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136 号の主な内容
●	 第 3 回	東京リウマチ登録医の
会	レポート

●	 いまさら聞けない慢性運動器疼痛	
第11回	慢性運動器疼痛治療
薬の使用方法

●	 スペシャルインタビュー
	 「公益財団法人日本リウマチ財
団	登録医の意義とこれからの
リウマチ医療」

●	 シリーズ	リウマチ人
	 道後温泉病院	常勤顧問
	 高杉	潔	氏　後編

（4 ページ下段に続きます）

侵害受容性疼痛

侵害受容性疼痛は，機械的な刺激や熱刺
激，化学刺激などによって組織が損傷したり炎
症が起こったりした結果，表層や深部組織の
痛み受容体（侵害受容体）が刺激されて発
生した興奮が，中枢まで伝わって感じる痛みで
ある。指を切ったり，体をぶつけたり，注射を
受けたり，歯が痛んだりといった日常経験する
多くの痛みが侵害受容性疼痛である。炎症
性疼痛は侵害受容性疼痛に含まれる。

神経障害性疼痛

神経障害性疼痛は，末梢から中枢に至る痛
み刺激を伝える神経のどこかの部分が損傷さ
れた結果，感じる痛みである。帯状疱疹後の
神経痛や，けがや手術などで神経が損傷され
て起こる神経痛，がんの神経への圧迫や浸潤
による痛み，手根管症候群や椎間板ヘルニア
による神経根障害などの絞扼性神経障害など
が主な神経障害性疼痛である。正座をしたと
きのような“じんじん”，“チカチカ”しびれるよ
うな痛みをはじめ，痛みの感じ方はさまざまで
ある。また神経が損傷された場所と痛みを感
じる場所が離れていることがあるが，症状のあ
る部分は必ず解剖学的な神経支配には沿っ
ている。
図 2にあるように明確な神経障害性疼痛と

して神経支配領域の知覚低下や神経損傷が
明らかであることが挙げられている 1）。神経障
害性疼痛は難治性の要素はなく，単に神経が
どこかで損傷や絞扼などされ，その神経支配
領域に痛みや知覚低下があるものが典型的な
神経障害性疼痛と診断できる。逆に神経障害
性疼痛と診断される可能性が低い痛みは，神
経支配領域に痛みや知覚低下がなく，侵害受

容性疼痛があった場合には神経障害性疼痛
は否定的である 1）。

以上の様に，神経障害性疼痛と診断される
ためには，支配神経領域の知覚低下が必要
であり，また運動神経が障害された場合には
それに伴う運動麻痺や筋萎縮が必須である。
また深部腱反射なども診断するときに重要で
ある。神経障害性疼痛は一般診療医での患
者の約 8 ～ 10％であることが，スペインやフラ
ンスの調査で明らかであり，その比率は日本で
も変わらないと思われる。

混合性疼痛は，侵害受容性疼痛と神経障
害性疼痛が混合したものである。病態に合わ
せた治療が必要である。

器質的疼痛と非器質的疼痛

近年，侵害受容性疼痛および神経障害性
疼痛を「器質的疼痛」，それ以外を「非器質
的疼痛」として分類し，非器質的疼痛の中に
心因性疼痛，機能性疼痛，中枢機能障害性
疼痛が含まれるという考え方がある（図 3）。
非器質的疼痛には，線維筋痛症，身体表現
性疼痛障害，虚偽性障害，詐病，労災，交
通事故などによる賠償神経症（転換型ヒステ
リー）も含まれる。

また最近，精神科領域で疼痛に関連する用
語や概念の変更がなされた。DSM-5 では「身
体症状関連障害（Somatic Symptom and 
Related Disorders）」という新しい精神疾患

第 3回東京リウマチ登録医の会が，ブリストル・マイヤーズ	スクイブ株式会社，小野薬品
工業株式会社，（公財）日本リウマチ財団によって共催された。本会は全国にて順次ひらか
れているが，日々の診療に追われて参加できない登録医やほかの地方の講演内容にも興味を
持つ登録医が多くいたことから，本誌ではレポートという形でこの会を取り上げることにした。
ご一読の上，次の機会にはぜひご参加願いたい。また，登録医の会がひらかれることになっ
た背景については，6ページからの松原司氏のインタビューをあわせてご覧いただきたい。

ロイドの使い方が大きく関与して
いると考えられている。プレドニ
ン 10mg/ 日以上を使用している
場合，肺炎や重篤な感染症の発生
率は 2 倍，プレドニン 5mg/ 日で
骨粗鬆症による骨折のリスクは 2
倍になると報告されている。その
ため可能であればステロイドはプ
レドニン換算で 10mg/ 日，でき
れば 5mg/ 日まで速やかに減量す
ることが望ましいが，臨床の場に
おいてはこの減量が難しいことが
往々にしてある。

ステロイドの減量のためには免疫抑制剤
の使用が重要である。日本では海外と比較
して免疫抑制剤の種類が豊富であるが，実
際に免疫抑制剤を使用してもステロイドを
10mg/ 日以下に減量できたのは当科の成績
では 85% であり，1 年以上 10mg/ 日以上
のステロイドが必要になる患者が 10% 程
度いるのが現状である。ステロイドを減ら
せない症例は複数の免疫抑制剤を使用して

も寛解に至らない例や，一旦は寛解するが
ステロイドをある一定量まで減量すると再
燃してしまうといった例である。ステロイ
ドを減量できない原因の一つとして長期生
存形質細胞の存在が考えられている。

特別講演１

全身性エリテマトーデスに対する
ボルテゾミブ療法
～予想外の作用の仕方と多くの副作用
　必要とされるプロトコールの適正化～

座長：岡田 正人 氏
聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology 
Center センター長

演者：石井 智徳 氏
東北大学病院 血液・免疫科 特任教授

（臨床研究推進センター）

● SLEの病態とステロイド治療
全身性エリテマトーデス（SLE）は特定

疾患医療受給者証の申請者だけで 5 万人，
実際には 10 万人以上の患者がいると考え
られ，決して稀な病気ではない。統計では
関節リウマチの 7 分の 1 の患者数であり，
症状の初発症状は関節炎であることも多
く，リウマチ診療を行っていれば SLE の
患者を診ることがありうる。

SLE の 5 年生存率は悪くないが，中に
は急激に悪化して死亡に至ることもある。
2014 年の自己免疫疾患研究報告症例によ
ると，SLE の病気そのもので亡くなる患
者さんは 3 分の 1 未満であり，実際は感染
症で亡くなる患者が多く，死因にはステ

（次ページに続きます）

三木 健司 氏
大阪大学大学院医学系研究科疼痛医学 准教授

早石病院 疼痛医療センター センター長 

まず，疼痛の発生機序から考えて，侵害受容性疼痛か神経障害性疼痛かを見極めるこ
とが重要である。病態によっては混合性（両者が混じり合ったもの）も存在する。
図 1に示すように，器質的疼痛である侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛以外にも以前

は心因性疼痛とされていた非器質的疼痛が近年注目されており，この 3つの疼痛が混合
している割合が患者それぞれで異なることが治療の難しさを物語る。薬剤選択の前に慢
性の「痛み」の病態を検討することが重要である。また，同じ患者でも経時的に変化する。

座長を務める岡田 正人 氏 講演する石井 智徳 氏
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●長期生存形質細胞とは
抗体をつくる形質細胞には，その一部

に骨髄に移動して長期生存する形質細胞が
存在することが知られている。この長期生
存形質細胞は 10 年以上生存し，一度成立
した免疫反応が非常に長期にわたって持続
し，抗体が長期間にわたって産生され続け
る一つの理由となっている。これらの長期
生存形質細胞は，分裂したり増えたりはし
ないが，このことが逆に細胞の治療薬に反
応しない理由にもなっている。そもそも形
質細胞は各種薬剤に対する抵抗性が高く，
最近新たな治療薬が開発される前までは，
形質細胞の腫瘍である骨髄腫は治療が難し
いことが知られていた。特に長期生存形質
細胞は，形質細胞の中でも消失させる方法
がきわめて少なく，リンパ腫などに使われ
る CHOP 療法などによっても消滅させる
ことは困難であった。つまりこれら長期生
存形質細胞が自己抗体産生細胞となってし
まうと，免疫抑制療法により一過性に自己
抗体は減少するが，元となる長期生存形質
細胞そのものは消失せず，治療の手を緩め
ると再び抗体産生状態に戻ってしまうこと
が予測される。

●ボルテゾミブ（プロテオソーム阻害剤）
の歴史
ボルテゾミブは多発性骨髄腫の治療と

して使われた分子標的薬で，プロテオソー
ム阻害剤である。形質細胞は小胞体が豊富
でタンパク質を多く産生するが，プロテオ
ソーム活性を阻害することで変性タンパク
が蓄積する。これは ER ストレスと呼ばれ，
形質細胞を細胞死に導くことができる。こ
の機序からボルテゾミブは形質細胞による
自己抗体産生抑制にも有効であることがわ
かり，自己免疫性疾患の治療にも使える可
能性が考えられた（図）。実際に免疫抑制
剤としてのボルテゾミブは臓器移植で使用
され，抗ドナー抗体の減少を目的として，
腎臓移植や心臓移植で臨床試験が行われ
た。また輸血後の GVHD に対しても臨床
試験が行われている。

2011 年にはボルテゾミブの治療によっ
て SLE の抗体価が低下し，良い傾向を得
られた患者が報告されている。SLE でのボ
ルテゾミブ治療で期待される効果は病原性
自己抗体を速やかに減少させ，長期生存自
己抗体産生細胞を消失することにより，ス
テロイドの減量に伴う再発率を低下させ，
長期的なステロイドの減量ができることに
ある。

その一方でボルテゾミブが骨髄腫の治
療に使用されたときに，日本人に特有で多
くみられた副作用は肺障害であった。しか
しのちにこの副作用は重症患者に起きやす
いという特徴と，ステロイドの同時使用に

よって発生の頻度を減らせることがわかっ
た。その他に頻度の高い副作用として末梢
神経障害があるが，この副作用は用量依存
性，累積投与依存性であり，軽い症状のも
のは改善する。また投与方法も静脈投与か
ら皮下投与に変更することによって減少す
ることがわかっている。具体的には，末梢
神経障害が，静脈投与ではグレード 2 以上
で 41％であったものが皮下注射では半分
に減少した。グレード 3 以上の副作用は皮
下注で総投与量が 15mg 以上でないと現れ
ないこともわかっている。そのため皮下注
射で投与し，総投与量に注意することで末
梢神経障害の副作用は予防できる。もう一
つの重要な副作用である骨髄抑制は治験で
50％，投与量が多い場合は 90％にみられた。

● SLEに対するボルテゾミブの臨床試験
SLE に対するボルテゾミブの臨床試験

については，1 剤以上の免疫抑制剤を併用
しながらプレドニン換算で 10mg/ 日以下
に 6 ヵ月以上減量できない患者で，かつ
中程度の疾患活動性が持続している患者

（SLEDAI 6 以上 31 以下，抗 dsDNA 抗体
陽性）を対象とし，治験以外の薬を投与し
ないことが可能で，治療プロトコールはス
テロイドを増量しない，そして安全性が担
保できる範囲の治療であることを条件とし
た。主要評価項目は抗 dsDNA 抗体価の変
化とし，安全性の評価を合わせて行った。
この 24 週前向きの二重盲検試験において
は，前治療を継続しながらボルテゾミブを
1.3mg/m2 で週 2 回，計 8 回の投与を行っ
た。実際にはボルテゾミブの副作用により
ほとんどの症例が予定通り継続できず，途
中で投与量の減量を余儀なくされた。ま
た，それに合わせて主要評価項目である
抗 dsDNA 抗体の低下もみられなかった。
しかし SLE Responder Index で比較する
とボルテゾミブ投与群 75％，プラセボ群
40％の改善率であった。これらの結果から
ボルテゾミブの単独投与は副作用が多く
SLE 患者にそのまま使うのは難しいこと，
現在のプロトコールでは抗 dsDNA 抗体を
低下させるのは難しいことがわかり試験と
しては残念な結果であったが，一方で血清
学的所見に比較して SLE の症状の改善に
対してむしろ効果が期待できることがわ
かった。

将来展望として，まず
安全性に対しては，ボル
テゾミブ単独投与は SLE
患者にとって多くの副作
用が出現し何らかの対策
が必要であることはあき
らかだが，骨髄腫では肺
病変などの副作用につい
てはステロイドを併用す
ることで抑制できること
も知られており，今後の
プロトコール作成におけ

るポイントの一つである。一方，有効性
に関しては，ボルテゾミブの短期投与は
抗 dsDNA 抗体を低下させることはでき
ず，逆に上昇した症例もあり，SLE のよう
な炎症が起きやすい病態の場合は ER スト
レスによって一時的に炎症を惹起させてい
る可能性もある。しかしながら，今回の試
験で重要な点の一つは，ボルテゾミブは抗
dsDNA 抗体を低下させる効果とは別の作
用で SLE の臨床症状を改善させる可能性
があるという点である。

特別講演 2

SNP解析のリウマチ医療への応用

座長：神戸 克明 氏
東京女子医科大学東医療センター
整形外科・リウマチ科 准教授

演者：松原 司 氏
松原メイフラワー病院 院長

●早期からのテーラーメイド治療を目指して
リウマチは DMARDs による治療が中心

であったが，10 数年前より生物学的製剤（バ
イオ）が開発され，治療のアウトカムを大
きく改善させてきた。その治療の改善効果
を適正に評価するために非常に多くの活動
性の評価基準が存在する。従来，関節リウ
マチの診断は 1987 年に作られた ACR の診
断基準を使用していたが，早期の診断に関
しては感度が低いという欠点があった。現
在ではこれに代わって早期治療を念頭に置
いた診断基準が出てきている。

関節リウマチの治療は“寛解”を目指
すものである。それは疾患の活動性がなく
なり，レントゲンで確認できる骨破壊の進
行がなくなり，身体機能の障害がないとい
う状態のことを指す。バイオは以前の治療
と比較すると寛解や低疾患活動性の状態に
高い確率で導くことができる治療法である
が，現状では期待した治療効果を得られて
いるケースは 6 割程度である。治療のスト
ラテジーを進歩させて，あらかじめ効果の
ある薬を選択し治療することができれば，
治療効果と医療効率を上げることができ
る，いわゆるテーラーメイド治療が可能に
なる。

● SNP解析の考え方とその種類
ゲノムは 30 億の DNA 文字情報である

が，そのうち 99.5% はすべての人で同じも
のであり，違いはわずか 0.5％でしかない。
文字数にすると DNA の 1000 万文字が異
なっていることになる。その違いの大多数
は SNP と呼ばれる一塩基多型であり，こ
の SNP を解析することで病気のかかりや
すさや薬に対する反応が明らかにされつつ
ある。現時点ではすべての SNP の役割が
判明しているわけではなく，機能が判明し
ている SNP は 1% 程度である。SNP は人
類の進化過程で得た遺伝子の変化であり，
生存と深くかかわっている。

以前は SNP 解析に Taq-man 法が用いら
れていたが，この手法はすでに機能がわ
かっている SNP を測定し，疾患との関連

を証明する方
法であった。
この方法の短
所 は， 推 測
し た SNP に
期待した結果
が 出 な い こ
とが多くみら
れ る こ と で
あ っ た。 そ
れ と 比 し て
Illumina 50k 
tip（GWAS）
と い う 方 法
は SNP を 網
羅する解析法
で，１回の測
定ですべてを
測定できるた
め，これまで
に発見されて
いない新規物
質が見つかる
可能性もある。短所としては費用が高く，
意味がない結果も含まれるため，選別作業
を要する点である。最近では疾患を持つ患
者の GWAS 解析を蓄積することで SNP の
有意差を見つけていく遺伝子解析手法が主
流となってきている。これらの遺伝子解析
を利用してリウマチに関わらず動脈硬化や
癌，糖尿病などのなりやすさを推測できる
ほか，薬剤応答性や一部の抗がん剤の副作
用予測も可能となってきている。

● SNP解析から見たアバタセプト
アバタセプトは T 細胞を標的とした

CTLA4-lg 融合タンパク製剤であり，RA
治療に用いられるバイオである。我々はリ
ウマチにおけるバイオのテーラーメイド治
療のため，SNP 解析により，アバタセプト
の有効性，寛解あるいは副作用発現を治療
前に予測する SNP アルゴリズムの開発を
試みた。

対象者は実臨床で 10 年以上の罹患年数
がある患者である。人類の進化過程と密接
な関係のある SNP は人種間で差があるた
め，日本人の検体を国内の施設から収集し
た。対象者のうち，アバタセプトによる治
療を行い，低疾患活動性もしくは寛解を得
られたのは約半数であった。

1 次～ 2 次コホートでは，アバタセプ
トにより低疾患活動性と強く関連する 10
個の SNP を同定し，それにより正確度
88.5%，感度 86.7％，特異度 88.9％の推測
を可能とした。同様にアバタセプトで寛解
と強く関連する 10 個の SNP を同定し，正
確度 85.4%，感度 80.8％，特異度 87.1％の
推測を可能とした。

3 次コホートでは，SNP アルゴリズムと
臨床データの検証を行った。アバタセプト
寛解あるいは低疾患活動性を予測する SNP
アルゴリズムを用いて，臨床的寛解あるい
は低疾患活動性を予測したところ，正確度
72.9％，感度 68.8％，特異度 75.0％だった。
つまり，SNP 解析を行わず，ランダムな薬
剤の使用では寛解もしくは低疾患活動性が
得られるのは約 50％であるが，SNP アル
ゴリズムを使用すると正確度 72.9％の予測
が可能であった。

● SNP解析によるリスク予測
さらに我々は，SNP 解析でリウマチの

関節破壊の進行や間質性肺炎リスクを予測
できないか検討を行った。従来関節リウマ
チでは発症から 10 年以上経過してから関
節破壊が起きると考えられていたが，実際

第 3 回	東京リウマチ登録医の会レポート
続き

会場の様子

（4 ページに続きます）

座長を務める神戸 克明 氏

講演する松原 司 氏

図　ボルテゾミブ（プロテオソーム阻害剤）の歴史

BORTEZOMIB : PROTEASOME INHIBITOR

小胞体が豊富でタンパク合成が盛んな形質細胞は，
プロテオソーム活性阻害による

ER ストレスが蓄積しやすい

形質細胞を標的とした自己抗体産生抑制にも有効

➡
Bortezomib の感受性が高い：

多発性骨髄腫（形質細胞ががん化した造血器腫瘍）に対する
分子標的薬として承認

➡
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のカテゴリーが新設された。DSM-5 の「身体
表現性障害」も変更された。身体症状関連
障害とは「精神的原因による身体症状」によっ
て個人に苦痛や日常生活・職業活動の支障
を引き起こす。虚偽の身体症状を訴える「虚
偽性障害」や「身体疾患に影響を与える心
理的要因」も，身体症状に関連する精神疾
患の一部とされて，身体症状関連障害のカテ
ゴリーに入っている。 

DSM-5 の身体症状関連障害では，「医学
的に説明のできる症状であるか否か」は重要
視されておらず（その後の医学の進歩によっ
て原因が解明される可能性もあると考えてお
り），「身体症状に関連する過剰な考え・心配・
感情・行動」が主要な症状を形成する要因と
して捉えられている。

これらの正確な診断には慢性疼痛に精通し
た精神科医との共同診療が必要である。特に
オピオイド系薬剤を投与する際には精神・心
理・社会的要因の再度検討を行う。仮に想定
された効果がないときには，診断をやり直す必
要がある。オピオイドの耽溺，濫用のリスクが
高くなり，医師，患者とも不幸になる。オピオイ
ドは少量でも効果があることが多く，鎮痛効果
や ADL 向上効果がないときは適応がなかっ
たものとして増量よりも中止が好ましい。

薬剤の使い分け・組み合わせ

近年，新しい薬剤が本邦でも認可され，今
まで取れなかった「痛み」に効果が現れるよ
うになってきた。その中でも非器質的な痛みに
対処が可能な薬剤として，トラマドール塩酸塩

■デュロキセチン塩酸塩（サインバルタ®）
デュロキセチン塩酸塩は抗うつ剤ではある

が，鎮痛薬として使用するときは，抗うつ効果
ではなく下行性疼痛抑制系を介して鎮痛効果
を発揮することに注意が必要である。欧米で
は腰痛，膝関節痛，線維筋痛症，神経障害
性疼痛治療薬として頻用されている。中枢機
能障害性疼痛である線維筋痛症や神経障害
性疼痛には，プレガバリンより副作用が少ない
ことから，第一選択薬として投与が可能である。
また慢性腰痛に適応があるが，うつ状態であ
る患者を除いての治験が行われていることから，

「うつ」がない腰痛患者への投与が必要で
ある。

抗うつ薬にはアクティベーション症候群（易
刺激性，衝動性，敵意，パニック発作，アカシ
ジア，躁転などの重篤な副作用）や自殺念慮
や自殺行為が増加することが知られており，う
つ病であるかどうかを投与前に確認すること
が重要である。

精神科医ではない身体科医師にとってはう
つ病のない患者に抗うつ薬由来の鎮痛薬を処
方することが医療の安全性に繋がる。うつ病
スクリーニング（図 4）を行い，少なくとも「気
持ちが沈み込んだり，滅入ったり，憂鬱になっ
たりすることがありますか？（抑うつ気分）」，「今
まで好きだったことを，今でも同じように楽しくで
きていますか？（興味及び喜びの喪失）」の
2 つの質問でうつ病ではないことを確認してか
ら，デュロキセチン塩酸塩の投与を行うべきで
ある。うつ病の可能性がある場合は精神科医
とのコンタクトが必要である。
・20mg，1日1 から3 錠，朝食後に投与する。

■ブプレノルフィン（ノルスパン®）
オピオイド系薬剤であるが，向精神薬扱い

で麻薬処方箋は不要である。NSAIDs の効
果不十分な侵害受容性疼痛に効果が高い。
・初期には嘔気が強いため，メトクロプラミド（プ

リンペラン ®）事前投与（1日3 錠分 3）の後，
眠前に 5mg 貼付。嘔気が強い患者には前
胸部でなく，大腿部，下腹部に貼付すると嘔
気は少なくなる。

・めまいにはジフェンヒドラミンサリチル酸塩（ト
ラベルミン ®）を頓用する。

・効果は貼付 2日目に発現するため，効果出
現まで NSAIDs の併用が必要。

・1 週間連続貼付にてかぶれる患者には，エ
ピナスチン塩酸塩（アレジオン ®）20mg を
1 錠内服およびベタメタゾン（リンデロン ®）
の軟膏を塗布。

■トラマドール塩酸塩／アセトアミノフェン（ト
ラムセット®）

■トラマドール塩酸塩（トラマール®，ワントラ
ム®）
オピオイド系薬剤であるが，通常の形式で

の処方が可能である。NSAIDs の効果不十
分な侵害受容性疼痛に効果が高い。また，ト
ラマドール塩酸塩はセロトニン・ノルアドレナリ
ンの再取り込みを阻害することで，下行性疼
痛抑制系を賦活することが知られており，侵害
受容性疼痛のみならず神経障害性疼痛や非
器質的疼痛である機能性疼痛症候群，中枢
機能障害性疼痛への効果が報告されている。

神経障害性疼痛で，プレガバリンや鎮痛補

第 3 回	東京リウマチ登録医の会レポート
続き

いまさら聞けない慢性運動器疼痛 続き
/アセトアミノフェン，プレガバリン，デュロキセチ
ンが挙げられる。図 3のように痛みの種類に
合わせ，薬剤の使い分け・組み合わせを適切
に行う必要がある。

■アセトアミノフェン（カロナール ®）
NSAIDs に比較すると鎮痛効果は弱く，ア

セトアミノフェン1,000mg はロキソプロフェンナト
リウム水和物（ロキソニン ®）60mg 1 錠と同
程度である。抗炎症作用はない。ジクロフェ
ナクナトリウム（ボルタレン ®）などが効果的な
変形性関節症のように，炎症が消失した侵害
受容性疼痛に対して，長期間投与が可能であ
る。NSAIDsは腎機能の低下した症例（eGFR 
60 以下は CKD：慢性腎臓病として NSAIDs
投与が禁忌とガイドラインではされている。）に
は使用ができないため，代わりにアセトアミノフェ
ンが使用される。胃潰瘍例でも潰瘍が治癒し
た後なら使用が可能である。
・ 成人なら 300mg もしくは 500mg×2 錠を

1 日 3 ～ 4 回程度投与する。
・ オピオイド投与時のレスキュー（突出痛

用の鎮痛薬）としても有用。
・ 肝機能障害例，アルコール多飲者には 2 ヵ

月毎の肝機能の検査が必要。一般的には
年に 2 回の肝機能検査を行う。

■ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出
液含有製剤（ノイロトロピン®）
炎症の見られない運動器慢性疼痛に 1日

4 錠投与される。下行性疼痛抑制系の賦活
化や局所循環障害改善作用等を介して慢性
化した器質的疼痛，非器質的疼痛を抑制す
る。効果が緩徐に現れるため，ある程度継
続した使用が必要であるが，副作用が少なく，
高齢者にも使用しやすい。また併用注意の記
載もないことから，必要に応じてプレガバリンや

NSAIDsとの併用が可能である。

■プレガバリン（リリカ®）
プレガバリンは中枢神経系において電位依

存性 Ca２＋チャネルのα2δサブユニットと結合し
て興奮性神経伝達物質の遊離を抑制し，化
学的に異常な神経伝達を遮断することにより
鎮痛効果を発揮すると考えられており，末梢性，
中枢性神経障害性疼痛や，非器質的疼痛で
ある線維筋痛症に対する有効性が認められて
いる。

未変化体として腎から排泄されることから，
腎機能が低下している患者では，必要以上
に血中濃度が高くならないよう，用量を調整す
ることとなっている。特に高齢者では，ふらつ
きやめまいが転倒，骨折の契機となる可能性
もあるため，就寝前投与から開始することや，
他剤との組み合わせにより低用量にて対応す
ることが重要と考える。

神経障害性疼痛は絞扼性神経障害が最も
多く，手根管症候群や椎間板ヘルニアの神経
根障害にはプレガバリンの効果が高い。腰部
脊柱管狭窄症などでは，神経根型，馬尾型な
ど複雑な病態が存在する。神経根型には効
果があるが，馬尾型は PGE1 で症状の改善
が見られない場合には原則として手術となる。 
・初回投与は 75mg 眠前とし，高齢者，低体

重者は 25mg 眠前からの開始が必要であ
る。

・腎機能には影響を与えないが，腎機能低下
があれば減量が必要である。

・注意すべき副作用：めまい，ふらつき，転倒 
・経過観察でよい副作用：浮腫（下腿に多い），

肥満（効果がある症例のみで数ヵ月以上で
出現），傾眠（高用量のみ，低用量では眠
気のみ），注意力障害（減量すると軽減する），
味覚異常（減量すると改善）

は 1 ～ 2 年で関節破壊が進行する患者が 10
数％存在している。その患者に早期に介入
し治療を開始できれば，その後の患者の予
後を大きく改善できることが期待される。

罹患年数 3 年程度の患者 124 名を対象に
Sharp score を見たところ，23/124 例で急

激な関節破壊の進行が見られた。そこで関
節破壊が急激に進行した群と中程度もしく
は緩徐な群に分け関連する SNP10 個を同
定した結果，正確度 93.5%，感度 95.7％，
特異度 93.1％で予測が可能であった。間質
性肺炎のリスク解析においても 215 名を
対象に分析を行い，正確度 91.6％，感度
82.5％，特異度 93.8％で推測が可能であっ
た。

●遺伝子カウンセリング可能なバイオ
現在，遺伝カウンセリングが可能となっ

ている情報は，アバタセプト・インフリキ
シマブ・エタネルセプト・アダリムマブ・
トシリズマブ，各バイオの効果と副作用，
そして関節破壊進展のリスクと間質性肺炎
のリスクであり，今後セルトリズマブ ペ
ゴルとゴリムマブの薬剤についての検討が
予定されている。リウマチ患者における

SNP 解析は医療効率を上げることができ，
また関節破壊が早いと予測される症例を拾
い上げて，早期より積極的な治療介入を検
討することができる。実際の診療において
も遺伝子解析の結果を元に薬剤を選択する
ことで，的中率 93％を挙げている。

（文責編集部）

三木健司，史賢林，行岡正雄：運動器慢性疼痛に対するノイロトロピン® と
プレガバリンの併用療法 . Pharma Medica 32(5)；99-103, 2014 より改変

図 3　薬剤の使い分け・組み合わせ

侵害受容性疼痛

神経障害性疼痛
非器質的疼痛

心因性疼痛
機能性疼痛症候群

中枢機能障害性疼痛

消炎鎮痛剤
（NSAIDs）

三環系抗うつ薬
ノルトリプチリン
アミトリプチリン

イミプラミン

プレガバリン
（リリカ®）

ワクシニアウイルス接種
家兎炎症皮膚抽出液含有製剤

（ノイロトロピン ®） 

トラマドール塩酸塩
／アセトアミノフェン

（トラムセット®）

デュロキセチン
（サインバルタ®）

図 4　うつ病スクリーニング　

抑うつ気分

興味及び喜びの喪失

食欲の減退あるいは増加，体重の増加，減少

不眠あるいは睡眠過多

精神運動性の焦燥あるいは沈滞

易疲労性あるいは減退

無価値感または過剰な罪責感

思考力の減退や集中力の減退または決断困難

死についての反復思考，自殺念慮，自殺企図

図 1　慢性疼痛の定義

定 義

病 態 患者 A 患者 B 患者 C

■「治療に要すると期待される時間の枠組みを超えて持続
する痛みあるいは，進行性の非癌性疾患に関する痛み
である」

■ 痛みの持続期間： 3ヵ月以上

侵害受容性疼痛 非器質的疼痛 神経障害性疼痛

次の診断基準の少なくとも２つをみたす痛み 
痛みは神経解剖学的部位にない。 
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。 
感覚低下がない。

Rasmussen PV, et al: Pain 110(1-2); 461-469, 2004 

図 2　神経障害性疼痛の見極め

明確な神経障害性疼痛
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 

疼痛部位のすべてあるいは一部に感受性の低下がある。 
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。 
神経生理学的，外科的，あるいはニュー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

6 ページに続きます
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～編集部より～

好評のため連載を延長して掲載中の「いまさら聞けない慢性運動器疼痛」も，次
回にて最終回を迎えます。その後，これまでの内容を総括する誌上座談会を行
う予定です。三木先生へのご質問などは，日本リウマチ財団までお寄せください。

神戸の関節再生研究所にて，松原氏（左）と後藤編集委員長（右）。

慢性運動器疼痛は，経年性変化（老化や障害）も多く
併存し，薬物療法のみならず，運動療法，認知行動療
法を駆使して治療に当たる必要がある。最終目的は鎮
痛ではなく，ADL 向上にある。慢性疼痛は「医療者」
により治療成績が異なることが知られており，患者の
意識を高めることが重要である。

助薬が副作用のために使用できない症例には
使用可能である。 
・初期には嘔気が強いため，1 錠眠前投与，メ

トクロプラミド併用（1日3 錠まで）が勧めら
れる。1 週間後には，2 錠分 2（朝食後，眠
前）へ増量可能である。

・副作用：嘔気，眠気，便秘
・作用時間が短いため，1日3 回（8 時間毎）

～ 4 回（6 時間毎）が好ましい。高齢者で
あまり活動性が高くない場合は，必要時のみ
使用でも良い。オピオイド系であるが，依存・
乱用率が低く，頓用使用が可能である。

・配合錠であるトラマドール塩酸塩 /アセトアミ
ノフェンには，アセトアミノフェンが含有される
ので，併用の NSAIDs は減量する必要があ
る。1500mg 以上の場合，NSAIDs 併用時
は消化性潰瘍が増加するとの報告がある。 

・パロキセチン塩酸塩水和物（パキシル ®）と
の併用はセロトニン症候群のおそれがあるの
で，注意が必要。

・トラマドール塩酸塩 /アセトアミノフェン1 錠も
しくはトラマドール 50mg は，モルヒネ換算で
は 3-5mg である。

■フェンタニル（デュロテップ ®MTパッチ）
■フェンタニルクエン酸塩（フェントス®テープ）

強オピオイドであり，依存性・乱用の点から
も投与前には患者選択が重要である。侵害
受容性疼痛・神経障害性疼痛で器質的な所
見と痛みが相関していることが重要である。
若年者，心理・社会的な要因，痛みの過度の
訴え，原因不明の痛みの訴えなどが依存・乱
用患者の特徴である。60 歳以上の高齢者で，
家族の支援，医師との関係性が良好なことが
投与に適した環境を作る。

非がん性疼痛に対するオピオイド治療はあく
まで痛み“ゼロ”を目指すものではなく，ADL
の向上を目指すことが重要である。通常の
運動器慢性疼痛では，モルヒネ換算で 1日

登録医の会を企画した背景

後藤：「第 3 回 東京リウマチ登録医の会」
を拝聴いたしました。全国で登録医の会を
企画されているのは，登録医制度の現状を
憂いてのことでしょうか。
松原：はい。かつて日本リウマチ財団の登
録医になることは，日本リウマチ学会の専門
医になる前段階という位置づけでした。財
団と学会が「リウマチ協会」という一つの団
体であった歴史もあり，それが自然な流れ

だったのです。しかし最近，専門医認定は
受けるけれど登録医にはならないという若い
医師が多くなっています。
後藤：昔はリウマチを専門としてやっていくと
決めた以上，財団に登録するという気風が
あったものですが。正直なところ，若い医師
にとって学会費と登録料の両方を払うのは負
担ですからね。
松原：もはや慣習での登録は期待できませ
ん。登録医と専門医の関係を従来のものに
こだわらず，登録医になることそのものにメ
リットがあるように変えていく必要がありま

す。そこで，私がこの方たちにならメリット
を提示できると着目したのは，開業の先生
方です。
後藤：なるほど。以前に本紙で自治医大の
蓑田清次先生が運営されている「栃木リウマ
チネットワーク」を取材しましたが（※134 号
参照），開業医の先生に毎月の注射などを引
き受けてもらい大学が助かっているのはもち
ろんですが，クリニックの経営安定にも貢献
できているというお話でした。
松原：近いですね。私も医療連携をメリット
にしたいと考えました。ただ，蓑田先生の
ネットワークは診療科を問いませんが，登録
医の会は，専門はリウマチではないけれど，
サブスペシャリティとして 10 人，15 人のリウ
マチ患者を診ているような先生方を対象にし
ています。さらにベーチェットや乾癬性関節
炎を診ている皮膚科，眼科の先生方にも加
わっていただきたいと思っています。そして
エリアごとに会を実施し，一緒にリウマチ診
療を勉強してもらうことを病診連携の礎とす
るというのが基本的な考えです。リウマチ財

団登録薬剤師やリウマチケア看護師も参加
でき，専門医である世話役医師も含めたエリ
ア内のあらゆる立場の人 と々交流することが
可能になっています。個人的なつながりに勝
る病診連携はありませんから。
後藤：サブスペシャリティの先生方を特に対
象にした理由を教えてください。
松原：患者さんのためです。市民公開講座
にいらしたリウマチ患者さんを調査したとこ
ろ，6 割弱が専門施設ではなく非専門施設
で治療を受けているとわかりました。生物
学的製剤（バイオ）によるT2T がこれだけ
普及した状況下では，専門の施設で治療を
受けている患者さんは当然のようにリウマチ
症状が良くコントロールされています。一方，
非専門施設で治療を受けている患者さんは
過去と状況が変わっていない場合もありま
す。そうなると，コントロール格差が生じて
いるのが現状です。つまり，このコントロー
ル格差を是正しないと，日本におけるリウマ
チ治療の底上げにはつながらないと思うの
です。

が，眠気に注意。
・便秘：酸化マグネシウム 1.5g 分 3 など投

与。必要時にはピコスルファートナトリ
ウム水和物（ラキソベロン ®）10 滴から
投与。

・便秘以外の副作用は投与数週で改善する
ことが多いが，便秘は改善傾向なし。

睡眠薬・抗不安薬の使用について
日本での処方量は全世界的に見て異常な量

（通常の 40 倍程度，米国の 8 倍程度）で，
WHO からも減量の勧告がなされている。ま
た英国では 65 歳以上には投与が禁止されて
いる。
・ベンゾジアゼピン系薬剤には依存性があ

り，医原性に薬物依存を引き起こす危険
性があるため，慎重に処方すべきである。
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30mg から 60mg が必要とされることが多く，
最高でも120mgとされている。強オピオイドを
1日30mg 投与して鎮痛効果がない場合は，
適応ではないことが多く，増量より中止すべき
である。

強オピオイドは，一般医には比較的適応を
決定することが難しいため，高齢者の変形性
関節症，変形性脊椎症・変性側弯症（いず
れも下肢痛なし）などに器質的疾患の程度と
痛みが相関するものから投与を開始すること
が望ましい。

鎮痛効果判定について

プレガバリンは，神経障害性疼痛に効果が
あるが，著効例以外は効果が出るまで長期間
かかることがあり，また用量調整が難しいので，
無効という判定をするまでには時間をかける必
要がある。

トラマドール塩酸塩 /アセトアミノフェン，トラ
マドール塩酸塩，ブプレノルフィン，フェンタニル
などのオピオイド系薬剤を侵害受容性疼痛に
投与した場合は，少なくとも初日からある程度
の効果がある。

副作用対策について
オピオイド（トラマドール塩酸塩 /アセトアミ

ノフェン，トラマドール塩酸塩の CYP2PD の
poor metabolizer を除く）は，嘔気，眠気，
便秘の副作用があるので，眠前投与や吐き気
止め，便秘薬の投与などが重要である。
・嘔気：メトクロプラミド（プリンペラン ®）1

日 3 錠まで。効果がないときはプロクロル
ペラジンマレイン酸塩（ノバミン®）1日3 錠。
ただし 2 週間以上の投与は錐体外路系症
状に注意する。メトクロプラミドの保険病
名は胃炎。

・眠気：ある程度慣れるまで眠前投与（数
週程度）。

・浮動性めまいなど：ジフェンヒドラミ
ンサリチル酸塩にて改善することがある

話し手：松原	司	先生／松原メイフラワー病院	院長
	 医療法人社団	松原クリニック	理事長
	 関節再生研究所	代表
聞き手：後藤	眞	編集委員長／練馬光が丘病院	リウマチ内科

巻頭記事で「第 3回	東京リウマチ登録医の会」をレポートしたが，これを企画し，みず
から関西方面の世話人となって活動しているのが松原司氏である。松原氏は，開業したク
リニックでの診療経験を基に病院を開院し，現在では医療ベンチャーで研究開発も行う
異色の医師である。今回は前出の会をひらいた目的を氏にお話しいただくとともに，最新
の医療事情について，本誌の後藤編集委員長と意見交換してもらった。

いまさら聞けない慢性運動器疼痛 続き
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バイオの登場と
リウマチ医療の変化

後藤：本誌の松原先生への取材は 10 年ぶり
です。病院とクリニックを両方経営する医師
の視点から見て，この間，リウマチ医療に
はどのような変化がありましたか。
松原：この 10 年で一番大きな変化は，バイ
オという有効性は高いけれど非常に高価な
薬が普及してきたことです。バイオに関連し
た治療費は，患者さんにとって大きな負担に
なっています。従来の DMARDs による治
療に比べると，20 倍のコストがかかります
からね。また，松原メイフラワー病院の患
者さんを調査したところ，約 3 分の 2 の患
者さんが 3 割負担の保険区分でした。バイ
オを使って症状は良くなったけれど，経済的
には負担がのしかかっているケースもあると
いうことです。
「実地医生物学的製剤研究会」はリウマ

チを専門とする開業医の集まりですが，同会
で 9,500 人の患者さんを対象にアンケート調
査を行ったことがあります。「バイオを含めて，
1 カ月の自己支払金額はどのくらいが理想で
すか？」という質問に対して，80％の患者さ
んが 2 万円以下と答えました。これが，日
本のリウマチ患者さんの懐事情です。
後藤：その上，個人の事情は変化しますから
ね。「先生，定年になりますからバイオをや
めてください」と患者さんから言われたこと
があります。
松原：よくわかります。ですから，私は今回，
東京リウマチ登録医の会の講演テーマに，
自身の関節再生研究所の SNP 解析を選び
ました。SNP 解析を使った有効性の予測を
ベースにして医療効率を上げていくような試
みが，今後のリウマチ医療にとって重要であ
ると考えたからです。
後藤：患者さんの支払った費用を無駄にしな
い，ということですね。国の医療費の抑制
にもなります。
松原：また，今は単価の安いバイオシミラー

（後続品）が出てきています。値段はこれま
でのバイオの 66％ぐらいです。
後藤：バイオシミラーに関しては，タンパク
質の三次構造できちんと結合するかどうかと
いう抗体医薬品ならではの問題が残ってい
ます。まったく別の作用，別の副作用が出る
可能性も論じられていますが。
松原：そうですね。その可能性に対する解
析を，現在，各バイオシミラーで始めていま
す。例えばレミケードが効いていた人に継続
でバイオシミラーを使っても，同じように効
果が出るというところまで判明してきました。
後続品は抗体の構造が少し違うので，何か
の差が出ることを最初は懸念していました
が，中和抗体の発現はほとんど変わりませ

ん。副作用は抗リウマチ薬市販後調査特別
委員会でまとめつつありますが，治験のデー
タでは二者間での大きな差はありません。
後藤：治療が良くなった反面，経済的負担の
大きな状況下で，患者さんの意識の変化は
見られますか。
松原：バイオが始まって以来，専門施設で
はインフォームドコンセントをしっかり行いま
すし，患者さんも高い費用を支払うだけに，
病気について非常によく勉強されていると思
います。実地医の会のアンケート調査では，
全員が専門医の診察を受けている患者さん
ですから，意識はものすごく高いです。しか
し同じ調査を市民公開講座の患者さんに行
うと，まったく異なる結果が出ます。治療に
対する満足度にも差がありますね。そういう
意味でも，広くサブスペシャリティの先生に
対する啓発活動が重要と考えます。

医療経済を踏まえた治療へ

後藤：専門病院やクリニックで今，問題と
なっていることがあれば教えてください。
松原：当初，厚労省はバイオについてリウマ
チの 10 数％ぐらいのマーケットで使われる
だろうと想定していたのに，今はもう20 数％
になっていますよね。医療施設にもさまざま
な形でコストが生じています。それなのに，
リウマチ医療に関する診療報酬は依然とし
て厳しい状況です。
後藤：バイオが普及
したことで，リウマ
チ医療は国の医療費
を抑圧していますか
らね。仕方のない面
もあるでしょう。
松 原：そうで すね。
しかし 本 当の問 題
は，バイオを使う医
師の技術に対する評
価が低いことです。
技術を診療報酬とい
う形で認めてもらう
ためにも，これから
は医療 経済的発想
を持った治療を行わ
ないといけません。
例えばバイオであれ
ば，用法のバリエー
ションをつけて，寛
解など良い状態にな
るまでは通常どおり
使い，その後は間引
いて使うか期間を延
長して使います。今，
このような使用方法

に関して EBM 構築のためのスタディがたく
さん出ており，今後も医療経済を踏まえた用
法バリエーションに対するエビデンス作りが
行われていくと思います。
後藤：あとは，日本リウマチ実地医の会が
検証した DMARDs のコンビネーションとい
う方法もありますね。効果はバイオと同じく
らいと聞いていますが。
松原：バイオのほうが若干優れていたもの
の，統計学的な差はありませんでした。た
だし，費用のことを考えると20分の1です。
それであれば，症状が安定すればバイオホ
リデー（休薬）に持っていく，あるいはバ
イオをフリーにして完全にやめる，という
ことも考えられます。

リウマチを専門病院・
クリニックで診る利点

松原：今はリウマチ財団登録薬剤師やリウマ
チケア看護師がチームにいることが必要にな
りつつあります。集学的な治療を実践してい
こうと思うと大きな組織では難しい場合が多
いですね。専門病院やクリニックでチームを
組織したほうが，患者さんもより手厚い治療
を受けられると思います。
後藤：松原メイフラワー病院の役割は，バイ
オ導入時や手術ですか。
松原：手術もありますが，以前と比べると
減っています。主にはバイオ導入と評価で
すね。クリニックでは，導入時のリスク対

処や定期的なチェックが難しい場合があり
ます。定期評価などをメイフラワー病院で
行い，普段はかかりつけのクリニックに
通ってもらいます。具体的には定期評価は
1 年に 1 回，2 泊 3 日ぐらいですね。MRI
による関節破壊の進行度チェックや，CT，
エコー，心臓，上部下部消化管内視鏡検査
と，全部をチェックし，クリニックの先生
方にもデータをお返ししています。検査は
多いですが，間質性肺炎や細菌性肺炎を起
こしたときには必ず当院で患者さんを受け
入れる，そういうスタンスです。病診連携
というものは，けっこう大変です。良いと
ころ取りだけはできません。しんどい思い
もしないといけないということです。
後藤：最後に，リウマチ専門病院・専門ク
リニックは成立するのでしょうか。
松原：内科的な視点から見れば，リウマチ
は採算を取ることが厳しい領域かもしれませ
ん。整形外科におけるリウマチは全身病的背
景が大きい疾患であり，画像検査や血液検
査などが頻繁に行われますので，利益率は高
くなると思います。どちらにしてもすごく大き
な収入を得られるわけではありませんが，専
門性を生かして，技術を磨き，まだまだリウ
マチ医療を良くしていくことは可能です。
後藤：患者さんに余分な経済的な負担をか
けない，それも専門医の技術ですね。本日
はありがとうございました。

（文責編集部）

平成 28 年度　リウマチ月間・リウマチ月間リウマチ講演会　開催予定

平成 28 年度 春季編集会議を行いました

日本リウマチ財団ニュースの平成 28 年度 春季編集会議
が行われ，編集委員による 3 時間におよぶ活発な議論が交
わされました。今後の記事にご期待ください。

前列左より，後藤眞氏（編集委員長），村島温子氏，森本幾夫氏。
後列左より，濱砂英一氏（日本リウマチ財団 専務理事），山村昌弘氏，
羽生忠正氏，仲村一郎氏。新橋の日本リウマチ財団事務所にて。
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現在のリウマチ医療への想い

高杉：今一番気がかりなのは，臨床でも研
究でも生物学的製剤（バイオ）が優先されて
いる状況です。バイオを使っているのはリウ
マチ患者さんの 20 ～ 30% に過ぎないので
すが，あとの 70％の患者さんについて，医
師がどのような対応をしているのかというこ
とを見えづらくしてしまっています。リウマチ
専門医は，自身の患者さんにバイオ以外の
治療法をどのように検討したか明らかにした
上で，バイオの成績を論じるべきではないで

しょうか。
後藤：そうですね。バイオを使わなくてもこ
れだけの患者さんを治していますという内容
であれば，もっと胸を張るべきだと思います。
高杉：リウマチの病態解明が遠ざかっていき
ますね。予防はさらに遠い話です。ACR に
おいても，バイオのポスターは個性がなくて
見ていて楽しくありません。あれだけの労力
が病態解明につながらず，今や IL-6 でさえ

“One of Them”として限界が見えてしまっ
たバイオにばかり研究資金が注ぎ込まれる
のはもったいない話です。
後藤：『A&R』などを見ていても，基礎研
究として良い仕事だなあと思う論文は，中国・
韓国から出ていますね。
高杉：そういう時代になりましたか。日本の

ことを言えば，海外の医師と継続的に付き
合えて，情報交換のできるリウマチ専門医が
なかなか増えませんね。留学しても，帰国し
たらそこで交流が切れてしまう人が多いよう
に思います。あまり英語が話せず，向こうで
はネズミの世話ばかりしていたという寂しい
話を聞くことも多いです。ただし，これは実
際に海外で働く経験をした医師らが中心に
なって，彼らの留学を意味あるものにできる
ような仕組みを作らなくてはいけないのです
よ。そういう点でも，Dr.Malawista に可愛
がってもらった私は恵まれました。欧米の医
師の横のつながりには見習うべき多くのもの
がありました。私もこの日本で国際交流の一
端を担い，かつ若い人たちの今後に期待し
たいと思います。

これからのリウマチ専門医に
伝えたいこと

高 杉：今 はリタイアしました が，Juan J. 
Canoso のお話をしましょう。関節所見の取
り方では，アメリカ人をしのぐといわれたメ
キシコ人医師です。ACR 年次総会における

教育講演の常連で 2 時間のワークショップ
を 2 日間行っていました。初日は上肢，2 日
目は下肢という丁寧な内容で，小生はこれ
に何度も出席して彼とすっかり仲良しとなっ
てしまいました。昨年の ACR では，彼の直
弟子がポスターを出しているというので見に
行って来ました。学生に対する関節の指南法
を書いたものでしたが，日本の教育では扱
わないような高度な内容でしたよ。「tibialis 
anterior artery はこの辺り」とか。私はそ
のような知識をかつて Dr. Canoso が直弟子
に教え，それを今また学生に教えているの
だということを知り，驚きました。
後藤：解剖学をきちんと抑えているというこ
とですね。
高杉：日本で関節所見を教えていて，医師に
解剖学の下地がないのは残念です。エコー
診断を始めて，少しは気にするようになった
とは思いますが。エコーをやる以上は，「押
さえているところは何だ」ということが分かっ
ていないと，どうにもなりませんから。数年
前まで手掌の屈筋腱鞘滑膜炎による腫脹に
まったく興味を示さなかった人たちが，近頃
は「A1プーリーが……」なんて言っているの

日本に 2人しかいないACRマスターを授与された国際派のリウマチ医，高杉
潔氏の「リウマチ人」後編である。高杉氏は，若くして米国に渡り診療に従事し
たことで世界各国のリウマチ学の権威をメンターに持ち，その経験と知識は本邦
のリウマチ医療にも大きな影響をもたらした。後藤眞編集委員長を聞き手とした
インタビューでは，リウマチ医療の今後について意見が交わされる中で，高杉氏
の問診の“技”や驚きのアイデアも披露された。

聞き手　後藤　眞 編集委員長　練馬光が丘病院 リウマチ内科 

道後温泉病院 常勤顧問　高杉 潔 氏

ACR マスターと考える，
リウマチ医療の未来

題字・仲村一郎 編集委員

シリーズ「リウマチ人」は
前号よりの続きです。

平成 27 年 12月，平成 28 年 1月，2月，3月開催の企画運営委員会の審議概要を次の通り報
告します。

企画運営委員会	委員長	西岡	久寿樹

平成 27 年 12月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 27年 12月8日（火）18：00～
《報告事項》
１．本年度リウマチの治療とケア研修会終了を専務理事が報告
２．委員会等開催

・リウマチケア専門職制度検討会開催（12 月13 日）
３．平成 28 年度塩川美奈子・膠原病研究奨励賞についての PR
４．平成 28 年度診療報酬改定の要望書を厚生労働省に提出
５．平成 28 年度リウマチ教育研修会において，平成 28 年 1 月29 日世話人打合会開催。
６．ホームページのリニューアルについて⇒画面を見ながら説明

今回，トップページに日本リウマチ財団名を表示する。内容についても，医療技術者と一般の
皆さんの窓口を明確に分け，災害時の薬品検索ページの充実等，わかりやすい画面に仕上げ
た。財団ニュースの電子化など，リウマチ財団登録医等のメリットにもつながる。

7．平成 27 年度日欧リウマチ外科交換派遣医の報告書について
来年は，受け入れの年。

≪審議事項≫
1．平成 28 年度日本リウマチ財団リウマチ福祉賞の推薦依頼を行う
2．平成 27 年度リウマチ性疾患調査・研究助成について

看護学研究科の大学院生から疫学等とは異なる課題で提出されたがこれを認めることと
した。

平成 28年 1月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 28年 1月12日（火）18：00～
《報告事項》
１．研修会の開催について

・第 17 回 RAトータルマネジメントフォーラム（2 月6 日）開催　（研修の簡素化をお願いした）。
・九州・沖縄地区リウマチ教育研修会（2 月7 日），佐世保市で開催。

２．委員会の開催について
・リウマチケア専門職制度検討会は，川合委員から報告（12 月13 日）。

登録期間延長に伴うピンバッチの有効期間の対応は，シールを代用することで検討。リウマチ
専門職制度研修会実施等議論があった。
・平成 28 年度リウマチ教育研修会世話人打合会（1 月29 日）
今後リウマチ性疾患のウイングを広げ，教育研修にも反映して頂くようお願いする。

３．平成 27 年度会計監査（小宮山公認会計士事務所）（1 月22 日）
４．平成 27 年度法人賛助会員打合会について⇒ 25 社 42 名が参加し，ここ数年で最高。

《審議事項》
1．第 6 期リウマチケア看護師登録申請について⇒ 104 名の申請で不合格なし。
2．第 2 期リウマチ財団登録薬剤師登録申請について⇒ 139 名の申請で不合格 1 名。

・申請内容は昨年と比較すると良くできていた。
3．委員会の再編骨子作成について

委員会組織再編成の議案提出は，平成 28 年 6 月の理事会を想定。
6 月の理事会で決定，平成 28 年 9 月1 日は新委員委嘱。
具体的には，少人数のチームで骨子を作成し，たたき台を作る。長期欠席委員などを考慮，
次回の企画運営委員会に骨子を提出する。作成メンバーは 4 名。

4．その他
・  財団ニュースの電子式配信については，アンケート実施している。

リウマチ財団登録医 480 名のうち 80％以上が賛成であった。財団ニュースでメール
アドレスを調査中。今後，徐々に紙ベースから電子媒体に変えていく。
電子化で記事数が多くなり，内容も充実する。しばらくは紙ベースも残す。

・バナー広告については，5 ～ 6 社に話をしたが，反対の意見は聞いていない。
財団も疼痛，骨などもきちんとやっていることを，伝え，間口を広げる方向で企業数を
増やしていくべき。

・ 会議開会前に，財団ホームページがきれいになったことと，今後の活用に期待する旨
の理事長発言があった。1 月8 日，新ホームページをアップした。

平成 28年 2月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 28年 2月9日（火）18：00～
《報告事項》
１．研修会の開催について

開催終了
・第 17 回 RAトータルマネジメントフォーラムに 283 名が参加（例年は約 600 名）。

本年から簡素化。

企画運営委員会の活動について
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で，エコー普及による効果は確かにあるので
す。ただ，触って所見を取ることができない。
エコーはできるのに，本末転倒です。やはり
教育というものは，ものすごく大事です。
後藤：関節炎を RA なのか OA なのか，そ
の中間なのか，はたまた別の何かかとたくさ
んの可能性がある中で，触って見当をつけ
ることは可能でしょうか。私自身は経験上，
RAかOAかまでは分かるつもりでいますが。
高杉：一度，後藤先生の手に温度センサー
のようなものを取り付けて，先生の診断と実
際のデータを合わせてみたら面白いかもしれ
ませんね。テレビの教養番組などの企画とし
てどうでしょうか。経験を積んだリウマチ専
門医は服の上から関節を触っても RA が分
かるものですが，“経験”としか言えません
から説得力がないのですよ。

それはともかく，触診はもちろん，同時
に問診，問診の中でも特に患者さんの職歴
について聞くということが必要です。触っ
た上で，「昼はミカン農家，夜はヘルパー
をやっています」と聞くと，ブシャール結

節だとわかることがあります。職業歴を聞
けば，患者さんの脊椎病変の多くは説明で
きるのです。ある指だけブシャール結節が
ある場合も，「この指でミカンを引っ掛け
て作業しています」と聞くことができたら，
合点がいくでしょう。飲酒・喫煙歴も大事
ですが，関節を見ていく上では，何よりも
患者さんが日常生活で何年，１日何時間，
どのような仕事をしてきたかということは
絶対に聞き落としてはならない情報だと思
います。あとは整形外科の医師も聴診器を
使っていただきたいです。患者さんの胸の
音には嘘はないので，必ず聞いてください。
そして，皮膚粘膜もきちんと診ましょう。
パソコンの画面ばかり診るのではなく。
後藤：画面に“手当て”してどうする，とい
うことですね。
高杉：診察中，電子カルテしか見ていない医
師は，「おれは画面に手を当てただけで分か
るのだ」と言っているのと同じことです。私
は講演などの機会にはいつも言うのですよ，

「治療の原点はやはり手当てなのですよ」と。

「患者さんが痛いと言って来ているその関節
に触りもせずに，なにをしているのですか」と。
後藤：私は昔から分かっていました。先生

は，死ぬまで関節所見の取り方を伝え続け
なくてはいけない方です。本日はありがとう
ございました。 （文責編集部）

関節所見

手指・膝・足指関節の腫脹の有無ならびに手掌の屈筋腱鞘炎の存在を探っている高杉氏
の手元。触診部局所の解剖をしっかりと把握しておくことが望まれる。

・九州・沖縄地区リウマチ教育研修会が 2 月7 日，佐世保市で開催，77 名が参加。
近日開催
・近畿地区リウマチ教育研修会（2 月14 日）

２．委員会の開催について
・医学賞選考委員会 (2 月15 日 )
ノバルティス ファーマ社から，賛助会費の減額があった。
・医療情報委員会（2 月24 日）

３．平成 28 年度リウマチ月間リウマチ講演会（6 月19 日）
４．その他

《審議事項》
1．日欧リウマチ外科交換派遣医選考委員会委員の委嘱について

門野夕峰先生（東京大学大学院医学系研究科 講師）に委嘱手続きする。
2．公益社団法人日本リウマチ友の会第 56 回全国大会（岐阜）

常務理事の西岡久寿樹先生に，理事長挨拶の代読を依頼する。
3．委員会再編成について

15 の委員会を5 委員会に再編成（別に定める規程の 2 委員会は除く）。
4．その他

・財団ニュースの電子化については，一時的に，紙媒体と電子媒体となることから初期
投資が必要で 27・28 年度は，支出増となる。

・石名田洋一先生から医療保険委員会の委員を辞退したい旨メールがあり，後任に泉
田良一先生を推薦（慶応大学卒，元国保中央会特別審査委員）。

・平成 28 年度予算編成は，収入減のため緊縮予算でやらざるを得ない。
・専門医とリウマチ財団登録医の立場の明確化がどうなっているのか。地方では学会

の参加が難しいため，リウマチ財団登録医は必要。リウマチ財団登録医は診療報酬
への反映はなし。

平成 28年 3月　企画運営委員会　議事録
日　時：平成 28年 3月8日（火）18：00～
《報告事項》
１．平成 27 年度研修会開催結果報告（< > は 26 年度）

リウマチ教育研修会 416 名 <241 名 >，リウマチの治療とケア研修会 587 名 <655 名 >，
合計 1,003 名 <896 名 >。
平成 27 年度から，看護師，薬剤師等のコメディカル職種が参加出来るようにした。

２．委員会の開催について
・医療情報委員会が 2 月24 日開催され事業実施報告。

前回，2008 年に出版した「リウマチ患者さんの Q＆A」の出版を今回，田村直人委員（順
天堂大学）中心に進めることが決定。平成 29 年の財団創立 30 周年に併せて出版したら
どうかと意見があった。

・財団ニュース編集委員会（3 月28 日）開催予定。
３．平成 28 年度リウマチ教育研修会及びリウマチの治療とケア研修会の開催日程について
４．平成 27 年度に承認した後援名義，転載許諾の報告について

《審議事項》
1．第 13 回理事会・第 5 回臨時評議員会について

○平成 27 年度収支補正予算案
○平成 28 年度事業計画案
○平成 28 年度収支予算案
・平成 27 年度収支補正予算案，平成 28 年度事業計画案，同収支予算案説明。
・引越しの関係では，どれ位の費用支出があったのか。それが本年度の収支差に影響

しているか。
・財団ニュースの電子配信による所要経費。

2．平成 27 年度リウマチ性疾患調査・研究助成及び三浦記念リウマチ学術研究賞の選
考について前回の企画運営委員会で決定した，平成 27 年度リウマチ性疾患調査・研
究助成者のうち 1 人が，2 年連続しての助成であったため再検討を行い，別表の 4 名

（三浦賞 1 名，助成者 3 名）に助成することへ修正した。
3．日本リウマチ友の会への助成について

100 万円決定。
4．平成 28 年度年間行事予定について
5．委員会の再編について

現在の委員会を5 つの委員会に再編成する。今後若手の登用が必要であり，岡田委
員が候補者一覧を作成したが，企画運営委員会委員の皆さんにも，候補者を推薦頂き
たい。

6．その他
・「かざして募金」簡単な操作で，一般の方からの寄付を集める。ソフトバンクが提供す

るサービス窓口，これを活用する。
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財団ホームページ　リウマチ情報センター http://www.rheuma-net.or.jp/

【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】	 委員長：後藤　眞 練馬光が丘病院 リウマチ内科 羽生忠正 長岡赤十字病院 リウマチセンター長
  岡田正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center センター長 森本幾夫 順天堂大学大学院医学研究科免疫病・がん先端治療学講座 教授
  仲村一郎 帝京平成大学健康メディカル学部 教授・JCHO 湯河原病院リウマチ科 山村昌弘 岡山済生会総合病院 特任副院長 / リウマチ・膠原病センター長
  村島温子 国立成育医療研究センター　周産期・母性診療センター主任副センター長

このたびの平成 28 年熊本地震におい
て被災された皆様に心よりお見舞い申し
上げます。被災地の一日も早い復旧を心
よりお祈り申し上げます。

先月開催された第 60 回日本リウマチ学
会学術集会は，基礎・臨床研究のバラン
スのとれた充実した内容の学会であった
ように思います。日頃学ぶ機会の少ない
基礎研究の講演を中心に拝聴しましたが，
特に大阪大学免疫制御学・竹田潔教授
の教育研修講演「腸内細菌叢と疾患の
ABC」は，関節リウマチに対する新たな
病因解明のアプローチとしてとても興味深

く印象に残りましたので，ここに紹介させ
ていただきます。

腸内細菌叢（腸内フローラ）は私達の
健康維持に重要な役割を担っていること
がよく知られるようになりました。腸管は，
食物摂取を通して外来抗原と接する臓器
であると同時に，1000 種類を超える総数
100 兆個にも達する腸内細菌と共存する，
ユニークな免疫システムを構築する人体
最大の免疫組織です。腸内細菌はヒトに
栄養を供給するだけでなく，炎症性 T 細
胞（Th17 細胞）と制御性 T 細胞（Treg
細胞）のバランスをとり，全身の免疫反応
を調整する重要な役割を担っています。
腸内細菌種の構成異常は“dysbiosis”
と呼ばれ，炎症性腸疾患，生活習慣病，
アレルギー疾患，癌など様々な疾患の発
症に密接に結びついていることが分かって

きました。自己免疫疾患の多発性硬化症
や関節リウマチなどの動物モデルでは，無
菌飼育や抗菌薬投与により病態が防止さ
れることが報告されています。竹田教授
の研究グループは，発症早期の関節リウ
マチでは腸内細菌叢が健常人とは異なり，
嫌気性菌プレボテラ（Prevotella）属が
増加した患者がいることを報告されまし
た。プレボテラの多い患者の糞便を関節
炎モデルマウスに移植すると，Th17 細胞
の増加・活性化と関節炎の悪化が起こる
ことを明らかにされています。この関節炎
悪化は抗菌薬治療により抑制されたことか
ら，腸内細菌叢バランスの調節により自己
免疫性炎症を制御できる可能性が示唆さ
れました。

20 年程前に，ミノサイクリンが抗リウマ
チ作用を有することを報告した臨床研究

が懐かしく思い出されます。当時はテトラ
サイクリン環の抗炎症作用がその効果機
序と推定されていましたが，本来の抗菌
作用が関与している可能性が浮上してき
ました。また，サラゾスルファピリジン腸溶
剤の抗リウマチ作用もその腸管炎症の抑
制作用にあるのかも知れません。

免疫調節に最適な腸内環境が判明し，
その維持が可能になれば，疾患の治療
のみならず予防にも繋がるように思われま
す。この腸内細菌叢の問題については，
リウマチ財団ニュースでも取り上げる時期
が必ず来るような気がします。今後の研
究進展が期待されます。

（山村昌弘）
 岡山済生会総合病院 特任副院長

リウマチ・膠原病センター長

三浦記念リウマチ学術研究賞授賞者
リウマチ性疾患調査 ･ 研究助成者

27 名の応募者の中から 4 名（三浦記念リウマチ学術研究賞授賞者 1 名）が選ばれました。
助成金は各 100 万円。
授賞式は，6月19日東京・丸ビルホールにおいて開催の「リウマチ月間・リウマチ講演会」の
場で行われます。
三浦記念リウマチ学術研究賞授賞者

助成者 所 属 研究題目

有信 洋二郎
九州大学病院
免疫・膠原病・感染症内科
助教

新規細胞系列 innate lymphoid cells
の関節リウマチ病態形成における役
割の解明

今 重之
北海道大学大学院薬学研究院
衛生化学研究室
准教授

ネフロネクチンによる制御性 B 細胞
分化制御機構の解明と関節リウマチを
標的とした新規創薬基盤技術の確立

水津 太 北海道大学遺伝子病制御研究所
癌生物分野 講師

オートファジー制御による自己免疫
疾患の成立機序に関する研究

受賞者 所 属 研究題目

田久保 圭誉

国立研究開発法人
国立国際医療研究センター
研究所 生体恒常性プロジェ
クト長

新規プリン代謝制御シグナルが免疫
恒常性維持と病態で果たす役割の検
証

リウマチ性疾患調査 ･ 研究助成者（50 音順）

※ 変更する場合があります。詳細は HPをご覧ください。

平成 28 年度 リウマチ教育研修会およびリウマチの治療とケア研修会 開催予定

リウマチ教育研修会
医師を対象としたプログラムですが，看護師，薬剤師等も受講することができます。
単位数はリウマチ財団登録医 6 単位，リウマチケア看護師 6 単位，リウマチ財団登録薬剤師
6 単位（参加実績 1 回 / 経過措置期間）となります。

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道 ･
東北

10/9
（日） コラッセふくしま

福島県立医科大学 
消化器・リウマチ膠原病内科学講座教授
渡辺 浩志 先生

関東・
甲信越

9/4
（日） クロス・ウェーブ幕張 千葉大学大学院医学研究院

整形外科学教授 鈴木 昌彦 先生

東海・
北陸

10/2
（日）

愛知県産業労働センター
（ウインクあいち）

四日市羽津医療センター
リウマチ・膠原病科 佐藤 良子 先生

近　畿 平成 29 年
2/19（日） 神戸国際会議場

神戸大学大学院医学研究科
リハビリテーション機能回復学
特命教授 酒井 良忠 先生

中国・
四国

8/28
（日） くにびきメッセ 島根大学医学部附属病院

膠原病内科 診療教授 村川 洋子 先生

九州・
沖縄

10/16
（日） 沖縄県医師会館 豊見城中央病院

院長 潮平 芳樹 先生

リウマチの治療とケア研修会
医師をはじめ，看護師，薬剤師，その他保健，医療，福祉，介護，行政など従事する方ならどな
たでも受講できます。

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道 ･
東北

9/11
（日） 山形大学医学部 山形大学医学部附属病院 第一内科

教授 今田 恒夫 先生

関東・
甲信越

11/20
（日）

栃木県
総合文化センター

自治医科大学
アレルギー・リウマチ科 
教授 簑田 清次 先生

東海・
北陸

10/23
（日） じゅうろくプラザ 近石病院

院長 武内 章二 先生

近　畿 11/23
（水 / 祝） 未定

兵庫県立加古川医療センター
塩沢 和子 先生
兵庫県立加古川医療センター
中川 夏子 先生

中国・
四国

7/3
（日） 愛媛県医師会館

一番町リウマチクリニック 
理事長 院長 今井 淳子
JCHO 宇和島病院 
院長 渡部 昌平 先生

九州・
沖縄

9/25
（日） アクロス福岡 近藤リウマチ・整形外科クリニック

院長 近藤 正一 先生

ノバルティス・リウマチ医学賞，日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞，
塩川美奈子・膠原病研究奨励賞，日本リウマチ財団リウマチ福祉賞受賞者

授賞式は，6月19日東京・丸ビルホールにおいて開催の「リウマチ月間・リウマチ講演会」
の場で行われます。

【平成28年度	ノバルティス・リウマチ医学賞】
右田	清志	氏	 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター
 臨床研究センター 病因解析研究部長

【平成28年度　日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞】
井上	一	氏 岡山大学 名誉教授
 香川労災病院　名誉院長

永年にわたりリウマチ性疾患にかかわる医学教育を通じ，わが国のリウマチ学の進歩・発展に著
しく貢献された方を顕彰するものである。

※ 東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター名誉所長であった故柏崎禎夫氏の
遺志により創設。

【平成28年度　塩川美奈子・膠原病研究奨励賞】
山崎	小百合	氏　名古屋市立大学大学院医学研究科免疫学 教授

膠原病の病因，診断・治療，予防・疫学等に関する独創的な学術調査研究に，意欲的に従
事する研究者に贈られるものである。

※ 膠原病と闘い，膠原病に苦しみ，薬石効なく亡くなられた故塩川美奈子様ご本人およびご
遺族の意向により創設。

【平成28年度	日本リウマチ財団リウマチ福祉賞受賞者】
橋本	裕子氏　NPO 法人線維筋痛症友の会　理事長

永年にわたる社会的救済活動を通じ福祉向上に著しく貢献した人に贈られるものである。


