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138 号の主な内容
●	 平成 28 年度	リウマチ月間
	 リウマチ講演会開催される
●	 リウマチ性疾患の呼吸器障害
対策	後編

	 気道病変とその合併症
●	 シリーズ	リウマチ人
	 国立病院機構	相模原病院
	 名誉院長　工藤	洋	氏　後編

（公財）日本リウマチ財団の「リウマチ月間」にちなむ恒例イベント「リウマチ講演会」が6月19日，
東京駅前の丸ビルホールで開催された。リウマチ患者と家族，医療従事者が多数来場。多くの実績
を有する財団登録医の講演からリウマチケア看護師育成の取り組みの事例を学び，シンポジウムでは
日常生活の維持について，医師，看護師，薬剤師，理学療法士それぞれの具体的なアドバイスに耳を
傾けた。特別講演では，プロ野球における不滅の400 勝記録保持者から，健康管理の秘訣を学んだ。

誉氏に贈られた。授賞対象の研究題目は「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」。

●日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞
リウマチに関する医学

教育および患者教育に専
念し，わが国のリウマチ
学の進歩発展，リウマチ
に関する知識の啓発普及
に尽力した人に授与され
る。岡山大学名誉教授，
香川労災病院名誉院長の井上一氏に贈られ
た。

●ノバルティス・
リウマチ医学賞
リウマチ 性 疾 患の 病

因・発症機序・画期的治
療法を探索し自然科学の
発展に寄与した研究を顕
彰し授与される。福島県
立医科大学附属病院 リウマチ・膠原病内科 

教授の右田清志氏に贈られた。授賞対象の
研究題目は「家族性地中海熱を含めた自己
炎症疾患の病態解明と治療法の開発」。

●塩川美奈子・膠原病研究奨励賞
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
研究に対して授与される。
名古屋市立大学大学院
医学研究科免疫学 教授
の山崎小百合氏に贈られ
た。授賞対象の研究題目は「制御性 T 細胞
による自己免疫性関節炎・膠原病の特異的
治療の研究」。

●日本リウマチ財団
リウマチ福祉賞
リウマチ性疾患に悩む

患者に対する永年にわた
る社会的救済活動を通

祝辞／３職種揃ったリウマチケア
人材育成制度に期待
冒頭に髙久代表理事が開会の挨拶を述

べ，続いて本講演会の後援団体代表 4 名の
来賓祝辞があった。日本医師会会長の横倉
義武氏（代読・常任理事 道永麻里氏）は，
専門医師の地域間偏在，医療機関選択に際
しての情報の不十分さなどの問題にはかか
りつけ医と専門医との有機的連携が重要で
あるとしたうえ，同会は，従来の生涯教育
に加えて，かかりつけ医機能の一層の充実・
強化に向けた研修制度を開始するなど，地
域医療提供体制の再構築を図ると述べた。

日本リウマチ学会理事長の山本一彦氏は，
同学会と日本リウマチ財団が車の両輪のよう
に互いに協力し合いながら，リウマチ性疾
患の制圧と，海外リウマチ関連団体との交
流に努めてきた経緯に触れ，当財団独自の
リウマチケア看護師などの育成制度を「非常
に優れた制度」と評価した。

日本整形外科学会理事長の丸毛啓史氏
は，リウマチ性疾患が増加傾向にある今日，
制圧は喫緊の課題であるとの認識を示した
うえ，当財団の調査・研究活動やリウマチ

診療・ケアに従事する人材の育成制度は将
来必ずや実を結ぶと賛辞を寄せた。

日本リウマチ友の会会長の長谷川三枝子
氏は，医療技術の進歩と，チーム医療の一
般化に伴いリウマチ医療の姿が大きく変わっ
た今日，薬価の問題や，高齢社会のただ中
にあって医療・介護への制度アクセスの問
題が残されていることなどを指摘し，同会が
今後も当財団とともに問題解決に取り組んで
いく所存であるとの決意を述べた。

リウマチ研究・教育・福祉の
功労者に賞を授与
来賓祝辞に続き，今年度，日本リウマチ

財団から贈られる賞の授賞式が行われた。

●三浦記念リウマチ
学術研究賞
リウマチ性疾患に関す

る独創的な研究調査等を
行った若手研究者に授与
される。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 プロジェクト長の田久保圭

次ページに続く

次ページ下段に続く

はじめに－ RA 患者の約 3 割に
気道病変が合併する，その理由，
そしてその臨床的重要性

RA の気道病変は，中枢側にあっては気管
支拡張症（bronchiectasis; BE），末梢側では
細気管支炎の形を取る。RA 患者における気
道病変の頻度については，1990 年代半ばから，
HRCTという最も信頼度の高い手段を用いて，
調査，報告が見られるようになった。BE につい
ては，現在までに 10 指に及ぶ報告があり（う
ち我が国からは 4 つ），その多くが，合併頻度
を30 ～ 40%としている1）。これは一般人口の
10 倍以上という異常な高いレベルであり，決し
て偶然ではあり得ない。BE の発生が RAとい
う病態に密接に関連しているためと考えられて

いる。そもそもBEとは，気道の感染，炎症→
気管支の支持構造である弾性線維層や軟骨
の破壊→気管支の変形・拡張と言う悪性サイク
ルにより形成されてくるものである（図 1）。現
代の免疫学はそのプロセスを担うサイトカインや
細胞を明らかにしており，菌ではなく炎症が気
管支構造破壊の主役である事を明らかにして
いる2）。この炎症は宿主の免疫系が菌を認識
して惹起するものであるが，RA 患者において
はこの免疫応答が一般患者より強く持続的に起
こるものと推定される。菌としては肺炎球菌，イ
ンフルエンザ菌，緑膿菌など，拡張した気管支
に定着する菌と考えられてきたが，最近のゲノ
ム解析技術を動員した研究では，培養法では
検出されない嫌気性菌の役割も実は非常に大
きい可能性が明らかにされてきている3）（図2）。

RA の BE は，前号で述べた細菌性肺炎は
じめ，RA 治療に伴うさまざまな呼吸器合併
症の最大のリスク因子の 1 つであり4），この有
無を予め知っておくことは，肺合併症を最小限
に抑えるために必須である。しかし BE の有
無は胸部 X 線写真を以ては検出できない。ま
た RA 患者は気道症状の訴えが乏しく，症状
も当てにはならない。従って正確な診断には
HRCT が必要であり，このことは世界的なコン
センサスとなっている5）。気道病変の危険因子

（抗 CCP 抗体高値，RA の進んだ病期）の
ある患者では，免疫抑制治療開始前に必ず
HRCT 検査を施行すべきである。

また末梢側の気道病変である細気管支炎
も，頻度としては 8 ～ 18%と低めであるが，や
はり多いことがいくつかの HRCT を用いた調
査により明らかにされている。

なお，気管支拡張症と末梢の細気管支炎と
は，しばしば併存することが HRCT を用いた
多くの研究から確認されている。即ち，これら
気道病変は，気道という外界とのインターフェー
スにおいて，侵入して来た微生物やタバコ粒
子などに対して RAという宿主の強い異常免

徳田 均 氏　JCHO 東京山手メディカルセンター 呼吸器内科　

髙久 史麿代表理事 日本リウマチ友の会会長
長谷川三枝子 氏

山崎 小百合 氏

日本リウマチ学会理事長
山本 一彦 氏

井上 一 氏

日本医師会常任理事
道永 麻里 氏

日本整形外科学会理事長
丸毛 啓史 氏

右田 清志 氏田久保 圭誉 氏
橋本 裕子 氏
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じ，その福祉向上に著しく貢献した人に授
与される。NPO 法人線維筋痛症友の会 理
事長の橋本裕子氏に贈られた。

医療者および患者代表の講演と
4 職種代表からのアドバイス

講　演
「リウマチ医療の現場から」
座長／松野 博明 氏
松野リウマチ整形外科
理事長
演者／佐藤 正夫 氏
松波総合病院
リウマチセンター長

リウマチのチーム医療
においては，患者‐医
療者間の調整役としての
看護師の役割が重要であ
り，患者のケアに一定の
経験と知識を有する日本
リウマチ財団登録リウマ
チケア看護師の活躍が期待されている。佐
藤正夫氏は，自らが中心となって 4 年前か
ら取り組んできた岐阜県におけるリウマチ
ケア看護師育成活動の歩みを紹介した。

佐藤氏は 2012 年に「岐阜リウマチケア
研究会」を設立。リウマチケア看護師の登
録・更新に必要な単位を取得できる講習会
の開催を活動の主軸と定め，本年 4 月ま
でに年間 3 ～ 4 回，計 14 回の講習会を開
催した。1 回の講習会の中で講演とパネル
ディスカッションを実施して一度に 2 単位
取得できるようにし，開催地が人口の集中
する県南部に偏らないようにするなどの工
夫を重ねた。結果，2015 年度末までの岐
阜県内のリウマチケア看護師登録数は累計
42 名に達した。佐藤氏は，「全国人口に占
める岐阜県の人口の割合が 1.62％（17 位）
であるのに対し，県内の全看護師数に占め
る登録看護師の割合は 2.5％（11 位）。課
題は多々あるものの，善戦したといえる」
と，これまでの活動を総括した。

特別講演
「『リウマチ』と戦う
400 勝投手」
座長／
西岡 久寿樹 氏
東京医科大学
医学総合研究所 所長
演者／金田 正一 氏
野球解説者

まだ破られたことのないプロ野球通算
400 勝の大記録保持者・金田正一氏が，「鉄
人」と称された現役時代に身に付け，満
83 歳の今日まで実践し続けてきた自己コ

ン ト ロ ー ル の 秘 訣 と，
5 年前から患っている
リウマチ性多発筋痛症

（PMR） の 闘 病 体 験 を
語った。

金田氏は 1950 年，16
歳の時，当時の国鉄スワ
ローズに入団。初年度から華々しく活躍し，
51 年以降は毎年 20 勝以上の栄光の記録を
積み重ねたが，その陰で腕の酷使がたたり，
現役時代を通じて「リウマチの痛みに匹敵
する」左肘の痛みに苦しんだ。医師からは

「痛ければ，休みなさい」と忠告を受けたが，
肘の痛みをかばいながら投げ続ける方法を
自ら模索し，ここから下半身を徹底的に鍛
え，下半身で肘をかばう「金田野球」のス
タイルが生まれたという。さらに，「ただ
体を鍛えるだけでなく，十分な食事と筋肉
マッサージで体をケアするのが“金田流”」
と語り，鉄人・金田を生み出した健康管理
の秘訣を披露した。

続いて金田氏は，2011 年に突然の発熱
と強い全身倦怠感から始まった病気の一部
始終を語った。血液検査の結果から「リウ
マチ性多発筋痛症」と診断され，約 1 週間
の治療で症状は軽快。その後は，おおむね
元気に過ごしている。最後に金田氏は，「私
は体がどんな状態であっても，元気なとき
の自分のペースを崩さず維持することを考
えてきました。どんな痛みを抱えていても，
結局，元気よく生きた者が勝ちです」と，
会場に詰めかけた患者を激励した。

シンポジウム
「関節リウマチにおける日常生活の維持」
座長／岡田 正人 氏
聖路加国際病院
Immuno-Rheumatology Center
センター長
看護師の立場から
澁谷 美雪 氏
日本リウマチ財団リウマチ
ケア専門職制度検討会 
委員

澁谷美雪氏は，リウマ
チ患者の“全人的苦痛”
に 看護 師からどうアプ
ローチするかという観点
から考えを述べた。

人間が経験する苦痛には，身体的苦痛，
社会的苦痛，精神的苦痛，スピリチュアル・
ペインという 4 つの側面があると考えられ，
総合的・全人的なアプローチが求められる。

疼痛ケアにおける看護師の役割は，日常
生活行動の援助，医療行為の補助，家族調
整だが，それ以上に「QOL の維持・向上」
が求められている。これは単なる生活の水
準ではなく，「患者が人生に幸福を見出して
いるか」を尺度として，心身の健康，良好
な人間関係，やりがいのある仕事などの観

点から計られるべきものである。
医療者が疾患だけに注目している限り，

治療・ケアに対する患者の満足度や QOL を
高めることは困難であり，まず患者の状態を
具体的かつ詳細に知る必要がある。具体的
な手段として，包括的なケアアセスメントの
作成と活用が検討されるべきである。

澁谷氏は，アセスメントツールを用いて評
価すべき項目として，痛みの部位・性質・強さ，
痛みのパターン，痛みを増強する因子・減弱
する因子などのほかに，日常生活への影響，
痛み以外で困っていることなどが重要である
とし，このようなアセスメントは，患者・家
族・医療者が治療目標を共有する手段とな
り，苦痛の早期緩和が期待できると述べた。

理学療法士の立場から
古田 和大 氏
葛飾リハビリテーション病院
リハビリテーション科

従来，関節リウマチに
対する運動療法は安静が
主体であり，リハビリテーションも関節可動
域訓練を中心とした限局的なものであった。
しかし，生物学的製剤の登場により関節破
壊の遅延・防止が可能になり，身体活動の
改善が認められるようになったことから，こ
れを維持する積極的な運動療法と，関節保
護を両立させるリハビリが求められるように
なってきた。

関節リウマチの痛みには，炎症症状を伴
う全身性の急性疼痛と，悪い姿勢や心身の
不安定などの二次障害に伴う慢性疼痛の 2
つがある。急性疼痛は薬物治療や関節保護
によって改善可能であり，慢性疼痛は，リハ
ビリ，徒手療法，運動療法などにより改善
を図ることができる。

古田和大氏が所属していた平成立石病院
付属リリオクリニック（2016 年 6 月をもって
閉院）では，四肢の変形を伴うリウマチ患
者に対しても体幹・脊柱の運動を中心とした
リハビリにより日常生活動作の改善が可能と
の考えから，積極的なリハビリを実施し，成
果を上げている。古田氏は，リハビリにより
姿勢の歪みが改善され，さらにフィットネス
を利用した運動療法を付加することにより
体力が向上した自験例を紹介した後，患者
が自宅でできる運動を紹介。二次障害に対
するリハビリの継続により体力が向上し，日
常生活動作の改善がもたらされることを強調
した。

薬剤師の立場から
益子 恵 氏
慶友整形外科病院
薬剤科

多種多様な薬を内服す
る関節リウマチの薬物療
法においては，患者が正確な知識を持つこ

とが重要である。益子恵氏は薬剤師の立場
から，薬の正しい飲み方，副作用の早期発
見と，治療に臨む心構えについて，具体的
に解説した。

免疫抑制薬は服用間隔が短くなると体に
好ましくない影響が出るため，「飲む曜日を
決めたら，翌日にずらさない」「飲み忘れた
分は抜く」ことが原則であり，ステロイド薬
は元々体内で産生される物質であるため，
そのリズムを壊さないよう朝 1 回で飲むなど，
薬の特性により飲み方が決まってくる。

副作用は，早期発見・早期治療が重要で
ある。例えば免疫抑制薬には間質性肺炎，
血球減少症，肝機能障害，腎機能障害など
の副作用が出ることがある。代表的な症状
を知っておき，思い当たるときは早めにリウ
マチの主治医を受診するか，近くのかかりつ
け医に「リウマチ薬を服用中」であることを
告げて受診するようにする。

最後に益子氏は，患者がより良い治療生
活を送るための条件として「治療の目標を持
つ」ことが重要であり，例えば特定の検査
結果値の推移を，目標を意識しながら追う
ことは有意義であると述べた。

医師の立場から
井畑 淳 氏
国立病院機構横浜医療セ
ンター
リウマチ科 部長

井畑淳氏は，リウマチ
医療の現状を包括的に捉える視点から，医
療者と患者が共に正しく理解しておくべきリ
ウマチ医療の重要ポイントを指摘した。

今日のリウマチ医療を語るときの頻出キー
ワードに，「寛解（臨床的寛解・画像的寛解・
機能的寛解）」が挙げられる。分かりにくい
概念だが，「寛解＝治癒」ではないこと，関
節炎の段階でリウマチの進行を止められれ
ば「臨床的寛解」，骨破壊を阻止できれば「画
像的寛解」，機能障害の進行を止められれば

「機能的寛解」であることを押さえておけば，
全体像が理解しやすくなる。

近年，世界的にリウマチの合併症管理の
必要が叫ばれている。特に多い合併症は，
解離性大動脈瘤，心筋梗塞，脳梗塞など動
脈硬化に起因する疾患である。なお，日本
は欧米のような医療の極端な専業化が進ん
でいないので，合併症に対してはきめ細か
い対応を受けられる可能性が高い。

井畑氏は，このほかに，身体機能の維持，
副作用の予防，ポリファーマシー（多数の薬
を飲んでいる状態），関節破壊が進行した
場合の経済的問題を指摘した後，今後のリ
ウマチ医療においては，長期的・包括的な
ケアプランの構築，患者と医療者が一体と
なって実施する診療システムの構築が重要
課題となるだろうとの展望を語った。

（文責：編集部）

古田 和大 氏

井畑 淳 氏

益子 恵 氏

松野 博明 氏

佐藤 正夫 氏

西岡 久寿樹 氏

岡田 正人 氏

澁谷 美雪 氏

リウマチ講演会 続き
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金田 正一 氏

疫が発動されて形成されると考えられる。RA
の関節外病変であり，一連のものとして理解
すべきである 6）（図 3）。

気道病変は，従来とかくその臨床的意義を
軽視されてきたきらいがあるが，前号で述べた
ように，細菌性肺炎の母地となり，また次に述
べる様に非結核性抗酸菌症の母地ともなるの
で，臨床上極めて重要である。またその一部
は進行して閉塞性肺障害を引き起こす。さら
に，一部は進行して蜂窩肺を形成する。以下，
これらの諸問題を考えて行く。

1. 非結核性抗酸菌症
　（NTM 症）

RAの気道病変は様 な々細菌の定着を許し，
細菌性肺炎を起こしやすくさせるが，まったく同
じ事が NTM 症についても言える。NTM 症
については，本誌 120 号（2013 年 9 月）で
詳しく述べた。その後新たに出てきた情報も
加味して，以下にまとめる。

近年全世界的に NTM 症の増加傾向があ
り，特に我が国の増加ぶりは突出している。
RA 患者においても多発が見られ，臨床家を
悩ませている。最近，米国から，RA 患者の
NTM 症の発症率は一般人口の 2 倍，そこに
生物学的製剤が投与されるとさらに 5 倍，計
10 倍となる，と言う疫学データが発表されてい
る 7）。我が国の生物学的製剤の PMS でも，
正確な発症率としては算出されていないが同
様の傾向が窺われている。それにしても生物
学的製剤が投与されていない RA 患者でも一

般の 2 倍の発症率があるのはなぜであろうか？
NTMという菌（ヒトに病気を起こす菌種だ

けで 20 種類以上ある）は環境の常在菌であ
り，これを吸引する機会は多い。一般人では
肺内に定着することはまずないが，気管支拡
張症などの肺の構造改変部があると容易にそ
こに定着し，やがてそれが発症につながると
いうことはよく知られている。RA 患者には気
道病変が多く，これがその定着部となる，と考
えればこの高い罹患率は理解しやすい。図 4
に典型例を示す。

従来の日本リウマチ学会の生物学的製剤使
用ガイドラインでは，NTM 症と診断された場合，
生物学的製剤の投与は禁忌とされており，治
療を必要とする重症の RA 患者が最新の治療
の恩恵に浴せないという事態が頻発していた。

2014 年 2 月，日本呼吸器学会が中心となり，

日本リウマチ学会など関連 4 学会の合同事業
として作成された『生物学的製剤と呼吸器
疾患 ･ 診療の手引き』において，この問題も
討議され，少ないながら存在するエビデンスに
基づいて，菌種が MAC（Mycobacterium 
avium intracellulare complex）であり，Ｘ
線病型が結節・気管支拡張型（いわゆる中葉・
舌区型），かつ全身状態が良好の場合に限っ
て，リスクとベネフィットバランスを充分に考慮し
た上で，注意深く使用しても良い，との見解が
示され，我が国で最多を占める中葉舌区型の
MAC 症に治療の道が開かれた 8）。他の菌種，
特に我が国で 2 番目に多いM.kansasii 症に
ついては，一般宿主と異なり，予後不良とする
報告が続いており， 禁忌のままである。
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図３　ＲＡ患者の気道病変とは

外界とのインターフェースである気道において，定着している微生物（microbiome），
侵入してくる微生物，粒子（タバコなど）に対して，ＲＡ患者においては過剰免疫
が発動され，様々な気管支拡張症や細気管支炎が発生すると考えられる。

気管支拡張症

30 ～ 40％

細気管支炎

10 ～ 20％

写真提供：日本赤十字社医療センター
 病理部　武村民子氏

粘液腺の
増加

慢性炎症細胞
の浸潤

軟骨の
菲薄化

壁の脆弱化弾力線維の断裂，減少

周囲肺への炎症の波及

気管支壁の
肥厚

気管支腔の拡大

図１　病理学的に見た気管支拡張症の病態

図４　ＲＡのＮＴＭ症は
	 ＲＡ固有の気道病変を母地として発症する

a） 発症前１年のＣＴ。右上葉の気管支
拡張症（扌），左上葉の細気管支炎

（扌）（いずれもＲＡの気道病変）。

b） 発症時のＣＴ。気管支拡張症，細
気管支炎の部に一致して浸潤影が
出現（扌）。

➡
➡

➡ ➡

図５　診断上の問題
ＲＡの気道病変とＮＴＭ症－画像からの鑑別は可能か？

a）気道病変

いずれも中葉の気管支拡張症と下葉背側の粒状影（細気管支炎）が見られ，
これらの画像所見のみからは，両者の鑑別は不可能である。

b）NTM 症

無いではないが，その場合も同じキノロン薬を
投与すると２，３日で消失し，結局制禦に成功す
る。ただし，言うまでもなく，レスピラトリーキノ
ロンは我々が持つ抗菌薬中の切り札的存在で
あり，決して乱用（７日以上）して耐性菌を作
ることのないよう，その使用は充分に厳格でな
ければならない。原則５日以内とすべきである。
処方し，次の来院時に依然として咳が続いて
いるからと言って同じ処方を継続することは決
してあってはならない。

キノロン薬が無効，もしくは何らかの理由に
より使えない場合，吸入ステロイド（シクレソニ
ドなど）が卓効することがある。ただしこのあ
たりは呼吸器専門医と相談しつつの処方であ
りたい。

3. 閉塞性肺障害

従来あまり注目されてこなかったことである
が，RA の末梢気道病変は，進行すると閉
塞性肺障害を引き起こす。縦断的疫学研究
として世界的に信頼されている Rochester 
Epidemiology Project の一連の研究の中
で，RA 患者は一般人に較べ，1.5 倍のハザー
ド比で閉塞性肺障害を起こすことが明らかに
された 10）。実際進行した病期の RA 患者の
多数に，肺機能検査で閉塞性肺障害が見出
される。実臨床の場で患者が労作時息切れ
などを訴えないのは，ひとえに，RA 患者は機
能障害のために，速く歩くことができないから
である。この閉塞性肺障害は，形態学的に
は，1）細気管支炎（その原因として，長期

また近年浮かび上がって来たもう一つの大
きな問題として，診断の困難さがある。NTM
症の診断は，典型的な HRCT 像と，最低２回
の気道検体からの菌培養陽性により行われる
が，その“典型的な CT 像”（気管支拡張像
と末梢の粒状影）は，本稿で述べているRA
の気道病変（気管支拡張症と細気管支炎）
と酷似し，画像からの鑑別は不可能である 9）

（図 5）。この問題は未だ充分専門家の間に
知られていないために，CT 所見のみを以て
菌検査を行わないままNTM 症とされ，治療
の機会を奪われる例が跡を絶たない。画像所
見に加えて，菌所見をも必ず確認するようにし
たい。

幸い我が国で生物学的製剤投与下に発症
した NTM 症からは，今のところ死亡例は出
ていないが，米国では 38% が死亡したとされ
る 7）。菌が同じなのか，など委細で不明な点
が多いが，発見時期が我が国の平均より大幅
に遅く，これが不良な予後に関わっている可能
性は大きい。我が国の場合，きめ細かい観察と，
必要なときは躊躇なく胸部Ｘ線写真，CT など
の検査を行う姿勢が，この問題において良い
予後につながっていると思われ，今後も一層
注意深い観察が必要である。

2. 頑固な咳，痰

気道病変をもつ RA 患者は多いが，咳，痰
などの症状を訴える人は必ずしも多くはない。
しかし少ないながら，慢性の咳，痰に苦しんで
いる人はいる。そのような患者に HRCT 検査
を施行すると必ずといってよいほど気道病変
が見出される。喀痰は必ずしも多くない。

このような慢性下気道感染症の病像に対し
ては，我が国ではマクロライド系抗菌薬（クラ
リスロマイシン，エリスロマイシン）が卓効する
ことが知られていた。しかし RA 患者の気道
病変に対してはマクロライドの有効性は限定
的である。私はこのような例に対して，レスピラ
トリーキノロン（トスフロキサシン，ガレノキサシ
ンなど）の短期間の投与（５～７日）を試み
ているが，１クールの投与で月の単位，年の単
位で続いた咳が消失することを多数経験して
いる。これは RA 患者以外では見られない現
象で，理論的裏付けはとれていないが，数日
間の抗菌薬が気管支のマイクロバイオームを
変える可能性は考えられよう。再発することが

にわたる微生物との
免疫応答など），2）
肺気腫（その原因と
して喫煙），の二通り
があり得る。患者が
少しでも息切れを訴
えたら，スパイロメト
リー，そして HRCT
検査を施行すべきで
ある。しかしこれらの
病変の検出において
HRCT は万能ではな
い。軽症のもの，あ
るいは逆に高度に進
行し，細気管支炎が
瘢痕となってしまった
場合は，画像では検
出されない事も知っておくべきである。

時に短期間に肺機能障害が進行し致死的
となる病態；閉塞性細気管支炎（bronchiolitis 
obliterans; BO）に遭遇する。その頻度は
従来まれとされてきたが，精査されていないだ
けで決してまれなものでは無い可能性がある。
その病態についても，病理学者の間で議論が
絶えなかったが，蛇澤は，RA 患者に見られる
ＢＯは，高度のリンパ球，好中球浸潤を伴う炎
症により壁が破壊され，最終的には閉塞に至
るもので，移植後などに見られる壁構造の破
壊を伴わないＢＯとは異なる事を明らかにし，こ
れに細胞性・破壊性細気管支炎の名を与え
た 11）（図 6）。

この炎症性破壊性プロセスはステロイドなど
通常の免疫抑制療法に抵抗性で，その予後

は極めて不良とされてきたが，最近生物学的
製剤の奏効例が報告されるようになり，一条の
光が見える様になった。

4. 蜂窩肺形成－
　間質性肺炎様の病像形成
RA 患者には 10 ～ 20% に慢性線維性間

質性肺炎（RA-IP）が見られる。この IP は，
経時的に観察してゆくと，逐年的に発症して来，
その発症率は一般人に比しハザード比で 9と
いう非常に高い率である 12）。発症因子として
は，喫煙の他に，RA の病勢（RF，ESR，強
力な免疫抑制薬の使用など）が挙げられてお
り，全身性炎症性疾患であるRA の関節外
病変の一つと考えられている。即ち炎症性の
成り立ちが想定されているわけであるが，その
細かな成立機序についての検討は従来ほとん
どなされて来なかった。

従来 RA-IP についての呼吸器領域から
の取り組みははなはだ成果の乏しいもので，
VATS（胸腔鏡下肺生検）で採取した標本
を精査しても，「UIP パターン」を呈する例は
予後が不良である，との不毛な成果しか上げ
られてこなかった。

そもそもRA-IP を病理学的，画像診断学
的に整理分類するにあたって，特発性間質性
肺炎の分類を準用することが習慣的に行われ
てきたが，その妥当性についての検証は全く
行われていない。以前より，RA-IP には特発
性に見られない種々の特徴があり，特発性の
分類ではこれらが捨てられてしまう問題は指摘
されていた 13）。今，特発性間質性肺炎の中
でも最も重要な特発性肺線維症（IPF）につ
いて，炎症ではなく，線維化が主たる病態であ
るとの認識から，抗炎症薬ではなく抗線維化
薬の開発が喧伝されているが，一方，RA-IP
が炎症性の成り立ちである事については全く
異論のないところで，同じ治療法が奏効する
可能性は低い。RA-IP の詳細な形成機序が
解明され，その病態に即した治療が工夫され
るべきである。

気道病変とその合併症 続き 図２　最近の免疫学的研究が明らかにした
 気管支拡張症の病態

microbiome
（常在細菌叢）

活性酸素
elastase
MMPs

IL-8
TNF-α
LTB4

Mφ・上皮細胞

炎症
（好中球主体）

気道壁の損傷

気管支拡張

Pseudomonas
 H.influenzae

   Str.pneumoniae

気道に定着する細菌

図 6　閉塞性細気管支炎－細胞性破壊性細気管支炎
（cellular	and	destructive	bronchiolitis；ＣＤＢ）

活動期には気道内腔に多数の好中球性の浸出性変化，また粘膜の潰瘍性変化
（扌）を見る。
最終的には気管支構造（平滑筋，弾力線維）は完全に消失（扌），中枢から末
梢まで広い範囲に線維化，閉塞（扌）が起こる。

写真提供：国立病院機構 東京病院　臨床検査科　蛇澤晶氏

➡

➡

➡

図 7　	8 年の経過で正常肺から気道病変形成を経て蜂窩肺様像
を呈するに至った50 歳代，男性 RA 患者（非喫煙者）

RA のコントロールが不良なまま 8 年経過，この間に正常肺から気管支拡張症
の出現を見，さらに 2 年後，ＣＴ上蜂窩肺様所見が気道周囲，胸膜直下など
に出現した（扌）。

➡

➡
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図８　VATSで得られた肺組織の病理所見．嚢胞部分

画像上の蜂窩肺様所見は，多発する嚢胞であるが，その嚢胞の実体は，細気
管支壁及び末梢肺胞の炎症性破壊によりもたらされた細気管支の破壊性拡張。

気道病変とその合併症　続き

前編における引用文献の記載に誤りがありまし
た。お詫びし，訂正いたします。
×
5） Siemieniuk RA, et al: Ann Intern Med 163（7）; 

519-528, 2015
6） 日本呼吸器学会 生物学的製剤と呼吸器疾患・

診療の手引き作成委員会（編）: 生物学的製剤
と呼吸器疾患 診療の手引き; 45-48, 2014

○
5） 日本呼吸器学会 生物学的製剤と呼吸器疾患・

診療の手引き作成委員会（編）: 生物学的製剤
と呼吸器疾患 診療の手引き; 45-48, 2014

6） Siemieniuk RA, et al: Ann Intern Med 163
（7）; 519-528, 2015

やわらか頭に，軽快なフットワークで― 編集長からのコメント　後藤眞編集委員長／練馬光が丘病院	リウマチ内科

RA の気道感染の本質的な重要性につき，
最近の知見を基に，徳田均先生の革新的な
考察を前後２回にわたり提供させていただい
た。編集長の私見を交えたコメントを記述し，
読者に注意喚起をさせていただきたい。

生きるとは，環境に折り合いをつけることで，
つまるところ，圧倒的な （75%） epigenetics
へのわずかな （25%） genetics の不本意な合
意形成だと考えられる。Second generation 
sequencer など の 発 達 により，超 複 雑 な
microbiome の解析が進み，変性疾患とされ
た多くの加齢関連疾患の病因として，常在菌
による微小炎症（micro-inflammation）の

重要性が論じられるようになった。
RA についても，過去の少数派であった単

純な外来性感染症仮説から，身体の中の小
宇宙（口腔，気道，消化管）に，微細な炎症
の火を絶やすことのなく潜む常在菌に，急速
にスポットライトが当てられ始めた。人生の 1/3
を占める睡眠時間を含め，口腔～消化管の常
在菌の気道への誤嚥は，睡眠時無呼吸症状
がなくとも，日常的な現象で，気管支拡張症が
あれば，そこは，誤嚥された菌の格好のゆりか
ごとなる。気管支／血管壁を構成するラミニン，
コラーゲン，ビメンチン等のアルギニン残基をシ
トルリン化するシトルリン化酵素を持つ，歯周

病菌Porphyromonas gingivalis が，RA の
疾患マーカーであるACPA 産生のキーマン
の一人らしいことが報告され，そもそもRA は，
気道で産まれ，発病の機会を静かにうかがっ
ており，間質性肺炎発症の素地は，RA 発症
時には，すでにできているのではないだろうか。

RA の本質は，実は呼吸器疾患と捉え直す
必要があるとする考えが台頭してきている。気
管支拡張症は，RA に異常に高頻度で見られ
るが，そもそも気管支拡張症が，RA の本質
的な初期病変であるのか，それともRA 発症
の母地となっているだけなのかは，今後の研
究課題だと思われる。

疾患は，個人にとっては，いやなものだが，
生物種の進化を考えれば，身内に寄生する常
在菌とわれわれは，共進化の関係にあり，多く
の慢性疾患はこうした共進化によって形成さ
れてきたのかもしれないと，私は想像している。
いずれにしろ，言い古されたように，ヒトが生き
るとは，まさに，感染症との戦いを生きるのだ。
RA の病因論に関する大転換とともに，治療
法が，あっという間に替わりうる時代にわれわ
れは，診療しているのだが，徳田先生の小論
考から RA の気道病変は，単に RA の関節
外症状どころではないことをご理解いただけた
と思う。

CT で胸膜に沿って径 3 ～ 10mm の輪状
構造が並ぶ場合これを蜂巣肺（honeycomb）
と呼び，IPF の最も特徴的な所見とされてきた

（NSIP でも見られることはある）。
RA-IP 患者においては気道病変と連続して

蜂巣肺を生じることがまれならずある事を筆者
は指摘し，病理医，画像診断医を中心に賛同
が広がりつつある 14）。図 7は 8 年の経過を

経て，正常肺から気
管支拡張症，次いで
蜂巣肺を呈した患者
の CT 及 び VATS
所見である（図 8）。
CT で胸膜直下に配
列した蜂巣肺様の
所見は，病理学的に
は細気管支を中心と
して形成された嚢胞
で，炎症性の破壊が
このような所見をもた
らしたことは明らかで
ある。従来，画像的，
もしくは病理学的に

蜂窩肺を呈するIP はすべて UIP パターンと
されてきたが，今後再検討されることになろう。

RA の慢性 IP は，特発性とは全く成立機序
が異なる可能性があり，その防止，治療，対
応はすべてこれからの課題である。
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Kudo Elbow 初号機から
Type-3 まで

工藤：さて，Kudo Elbow を開発するにあ
たっては，おのずと第 1 世代の蝶番型人工
肘関節が反面教師になりました。その根本
理念は 3 つに要約できます。1 つ目は，骨
の切除を必要最小限に留める表面置換型と
すること。2 つ目は，摺動面の組み合わせ
を金属対プラスチックとし，摩耗粉の問題を
最小限に抑えること。3 つ目は，上下のコン
ポーネントが互いに動くときに，ゆるみの原
因となるような拘束をできるだけ少なくする
こと。これらを最初に形にしたのが，Kudo 
Elbow Type-1 です（図１- ①）。上腕側はス
テンレススチール製，ほぼ円筒形です。尺側

は高分子ポリエチレン製で，上腕側に相対
する摺動面と髄腔固定用のステムを付けまし
た。上下のコンポーネントはそれぞれ骨セメ
ントで固定します。
仲村：Kudo Elbow の開発メーカーはどのよ
うにして決まったのですか？　オリジナルの
モデルを考えたからといって，必ずしもメー
カーに製品化してもらえるわけではありませ
んよね？
工藤：今でこそジンマー・バイオメット合同
会社（以下，バイオメット）で製造していま
すが，Type-1 からType-3 までは，国内の
小さな医療機器メーカーにお願いし，必要
に応じて作ってもらっていました。
仲村：特許などはどうなっているのですか？
工藤：臨床試験を行うことのできない人工関

節分野では，特許を申請することは困難で
す。Kudo Elbow は今でも特許を取得してい
ません。

Type-1 は，国立相模原病院に異動する
直前の 1972 年に完成しました。3 年弱で 5
例のリウマチ肘に使用しましたが，5 肘と
いうわずかな症例数は，やはり慎重になら
ざるを得なかったからです。羽生先生も人
工関節を開発されているのでわかっていた
だけると思いますが……。
羽生：現在できる最高の人工肘関節だと思っ
ても，置換してしまったら，元へは戻せない。
怖いですよね。それでも世に出されて，素晴
らしいことです。
工藤：人間の関節の中に入れてしばらく観察
しないと何が起こるかがわからないというの
は，人工関節の怖い点ですね。Type-1 は
摺動面がフラットでしたが，この形状は非
生理的であり，そのことによるわずかな“拘
束”を生んでしまっていました。ですから，
Type-2 では摺動面にカーブを付けた「鞍型」
に改良しました。これで上腕骨の滑車の関
節面に似た，より生理的なデザインに改良さ

れた訳です（図1- ②）。
Type-1とType-2 の成績を表面置換型人

工肘関節の成績としてまとめ，1980 年に中間
成績 1），1990 年に長期成績 2）として，JBJS
の American Volume に発表しました。中間
成績では，計37肘のうち5肘で上腕側コンポー
ネントの近位側への沈み込みや後方への脱転
が見られました（図 2）。
仲村：私が入局したのは 1990 年ですが，
JBJS は当時も今も，整形外科領域で最も良
いとされている雑誌です。「うちの医局で一
番 JBJS に出している先生を知っているか？」
と先輩から聞かれたことがあり，その時初め
て“相模原の工藤先生”のお名前を耳にしま
した。
工藤：まだ電子メールのない時代でしたから，
論文投稿は重労働でした。郵便局に通いつ
めましたよ。でも人生で最も嬉しかったパブ
リッシュは，この中間成績をまとめた最初の
論文ですね。

Type-3 では Type-1とType-2 の経験を生
かして，沈み込みと脱転防止のため，上腕側
コンポーネントの中央近位部に髄腔固定用の
ステムを付けました（図 1- ③）。その長期成
績も2001 年の JBJS に発表しましたが，16 年
間の追跡で生存率 90% でした 3）。今思えば，
この成績に満足し，手元で地道に改良を続け
ていくこともできたはずなのですが……。1988
年，先程お話しした英国のバイオメットから声
がかかり，Type-4 の開発に着手することにな
ります。

Type-4 の罠と消えない後悔

工藤：Type-4 のデザインは Type-3 とまった
く同じなので，変更したのは素材のみです（図
1- ④）。当時，バイオメットが世界に先んじ
ていたチタン合金の技術を使用し，上腕側
コンポーネントはチタン製としました。尺側
コンポーネントは摺動面をポリエチレン製，

前号（137号）から引き続き，人工関節分野のパイオニアである工藤洋氏の「リウマ
チ人」をお送りする。「Kudo	Elbow」は，今や世界中で使用されている人工肘関節であ
る。前編では，工藤氏が1960年代の人工肘関節が抱えていた問題点を克服することを使
命と感じ，関節切除形成術という当時盛んだった手術をひとつのヒントに，Kudo	Elbow
の着想を得るまでが語られた。後編では，実際に開発着手してから現行のType-6 まで，
40年以上にわたる創意工夫の日々を振り返る。

国立病院機構 相模原病院 名誉院長 工藤 洋 氏

挑戦する“名器” ，Kudo Elbowの
　　挫折と栄光 後編

題字・仲村一郎 編集委員
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ステムをチタン製とした“メタルバック”です。
さらに双方のステムに，プラズマスプレイ法 ※

によるチタンのポーラスコーティング ※※ を行
いました。Type-4 の狙いは生体親和性の高
いチタンを使用し，上腕側コンポーネントの
セメントレス（骨セメントを使用しない）固定
を実現するという，当時としては先駆的な技
術の開発にありました。

ところが，大変遺憾なことに，Type-4 では
術後 2 ～ 3 年の短期間でレントゲン上に上腕
部ステムの折損像が見られるようになりました。
この人工関節の摺動面はチタン合金とポリエ
チレンですが，この組み合わせでは驚いたこと
にプラスチックだけでなく，むしろ金属であるチ
タン合金も負けずと摩耗していたのです。チ
タン合金の摩耗粉は骨吸収を亢進させ，支え
を失った上腕部ステムの基部にひびが入りまし
た。1992 年，Type-4 は日本での使用を打ち
切りました。

Type-4 を使用した 32 肘のうち 50% 以上
の肘で再手術が必要になりましたが，私の生
涯であれほど苦しかった時期はほかにありませ
ん。再手術の多くを自分で執刀しましたが，患
者さんに申し訳なく，本当に泣く思いでした。
患者さんの滑膜は，摩耗粉の沈着で真っ黒で
した。

さらに悪いことに，Type-4 は国内で使用
を打ち切ったあとも海外で使われ続けまし
た。バイオメットはグローバル企業ですから，
大量に生産した在庫が世界中にあったので
す。海外の医師からType-4 に関する論文
が出たり，私のところに問い合わせのメール
があったりして，全世界的に使用を止めなく
てはいけないと焦りました。1994 年，私は J. 
Arthroplasty に Type-4 の臨床成績を発表
しましたが 4），これは「もう使うのをやめてく
れ」という叫びでした。
※ プラズマスプレイ法：熱源にプラズマを用い，溶

射剤（チタン）を加熱して基材（ステム）に吹き付

け，皮膜を形成する表面処理法の一種。

※※ ポーラスコーティング：プラズマスプレイ法など

により，基材（ステム）の表面に小さな開口部を

無数に作ることで，そこに人体の骨組織が入り込

み成長し，固定することを狙ったもの。

Type-5，Type-6 で見えた
完成形

羽生：1993 年から，おなじくバイオメット製
造の Type-5（図1- ⑤）が日本で使えるよう
になり，Type-4 の再手術もType-5 への交
換をもって進みましたが，これはバイオメッ
トもチタン製の責任を感じてくれたというこ
とでしょうか？
工藤：そうでしょうね。Type-5 は上腕側コ
ンポーネントをコバルト・クロム合金で作ろ
うということになり，デザイン的にもステムの
基部を強化しました。尺側コンポーネントは
すべてポリエチレンのものと，Type-4 とおな
じチタンのメタルバックのもの，2 種類を作り
ました。また，Type-4 のステムに行ったチ
タンのポーラスコーティングですが，これだ
けは優れたアイデアでした。セメントレスで
ありながら，再手術の際には抜去するのが
容易ではないほど強固に固定されていたの
です。そこで，Type-5 では抜去できる程度
にコーティングの範囲を小さくして残すことに
しました。
仲村：Type-5 の成績はすばらしく，Kudo 
Elbow は文字通り“名器＊”と言われるよう
になりましたね。
工藤：やっと完成が見えてきたと思いました。
それでも問題は残り，術後平均 7 年間の追
跡では，89 肘のうち 5 肘にゆるみが生じ，
再手術が行われていました。しかし，その
すべてがポリエチレンの尺側コンポーネント
を使用した症例でした。オールポリエチレン
のコンポーネントは，メタルバックに比べる
と関節面に加わる応力を分散する能力が劣
るのかもしれません。私は尺側をすべてポリ
エチレンで作るという発想は捨て，上腕側は
コバルト・クロム，尺側はポリエチレンのメタ
ルバック（チタン）に絞ることにしました。

そのほか Type-5 の問題点を解決するため

に，バイオメットの技術者，私，昭和大学の稲
垣克記先生，相模原病院の森俊仁先生が集
まっては議論し，改良作を模索しました。そし
てサイズ展開を増やしたり，再手術用のロング
ステムを加えたりと症例に合わせて対応できる
ようにしたのが，現行の Type-6 です（図 1-
⑥）。
仲村：今，あらためて Kudo Elbow 開発の
歴史を振り返ったとき，先生が最も苦心され
た点はどこでしたでしょうか？
工藤：Type-4 で起きた問題の収拾です。患
者さんに再手術を行い，海外での使用中止
を訴えたときのことですね。ゼロから出発し
た Type-1を含め，私は開発そのものを苦労
と感じることはありませんでした。「そんなに
どんどんタイプを変えていくなんて不謹慎だ」
とお叱りを受けたこともあるのですが，人工
関節に関しては，“積み重ね”しかないと思っ
ています。頭の中で十分に考えて，実際の
手術に臨む。そこで出てくる課題をまた考え
抜く。その積み重ねです。また，私の場合
は，Kudo Elbow が自分の手を離れ海外で
使われ始めてからの方が多くの問題を抱えま
した。手術の技量や人工関節に対する思い
入れがさまざまである医師が扱っても成績が
上がるよう，手技書などを工夫しました。
羽生：人工関節には人体に入れてみないとわ
からない怖さと，もう１つ，万人が使うとき
の恐ろしさがありますよね。
＊または“名機”

リウマチ医療と人工関節の未来

羽生：最後に，後輩へのメッセージをお願い
します。
工藤：幸いにも 1990 年の後半に入ってか
ら，メトトレキサート，次いで生物学的製
剤（バイオ）が薬物療法として登場し，薬
によって関節の破壊が防げるようになりまし
た。これからもバイオをはじめ，さまざまな
DMARDs が開発されることが予想されま
す。まさに“リウマチ内科”の時代が来まし

た。ただ，薬物療法も万能ではありません
から，整形外科医の助けが必要な患者さん
は必ず残っていくでしょう。整形外科医は薬
によっても破壊の進行が防げなかった少数
の関節に，より的を絞って手術を施すことに
なりますが，そのために技術を磨き続ける必
要があります。

人工関節置換術もますます進化していくで
しょう。今よりも優れた人工関節が体中の関節
に使われるようになると思います。ただ，関節
リウマチの観点からみると需要は減っていくで
しょうね……。少し寂しいですが，しかし人工
関節の需要が減ることは，リウマチ患者さんに
とっては“福音”なのですよ。
仲村：人工関節置換術を含めた関節手術は，
薬のない時代から大きな福音をもたらしてき
たと思います。
工藤：もちろん，整形外科医の 1 人として，
私たちは技術を駆使して患者さんの痛みと
機能障害に向き合ってきた，という自負はあ
ります。こうして振り返ってみると，私は正
に『リウマチ人』として医師人生を過ごして
きました。ただ，私がリウマチ患者さんに良
かれと思ってやってきたことが，実際のとこ
ろみなさんを幸せにしたのかどうか，確信は
持てないのですよ。Type-4 は失敗でしたか
ら，ご迷惑をかけたという気持ちも拭えませ
ん。とはいえ，私はリウマチの薬物療法の
進化と患者さんの病状の画期的な変化に立
ち会うことができました。そのことに心から
感謝し，リウマチ人として長い年月を過ごし
てきた甲斐があったと今では考えています。
羽生：工藤先生は，82 歳の現在も綾瀬厚生
病院（神奈川県）にて週２日診療を行ってお
られるということで，まだまだ医師人生は続
いていますね。本日はありがとうございまし
た。

1）Kudo H, et al: J Bone Joint Surg Am 62(2); 
277-285, 1980

2）Kudo H, et al: J Bone Joint Surg Am 72(3); 
355-362, 1990

3）Kudo H, et al: J Bone Joint Surg Am 83-A(10); 
1506-1513, 2001

4）Kudo H, et al: J Arthroplasty 9(3); 269-278, 
1994

図1　	Kudo	Elbowの変遷	

① Type-1
（1972 年）

初号機が誕生。

② Type-2
（1975 年）

摺動面を
鞍型に改良。

③ Type-3
（1982 年）

上腕側に
ステムを付ける。

④ Type-4
（1988 年）

チタンを採用し，
ポーラスコーティング

を施す。

⑤ Type-5
（1993 年）

上腕側を
コバルトクロムに

変更。

⑥ Type-6
（2013 年）

サイズバリエーション
を増やし，

完成となった。

リウマチ人　続き

企画運営委員会の活動について
平成 28年 6月，7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 28 年 6月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 28年 6月7日（火）16：00～ 17：15
《報告事項》
１．腰野富久先生逝去による理事退任
２．中国・四国地区リウマチの治療とケア研修会（7 月3 日）より本年度研修がスタート。
３．法人賛助会員の退会について・・・（株）協和企画（企画会社）
４．その他

《審議事項》
１．第 14 回理事会について
平成 27年度事業報告（案）
 ・リウマチ財団登録医名簿は 28 年度から発行せず。
 ・ホームページのリニューアル　1 月8 日 UP，解りやすい構成。
 ・教育研修⇒ 1 か所平均 69 名（計 416）

 ・ケア研修⇒ 1 か所平均 98 名（計 587）
 ・RAトータルマネジメントフォーラム（計 278）
平成 27年度決算報告（案）

・経常収益　102,537,516，経常費用　119,035,606，経常増減　△ 16,498,090，正味
財産期末残高　562,167,840

・リウマチ財団登録医の新規登録が減少，リウマチケア看護師，リウマチ財団登録薬剤師につい
ても減少。

 ・積極的経費縮減を行った。
 ・基本財産は 3 億，特定資産は 1 億 6800 万円，安全性が高く，長期的に運用。
日本リウマチ財団委員会設置規程の改正（案）

・現在の委員会規程では 13 の委員会があり，これを5 つの委員会にして現在，150 人以上の委
員数を減らし，スリム化を図る。

 ・委員会設置規程の改正案に対し次のように文言修正
・企画運営委員会規定等は，一部文言修正を行う。
 その他登録医を中心とする教育研修会の在り方について松原先生を中心に全体的な見直し
を行う。

・第 5 条　委員長，副委員長等は委員の中から理事長が指名する。

図 2　Type-1術後 23 年目のレントゲン画像

全 5 肘のうちの１肘。上腕側のコンポーネントに沈み込み
（subsidence）が見られる。

subsidence
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欧州リウマチ学会（EULAR	2016）
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 2016 年 6月 8日～11日　英国	ロンドン

多田 昌弘
大阪市立総合医療センター 整形外科 医長

私は「Bone mineral density of whole body can 
predict fractures in patients with rheumatoid 
arthritis: Findings from the TOMORROW study

（全身骨密度は関節リウマチ患者の骨折を予測し
うるか－TOMORROW 研究からの解析－）」と
いう表題でポスター発表を行った。世界各国か
ら参加した rheumatologist と議論し，有意義な
時間を過ごすことができた。今回私が発表した
研究の内容と学会でのトピックスをまとめる。

関節リウマチ（RA）患者は，健常者に比べて
転倒・骨折が多いと報告されている。しかし，生
物学的製剤の登場で寛解の達成・維持が可能となった。また，RA 患者の生活の質は以前
に比べ大きく改善してきた。このように治療法が大きく変わった現在，本当に RA 患者で転
倒・骨折が多いのかを調べるため，我々のグループは，健常ボランティアを含めた 10 年間
の前向きのコホート研究（TOMORROW 研究）を 2010 年から開始した。本研究の目的は，
RA 患者の骨粗鬆症と転倒・骨折の関係性を健常者と比較することで明らかにし，転倒・
骨折の予防に役立てることである。

これまで，ステロイドの減量が骨代謝マーカーを改善すること（M. Tada, Osteoporosis 
Int: 27; 729-35, 2016），骨密度に影響を与える因子の検討（M. Tada, poster FRI0077, 
EULAR2014）を行い，報告してきた。今回の発表では，研究開始時の全身骨密度が 5
年間における骨折を予測しうるかを検討し，骨折のリスクを上昇させうる全身骨密度の cut 
off 値を求めた。骨折を生じた患者（骨折群）と生じなかった患者（非骨折群）のベースラ
インの骨塩量，筋肉量，脂肪率を調査し，ROC 解析を行った。

5 年間の骨折率は RA 患者 14.9%，健常者 10.4% と有意差を認めなかった（P=0.231）。
RA 患者と健常者の合計 358 人（骨折群 39 人，非骨折群 319 人）を検討したところ，
骨折群の骨塩量（0.914±0.123g/cm2）は非骨折群（0.995±0.125g/cm2）に比べて有
意に低いことがわかり（P=0.001），RA 患者のみの解析でも，同様の結果が得られた（骨
折群：0.873±0.090g/cm2，非骨折群：0.977±0.134g/cm2，P=0.002）。一方，筋
肉量と脂肪率においては両群で有意差はなかった。RA 患者において，骨塩量の cut off
値を 0.869g/cm2 と設定すると，AUC は 0.734 で感度 72.2%，特異度 65.7％だった

（P=0.01）。骨塩量が 0.869g/cm2 未満の RA 患者では，0.869g/cm2 以上の患者と比
較して，5 年以内に骨折するリスクはオッズ比で 5.3 倍であることが明らかになった。リウ
マチ白書 2015 によると RA 患者の約半数で骨粗鬆症を合併していると報告されている。
また，人口の高齢化に伴い，高齢者の RA 患者が今後増加してくることが考えられる。以
上のことから骨粗鬆症，転倒・骨折への取り組みは今後ますます重要となると考えられる。

学会でのトピックスとして，EULAR recommendations for management of RA が 3 年
ぶりに改訂され，JAK 阻害薬が生物学的製剤と同列で扱われるようになった。また，生物
学的製剤の減量・休薬，新しい bio marker の研究，precision medicine（最適化治療）
への取り組み，開発中の JAK 阻害薬の成績などの報告があった。

明石 健吾
神戸大学医学部附属病院 膠原病リウマチ内科 特定助教

私は「Knockout of endothelin type B receptor signaling attenuates bleomycin-induced 
skin sclerosis in mice」という表題で口演発表した。

全身性硬化症（SSc）は未だ原因不明の膠原病であり，その病態を解明すべくブレオマ
イシン（BLM）誘導皮膚硬化マウスが動物実験モデルとして広く用いられている。エンドセ
リン -1（ET-1）は SSc の病態と関わっていることが知られており，BLM 誘導皮膚硬化モ
デルにおいても ET-1が重要な役割を果たしていることが報告されている。ET-1 には 2 種
類の受容体，則ちエンドセリン A（ETA）受容体とエンドセリン B（ETB）受容体が存在し，
ETA 受容体は線維化において重要な役割を果たしていることが知られているが，皮膚硬化
における ETB 受容体の役割は未だ十分評価されてなかった。完全な ETB 受容体欠損マウ
スは腸管神経叢を欠損し巨大結腸を発症するため生存できないが， 我々は腸管神経叢で
ETB 受容体発現がレスキューされた ETB 受容体欠損マウス（以後 ETBKO マウス）に対して
BLM 誘導皮膚硬化モデルを適応することで，皮膚硬化における ETB 受容体シグナルの役

割を評価した。
正常マウス（以下 WT マウス）に BLM 投与を行ったところ有意に皮膚硬化・皮下脂肪

萎縮がみられたが，ETBKO マウスでは BLM 投与による皮膚硬化・皮下脂肪萎縮が見られ
なかった。また，線維化において重要な役割を果たしているαSMA 陽性の筋線維芽細胞
数は，BLM 投与 WT マウスではその真皮内に有意に増加したが，ETBKO マウスでは BLM
投与に伴う筋線維芽細胞数増加を認めなかった。次に WT マウスならびに ETBKO マウス
の皮膚から線維芽細胞を抽出し，培養を行った。ETBKO マウス由来の皮膚培養線維芽細
胞では，ETB receptor mRNA の発現はみられず，ETA receptor mRNA は WT マウス由来
皮膚線維芽細胞と同等の発現レベルを示した。これらの皮膚由来培養線維芽細胞に対し
て BLM や ET-1で刺激を行ったところ，ETBKO マウス由来線維芽細胞では，WT マウス
由来線維芽細胞で見られるようなαSMA やcollagen 1α1 の mRNA 発現亢進は見られず，
同様に可溶性コラーゲン産生の亢進も見られなかった。

本研究において，我々は ETBKO マウスが BLM 誘導皮膚硬化に抵抗することを明らかに
し，その機序として ETBKO マウスでは BLM 投与に伴う筋線維芽細胞の誘導が抑制される
ことを証明した。皮膚由来線維芽細胞において，ET-1 – ETB 受容体シグナルは，ETA 受
容体のシグナルとは独立し，線維芽細胞の分化やコラーゲン産生に関連していることが示
唆された。

私が発表した強皮症の病態・治療に関するセッションでは，どの演題も活発な議論がな
され，私も座長や参加者と有意義な議論を行うことができた。この経験を踏まえ，甚だ微
力ではあるが，今後も強皮症ならびに多くの膠原病疾患の診療・研究に役立てたい。

（編集部によって一部改変）

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

・現在の規程を改正し，理事会にかける。
2．製薬企業との意見交換会を年 2 ～ 3 回程度実施し，相互の連携，及び意思の疎通を密接に行う。
3．その他

平成 28年 7月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 28年 7月12日（火）18：00～
《報告事項》
１．平成 28 年度リウマチ月間リウマチ講演会（6 月19 日）
 200 名の参加者があり，元プロ野球選手金田正一さんの講演に会場が沸いた。
２．研修会の開催について
 ・中国・四国地区リウマチの治療とケア研修会を松山市で開催（7月3日），123名の参加があった。
３．製薬企業との意見交換会（6 月19 日）
 ・教育研修会とケア研修会を一本化等にしてほしいとの意見があった。
 ・研修会はなるべく，細分化（県単位など）した方が，企業もやり易い。

 ・企業は県単位の方が，融通が利いてやりやすいこともある。
４．リウマチ診療制度検討会の開催について
 9 月11 日（日）16：00 ～ 17：30 開催

《審議事項》
１，平成 28 年度法人賛助会員打合会について

12月13日（火）16：00 ～ 18：00 開催。18：00からは企画運営委員会を開催。財団会議室
で実施したい。

2，新委員会の委員編成について
部会長だと業務が「部会」毎に区分されることになる。副委員長とした方が，委員間の業務区分がなく，
効率的である。

企画運営委員会は各委員会の委員長をメンバーとする。それぞれ調整を図る。
他委員会，学術助成委員会，教育研修委員会，医療情報委員会，リウマチ専門職委員会はそ
れぞれ調整を図る。

グリニッジ天文台からロンドン市内を望む
（撮影：多田昌弘氏）
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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

今月号の財団ニュースは恒例のイベント
であるリウマチ月間に伴うリウマチ講演会
に関し ｢リウマチ及びその周辺疾患のケ
ア ｣と題して医師，看護師，その他の職
種の方々からの経験に基づいた有益なア
ドバイスが紹介されており，とても勉強に
なった。

さて今回の財団ニュースの注目記事は
徳田均先生の ｢リウマチ性疾患の呼吸
器障害対策 後編　気道病変とその合併

症 ｣ 及び ｢シリーズ リウマチ人 ｣ 工藤洋
先生との対談記事で，とても読み甲斐が
あった。

関節リウマチ（RA）の日常診療におい
て呼吸器障害を合併する患者は多いが，
徳田先生は RA の呼吸器障害を気道感
染という面から捉えている。特に口腔内，
気道などのマイクロバイオームに対してホ
ストの免疫応答により微小炎症が絶えず
生じて気道肺病変が生じていくという観点
の新しい論文である。更に RA に伴う気
道病変は RA の関節外病変という捉え方
にとどまらないということも教示してくれた。
財団ニュースでは過去にもRA の呼吸器

合併症について何度か記事が取り上げら
れたが，全く革新的な考えに基づく秀作
で読者の方にも是非一読を薦めたい。

人工肘関節のパイオニアである工藤洋
先生のリウマチ人の記事も注目に値する。
このインタビューからは Kudo Elbow の
開発に際し，他人の仕事の追従ではなく
オリジネーター故の苦しみ，挫折及びその
後の栄光がひしひしと伝わってきた。常に
反省しつつ患者さんに寄り添い，よりよい
人工関節開発のための飽くなき戦いはとて
も我々の胸を打った。臨床家のみならずリ
ウマチ医療に係わる全ての方々が，先生
のリウマチ人としての姿勢を大いに学ぶべ

きと感じた。
終わりに，リウマチ財団は当初からの調

査研究事業，海外留学援助に加えリウマ
チ診療，ケアに従事する人材の育成など，
今日の日本のリウマチ学の発展に寄与して
きたが，この基盤を作られたのが故塩川
優一教授である。筆者も大学は異なるが，
海外留学中を含め親しく声を掛けていた
だいた。ここにご冥福を祈り筆を置きたい。

（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

※ 変更する場合があります。関連学会単位，申し込み方法など詳細は財団ホームページをご覧ください。

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

東海・
北陸

10/2
（日）

JP タワー名古屋
ホール＆カンファレンス

四日市羽津医療センター
主任内科部長　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

九州・
沖縄

10/16
（日） 沖縄県医師会館 豊見城中央病院

顧問　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

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
（岐阜市文化産業交流センター）

近石病院
院長　武内 章二 先生

近　畿 11/23
（水 / 祝） 神戸国際会館

兵庫県立加古川医療センター
リウマチ科 部長　塩澤 和子 先生
兵庫県立加古川医療センター
リウマチ科・整形外科 部長　中川 夏子 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

財団では，平成 28 年度リウマチ財団登録薬剤師・リウマチケア看護師を募集してい
ます。

公益財団法人 日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師
 申請受付期間：平成 28 年 7 月1 日～ 9 月30 日

公益財団法人 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師
 申請受付期間：平成 28 年 8 月1 日～ 10 月31 日

※ 申請書類は財団ホームページよりダウンロードができます。

リウマチ財団登録薬剤師・リウマチケア看護師募集

日本リウマチ財団では，ご指定されたメールアドレスに，毎号財団ニュースのファイルをダウン
ロードできるURL や財団情報を送付しております。 

つきましては，お手数をおかけして大変恐縮でございますが，配信先としてご希望のメールア
ドレスの登録をお願い申し上げます。

メール配信がお手元に届かない先生 メールアドレスをご登録ください

以下の財団事務局アドレスにメールをお送り
ください。

送信先：jrfnews@rheuma-net.or.jp

※その際，以下の 4 点をご記入ください。
①お名前 
②ご所属
③登録医番号
④配信先としてご希望のメールアドレス

登録方法

北 海 道

 後 藤  礼 大
宮 城 県

 坂 平  晴 基
埼 玉 県

 竹 之 下  拓
 若 松  裕 子
千 葉 県
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 澤 田  治 紀
 御 影  秀 徳
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 池 野  大
大 阪 府

 永 山  芳 大
 南 平  昭 豪

愛 媛 県

 鎌田 一億
福 岡 県
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佐 賀 県

 長 嶺  里 美
長 崎 県

 増 田  賢 一
大 分 県

 清永　恭弘

平成 28 年度　新規リウマチ財団登録医一覧学術研究賞等候補者を募集
財団では，このほど次の研究賞等候補者の推薦を依頼しました。

１．ノバルティス・リウマチ医学賞
 締め切り	平成 29 年 1月 31 日

リウマチ性疾患の病因・発生機序，あるいは画期的治療等に関する独創的な研究を顕彰。
２．リウマチ性疾患調査・研究助成
 締め切り	平成 28 年 11 月 30 日

リウマチ性疾患の病因，治療，予防・疫学等に関する独創的な調査研究に助成。
３．塩川美奈子・膠原病研究奨励賞
 締め切り	平成 28 年 11 月 30 日

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助成。
◎候補推薦依頼先は次のとおり。
全国医・歯・薬科大学長，大学医・歯・薬学部長，関係機関の長，財団評議員。
詳細は財団ホームページ“リウマチ情報センター”をご覧ください。


