7） 日欧リウマチ外科交換派遣医選考委員会
（代表世話人 越智 隆弘 大阪警察病院院
長）において，日欧リウマチ外科交換派
遣医制度要綱に基づき，欧州から 2 名研
修医を受け入れた。
　受入費用は全額日本側負担である為，協
賛企業を募り，費用を確保することができ
た。

（8） 国際学会におけるリウマチ性疾患調査・
研究発表の助成
　「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要鋼」に基づき，
意欲ある若手研究者に対して，ヨーロッパ
リウマチ学会 1 件（30 万円）の助成とア
メリカリウマチ学会 4 件（25 万円）の助
成を行った。その内，アメリカリウマチ学
会の 1件は，登録リウマチケア看護師のモ
チベーションを高め，活発な活動を期待す
ることとし 10 万円を助成した。
（申請件数 ヨーロッパリウマチ学会：2件，
アメリカリウマチ学会：8件）

４. リウマチ財団登録医等養成事業
① 登録医審査委員会（委員長 腰野富久 横
浜市立大学名誉教授）において，平成
24 年度新規登録医の審査登録を行った。
② 登録医名簿の発行
　名　称： 公益財団法人日本リウマチ財団

登録医名簿（新規登録医・変更
登録医）平成 24 年 6 月 1 日現在
リウマチ財団登録医数 3,460 名

　部　数：全国版 3,700 部
　配布先：リウマチ財団登録医，患者団体等
③ リウマチ登録医制度あり方検討委員会
（委員長　西岡 久寿樹 東京医科大学医
学総合研究所所長）において，日本リウ
マチ財団登録医規則および施行細則に
ついて，リウマチ性疾患に関連ある診療
科の医師，特に地域を基盤とする実地医
の参画を促す事を目的に大幅な改正を
行い，9月 1日より施行した。
④ 登録医制度運営委員会（委員長 松原 司 
松原メイフラワー病院院長）において，
平成 25 年度の新規リウマチ財団登録医
の申請受付を行った。

５. リウマチケア専門職審査委員会
　リウマチケア専門職審査委員会（委員長 
松本 美富士 桑名市総合医療センター・桑
名東医療センター内科・リウマチ科顧問）
において，平成 24 年度登録リウマチケア
看護師の審査及び登録を行った。

６. 災害時リウマチ患者支援事業
　平成 23 年 3月 11 日に発生した東北地方
太平洋沖地震災害における災害時リウマ
チ患者支援事業実施結果反省点等を踏ま
えた検証を引続き行い，今後の支援事業推
進方策として平常時訓練実施要項の作成
等を協議検討した。

７. 法人賛助会員との懇談会の開催
　平成 24 年 12 月 11 日，学士会館におい
て法人賛助会員との打合会を開催し，元厚
生労働大臣でもある坂口力衆議院前議員
が「消費税増税の医療・医薬品への影響に
ついて」講演した。

８. 関連団体等への助成
　日本リウマチ友の会へ助成を行った。

９. 後援名義の使用承認
　次の事業に対して後援名義の使用承認
を行った。
①群馬リウマチアカデミー
②熊本リウマチのケア研究会
③ 北九州関節リウマチセミナー～T細胞
標的治療をいかに使うか～
④  3rd Tokyo Expert Rheumatoid drug 
User Seminar for Nurse

⑤ 妊娠と薬情報センター開設 7 周年記念
フォーラム
⑥日本線維筋痛症学会第 4回学術集会
⑦ 第 2回築地関節リウマチ看護師セミナー
2012
⑧ アバタセプト適正使用セミナー in 
Okinawa
⑨城北地区RAナースセミナー
⑩第 3回木更津リウマチセミナー
⑪群馬リウマチアカデミー
⑫群馬リウマチアカデミー
⑬ 第 3 回築地関節リウマチ看護師セミナー
2012

⑭ リ ウ マ チ 医 療 連 携 講 演 会 in 
MATSUURA
⑮ 関節リウマチ診療に携わる看護師・薬剤
師のためのセミナー
⑯ 第 5回市民公開講座 リウマチ治療の最前線
⑰ （公社）日本リウマチ友の会第 53 回全国大
会

10. 理事会等の開催状況
（1）理事会

第 3回理事会

開催年月日： 平成 24 年 6 月 26 日（火）午
後 3時～ 4時

開催場所： 学士会館 320 号室　東京都千代
田区神田錦町 3-28

出席者数：理事 9名　監事 2名
議　　題
第１号議案： 平成 23 年度事業報告に関す

る件
第 2号議案：平成 23 年度決算に関する件
第 3号議案： 公益財団法人日本リウマチ財

団評議員及び役員の報酬等
並びに費用に関する規程の
改正に関する件

第 4号議案： 日本リウマチ財団登録医規則，
同施行細則の改正に関する
件

第５号議案： 日本リウマチ財団委員会規程
に関する件

その他　・ 理事長等の職務状況の報告
に関する件

 ・ 平成 24 年度リウマチ月間
行事の件

 ・その他
第 4回理事会
開催年月日： 平成 25 年 3 月 26 日（火）午

後 4時～ 5時
開催場所： 学士会館 320 号室　東京都千代

田区神田錦町 3-28
出席者数：理事 12 名　監事 2名
議　　題
第１号議案： 平成 24 年度収支予算の補正

に関する件
第２号議案： 平成 25 年度事業計画に関す

る件
第３号議案： 平成 25 年度収支予算に関す

る件
第４号議案：顧問委嘱に関する件

その他　・ 理事長等の職務状況の報告
に関する件

 ・その他
（2）評議員会

第 2回定時評議員会
開催年月日： 平成 24 年 6 月 26 日（火）午

後 4時～ 5時
開催場所： 学士会館 320 号室　東京都千代

田区神田錦町 3-28
出席者数：評議員 9名 理事 9名 監事 2名
議　　題
第 1号議案： 平成 23 年度事業報告に関す

る件
第 2号議案：平成 23 年度決算に関する件
第 3号議案 :  公益財団法人日本リウマチ財

団評議員及び役員の報酬等並
びに費用に関する規程の改正
に関する件

第４号議案： 日本リウマチ財団登録医規
則，同施行細則の改正に関す
る件

第５号議案： 日本リウマチ財団委員会規程
に関する件

その他　・ 平成 24 年度リウマチ月間
行事の件

 ・その他
第 2回臨時評議員会
開催年月日： 平成 25 年 3 月 26 日（火）午

後 5時～ 6時
開催場所： 学士会館 320 号室　東京都千代

田区神田錦町 3-28
出席者数： 評議員 10 名　理事 12 名　監事

2名
議　　題
第１号議案： 平成 24 年度収支予算の補正

に関する件
第２号議案： 平成 25 年度事業計画に関す

る件
第３号議案： 平成 25 年度収支予算に関す

る件
その他

（3）  評議員選定委員会
開催年月日： 平成 24 年 10 月 3 日（水）午

後 5時～ 6時
開催場所： 学士会館 306 号室　東京都千代

田区神田錦町 3-28
出席委員：5名
議　　題： １. 評議員の解任・選任について

２．その他
11. 保健文化賞の受賞
　日本リウマチ友の会の推薦を得て，我が
国の保健・医療・福祉分野の賞として最も
古い歴史と権威を誇る第 64 回保健文化賞
を受賞した。受賞理由は，長年リウマチに
関し，調査研究の推進，リウマチ医療の進
歩発展・知識の普及に努めたことであり，
平成 24 年 11 月 21 日に贈呈式，22 日に皇
居にて天皇陛下への拝謁が行われ，髙久理
事長が出席した。
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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について

募集要項等詳細は財団ホームページをご覧ください。

財団ホームページ　リウマチ情報センター

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

平成25年度 リウマチ教育研修会 開催予定

医師を対象にリウマチ教育研修会を次のように開催する予定です。
※詳しくは財団ホームページをご覧ください。

お問い合わせ：日本リウマチ財団 03-3946-3551

地区名 開催日 開催場所 世話人

関東・
甲信越

11/23
（土 /祝） 

東京ステーション
コンファレンス

筑波大学医学医療系
内科（膠原病・リウマチ・アレルギー）
住田　孝之　教授

東海・
北陸

12/8
（日） 富山国際会議場

富山大学大学院医学薬学研究部
整形外科・運動器病学
木村　友厚　教授

近　畿 平成26年
2/9（日） メルパルク大阪 大阪リウマチ・膠原病クリニック

西本　憲弘　院長

中国・
四国

10/6
（日）

JRホテルクレメント
高松

香川大学医学部
内分泌代謝・血液・免疫・呼吸器内科
土橋　浩章　講師

九　州 10/13
（日） 佐賀市文化会館 国立病院機構嬉野医療センター

河部　庸次郎　院長

ご寄付いただいた方 ～平成25年 4月～

故・工藤 厚 先生

●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。

登録リウマチケア看護師研修会

参加実績 2回（経過措置期間），5単位の取得が可能です。　※要事前申込

■ 開催日時：平成 25 年 7月28日（日）10：20 ～ 16：15

■ 開催場所：全社協・灘尾ホール（新霞が関ビル内 / 東京都千代田区霞が関 3-3-2）

平成25年度 リウマチの治療とケア研修会 開催予定

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次のように開催する予定
です。※詳しくは財団ホームページをご覧ください。

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道
･東北

8/10
（土）

リンクステーション
ホール青森
（青森市文化会館）

弘前記念病院整形外科
三浦　孝雄　先生

東海・
北陸

9/22
（日） 福井商工会議所 福井総合病院

林　正岳　院長

近　畿 平成26年
3/16（日） ノボテル甲子園

神戸海星病院
立石　博臣　理事長・院長

中国・
四国

11/10
（日）

徳島県 JA会館
すだちホール

美摩病院
吉野川リウマチセンター
四宮　文男　院長

九　州 平成26年
1/26（日） ホテル熊本テルサ 比企病院

忽那　龍雄　先生

平成25年度海外派遣研修医

平成 25年度の海外派遣研修医 6名が決定しました。当財団では昭和 62年からリウマチ
性疾患の調査・研究のため海外に研修医を派遣しています。

研修国 氏 名 所属機関 専門科目

米国

岩田　慈 産業医科大学若松病院
リウマチ糖尿病内科 助教 リウマチ科

白井 悠一郎 慶應義塾大学医学部
リウマチ内科 特任助教

内科
リウマチ科

松本 卓巳 湯河原厚生年金病院
リウマチ科 医長 リウマチ科

村田 浩一 京都大学大学院医学研究科
整形外科学 大学院生 整形外科

研修国 氏 名 所属機関 専門科目

英国
柏熊 大輔 総合病院国保旭中央病院

アレルギー・膠原病内科 医長 内科

林 真利 長野赤十字病院
リウマチ科 副部長

整形外科
リウマチ科

お問い合わせ：日本リウマチ財団 03-3946-3551

登録リウマチケア看護師募集

申請受付期間：平成25年8月1日より10月 31日

登録リウマチケア看護師規則を改定し，25 年度から保健所，市町村保健センター
等で，リウマチ性疾患患者（家族）の保健相談・保健指導・講演等に当たる看護師
も対象となりました。

申請書類等詳しくは財団ホームページをご覧ください

猛暑愚考
不況のヨーロッパからの遅すぎる発
表の尻馬に乗ってこそ

4 4

っと言わせてい
ただく。
リウマチ診療に携わって早 40 年。「老

化研究では食っていけんぞ」と恩師堀
内義彦の一言で始めたリウマチ研究と
診療だ。リウマチも老化の一表現形だ
と納得しのめり込んだ。未開の原野だ
という面白さと性に合ったのだろう。
決め手となる治療法もない時代苦心惨
憺なんとか治癒させてやろうと一人一
人の患者さんと，とことん正面から向
き合って自分のはリウマチではなく老
化を治す治療だと豪語し体力知力を振

り絞って打ち込んだ。
気がつくと世間に流布していた根拠

に乏しいリウマチ治療はほぼ一掃され
たが専門医はスマートな欧米の保険会
社と巨大製薬資本に誘導された ACR の
診断（分類の誤訳？）基準とガイドラ
インにがんじがらめになっているでは
ないか！
NSAIDs ステロイド DMARDs は効

果もほどほど安価だから使い方を熟知
していれば汎用性は高い。しかしなが
ら現実は高額な生物学的製剤が日本中
を埋め尽くそうとしている。日本はア
ベノミックスで好景気なのだろう。専
門家は専門の病気に罹ると言われてい
るので私もリウマチになる可能性が高

い。しかし当の専門家が積極的に勧
めてくれても効果と費用を勘案する
と，とても使う気にはなれない。リウ
マチを罹患している友人の専門家も
NSAIDs とステロイドをたまに服用し
ている程度だ。おそらく私もそうする
だろう。リウマチ世界では T2T と大本
営並に掛け声は勇ましいのだが甘い基
準でも従来型の治療法と全く変わらな
い効果に患者さんは本心から納得して
いるのだろうか？情報が本当に伝わっ
ているのだろうか？
根っからケチで食いしん坊な私は早

い安い旨いを信条に今日も診察に向
かっている。（これでは儲からないか？）

  （後藤 眞）

市民公開講座等，一般（患者さん等）向けの講演会を開催予定の登録医へ

リウマチ情報センター「患者さん向け講演会」のコーナーに，主催，世話人，演者等でリ

ウマチ財団登録医が関係する患者さんやそのご家族に向けての公開講座，講習会等を掲載

します。

お名前，登録医番号，eメールアドレスを明記の上，会の名称，開催日時，場所，内容（プ

ログラム），ＨＰのある場合はＵＲＬ等詳細を右記のアドレスまでお送りください。開催日の 1

カ月前までにご連絡ください。

但し，掲載は以下の要件を満たすこととします。
・リウマチ財団登録医が主催，世話人，演者等であること。
・内容がリウマチ性疾患であること。
・対象が一般市民（患者さんやその家族等）であること。
・営利目的ではないこと（商品名が会の名称にあるもの等は許可しない）。

e-mail：inform@rheuma-net.or.jp




