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128 号の主な内容
●	 新年のご挨拶
●	 座談会
	 東日本大震災時のリウマチ医療
	 患者アンケートに見る今後の
災害対策

●	 連載
	 いまさら聞けない慢性運動器
疼痛

	 第 4回		手関節の炎症性疾患
の鑑別について

●	 シリーズ　リウマチ人
	 埼玉医科大学名誉教授
	 安倍	達	氏　後編
・紙面の都合により、アナウンスメント等一部記事の掲載
を本号では取り止めております。ご不便をおかけ致します
が、予めご了承ください。

（次ページに続きます）

出席者：	 佐々木	毅	先生（NTT東北病院名誉院長）
	 石井	智徳	先生（東北大学大学院医学部血液免疫科　准教授）
司　会：	 後藤　	眞	先生（	東京女子医大東医療センター整形外科・リウマチ科客員教授

練馬光が丘病院リウマチ内科）
オブザーバー：	濱砂	英一	氏（公益財団法人日本リウマチ財団　専務理事）

2011年 3月11日（金），東北地方太平洋沖地震が発生。それにともなう津波，およびそ
の後の余震により引き起こされた東日本大震災は，東北の人々を苦しめ，東北のリウマチ患
者さんも苦しめた。
しかし関節リウマチは災害時に真っ先に心配されるような急性疾患ではなく，慢性疾患で

ある。その疾患特性も関係し，リウマチ医療における東日本大震災時の状況は3年近く経っ
た今でも統括されていない。
そこで当財団教育研修委員で，日本リウマチ学会前支部長の佐々木毅氏と震災当時に医

療現場の立て直しを図った東北大学の石井医師が，被災3県中心にリウマチ患者さんへの
大規模なアンケートを実施した。その結果見えて来たのは，慢性疾患ゆえに患者さんが負っ
てしまった傷跡，混乱の中にあっても各病院の役割を考え抜いて診療を行った医師の姿，そ
してリウマチ財団が今後果たすべき使命であった。

新年，明けましておめでとうございます。
平素から，公益財団法人日本リウマチ

財団の諸事業に対して，ご協力とご支援
をいただき厚く御礼申し上げます。

おかげさまで平成 26 年度事業も順調
に推移し，リウマチ性疾患の予防と治療

に関する調査研究，助成，正しい知識
の普及啓発，教育研修，関連団体への
協力援助，国際交流等実績を残してきま
した。

特に教育と研修については，各地域に
おけるリウマチの治療とケア研修会，リ
ウマチ教育研修会等では受講者が 1000
名を超え，充実したプログラムで実施さ
れております。また，平成 26 年度末には，
リウマチ財団登録医（約 3500 名），リウ
マチケア看護師（約 1500 名）につづいて，
リウマチ財団登録薬剤師も約 200 名が
誕生し，リウマチ征圧に向けさらに厚み
が増し，チーム医療の推進にも，大きな
成果が期待できます。

厚生労働省の平成 27 年度の予算要求
においても，チーム医療の推進は，専
門家の養成等とともに，「安心で質の高

い医療サービス提供体制の構築等」と
いう観点からの政策の柱になっていると
聞いています。

昨年は（平成 26 年 5 月）新たに「難
病の患者に対する医療等に関する法律」
が成立しました。その趣旨は，難病の患
者に対する医療費助成に関して法制化に
より，その費用に消費税の収入をもって
充てることが出来るようにするというもの
です。同法は平成 27 年 1 月に施行され，

「悪性関節リウマチ」（リウマトイド血管
炎）が指定難病とされました。リウマチ
性疾患については，さらにその適用範囲
の拡大を図る等，その征圧にむかって，
更なる政策の展開に期待しています。

平成 27 年もリウマチの征圧にむけた
事業の推進に力を注ぐ所存ですので，

更なるご支援とご協力をお願いし，新年
のご挨拶といたします。

（追記）
平成 27 年４月には第 29 回日本医学

会総会 2015 関西が京都を中心に実施さ
れます。それに先立ち，4 月 5 日（日曜
日）の午後から，神戸国際会議場にお
いて，市民公開講座「リウマチ・ロコモ
予防フォーラム」を当財団主催で行う予
定です。元厚生労働大臣坂口 力 先生に
基調講演をお願いしております。皆様方
のご参加をお待ちいたしています

平成 27 年　正月

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

アンケート実施の動機と
質問内容

佐々木：震災直後では患者さんたちの心情
的に，アンケートを取ることは難しいものが
ありました。しかし 3 年近くたった今，東日
本大震災時におけるリウマチ患者さんとリウ
マチ医療を統括することは，私たち東北に
住むリウマチ医の務めではないかと，それ
が動機です。

アンケートは，東北地方の 49 施設，1,642
人の患者さんを対象に行いました。聞き取
り調査のようなかたちで行ったため，郵送
などとは違い，回収率が非常に高い点が特
徴です。地域別では，宮城，福島，岩手が
中心です。男女比は 17%：79%（不明 4％）
で，通常のリウマチ患者さんの男女比です。
また，震災後の生活の場所によって回答が
どう異なるかというクロス解析もしています

ので，最初にその割合をご説明します。解
析可能であったうち，自宅で過ごすことが
できた人が 1,270 例（84.2％），自宅から別
の場所に移らざるを得なかった人が 130 例

（8.6％），避難所生活を余儀なくされた人が
103 例（6.8％）でした。

質問内容は大きく4 項目に分かれます。1
項目は《患者さんが自身の薬をどのように理
解していて，震災のときに薬の情報をどのよ
うに提示したか》。2 項目は《震災時に薬を
どれだけの量，確保できたか》。3 項目が《リ
ウマチの症状が震災の前後でどう変わった
か》。最後，4 項目は《受診情報を得た手段》
について質問しています。

避難所に行った人は
“何も持っていない”

石井：まず 1 項目，薬の情報源に関しての結

果です。「震災直後に持参していたもの」は
お薬手帳 1,259 人（57％），処方箋控え 597
人（27％），リウマチ財団緊急時カードを持
参していた方も 90 人いました（一部重複が
あります）。何も持っていなかったのは 261
人――2 割近くの方々が何も持っていなかっ
たという結果になります（図1）。これを震災
後の状況別に分けると，避難所に行かれた
人では，自宅にいられた人・自宅外に避難さ
れた人より多く1/3ぐらいの患者さんが薬の
情報を書類として持っていなかった。それど
ころではなかったということが分かります。
後藤：みんな失いますからね。
石井：つまり自分の記憶しか頼るものがない
わけですが，「服用されているリウマチの薬
剤の名前を言えますか？」という質問では，

「全部言える」という患者さんは 683 人（41%）
でした。反対に，「ほとんど言えない」とい
う人が 214 人（13%）もいて，さらに「少し
覚えている」が 708 人（42%）ということで
すが，うろ覚えでは本当に正しい薬かどうか
分かりません。人の記憶はあいまいで，自身
の薬を完全に分かっている患者さんは半数
もいない現実を，医療関係者は認識する必
要があります。
 

図 1　薬剤を得る上で重要な情報源に関しての回答
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後藤：複雑な治療をされている人ほど覚えて
いないですから，余計に困りますよね。
石井：患者さんにはせめてステロイドの量だ
け知っているとか，メリハリをつけた記憶の
仕方が必要かもしれません。

薬の確保もネックは避難所

石井：2 項目，《震災時に薬をどれだけの量，
確保できたか》を見ていきましょう。「震災
直後にいつもの薬を飲めましたか？」という
質問に対しては 1,166 人（70%）の患者さん
がリウマチの薬が不足することはなかったと
回答している一方で，12 ～ 13% の人が何ら
かの形で薬が不足したと答えています。

また，これを生活場所でクロス解析したと
ころ顕著な結果が出ました。自宅で過ごす
ことができた人の 85% には薬の不足はあり
ませんでした。しかし自宅から別の場所に移
らざるを得なかった人のうち 18% が数日間
薬を切らしており，さらに避難所生活を余儀
なくされた人では 1/3 が何らかの状況で薬
がなかったという時期があって，2 週間以上
なかったという人も 13% いました。（図 2）

次に「震災時，薬をもらった場所は？」と
いう質問です。震災の影響によりいつもと
別の医療機関で薬をもらった人は 128 人

（11%），中で避難所でもらった人が 14 人（１
%）でした。

また，今回のアンケートでは生物学的製剤
だけの集計もあります。同剤を使っていた人
は 523 人（31%）で全体の 3 割程度。2 ヵ月
以内にはほとんどの人が再開できていて，生
物学的製剤は普通の薬に比べて投与間隔が
開けられますから，継続的に使用できたケー
スが多かったようです。

薬の確保という点では，震災から 5 日目
の 3 月 15 日（火）に厚生労働省からあった
通達が適切だったと私は思います。『薬局に
おいては，正式な処方せんがなくても医師
の指示があれば医薬品を受け取ることがで
きます。さらに慢性疾患の患者の方で，服
薬中の薬をなくされた方については，お薬手
帳などを持参いただくだけで，医薬品を受
け取ることができます（※薬局が事後的に
医師に処方内容を確認することが必要）』―
―私たちは非常に助かりました。
佐々木：そうですね。
石井：震災直後はバスもない，電車もない，
ガソリンもない状況です。近くの薬局で薬が
もらえるというのは重要なポイントでした。
後藤：避難所に薬局を開設するようなことは
なかったのですか。
佐々木：私たちの NTT 東北病院は避難所
に出向いて診察を行いましたが，患者さん
のお話を聞いて，その場で原則 3 日分だけ
処方しました。
石井：あのときは，本当に，いつから供給
が完全に再開するかという目途がまったく立
たなかった。
後藤：通常の状態にもどったのは，いつごろ

ですか。
石井：東北大学の場合は 1 ヵ月後です。た
だ，1 ヵ月後に普通の外来を開こうと思った
ら，さらに大余震が来たのです。

震災がリウマチの症状に
与える影響

石井：《リウマチの症状が震災の前後でどう
変わったか》という3 項目のテーマを見てい
きます。「リウマチの痛みは震災直後からど
のように変化しましたか？」――関節の痛み
を指しますが，変わらない 1,122 人（67%），
悪くなった 283 人（17%），非常に悪くなった
34 人（2%）となりました。2 割程度の人が
悪くなっている。

こちらも生活場所別でクロス解析してみる
と，自宅で過ごすことができた人のうち，悪
くなった・非常に悪くなった人の割合が計
16% なのに比べ，避難所生活を余儀なくさ
れた人では 38% という顕著な結果になって
います。（図 3）
後藤：原因は震災そのものではないですよね。
避難所生活ですよね。
石井：悪くなった患者さんたちが，薬の状況
と関係しているかどうかということをクロス
解析したデータもあります。2 週間以内に薬
が得られたけれども薬が切れたときがある
人は全体では 9% でしたが，悪くなったと答
えた人の中には 17% もいます。そして 2 週
間後以降も薬が得られなかったという人は
全体では 3.4％でしたが，悪くなったと答え
た人では 7% となります。「悪くなった」では，
薬が切れてしまった人が多く，「非常に悪く
なった」人の中で見てみるとさらに顕著です。

痛みのことだけではなく，「震災を契機
にリウマチが悪くなったと思われますか？」

という質問もしました。変わらない 863 人
（52%），少し悪くなった 360 人（22%），と
ても悪化した 71 人（4%）――この中身も悪
化している人では薬が切れている人が多かっ
た。

関節リウマチの状態については，関節痛
が強くなったり，疾患活動性の上昇は自宅外
避難や避難所生活の患者で多かった。症状
の悪化は，薬が切れた患者で多く，その場
合，2 週間切れただけでも，症状悪化を認
めている例が多い。そのような結論です。

リウマチ患者の情報源は
SNSに非ず

石井：4 項目のテーマ，《受診情報を得た手 
段》です。「震災直後にリウマチの薬が必
要な時や体調が悪くなった時に受診につい
ての情報をどのように得て，受診されました
か？（複数回答可）」。これは，何の情報もな
しに病院に行ってみて直接受診したという人
が 881 人と圧倒的に多かったです。電話で
連絡を取ってみようと思った人が 220 人。イ
ンターネットが 17人，ツイッターなどの SNS
が 3 人。今はインターネットや SNS が隆盛
だと言われていますが，現実的にはリウマチ
患者さんはまったく使っていないことが分か
ります。

生活場所別のクロス解析でも，自宅，自
宅外，避難所のすべてで一番多かったのは，

「とにかく行ってみた」です。避難所におい
ては 2 番目に多いケースが避難所内で診療
を受けた（22%）で，避難所で活動していた
医師がしっかり対応してくださっていたとい
うことでしょう。
「震災当時に役立った，使用可能だった情

報源はどれですか？（複数回答可）」。ラジオ
1,078 人，テレビ 541 人，（携帯）電話 305 人，
インターネット 63 人，ツイッターなどの SNS
　20 人，新聞 278 人。ラジオ，テレビ，電
話でｎ数の 9 割を占めています。新聞も役
立ったみたいです。

クロス解析では，意外と自宅であろうが
避難所であろうが同じ割合になりました。先
ほども言いましたが，SNS が今はやりです
が，リウマチ患者さんに限っては使っていま
せん。
佐々木：使える年齢層が少ない。あるいは，
避難所の人たちはそういう心境ではなかった
のかもしれないです。

リウマチ患者さんの
ご意見から

石井：アンケートでは自由意見もいただいて

後藤　 眞 編集委員長

石井 智徳 先生佐々木 毅 先生

図 2　震災後の生活場所別、薬剤服用状況
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います。「薬は患者自身で 1 ～ 2 週間ストッ
クしておいた方がいい」という意見の方が
278 名と，群を抜いて多かったです。それか
ら，「薬手帳などの管理を十分しておいた方
が良かった」という意見も多かった。ただ，
震災で津波が来るとなると，それどころで
はないでしょうから，十分にできていれば良
かったなということでしょう。

また，「受診に関する情報が欲しかった」
もかなり多かったです。実際，どこの病院
が稼働しているのかどうか分からないと場
合がありました。津波の被害があった地域
では病院そのものがなくなった例もあります
ので，そういう場合はなおさらどこに行った
らよいか分からない。
後藤：医師会や病院関係は，どこの病院・
クリニックなら○○の患者さんを受け付けて
いますよ，という情報を流したのではないで
すか？
佐々木：テレビでかなり流しました。ただ，
大きな病院の情報だけでした。都市部の人
には役にたったかもしれませんが，ガソリン
もない中で，それ以外の方はやはり大変だっ
たのではないでしょうか。
石井：「通院が困難で大変だった」とお話し
している方は多いですね。交通機関が麻痺
した問題と，ガソリン不足でなかなか車も出
せなかったようです。
「日常生活が困難」は 43 名，「避難所生

活が辛かった」が 33 名と，数は少ないよう
に見えますが，避難所の人は全体の 10％も
入っていませんから，割合からいうと非常に
多いと思います。薬以外の，リウマチ患者用
のいろいろな用具は，避難所には何もない
のです。もっとも震災時に疾患特有の用具
が不足するのは，リウマチだけの問題では
ないのかもしれません。
後藤：高齢者なら，みなさん必要ですね。

石井：避難所生活を余儀なくされた患者さん
に対する，薬物治療以外のケアも考えてい
きたいですね。それから「精神的ストレスが
大きかった」という声もありました。

また，「防災時の備えが役に立った（薬，
連絡先，食料，衣類）」という意見もあり，
備えの重要さがわかります。使い捨てカイロ
などの保温手段があったらよかったとお話し
する人がいるように，本当に震災が起きたと
きは寒かったのですね。患者さんのアンケー
トを基にした報告は以上です。

震災下の基幹病院の実際

石井：東北大学ではまず電気，ガス，水道
などインフラにおける病院機能の復旧から行
いました。ともかく実際に病院機能が麻痺し
てしまうので，そこから始めるわけです。同
時に一般救急患者のための引き受け対応が
必要になります。リウマチ膠原病専門病院と
しての対応はもちろん大事なのですが，急性
期には一般救急患者がかなりの割合を占め
てしまいます。
後藤：血液検査やレントゲンはどうでしたか。
石井：血液の緊急検査は次の週から行うこ
とができましたが，かなり絞って実施しまし
た。検査の試薬自体もきちんと届くか心配
されていましたし，通常検査はもちろんでき
ません。レントゲンはさらに緊急扱いで，撮
れないということを前提にしていました。

他には，「診療支援システム」というコン
ピューター管理システムが動かなったことが
問題でした。復旧まで 1 週間以上かかりま
したが，診療支援システムがダウンしてしまっ
た段階で，薬の処方など，前の情報も持っ
てこられないから問題です。

患者さんの対応では，帰宅が問題になり

ました。地震発生時，たまたま外来病棟が
改修工事中で，プレハブのようなところで診
療を行っていました。建物の倒壊が心配だっ
たので，患者さんには病院からの避難を誘
導したのですが，実は帰ろうと思っても交通
機関は麻痺しているし，泊まる場所もないし，
帰れなかった。1 ヵ月後にお会いした患者さ
んに「あのときは自宅に帰れと言われたけれ
ど，その後，大変だったのですよ」と言われ
ました。思ったのは，ただ単に帰せばいい
というものではないと。特に関節リウマチな
ど，身体を動かすのが大変な人の場合，帰
れないかもしれないということを前提に対応
してあげるべきでした。

NTT病院では，震災時にとても一生懸命，
患者さんを診ていただいたというお話を聞い
ているのですが。
佐々木：私どもは幸い MRI も CT も問題あ
りませんでした。ただ大きさから大病院では
ないので，ある一定の段階からは，「大病院
を助ける」という形で機能していました。震
災から数日間は病院間の連絡もまったくでき
なかった。それが一週間ぐらい現場で活動
すると，各病院の状況が把握できるように
なってきた。困っている病院から患者さんを
引き受ける，といった連携を取りました。

しかし大病院，例えば大学病院の医師は
とても大変でした。薬がなくなるのと同じよ
うに，食料がない。NTT 病院は本社から
の支援がありましたが，大学病院では各所
から支援はありましたが，組織としての支援
はなく，医師も看護師さんも一日中，診療を
しているわけです。食料の確保のためには
スーパーに並ばなくてはいけないけれども，
その時間もなかなかとれない。
石井：みんなで自宅にあるものを持ち寄った
りしていました。

ネットを介し，
東北のリウマチ医が連携

石井：東北地方のリウマチの医師は，みん
な仲が良かったのが幸いです。
後藤：それほど多くないですからね。
石井：呼びかければ，みんな気軽にすぐ集まっ
てくれるのです。電話より先に，5 日目ぐら
いからインターネットが復旧したので，これ
からはインターネットを介してお互いに連絡
を取り合いましょうということをお話ししまし
た。そして被災 3 県のみではなくて，青森
や秋田や山形などに患者さんを送ることも含
めて，緊急のネットワークをつくったのです。

具体的にはインターネット上においてリア
ルタイムの共有ファイルを作りました。（図 4）
後藤：クラウドですね。
石井：はい。それぞれの病院が自分でアクセ
スして，どんどん情報を共有していく。これ
は診療所なども入っていて，診療所の医師
の方と後に話をしたところ，非常に心強かっ
たと聞きました。困ったときにどこに連絡す
ればよいかすぐに分かります。約 2 ヵ月間運
用しました。

最初は私たちが直接被災地に足を運び診
療しようということも考えたのです。しかし
例えば，石巻であれば避難所を統括してい
る石巻日赤病院などが中心になって活動して
いる場所に，勝手にリウマチだけのために入
り込んで，リウマチの患者を診に行くのでは
統制が取れなくなるはずです。それより避難
所などで困っている人たちを，私たちのとこ
ろに紹介してもらう形にした方がいいだろう
と思って発信したものが『リウマチ膠原病を
診療されている医療関係者の皆様へ』です

（図 5）。宮城県庁にお願いしたところ，次の
日には彼らが統括しているすべての避難所
に送ってくれました。 
佐々木：『河北新報』（新聞）にも出ました
よね。この新聞は地元で影響力があるので，
かなり伝わっていたように感じました。
石井：そうですね。気になったのは，他県の
ことです。私たちにとっては岩手県と宮城県
の境というのは，まったく関係ないのです。
陸前高田は岩手で気仙沼は宮城ですが，私
たちにとっては同じ地区の患者さんです。し
かし行政区としては完全に分かれています。
だから岩手の先生に「私たちはこういうもの
を出すのだけれど，一緒にやりませんか」と
呼びかけて，岩手県でも発信してもらいまし
た。

アンケート解析結果から
得られた教訓

後藤：震災時にこれだけの取り組みをされた
みなさんが，今回アンケートを実施すること
で，これだけにとどまらず将来に生かそうと
しているわけですが，教訓として何を得て，
今後どうすべきでしょうか。

例えば私は，患者さん全員に 1 ヵ月分の
薬の備蓄を勧めています。これなど災害が
あった場合に絶対的に有利となるので，今
すぐにでも，患者さん自身にやってもらうべ
きと思っています。
佐々木：今回，神戸型の震災とは違って津
波があり，医療の問題はより長期化しまし
た。「津波肺炎」と称していたもの，あるい
は感染性胃腸炎とか，内科系疾患の発症が
非常に長期にわたりました。しかも避難所
生活の長期化による患者さんのストレスも大
きかった。医療関係者はまずお互いに連携
が取れるような，さきほどのクラウドの件も
そうですが，非常時の連携システムを常日頃
から構築しておくべきでしょう。

患者さんの場合は，後藤先生のご意見の
ように薬を余分に持っていてほしいと思いま
す。いろいろな意味で“備え”は必要です。
今回のアンケートで非常に印象的だったの

図 4　実際のインターネット上での共有ファイル

病院名 現状 診療状況 受け入れ可能ベット数 電話番号 FAX 連絡先 連絡事項

東北大学病院 採血，採尿検査制限 男女とも数ベットあります
(3 月22 日までは透析患
者入院中でほぼ満床〉

022－717－7567 石井まで
（いなければ当番医）

重症患者中心。病院
と連絡を取ってからとら
ないといけないのでご連
絡ください。

東北労災病院 電気，水は復旧。ガス
はまだ。食糧確保に難
あり。院内検査は可，
ＭＲＩ不可

通常診療急患優先 022－275－1111 ２７５－２０９１ 畠山 , 加藤まで

東北厚生年金病院 電気，水道なし 現在診療不能 連絡とりたいときは東北
大学病院血液免疫科
石井まで

NTT 東北東日本病院 病院機能ガス以外正
常，手術室も機能

通常診療
救急（軽，中等ＯＫ）

10-20 人受け入れ可 , 
内科は重症も可

０２２－２３６－５６１９ 佐々木，関口

光ヶ丘スペルマン病院 病院機能ガス以外ほぼ
正常

外来・入院可能 数人 OK 257－0231 257－0201 平林

太白さくら病院 ガスが通っていない 数人 OK

仙台逓信病院 ガス，暖房なし。外注
検査まだできない。

一応通常診療。近隣
のかた，一週程度の臨
時投薬も可能です

軽症例１－２人 268－3150 内科　斎藤

ゆうファミリークリニック 施設被害軽度　処方
中心の外来可能　トイ
レ不可

10 日位の処方可能 022－766－4141 022－766－4181

東仙台内科リウマチ科
クリニック

外来診療は
おこなっている

いずみ向日葵クリニック 22 日よりBML 回収可
とのこと。それまで院
内，耳血・CRP のみ可。
XP 可。

外来可能。当面 18 時
まで診療は見送り，16
時までとしております。

022－344－8315 022－344－8316

無量井内科 無量井先生ご一家はご
無事です。まだ断水中
と。

大崎市民病院 本院は機能制限。入
院数を半分にしている

外来診療は可 080－6026－1540 高井

石巻赤十字病院

村井内科　（八戸市） ほぼ通常診療。検査
の集配が 1日一回のみ
で制限あり。

平常診療。処方は2 週。 0178－43－5500 0178－43－5715 村井 八戸市では八戸市民病
院は救急対応できると
思います。

山形大学病院第１内科 病院機能は正常。通
常診療。

宮城県通院中の山形在
住の人にも臨時投薬可
能です。平日午前外来。

重症のみ２－３名 023－628－5302
（第一内科）

023－628－5305
（第一内科）

入院は重症のみ，病院
長の許可得てから。

福島県立医大病院
リウマチ膠原病内科

断水中，薬なし，ガソリ
ンなし

024－547－1111 小林

青森県立病院 外来通常通り　内科系
の入院診療は支障あり
ません。外科は臨時手
術のみ .

6 名（3 月19 日現在）017-726-8111
（直通 017－726－8140）

017－726－8325 竹森

秋田大学病院第三内科 通常通り 018－834－1111 小松田
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は，リウマチ患者さんは周りの人と仲良くし
ていて，そのために自身のことを気にかけて
もらっていたということです。「“あの人は動
けないから”と助けてもらった」というケー
スがかなりあったのです。そういうコミュニ
ケーションを常日頃から心がけていただく
と，災害時に「あの人は動けない」と意識し
てくれるコミュニティが出来上がるのはない

でしょうか。
石井：震災の 1 ヵ月前後で私が一番心配して
いたのは，避難所も行けず，半壊状態の自
宅に閉じこもっているようなリウマチ患者さ
んです。情報からも完全に隔絶していて，さ
らに私たちの方からもアクセスできずにいま
した。今思うと，そういう患者さんの具合が
一番悪かったのかもしれません。

財団の考える災害時対策

濱砂：財団では災害時の対応策を作っており，
「災害時リウマチ患者支援カード」を発行し
ています。さきほどのアンケート結果でも持っ
ている患者さんがいましたが，ごく少数なの
でまだまだ広報が必要だと感じました。リウ
マチは慢性疾患なので，避難所などでは多
少後回しになることもあるかと思います。
石井：そうですね。
濱砂：ある患者さんは実際に後回しになった
ときに，「私はリウマチ患者です」とカード
を使ってアピールされたそうです。どうして
も薬の不足に注目してしまいますが，リウマ
チの増悪因子の中には寒さだとか椅子だと
か，医療系ではない支援系の問題もあった
と思われますので，アピールできることは大
事ではないでしょうか。
石井：カードやお薬手帳は，診療科の枠を
超えて行政などで対応してもらうのが本当は
ベストです。リウマチはリウマチでそれを作っ
ていて，糖尿病は糖尿病で作っていて――
とだんだん増えていくのでは困るでしょうね。
濱砂：横断的な連携が必要ですね。
後藤：ただ，どうしても薬の数が多くなる高
齢者医療においては，一枚のカードに全部
の情報をまとめることはとても大変なことだ
と思うのですね。
佐々木：こういう緊急時のものは，本当に
最低限の情報に絞ればいいのではないので
しょうか。
後藤：一週間分とかその程度の記載になって
しまうかもしれません。増悪しないための緊
急薬とか。しかし専門家としては欲深くなっ

てきて，あれもこれも書いておきたいと思っ
てしまいます。
佐々木：そうですね。そこがやっかいなのです。

最後にまとめとして

佐々木：患者さんへの働きかけは必要です。
災害のときにどうするかということを意識し
ていただく機会を，財団で作っていただくこ
とはできないでしょうか。各医師で患者さん
に 1 ヵ月分の薬を持っておくよう言っている
のと同じことを財団の施策として行うことで，
一定の効果があると思います。

それから，リウマチ患者さんにはなるべく
普段から周りの人と仲良くしていただく。自
分がいるということを，常に他の人に知って
もらうようなことを心がけていただきたい。
石井：情報が大事です。一つには災害のと
きの医療間の連携。平時から地震があった
ときはこうしようというネットワークづくりが
あってもいいのかなと。もう一つには，患者
さんにどう情報を出すか。これもある程度
決めておいて，定期的に新聞社に取り決め
を送っておくとか，インターネットでいつでも
見えるようにしておく等しておいたほうがいい
ですね。今からでもできることだと思います。
後藤：財団として，インターネット上に災害時
の事柄を書いておいて，そこにアクセスして
みんなの意見を入れられるようなシステムを
つくれたらいいですね。登録医制度を活用し
たい。学会と違うところは開業医の方もたく
さん登録されているところです。意見が集ま
る仕組みがあれば，非常に役に立つと思いま
す。本日はどうもありがとうございました。

平成 23 年 3 月 27 日

このたびは未曾有の災害のなか，大変なご努力，ご苦労により，地域の生活，医療
を支えていただいており，当科関連疾患における一時対応として各種診療などもなさ
れているとお聞きし大変感謝いたしております。

さて，リウマチ膠原病関連疾患の特質として，薬剤などが切れてよりすぐにではな
く時間が経過してより各種症状が悪化してくる場合も多く，そろそろ震災によるなん
らかの影響が表れてくる患者さんがあらわれてきているのではと心配しております。
また症状の現れ方などにも，なかなか判断が難しい患者さんも多く存在する可能性が
あるのではないかと考えております。もしリウマチ膠原病関連疾患にて対応に苦慮さ
れている患者さんがいれば，ご相談いただければと思いご連絡させていただきました。

ちょっとした疑問から患者さん移送のご希望まで，ご連絡いただければ対応いたし
たいと思っております。

下記に対応窓口電話番号を記しました。ご連絡をお待ちしておりますのでよろしく
お願いいたします。

東北大学血液免疫科 電話番号 022 -×××-××××　022 -×××-×××× 
  022 -×××-××××（夜間）
NTT 東北病院 電話番号 022 -×××-××××
東北労災病院 電話番号 022 -×××-××××
スペルマン病院 電話番号 022 -×××-××××

上記病院はネットワークで対応しております。どちらの病院でも，つながる所にご
連絡いただければとおもいます。

図 5　リウマチ膠原病を診療されている医療関係者の皆様へ

２. 神経障害性疼痛に対する
投薬

神経因性疼痛に対する治療は，第一義的
には絞扼性神経障害の除去にあるが，程度
が軽度であることや手術治療の選択が難し
いなどの場合は，スプリントなど保存療法
および薬物治療の対象になる。神経障害性
疼痛の症状は主にしびれと痛みに分けられ
る。この痛みは通常の消炎鎮痛薬ではあま
り効果が無いことが多いので，消炎鎮痛薬
の過量投与にならないように注意すること
が重要である。

以下に神経障害性疼痛の定義を示す。

【明確な神経障害性疼痛の定義 1）】
神経解剖学的部位に局在していて，次の

診断基準の少なくとも２つをみたす痛み 
1. 疼痛部位のすべてあるいは一部に感受性

の低下がある。 
2. 現在あるいは今までに，神経損傷を引き

起こすことが知られている疾患，あるい
はそれに関連した痛みを経験した。 

3. 神経生理学的，外科的，あるいはニュー

１. 疼痛の支配神経について

神経支配からみた原因の精査を最初に考
える必要がある。

肩関節部外側は C4，上腕外側は C5，前
腕橈側は，C6，中指は C7，前腕尺側は
C8，上腕内側は T1 神経支配であることは，
覚えておくべきである（図１）。

痛みのある部位の神経支配を末梢から中
枢まで経路を考えると Tinel サインを行う
べき部位がわかる。

Tinel サイン：神経の走行部位を指先で叩
くことにより，支配領域に電撃痛や痺れが
生じる。絞扼性神経障害や椎間板ヘルニア
など神経因性疼痛の原因場所である可能性
がある。しかし，double-crush と呼ばれ
る同時に複数の部位の神経障害も存在する
ことも覚えておかねばならない。つまり，
上肢（肘，手）の痛みの診察にも必ず頸椎，
頸部，胸郭部の診察を行わなければならな
い。

ロイメージングで神経損傷が確認され
た。

【神経障害性疼痛と診断される可能性が低い痛み 1）】
次の診断基準の少なくとも２つをみたす

痛み
1. 痛みは神経解剖学的部位にない。 
2. 現在あるいは今までに，侵害受容性疼痛

を引き起こすことが知られている疾患を
経験した。 

3. 感覚低下がない。

３. 絞扼性神経障害（神経障害性疼痛
の一部）による痛みの鑑別について

【手根管症候群】
正中神経が手関節部の手根管内にて圧迫

絞扼され発症するものである。症状は，示
指，中指，環指橈側に知覚低下やしびれを
訴え，主に夜間の強いしびれや痛みを訴え
ることが多い。MRI 所見では手根管内容
積が増大していることが多く，正中神経が
腫大し，T2 強調像において正中神経が高
信号を示していることが多い。また手術所
見にて屈筋腱の滑膜炎が肥厚していること
が観察される。

関節リウマチ患者は滑膜炎が多く見られ
ることから 10% に神経障害性疼痛が見ら
れるとの報告 2）もあり，その中でも手根
管症候群は頻度が高いと考えられる。

中年以降の女性が多く，整形外科医を受
診するまでに母指対立筋の筋萎縮が見られ

ることも多く，患者が軽症時には医療機関
をあまり受診しない傾向がある。肘部管症
候群と同様，電気生理学的な検査にて確定
診断が行われる。電気生理学的検査にて診
断が明らかで，筋萎縮を示すときは手術が
第一選択となる。

関節リウマチは手指，手関節などの関節炎の罹患が多く，関節リウマチの症状としての手
指，手関節の痛みと運動器疾患としての痛みを鑑別する必要がある。まず，治療を行う前に
診断を行うことはもっとも大事なことであるが，最終診断に至る前に痛みの原因が，神経障
害性疼痛によるものか？　膠原病疾患によるものか？　非炎症性の関節症性の変化による
ものか？　腱鞘炎，overuseによるものか？　TFCC損傷やCRPSなど特殊な疾患？
などと痛みのメカニズムを考えることにより最終診断を得ていない段階でも治療を行うこ

とができる。

三木 健司 氏
近畿大学医学部 整形外科

C4

C5

C7

T1

C6

C8

図 1　神経支配領域

図 2

関節リウマチでの小指伸筋腱の断裂を認める。
完全伸展が不可能となっている。
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手術までの待機期間や手術希望が無い場
合には，神経障害性疼痛に準じた治療を行
う。手術の効果は非常に高く，手術適応か
どうかの診断のため整形外科医に紹介すべ
きである。

【頸椎椎間板ヘルニア，頸髄症】
神経根や脊髄が圧迫障害されることによ

り，その支配領域に異常感覚を伴う上肢の
部分に放散痛やしびれが見られる（図 1）。
深部腱反射や神経学的異常反射，支配領域
の筋力低下と知覚異常が見られることも診
断の一助になる。MRI での画像所見と診
察所見の整合性を見る必要がある。筋力低
下など麻痺の進行や手の巧緻性障害，歩行
障害，膀胱直腸障害がある場合は，速やか
に手術治療が必要かどうかを見極める必要
があるため，整形外科（脊椎外科）に紹介
する必要がある。

【ギオン管症候群】
尺骨神経が豆状骨と有鉤骨の間にあるギ

オン管にて圧迫絞扼されるものである。こ
の部位にて運動枝が分枝するため，知覚障
害のみ，運動障害のみの障害が見られるこ
とがあり，診断に注意を要する。おもな症
状は，手内筋の筋萎縮や環指の尺側半分と
小指の知覚異常，小指外転筋筋力低下であ
る。肘部管症候群とギオン管症候群は同じ
尺骨神経の障害で，その絞扼部位が異なる
のみであり，鑑別に注意が必要である。

知覚障害のない尺骨神経運動麻痺の症例
は見逃されやすいので注意が必要である。
MRI にてギオン管内にガングリオンや脂肪
腫などを認める，手術の必要な症例もあり，
整形外科への紹介が必要である。筋力低下
がなく，しびれや痛みのみの症例ではビタ
ミン B12 製剤やノイロトロピン，NSAIDs
の投与を行う。

４. 変形性関節症の痛み

ヘバーデン（Heberden）結節，ブシャー
ル（Bouchard）結節，母指 CM 関節症

ヘバーデン結節は手指 DIP 関節，ブ
シャール結節は手指 PIP 関節の変形性関
節症である。

【ヘバーデン結節】

ヘバーデン結節は高齢女性では非常に頻
度が高く，関節症変化が始まった頃から痛
みが強く，屈曲変形が完成すると痛みがな
くなることが多い。保存療法では，貼付
剤，テーピング，装具固定などが行われ
る。Mucous cyst（粘液嚢腫）の合併があ
り，自壊するなどの時は手術を行うことも
ある。手術も再発例が多い。

【ブシャール結節】
ブシャール結節は，ヘバーデン結節に比

べると頻度は少ないが，関節リウマチ患者
にとっては炎症による滑膜炎との鑑別が重
要である。触診上は関節リウマチの滑膜炎
は柔らかい腫脹であるのに対し，ブシャー
ル結節は変形性関節症であるので硬い腫脹
であることから鑑別できる。原則として貼
付剤，テーピングなどの保存療法が行われ
る。PIP 関節は可動域が重要なため手術に
際し注意が必要である。

【母指 CM 関節症】
母指 CM 関節症は，装具療法，鎮痛剤

の投与，ステロイド局所注射（数回までに
とどめること。ケナコルトを使用の時は希
釈必要）などの保存療法が行われる。疼痛
が強い，日常生活でのドアを開ける，鍵を
回せないなどが有れば手術が行われる。

５. 注意すべき疾患

【伸筋腱断裂】
伸筋腱断裂は早期の待機手術が必要であ

り，数日以内に基幹病院整形外科に紹介す
ること。

手指の伸筋腱は手関節の滑膜炎や遠位橈
尺関節（DRUG）の関節症変化で，特別な
外傷などがなくとも損傷されることが多
い。関節リウマチ患者さんが「手指が伸び
ない」と訴えた時にはまず，伸筋腱の断裂
を疑う必要が有り，適切な手術時期がある
ため，手術が可能な整形外科医に診断を仰
ぐ必要がある。

手術の際には伸筋腱の縫合や腱移行のみ
ならず破壊された手関節形成術を同時に行
うことも多い。図２に示すように，環指小
指の伸展のバランスが悪い場合には伸筋腱
断裂を疑う必要がある。関節リウマチの場
合，尺側から伸筋腱断裂が始まることが多
く，1 本断裂すると複数指の断裂が引き続
く可能性が高い（図２）。

【伸筋腱脱臼，尺側偏位】
伸筋腱の脱臼は MP 関節の背側の関節

包，expansion hood の滑膜炎による緩み
のために生じる。また MP 関節の滑膜炎
が高度になると指全体が尺側偏位となる。
関節破壊が始まる前に指の尺側偏位が起こ
ることが多く，生物学的製剤など関節リウ
マチの治療をより早く行うことが関節や軟
部組織の破壊を防止し，指の尺側偏位を予
防することが重要である（図 3）。

６. よくある腱鞘炎

【デクエルバン（de Quervan）氏病】
手関節の橈側の第一背側区画における長

母指外転筋腱，短母指伸筋腱の腱鞘での狭
窄，癒着，オーバーユースによる炎症によ
る腱鞘炎である。橈骨茎状突起周囲の腫脹
や圧痛を認め，Finkelstein test（母指を
握りこみ，手関節を尺屈すると痛み出現す
る）が陽性になることが多い。

治療は保存療法として，装具療法，ステ
ロイド注射が行われる。特にケナコルト注
は効果が高いが，ケナコルト A 5mg と 1％
キシロカイン 0.5ml 程度とし，過量投与と

ならないように注意する必要がある。頻回
に行うと腱断裂などの合併症が報告されて
いる。

【ばね指】
屈筋腱腱鞘炎。指の関節を屈曲から進展

するときに，バネ症状を起こす。通常 MP
関節直上の A1 プーリーで腱の肥厚，腱鞘
滑膜の増生によりクッリクが発生する。安
静，NSAID ｓで改善することもあるが，
クリックが高度の時はステロイド内腱鞘内
注入で改善する。再発例，他動伸展屈曲不
能例，関節拘縮出現の際には手術が必要で
ある。

【デュプイトラン（Dupuytren）拘縮】
手掌腱膜の肥厚により，指の屈曲拘縮を

来す疾患である。特に痛みはなく，徐々に
指の伸展制限が出現する。保存療法は効果
がなく，適切な手術時期を逃さないことが
重要である（図 4）。整形外科医に紹介す
る必要がある。近年，手術の代わりにコラ
ゲナーゼ製剤を局所注入する方法が開発さ
れた。

７. 特殊な疾患であり，
診断が困難なもの

【TFCC（三角線維軟骨複合体）損傷】
TFCC は手関節の尺側（尺骨頭の遠位）

に存在する三角線維軟骨複合体の損傷によ
る，遠位橈尺関節の不安定性やインピンジ
メントを呈する疾患である。診断は，手関
節尺側部痛を訴え，鍵を回す動作などが出
来ないなど手関節回内回外時の痛み，不安
定性を訴える。外来に訪れる難治性手関
節尺側部痛の多くは 尺側手根伸筋（ECU）
腱鞘炎，三角線維軟骨複合体（TFCC）小
窩付着部損傷，TFCC 実質部損傷（尺骨
つきあげ症候群を含む），の３疾患である。

鑑別には誘発テストがもっとも重要であ
る。ECU 腱鞘炎は carpal supination test

（肘 90 度屈曲，前腕回外位で患者の手指
を把持し過回外させた時に激痛が生じれ
ば陽性）が陽性となる。fovea sign は，肘

90 度屈曲，前腕回内外中間位で尺骨茎状
突起の掌側基部の圧痛をみる。掌側優位
の TFCC 小窩部断裂で陽性になることが
多い。TFCC 実質部損傷では Shake hand 
test（肘軽度屈曲，前腕回内外中間位で握
手するように手を握り，患者に手をグリッ
プするよう指示した状態で他動的に尺屈強
制させ激痛が生じたら陽性）が陽性となる
3）。MRI や関節造影テストにて診断される。
保存療法として TFCC 損傷用の前腕装具
を数ヵ月行う。保存療法に抵抗する場合は
手術療法が可能な場合もあり，整形外科（特
に手外科医）に紹介する必要がある。

【CRPS（複合性局所疼痛症候群）】
以前は RSD（反射性交感神経性ジスト

ロフィー）やカウザルギーと呼ばれていた
症候群である。2008 年に日本でも判定指
標が完成している 4, 5）。いまだ病態ははっ
きりしていないが，私の治療方針 6）は，
発症初期で腫脹が存在する時期にはプレド
ニン 20mg を 2 ～ 3 週間投与し，漸減しな
がら腫脹の軽減を図り，また電撃痛に対し
てはノイロトロピン 3 ～ 4 錠 / 日，プレガ
バリン75～300mg/日投与している。不眠，
抑うつなどの随伴症状がある場合にはクロ
ナゼパム 0.5mg を追加している。CRPS の
疼痛は頑固で薬物療法に効果があっても完
全に消失することは少なく，すこしでも効
果があれば薬剤の増量は慎重にすべきであ
る，その理由は長期間（平均 2 年以上）の
投与が必要となることが多く，副作用頻度
が高くなるためである。

８．まとめ

手指，手関節の痛みの患者の診察の際に
は，その局所だけでなく神経支配も考慮し
て診察する必要がある。痛みが起こる誘発
肢位も念頭に置いて診断に役立てて欲しい。

1） Rasmussen PV, Sindrup SH, Jensen TS, Bach FW. 
Symptoms and signs in patients with suspected 
neuropathic pain. Pain. 2004 Jul：110(1-2):461-9. 
PubMed PMID:15275799. 

2） Sivri A, Guler-uysal F The electroneurophysiologycal 
evaluation of Rheumatoid arthritis patients, Clin 
Rheumatol 17：416-18，1998

3） 【特集：難治性手関節病変の治療】 手関節尺側部
痛の鑑別診断 
森友 寿夫 MB Orthopaedics 27 巻 4 号 1-7, 2014

4） 三木健司，CRPS（複合性局所疼痛症候群）の
診断基準（日本版）作成
リウマチ病セミナー XVIII　永井書店　大阪市
　71-82，2007

5） CRPS の判定指標（大阪大学疼痛医療センター
ホームページからダウンロード可能）http://
www.med.osaka-u.ac.jp/pub/anes/www/pain/
index.html

6） 三木健司　ほか：CRPS typeII（カウザルギー）
に対する薬物治療，日手会誌　第 23 巻　第 5
号　587-590，2006

図 4

デュプイトラン拘縮 矢印部に手掌腱膜の肥厚に
よる索状組織を認める。小指の伸展が制限され
ていることが分かる。

扌

図 5

手関節尺側部痛の鑑別に有用な徒手テスト 【特集：難治性手関節病変の治療】 手関節尺側部痛の鑑別診断 
森友 寿夫 MB Orthopaedics 27 巻 4 号 1-7，2014 から引用

A. Carpal supination 
test

➡
ECU 腱鞘炎

C. Shake hand test

➡
TFCC 実質部損傷

B. Fovea sign

➡
TFCC 小窩付着部損傷

　手指，手関節は日常生活にもっとも重要である。
 診察の際には必ず手を診る（触る）ことで，伸筋腱の
脱臼や尺側偏位も含め，早期の治療が可能となる。
診察の基本は“ヒトとヒトとのふれあい”である。

図 3

伸筋腱尺側偏位　この症例ではすでに MP 関節
の破壊が著しいが，そうなる前に指の尺側偏位
を診断しておく必要がある。生物学的製剤など
関節リウマチの治療をより行うことが関節や軟
部組織の破壊を防止し，指の尺側偏位を予防す
ることが重要である。
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聞き手　後藤　眞
	 東京女子医大東医療センター整形外科・リウマチ科客員教授	練馬光が丘病院リウマチ内科

埼玉医科大学名誉教授
安倍 達 氏

これからのリウマチ診療は，
若い人の発想が必要！

題字・仲村一郎 編集委員

今回は，埼玉医科大学名誉教授・同総合医療センター名誉所長の安倍達氏をお訪ねした。安倍氏は
慶應義塾大学医学部卒業後，同内科学助教授を経て，埼玉医科大学内科教授退官に至るまで，一貫し
て関節リウマチの病因解明を目指す先端的な研究に従事し，日本のリウマチ学を牽引してきた。免疫
学，分子生物学の最新の成果を応用してリウマチ医療が飛躍的進歩を遂げた今日，リウマチ研究に求
められているものは何かを，安倍氏と，本紙編集委員長・後藤眞氏が語り合った。

マーカーだけ分かっても
アウトカムは予測できない

後藤：安倍先生がその後，特にリウマチ領
域の研究を深めていかれたのは，なぜです
か。
安倍：私にモチベーションを与えてくれたの
は，あるリウマチ患者さんが肺炎球菌感染
症を罹患後，リウマチ因子が高いレベルか
らどんと急速に下がった症例を見たことで
す。ただ，残念なことに，このケースは臨
床症状の改善にはあまり結びつきませんでし
た。
後藤：いろいろな膠原病のバイオマーカーと
なるような自己抗体などの探索は，慶應義
塾大学なども一生懸命に進めてきましたが，
それらのバイオマーカーが病態の生成にどう
関わっているのかという点は，どの程度まで
解明されているでしょうか。
安倍：そこはなかなか結びついていません
ね。ある種の抗体，例えば多発性筋炎など
で多数発現している抗体は病型分類を可能
にしました。では，そこからいろいろなアウ
トカムを予測できるかといえば，そうはいか
ないのが現状です。いま，GWAS（genome-
wide association study）を使った遺伝子の
研究などが行われていますが，そういう研
究が果たして，われわれ臨床家に有用な情
報をもたらしてくれるかどうかは非常に疑問
だと思っています。

有用な情報というのは，例えば関節リウ
マチの予後予測ができるマーカーや，骨破
壊が予測できるマーカーなどが得られるかと
いったことですが，必ずしもそううまくはい
きません。また，最近の傾向として，非常に
レアな遺伝子の探索などが国際協力の下に
行われていますが，これも，われわれの望
むようなアウトカムを予測できるマーカーとな
る遺伝子に到達できるかははなはだ疑問で
すね。
後藤：研究者が論文を書く材料は豊富に提
供するでしょうけれど，患者にとってどうな
のかというのは別の問題ですからね。

結論を急ぎすぎる
西欧科学の限界

安倍：先ほどの bench to clinic, clinic to 
bench ということでは，われわれ臨床家は
ベンチで行った基礎研究の成果を重んじて
きました。例えば，われわれはリウマチのモ
デルマウスとはどんなマウスか，そこでどん
なことが起きているのかを勉強し，臨床に
応用するわけですが，そのモデルマウスが
本当にヒトのリウマチの病態を再現している

のかどうかというのも疑問で
す。
後藤：私はエイジングの研究
をしているので，先生のご不審の念はよく
分かります。ヒトの平均寿命が仮に 100 年，
マウスが 2 年だとすれば，時間スケールを
何でも 50 分の 1 に縮小したり 50 倍に拡大
したりして考えるのです。そんな安直な考え
方でいいのか，と私などは思うわけですが，
それで『ネイチャー』などには論文が通って
しまう。しかし，生体は大変な複雑系です
から，論文が書けても現実に応用する段に
なると，非常にハードルが高い。
安倍：リウマチの治療は非常に進歩して，
高い目標を目指すことができるようになりま
したが，そうなってくると，残された問題は，
現在のような治療を進めていって，本当に骨
破壊を予防できるかどうか，ということに絞
られてきますね。
後藤：結局，リウマチなどの自己免疫疾患
の難しいところは，慢性病だということです。
慢性病だから 20 年，30 年，40 年と経過し
ないと分からないものを，半年か，せいぜ
い1年ぐらいのデータを取って，有意差があっ
た，なかったといって大騒ぎしている。これ
は，西欧科学の限界だと思います。
安倍：そうかもしれませんね。
後藤：ウェスタンサイエンスは時間の長さに
弱いので，エイジングなどは最も弱い領域な
のです。ただ，長 と々治験をやるわけにもい
かないので，やむなく1 年程度で打ち切って，
その結果を現実に応用するということになっ
ていると思います。そういう限界を理解して
いるのなら良いのですが，いまの若い研究
者たちはそこでちょっとした有意差でも出る
と，もう鬼の首でも取ったように満足してし
まっているような気がしてなりません。

研究者は現実の
複雑さを直視せよ

安倍：われわれの時代は，例えば細胞を採っ
てきて，それを組み合わせ，色々な刺激を
加えて，出てくるγ- グロブリンをみたり，い
ろいろなことをやって論文にまとめれば，そ
れが一流の雑誌に掲載されました。ところが
最近は，そのような分子に対するノックアウ
トマウスやノックインマウスを作らないと，『ネ
イチャー』『サイエンス』級の雑誌には掲載
されません。すると研究者たちも利口になり，
どうすれば雑誌に掲載されるかを考えて研
究をデザインするようになります。
後藤：雑誌に載るような研究というのはプロ
セスが決まっていて，最近の研究者はそれ
に順応することに熱心で，考えることをしな
くなっているのです。研究もそうですが，治
療においても，そうです。プロトコール，ガ
イドラインがあり，それに沿った治療法が決

まっていて，医者はただそれを忠実になぞる
だけ。かつてのリウマチ治療はこうではなく，
ああでもない，こうでもないと自分たちの頭
で考えてやっていましたから，それなりにテー
ラードメディシンになっていたと思うのです。
安倍：基礎と臨床のクロストークという点に
戻れば，臨床家が見た問題に答えるような
ベンチからの返答が欲しいですね。
後藤：それが最近少ないように思います。
安倍：ただ，研究には適齢期があって，あ
る一定の年齢までにものにならないと，あ
とは何をやっても難しいので，「いつまでも，
こんなことをやっていられない」という若い
人の気持ちが分からないでもないのです。と
はいっても，若い研究者には，何のための
研究か，誰のための医療かという視点を忘

れずにいてもらいたいと思いますね。

薬が効く人と効かない人を
見分けるマーカーが必要

安倍：話を臨床に戻しますと，私たちの時
代はいわゆる DMARDs の時代で，主に金
製剤，リウマトレックス，リマチルなどをリ
ウマチ治療に用いていましたが，なかなか
疾患を克服するまでには至らなかったわけで
す。その点では，生物学的製剤の導入はリ
ウマチ治療にブレークスルーを起こした重
要な発見だったと思います。
後藤：ただ，コンベンショナルな DMARDs
でも，3 種類ほど組み合わせて使うと，生
物学的製剤とほとんど同じ効果が得られる

シリーズ「リウマチ人」は
前号よりの続きです。
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というデータも出ていますから，常に新しい
ものだけが良いわけではないですね。
安倍：逆に，指摘したいのは，何を使って
も効かない患者さんもいるということです。
生物学的製剤が効く人もいれば，DMARDs
が有効な人もいる，どちらも効かない人もい
る。それを見分けるマーカーが欲しいのです。
後藤：それは，すべての臨床家が願うところ
ですね。
安倍：誰か基礎の研究者が，それを教えて
くれるといいのですが…。
後藤：それは，どうでしょうか。それをする
には，まず，良い症例を多数集めなければ
なりませんし，ただやみくもに集めるのでは
なく，明確にクリニカルエンティティを決めた
複数のグループを設定し，そのグループごと
に集めるようにしなければなりません。そう
したうえで，「これらの各々のグループ間の
差異は何に由来するのか」と基礎の研究者
に投げかける，ということをしなければ，絶
対に良い結果は出ないと思います。しかし，
残念ながら誰もそれをやっていないのです。
安倍：そのことに関連して，いま懸念され
ているのは，この時代に DMARDs と生物
学的製剤をまとめて交通整理しておかない
と，冒頭に申し上げた nomenclature のうえ
で混乱が生じるのではないか，ということで
す。まず，DMARDs というのは疾患修飾
性の抗リウマチ薬ですから，ある意味では
生物学的製剤と同じカテゴリーに属するわけ
です。また，DMARDs をコンベンショナル
DMARDs とシンセティック DMARDs に分
けようという動きもあります。さらに，生物
学的製剤に関しても，発売の早かったもの
はロイヤリティが切れてきていますし，バイ
オシミラーも出始めています。こういう状況
ですから，何らかの整理の枠組みを用意し

ておかなければ大きな混乱に追い込まれる
というのは，決して理由のない危惧ではない
と思います。
後藤：なるほど。われわれ臨床家の立場か
らも，なるべく分かりやすい形に整理される
ことを望みたいですね。

「リウマチ専門家」の
資格とは？

安倍：最近，リウマチに関して，非常に早
期の関節炎が注目されていますが，関節炎
は層別化が難しいですね。
後藤：変形性関節症なのか，関節リウマチ
なのか，それとも他の何かの疾患なのか，
その鑑別が本当に難しい。
安倍：いずれにしても，患者さんは関節の
痛みを訴えて来院するわけですからね。そ
れで，1985 年以降，診断基準が変わりまし
たが，あれはリウマチを熟知し，関節炎の
診断に習熟した人でなければできません。
後藤：あの診断基準で，まず腫れが分かる
でしょうか。腫れの分からない医者が結構
多いのです。
安倍：それならば，リウマチ学会やリウマチ
財団が関節炎の分かる人を養成しなければ
なりませんね。欧米の内科医や家庭医なら，
そういう患者を診たら専門医に紹介してしま
います。それは，専門医の制度が確立して
いるからですが，日本では自ら専門家を名
乗る医師が多いので，なかなかそこがうまく
いかないのです。
後藤：確かにそうですね。
安倍：治療の面でも，いま，例えば生物学
的製剤を 1 例も使ったことがない「専門家」
がいたとしたら，その医師をリウマチの「専
門家」とよべるでしょうか。私は，広い意味

の DMARDs を自家薬籠中のものとして使用
できないような「専門家」はあり得ないと思
います。
後藤：いまは患者の前に数多くの選択肢が
示されているわけですから，それが分から
ないようでは困りますね。

リウマチ診療は
若い人の若い発想で

後藤：まだまだ現役の安倍先生に時期尚早
な質問かもしれませんが，これまでの臨床と
研究の人生を振り返って，いかがですか。
安倍：私は，最近は患者さんに感謝してい
るのです。それは，私自身も患者さんから教
えてもらえましたし，ご自分から志願して教
材になってくださったり，血液を提供してくだ
さったり，大変お世話になってきましたから。
そういう患者さんたちが少しでも良い生活を
保っていけるように努力し，サービスを還元
したい。いま思うことは，それだけです。
後藤：臨床家としては，そうあるべきですね。
私なども患者さんを診ていると，患者さんか
ら教えられることがすごく多いのです。勉強
させてもらっているという気になりますね。
安倍：本当にそうです。
後藤：埼玉医大でも研究，診療，教育に従
事されましたが，この時期にいちばん力を注
がれたことは何ですか。
安倍：免疫担当細胞を採取して reconstitute
し，生体で起きている現象を recapitulate
するシステムを同医大在職中に作り上げまし
た。それを後輩たちが引き継いで，今日ま
で続いています。また，この分野の研究を
深めるため，教室員の何人かを米国リウマ
チ学の権威 Robert Winchester 氏の許など
に留学させました。

後藤：昨年秋の ACR でもWinchester 氏が
講演しているのを見かけました。彼は元気
でやっていますね。先生の後輩たちも，日
本のリウマチ学や免疫学を牽引してきたと思
います。臨床と基礎を通じて，安倍先生の
最も得意な分野は何ですか。
安倍：リウマチ学や免疫学のなかではやはり
リウマチでしょうね。関節リウマチは，研究
対象として細胞の採れる滑膜などがあります
から，研究がしやすいといえるかもしれませ
ん。その点，SLE などは，例えば腎臓を対
象に選び細胞を採ってきたとしても，実験系
を組むだけの細胞数を集めることが難しい
だろうと思います。
後藤：若い人たちに託したいことは何ですか。
安倍：われわれがやってきたことには限界が
あります。これからのリウマチ診療・研究は，
若い人が独自の発想でやっていかないとだ
めだろうと思っています。
後藤：その点，昔は医者の診たくない病気
の筆頭がリウマチだったのに，いまは非常
に人気の高い疾患になっています。これは
喜ばしいことですね。
安倍：やはり，関わっている人が多くないと，
良い臨床家や研究者は出てきませんから。
後藤：そういう意味で，いまは学会も盛んに
なって，日本のリウマチ学の未来は明るいと
思います。現代医学の領域で，免疫学や分
子生物学の最も新しい成果を利用している
のは，おそらくリウマチ医療でしょう。この
点からも，優秀な学生や医師がリウマチに
興味を持つのだろうと思います。「治せるの
ではないか」という希望の持てる領域になっ
てきたということですね。安倍先生には，こ
れからもリウマチ学会の良きメンターとしての
ご活躍を期待したいと思います。本日は有り
難うございました。

国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表に対する助成者・報告書

米国リウマチ学会（ACR2014） 　
公益財団法人日本リウマチ財団国際学会派遣医師報告書
於 2014 年 11月15日－19日　米国 ボストン

西村　啓佑
神戸大学医学部附属病院　膠原病リウマチ内科
今 回 私 は，” Tofacitinib facilitates the expansion of myeloid-derived suppressor cells 

and ameliorates arthritis in SKG mice” という演題で口頭発表する機会を得た。Myeloid-
derived suppressor cell（MDSC）はがんや炎症性疾患，感染症などで誘導される骨髄由来の
heterogenousな細胞集団でさまざまな機序でeffector T 細胞や natural killer（NK）細胞を抑制
することが知られている。MDSC はこれまでがん領域を中心に研究されてきたが，本研究では関節
炎モデルマウスであるSKGマウスでMDSC の役割を検討し，さらに Janus kinase1,3（JAK1,3）
阻害剤であるtofacitinibを用いてMDSC へ与える影響を検討した。

解析の結果，関節炎を起こさせた SKGマウスの脾臓や骨髄ではコントロールと比較して有意に
MDSCが上昇していることが明らかとなった。関節炎マウスからMDSCを分離し，レシピエントの関
節炎マウスに養子移入すると，治療群では関節炎スコアの抑制が認められた。以上からMDSCは
関節炎抑制効果を有していることが確認できた。

次に tofacitinibをSKG マウスに投与すると関節炎が抑制される上，骨髄において MDSCが
上昇していることが明らかとなった。さらに tofacitinib 治療群に抗 Gr1 抗体で MDSCを除去す
ると，関節炎が悪化することが判明した。これらのことからtofacitinib の新たな作用機序として
Gr1+MDSCを上昇させ，関節炎抑制効果を発揮することが推測された。Tofacitinib の MDSC 上
昇の機序としては，in vitro の選択的 JAK 阻害剤を用いた実験からJAK1もしくはJAK3 阻害であ
ることが明らかとなった。本研究はマウスを用いた実験であり，関節リウマチ患者でもマウスと同様に
tofacitinibが MDSCを増加させるかどうかは明らかではない。近年，関節リウマチ患者の血液や関
節液でもMDSCが増加しているとの報告がある。まだMDSCを関節リウマチ患者の治療に用いる
という段階は程遠いが，今後も研究を積み重ねていきたい。

中島俊樹
京都大学医学部大学院医学研究科内科学講座臨床免疫学
私 は 11 月 16 日 に ”Association of a single nucleotide polymorphism（SNP）in IL-

12B region with clinical features and peripheral T cell profiles of patients with Takayasu 
arteritis”という演題を発表した。

今回の報告は，以前当科より報告した大動脈炎症候群（高安動脈炎）の疾患感受性遺伝子
であるIL-12B 領域にあるSNP（rs6871626）と，臨床症状との相関や，大動脈炎症候群の病
態生理におけるIL-12B 領域の意義について検討したものである。この SNPはシトシン（C）がア
デノシン（A）に置き換わったもので，A に変異したリスクアレルを有する患者さんは，持たない患者
さんより大動脈弁閉鎖不全症や下行大動脈以下の血管病変の合併率が高くなっていた。また，こ

のリスクアレルを2 つ持つ患者さんは 1 つの患者さんより上記の病変の合併率が高くeGFRも有
意に低いことがわかり，リスクアレルの有無が臓器障害の有無と関連していることを指摘した。また，
IL-12B 領域は naïve T 細胞の Th1 細胞への分化に必要なIL-12，Th17 細胞への分化に必要
なIL-23 両方に共通する蛋白であるp40をコードしていることから，大動脈炎症候群の患者さんと
健常人とで，末梢血中の Th1 細胞とTh17 細胞の割合や，各々が分泌するINF-γや IL-17A の
産生の状況をFACSで解析した。その結果，大動脈炎症候群の患者さんでは Th17 細胞が健
常者より有意に多く，Th1 細胞の割合では有意差は見られなかったものの INF-γ産生細胞の割合
がリスクアレルを2 つ持つ患者さんで1 つの患者さんより有意に多かったことから，IL-12B 領域の
SNP は T 細胞の分化やサイトカイン分泌に影響を与え大動脈炎症候群の病態形成に寄与してい
るのではないかと報告した。

大動脈炎症候群が欧米には少ない疾患であることもあってポスターまで足を運んでくれた参加者
の数は多くなかったが，足を止めてしっかり読んで頷く方や質問する方もいて励みになるとともに今後
の研究で明らかにしていくべき点をブラッシュアップすることが出来た。

劉　爽
愛媛大学大学院医学研究科薬理学
私 は，Systemic Delivery of Short Hairpin RNA Targeting Calcium Release-Activated 

Calcium Channel 3 Down-Regulates Severityof Collagen-Induced Arthritis の演題について
口頭発表（11月18日　16：45 ～ 17：00）を行った。

細胞内 Ca2+ 調節機構に関する研究は活発に進められており，様 な々病態・疾患の創薬標的に
なる可能性が高い。近年，細胞膜において，非電位依存性 Ca2+ チャネル分子の実体がストア作
動性カルシウムチャネル（CRAC/Orai）であり，ER 膜に局在するカルシウムセンサ STIM により制
御されていることが明らかとなり，様 な々疾患，特に自己免疫疾患の発症，成因に関与していると考
えられている。関節リウマチは，その発症過程において，免疫寛容の破綻に伴う自己反応性Ｔ細胞
やＢ細胞の活性化が関与し，滑膜細胞の増殖，破骨細胞の活性化などを介した進行性障害と認識
されている。CRAC は T 細胞，B 細胞，及び破骨細胞の細胞内カルシウムシグナルを調節し，こ
れらの細胞の誘導分化や活性化において，重要な役割を果たしている。遺伝子レベルでCRAC
の発現量を制御することにより，関節リウマチの発症へ影響を検討するのが本研究の目的である。
コラーゲン誘導性関節炎モデルマウスに CRACM3-shRNAレンチウイルス粒子を投与することによ
り，骨髄，リンパ節，および脾臓においてCRACM3 の発現量を抑制され，関節炎症状や炎症細
胞の組織浸潤が改善した。RNA 干渉技術を利用し，CRACM3 の発現を抑えることにより，関節リ
ウマチの病態進展を抑制することができた。本研究の研究成果はJ Immunol. に acceptされ，今
年度中発表する予定である。

会場では遺伝子治療を受けた動物の生存率や，Ｔ細胞亜群別の役割などについての質問を受け，
これらの議論を通じで今後の研究方向を明確化し，得られた成果を生かして新たな分子標的免疫抑
制剤の開発を図りたいと考える。

（編集部によって一部改編）
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ボストンでの米国リウマチ学会は，い

つもどおりのアメリカらしい効率的な教育

の場でした。多くの会場で同時に重要な発

表がありますが，ほとんどの発表が翌日に

はセッションセレクトという参加者がログ

インできるウエブサイトで無料閲覧できま

す。欧州リウマチ学会もこのようなビデオ

映像の提供を始めましたが，数ヵ月後から

なので中々見る時間が取れないというのが

正直なところです。

今回の学会で臨床的に知っておいて損

はないと考えられるものをいくつか上げる

と，まずは関節リウマチ治療推奨の 2015 年

版の試案です。2012 年からの変化としては，

１.初期治療の組み立てに考慮するものと

して，疾患活動性と治療前の罹病期間は残

りましたが，予後不良因子の抗 CCP 抗体，

既存骨びらんなどは除かれました。２.少

量ステロイドが必要最少量で必要最短期間

の使用にはすべき，ではありますが，推奨

される治療として含まれました。３.初期

治療としては DMARD の単剤治療が推奨さ

れましたが，特に MTX を推奨するのは罹

患期間がすでに６ヵ月以上で中高疾患活動

性という最もリスクの高い群のみで，それ

以外では MTX に固執する必要はないとい

う見解になりました。４.トファシチニブ

は，罹患期間が６ヵ月以上では，DMARD

単剤，ステロイドに次ぐ治療の選択肢に，

DMARD 併用，すべての生物学的製剤とと

もに含まれました。５.重篤な感染症の既

往のある患者においては，アバタセプトが

他の生物学的製剤よりも勧められる選択肢

になりました，というところでしょうか。

関節リウマチ以外にも，筋炎の新しい

分類基準が発表され，インターネット上

で皮膚筋炎，多発性筋炎，封入体筋炎な

どの診断確率を計算できるようになって

い ま す http://www.imm.ki.se/biostatistics/

calculators/iim/。脊椎関節炎（SpA）の治

療推奨も発表され，まだ単純 X 線では変化

の乏しい段階の non-radiological SpA に対

しても，積極的な治療介入が必要とされて

います。リウマチ性多発筋痛の治療推奨は

日常診療でみなが行っている範囲ですが，

きめ細かく個々の臨床的な問題にエビデン

スを示して作成されている点がとても印象

に残りました。

（岡田正人）

聖路加国際病院
Immuno-Rheumatology Center

第 16 回　RA トータルマネジメントフォーラム
■日　時：平成 27 年 2 月7 日（土）　12 時 30 分～ 18 時 30 分
■場　所：品川インターシティホール
 東京都港区港南 2 － 15 － 4 品川インターシティホール棟１階
■参加費：1,000 円（事前参加登録は不要です）
■単　位：日本リウマチ財団登録医単位 …………………… 2 単位
　（予定） 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師単位 … 5 単位
 日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師単位※ …… 5 単位
 ※ 研修会参加実績 1 回　経過措置期間
※プログラム等詳細は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/

平成 27 年度海外派遣研修医募集

募集要項等詳細は財団ホームページをご覧ください。

注） 1. 教育研修会とは，財団が主催する教育研修会，又は認定する教育研修講演をいう。
 2. 研修単位は財団証明書によるもの。
 3. 研修会出席回数は，同一学術集会において複数の研修講演に出席しても 1 回である。
 4. 単位証明書及び研修会出席の有効期間は，過去 5 年以内。

・登録の有効期間は 5 年です。
・更新の要件は以下のように分かれます。

更新料　 2 万円
但し，日本リウマチ学会リウマチ専門医及び
日本整形外科学会認定リウマチ医は１万円

登録医資格再審査（更新）特例
要　件

次の者は更新資格要件不要。
1．65 歳以上の者で 10 年以上継続して登録医
2．15 年以上継続して登録医
3．日本リウマチ学会リウマチ専門医
4．日本整形外科学会認定リウマチ医

手続き
登録資格更新申請書

登録医資格の再審査（更新）
要　件

引続きリウマチ性疾患の診療に従事してい
るリウマチ財団登録医であって，診療患者
名簿 20 名以上を有し，下記のいずれかを満
たす者。
1． 教育研修会，e ラーニングで 20 単位以上
2． 教育研修会に 5 回以上出席し，e ラーニン

グを含む教育研修単位 10 単位以上
手続き

１．登録資格更新申請書
２．要件を満たすことを証する書類

登録医資格再審査・更新手続（リウマチ財団登録医規則による）

規則及び申請方法につきましてはホームページをご覧ください。

資格再審査（更新）
下記年度にリウマチ財団登録医になられた方は平成 27 年度資格更新者に該当いた

しますのでご留意ください。

昭和 61 年度，平成元年度，平成 4 年度，平成 7 年度，平成 10 年度，
平成 13 年度，平成 16 年度，平成 19 年度，平成 22 年度

申請受付期間 平成 27 年3月1日～ 5 月31日

平成 27 年度 リウマチ財団新規登録医募集

資　格
≪要件≫
１．3 年以上リウマチ性疾患の診療に従事している医師
２．過去 5 年間において

（１）リウマチ性疾患診療患者名簿 …………………30 名以上
（２）リウマチ性疾患診療記録（上記名簿のうち）…20 名
（３）財団主催・認定の教育研修会，eラーニング修得による教育研修単位 20 単位以上

審査料 （申請時） ………… 1 万円
登録料 （審査に合格後） … 2 万円
登録有効期間  …………… 5 年間

規則及び申請書類一式はホームページよりダウンロードできます。

申請受付期間 平成 27 年 3 月 1 日～ 5 月 31 日

リウマチ財団登録医を募集しています。

第 29 回日本医学会総会 2015 関西
疾患啓発イベント～分かちあう気持ち，支えあう笑顔～

「リウマチ・ロコモ予防フォーラム」

このたび，日本リウマチ財団 第 29 回日本医学会総会 2015 関西が京都で開催されるに先
立ち，4月5日（日）に，神戸国際会議場国際会議室にて～分かち合う気持ち，支えあう笑顔
～リウマチ・ロコモ予防フォーラムと銘打って疾患啓発イベント( 市民公開講座 )を開催すること
となりました。

詳しくは財団 HP へ掲載いたします。

日　 程： 平成 27 年 4月5日（日）午後予定
場　所 ： 神戸国際会議場　国際会議室，レセプションホール
主　催 ： 公益財団法人日本リウマチ財団
共　催 ： 第 29 回日本医学会総会 2015 関西

協力製薬会社各社（予定）
後　援（予定）： 日本医師会，日本リウマチ学会，日本整形外科学会，日本臨床リウマチ学会，

日本看護協会，日本薬剤師会，日本病院薬剤師会，日本リウマチ友の会

プログラム（予定）
基調講演「労働寿命とロコモ予防」

演者：坂口　　力 氏 元厚生労働大臣 国際医療福祉大学 特任教授
座長：越智　隆弘 氏 大阪警察病院 院長 日本リウマチ財団 常務理事

パネルディスカッション「ロコモ予防で，活き活き自分らしく」
コーディネーター：交渉中 
演者： 松原　 司 氏 松原メイフラワー病院 院長

  日本リウマチ財団 理事
 洪　　愛子 氏 日本看護協会 常任理事
 神林　泰行 氏 筑波大学附属病院薬剤部 副部長
 茅原　聖治 氏 南海福祉専門学校 非常勤講師

質疑応答

平成 27 年度リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続


