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140 号の主な内容
●	 新年のご挨拶
	 髙久	史麿	代表理事
●	 いまさら聞けない慢性運動器疼痛	
特別編・座談会

●	 ACRレポート 次ページに続きます。

新年，あけましておめでとうございま
す。本年もどうぞよろしくお願い申し上げ
ます。平成 29 年の年頭にあたり，一言
ご挨拶を申し上げます。
　
昨年は，我が国 4人目のノーベル医学・
生理学賞に東京工業大学栄誉教授であ
る大隅良典博士の受賞が決定。年末の
報道は授賞式前後の日々を忙しく過ごさ
れる，受賞者大隅良典博士の姿がマスコ

ミによって，数多く流されているのを拝見
しました。
ノーベル賞は湯川秀樹博士が戦後の
復興ままならぬ時代に，物理学賞を受賞
されたのが，日本で最初の受賞であり，
当時の日本の現状から，大きな希望や勇
気を，日本中にもたらした受賞でした。
1949 年（昭和24 年）のことです。その後，
朝永振一郎博士が 2人目の受賞者になら
れたのは1965 年，湯川秀樹博士が受賞
されてから16 年後のことでした。長い年
月が過ぎていました。

医学・生理学賞の受賞は，1987年（昭
和 62 年）に受賞された利根川進博士が
最初です。それから，25年後にiPS 細胞
で山中伸弥博士が受賞され，その後の活
躍はみなさんご存知のことと思います。ま
た，2015 年には，大村智博士の発見が，
多くの寄生虫による疾病から命を守り，た
くさんの人達の命を救ったともいわれ，多

くの治療薬が製造されています。
昨年2016 年 10月3日には，大隅良典
博士が，4人目の医学・生理学賞の受賞
者となられました。細胞が不要になった
タンパク質を分解するオートファジーの仕
組みを発見した功績でした。日本人とし
て25人目のことです。
利根川進博士の医学・生理学賞受賞か
ら29 年目のことでした。
リウマチ性疾患も，ノーベル賞の受賞
要因となることを願っています。

くしくも，1987 年（昭和 62 年）は，
日本リウマチ財団がリウマチ性疾患の征
圧を目的に厚生省から財団法人として認
可された年です。日本リウマチ財団は創
設 30 周年を迎えます。これも何かのご
縁だと思います。
日本リウマチ財団は，創設 30 周年を
契機として，今後，新たな改革に着手し，
リウマチ患者さんの更なるQOLの向上

に貢献できるように，力を注ぎたいと考
えています。まずその布石として，昨年 9
月には組織力の強化を図るため，数多く
の委員会の再編成を行い，5つの組織に
スリム化しました。
また，情報分野での充実を図るため
に，ホームページのリニューアルを行いま
した。さらに内容の強化を図っていると
ころであります。

来る6月11日には，財団設置 30周年
の記念行事を計画中です。
今後は，再編成後の委員会で活発な意
見が交わされ，組織力の強化によって，
成果が生まれるようにしたいと思います。
2017年（平成 29 年）が輝く年であるよ
う，ご支援いただいている皆様とともに
リウマチ性疾患の征圧をめざし，私の年
頭のご挨拶とさせていただきます。
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髙久 史麿

新年のご挨拶

ものの，患者さんを目の前にしたときの治療
法は，まだこれから進歩させていく必要が
あるのではないでしょうか。そのような思い
から，本日の座談会には，日頃から痛みの
治療に取り組んでおられる内科と整形外科
の先生に加わっていただいています。まずは
三木先生，長い連載を終えられていかがで
すか？
三木：書き手にとっても発見のある連載でし
たね。連載の反響から，運動器の痛みを診
ている医師には内科医も多く，彼らも慢性疼
痛の治療に興味を持っているということがわ
かりました。当初，私は整形外科医に向け
て原稿を書いていましたが，途中から内科医
を意識し，整形の専門用語を使わないように
しました。そうやって私が整形外科の共通
言語・共通の認識だと思ってきたことを取り
払うと，患者さんの痛みに対する医師の感度
には幅があり，内科医か整形外科医かとい
う問題ではなく，医師の数だけ対応がある
のだということにも気づかされました。

はじめに―座談会の目的

後藤：慢性疼痛分野には数多くの必要不可
欠な要素があったため（表），「いまさら聞け
ない慢性運動器疼痛」は本誌の過去にも例
がない大型連載となりました。脳神経科学
の進歩にともなって従来のNSAIDs 以外の
痛み止めが登場し，それらを使うことになっ
た我々リウマチ医の理解も急速に進みつつ
あります。ただ，新しい薬と知識を手にした

連載を通じて得た，
今後の課題もあります。
私は本連載を通じ，痛
みの機序による分類
（図）という近年の概念
を紹介しました。器質
的病変がなくても痛み
は起こるのです。しか
し 20 年間続けてきた治
療をある日やめましょ
うといっても，それは
なかなか難しいことで
す。ひどい痛みを前に
すれば，医師は反射的
に痛み止めを出してき
ましたし，患者さんは
適応と関係なく手術を
望むことすらありまし
た。医師も患者さんも
「どこかが壊れているか
ら痛いのだ」という“壊れた部品”説を信
じてきたからです。私としては，今は薬で
も手術でもない別のアプローチが有効であ
ることを納得してもらうにはどうすればい
いのかずっと考え続けているのですが，本
日の座談会でヒントが見つかると嬉しいで
すね。

器質的病変なき痛みの時代

後藤：近年の研究で，痛みには感覚だけでは
なく，感情や情動が大きく影響しているとい
うことがわかってきました。とくに慢性疼痛で

はその傾向が大きいといわれています。ただ，
リウマチ医は感情や情動の治療を専門にして
いませんし，慣れないわけです。内科医の亀
田先生はどのような診察をされていますか？
亀田：心を診なければとても治らないと思う
患者さんが実際にいるので，前向きに取り
組んでいます。私は問診で日常生活のパター
ンを聞きますが，以前はできなかった料理を
していることなどが患者さんの話にでてくる
と，情動も良くなっていると確認できます。
最近はストレスチェックも行い，その結果か
ら痛みとストレスの関係に興味を持ち始め

司　会：後藤	眞	氏（前編集委員長）／練馬光が丘病院	リウマチ内科
著　者：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
内 科 医 代 表：亀田	貞彦	氏／亀田内科	院長
整形外科医代表：井上	道夫	氏／医療法人井上整形外科	理事長

本誌では 2014 年夏から 2年以上にわたり，慢性運動器疼痛をテーマに三木健司氏
の連載を掲載した。連載は好評を得て，10 回連載の予定だったものが 12 回まで延長
された。企画者である後藤眞前編集委員長の狙いは，診断・治療法を複数持てる時代
における慢性疼痛治療の体系的なまとめだったが，それは成功したのか？　著者の三
木氏のほか内科医を代表して亀田貞彦氏，整形外科医を代表して井上道夫氏にお集ま
りいただき，評価を行った。

後列左から井上氏，後藤氏，亀田氏。前列中央，三木氏。（財団事務所にて）
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ていますね。確かに痛み止めは使いますが，
患者さんの中でなにが起きているのかを考
えながら治療するようにしています。
三木：痛みとストレスは大いに関係がありま
す。社会的立場が高い層ほど疼痛のある人
が少なく，反対に誰かの命令を受けて働い
ている層では，疼痛のある人が多くなるとい
うデータもでています 1）。
亀田：三木先生はどのような“聞き出し”の
テクニックをお持ちですか？
三木：自分自身も患者さんとのコミュニケー
ションについて学んでいますが，私たちは疼
痛専門の特殊な外来なので，患者さんには
精神科医の面談を1時間×3回受けてもらっ
ています。疼痛を治療するにはそれだけ心を
診る必要があるということでもありますね。
精神科医からの報告からかなりのことがわ
かります。あとは理学療法士（PT）や作業
療法士（OT）にも協力をお願いしています。
整形外科医の診察は 20 分がいいところで
すが，PTや OTは患者さんとマンツーマン
で 40 分間運動します。ここで患者さんは必
ずなんらかの話をしていて，PTや OTとの
会話に患者さんの本音があることは多いで
す。時間の問題だけではなく，医師に直接
話すと簡単に治療が変更になってしまうので
はないかと患者さんは警戒するのでしょう。
じつは患者さんの本当の目的を早く知りた
いという思いから，早石病院の整形外科の
問診票を変えたのです。「どういうことをお

望みですか？」というような欄を作りました。
この記入内容が「湿布が欲しい」「痛み止め
をくれ」から「痛みの原因を知りたい」「病
気の名前を教えて欲しい」までいろいろで，
なかには「先生に会いにきました」と特に
治してほしいわけではなさそうな患者さんも
いることがわかりました。医師はサービス業
でもあるので，患者さんの満足度を上げる
必要があります。満足度の高い患者さんは，
ご本人の治療選択肢にはない運動療法など
の治療にもいずれ取り組んでくれるようにな
るケースが多いのですよ。ちなみに日本の整
形外科に通う運動器疼痛患者さんのうち，
治療に満足している方は 3 割以下にすぎな
いというショックな調査結果も存在します 2）。
後藤：ガイドラインに“無治療”という選択
肢がないからいけないのです。そのせいで，
日本では診察をしただけでは大した点数が付
きません。医師が薬を出したり検査をしたりと
いうことに気を取られているうちに，患者満足
度が下がるのではないでしょうか。整形外科
医の井上先生はこの点をどう思われますか？
井上：患者さんの目的を聞くことを忘れてい
たと思いました。医療機関では，患者さん
が痛みをなんとかして欲しくて来ていたとし
ても，医師は“red	flag（重篤な疾患）”を
見逃さないことにいちばん気を張っているの
で，目的が食い違ってしまうということは起
こりうるでしょうね。問診票でストレートに
聞くというアイデアは参考になります。また，
おなじ整形外科医として共感しましたが，う
ちの医院でも5 名いるPTからの情報はと

ても役立っています。時間の経過やリハビリ
によって患者さんの病態はどんどん変わりま
すので，PTが最初にキャッチして，私が診
察に反映するというケースはよくあります。
私は慢性疼痛の治療で“心を診る”ことは，

脳でなにが起こっているのかを考えることで
もあると思っています。例えば，福島県立医
科大学の研究で，腰や頸椎の痛みを訴える
人には脳の萎縮があったり，血流が悪かっ
たりする人が多いとわかりましたよね。スト
レスが脳の萎縮をきたすといわれていますか
ら，脳の問題が患者さんにあるかないかも
医師は総合的に判断していくべきです。
亀田：脳機能画像の技術は興味深いですね。
薬でとりあえず痛みを止めた状態または痛み
そのものの治療に成功した場合では，それ
ぞれ脳がどのような変化を起こしているのか
を知りたいところです。成功したケースにれっ
きとした差があれば，情動の治療ももっと熱
心に行われるようになるのではないでしょう
か。

連載の２つの試みとその成果

後藤：今振り返ってみて，私は本連載の大き
な特徴を①関節別の記載，②痛みの機序に
よる分類の啓発だと思っています。痛みの機
序による分類は，感覚の治療か情動の治療
かという問題提起へつながっていきました。
さきほど三木先生ご自身は，長年信じられて
きた“壊れた部品説”を覆すのは難しかった
とおっしゃいましたが。三木先生は著者とし
て，この 2 つの試みはどの程度成功したと
思われますか？
三木：痛みを病気別ではなく関節別にまとめ
たのは，日本の医師にはゆっくり診察をする
時間がないからです。アメリカでは，患者さ
んが来院して「膝が痛い」といっていたとし
ても，頭の上から順番に診ていくことがあり
ます。どの部位が痛い場合でもおなじ診察
手技を行うということですね。しかしそうし
たところで結局必要になるのは，疾患の見
極めです。そこで，診察時間が短い日本の
医師に向けて，患者さんが痛い場所を中心
にして想定される疾患を網羅しました。連載
第 1回では膝を取り上げましたが，「どんな
疾患が考えられるか」「感染はあるか，変形
性関節症か」「感染が疑われるのなら急いで
処置をしなくてはいけない」という流れで，
読者の先生方に，なるべく効率がよくて安全
な診断を提案する内容になっています。初
診はこの方法で診察して，次回までに治って
いなかったら膝が痛いのは背骨が悪いこと
もあるので背骨を診察しようか，とかそのよ
うにしてはどうかと思います。関節別の記載
については疾患を網羅できたという点で，一
応の達成感があります。
後藤：井上先生，関節別の記載をどう評価さ
れますか？
井上：いわれてみると，私も痛みのある箇所
から広げていくように日常診察を行っている
のでよいことだと思います。1回の診察でで
きることには限りがあるので，例えば，股関
節が痛い患者さんではなによりもまず股関節
を診て，股関節のレントゲンにはまったく問
題がないとなれば，腰が原因で痛みが起こっ
ているのではないかと考えたりします。基本
は患者さんが痛いと訴える場所から診てい
きますが，それだけだと原因を見落とす不安
がありますので，よくあるケースからも検討
するという流れでしょうか。
後藤：診察時間が限られている点では内科
医も同様だと思いますが，亀田先生はいか
がですか？
亀田：痛みについては，それが全身的な病
気の一部かどうかを最初に考えます。という
のも，わたしの医院では大きい病院から線
維筋痛症ではないかといって送られてきた患

者さんが骨髄腫であったりするからです。肺
がんを併発していたり，大腸がんが見つかっ
たりすることもあります。これらの可能性を
なくすためには検査が必要ですが，その前
に患者さんが検診を受けているかどうかを
確認します。定期的に検診を受けていない
ような方は，頻度がちょっと高いです。リウ
マチ性多発筋痛症のケースも時折あります。
三木：大きな病院で線維筋痛症とされた患
者さんが違う病気だった，というケースはあ
りうるのですよね。痛みの機序による分類と
して，私は 3 つの丸を作りました。1つ目が
侵害受容性疼痛，2 つ目が神経障害性疼痛，
3 つ目が非器質的疼痛ですが，一昔前はこ
の非器質的疼痛のところが「心因性疼痛」
と，心因性のみになっていたのです。だから，
ドクターは侵害受容性疼痛でもない，神経
障害性疼痛でもないと判断した瞬間に全部，
3 つ目の心因性疼痛に入れてしまっていまし
た。“ごみ箱病名”じゃないけど，わからな
ければそこへ入れるという，分類を作ったこ
とによる弊害が起こっていたのです。現在で
は非器質的疼痛には「心因性疼痛」「機能
性疼痛症候群」「中枢機能障害性疼痛」が
含まれることをご理解いただき，侵害受容
性疼痛でも神経障害性疼痛でもない場合も
すぐに心因性と決めつけず，クリニックの先
生に送る前にもっと調べていただきたいと思
います。痛みの機序による分類の啓発はま
だまだ続けなくてはいけませんね。

NSAIDs 以外の
薬物療法について

後藤：冒頭でお話したように，近年プレガバ
リン（リリカ®）やデュロキセチン（サインバ
ルタ®）など，NSAIDs 以外の痛み止めが
登場しました。プレガバリンは世界で最も多
く使われている疼痛治療薬としても有名で
す。NSAIDs の胃への悪影響がいわれるよ
うになり，安易に新しい薬を使っている背景
もあるのではないかと思います。あと，成分
としては長い歴史がありますが，トラマドー
ル･アセトアミノフェン配合錠（トラムセット®）
もよく使われています。こういったNSAIDs
以外の薬を使う際の注意点について，あら
ためてお話しください。
三木：NSAIDsを使用するときよりも，痛み
の原因を追求する必要があります。プレガバ
リンは海外では抗てんかん薬としても使用さ
れているお薬です。適応は神経障害性疼痛
であり，侵害受容性疼痛には効果がありま
せん。処方前に，どこかの神経の経路に沿っ
てその支配領域が痛かったり，知覚低下や
麻痺があったりするかどうかを確かめてくだ
さい。実際の痛みは複数の原因が絡み合っ
た混合性疼痛が多いのでまったく効かない
ことは少ないのですが，その場合も侵害受
容性疼痛の部分にはプレガバリンは効いて
いないということに注意が必要です。
トラマドール･アセトアミノフェン配合錠は，

弱オピオイド系のお薬です。イメージとしては，
NSAIDsの代用薬として使用されています。
変形関節症に代表されるような侵害受容性疼
痛では，NSAIDsで痛みを抑えきれなかった
患者さんでもトラマドール･アセトアミノフェン
配合錠で効果が得られる場合があります。神
経障害性疼痛にも効きますが，神経障害性疼
痛に対してはプレガバリンの方が早く効くとい
う印象です。NSAIDsの胃粘膜障害を引き起
こす可能性と腎機能への影響を考えて，治療
が 2週間以上におよぶ場合は，NSAIDsか
らトラマドール･アセトアミノフェン配合錠に切
り替えることをおすすめします。ただ，トラマ
ドール･アセトアミノフェン配合錠には，吐き
気や便秘といった副作用があります。吐き気
止めや便秘薬を処方することで対応できます

疼痛座談会 続き

図　痛みの機序による分類

痛みはその機序により、①侵害受容性疼痛、②神経障害性疼痛、③非器質的疼痛に分類される。ただ、ほとんどの痛み
はこれらが複雑に絡み合った混合性疼痛であると考えられる。痛みに含まれるこれらの構成要素のバランスを考えるこ
とは、治療や薬剤選択の大きな助けになる。

「三木健司 , 行岡正雄：機能性疼痛症候群と線維筋痛症 , 運動器慢性痛診療の手引き
（日本整形外科学会運動器疼痛対策委員会編）, p.136, 2013, 南江堂」より改変 .

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

【器質的疼痛】
侵害受容性疼痛
炎症や組織損傷によって生じた発痛物質が末梢の侵害受容器を刺激することによって生じる
痛み
神経障害性疼痛
体性感覚神経に対する損傷や疾患によって引き起こされる痛み

【非器質的疼痛】
説明しうる器質的病変がないにもかかわらず訴えられる痛みや、器質的病変は存在するがそ
れにより十分説明しえない痛み

表　いまさら聞けない慢性運動器疼痛

テーマ 掲載号 発行年月

第 1 回 膝関節痛 125号 2014年7月

第 2 回 膝関節の炎症性疾患の鑑別について 126号 2014年9月

第 3 回 肩関節の炎症性疾患の鑑別について 127号 2014年11月

第 4 回 手関節の炎症性疾患の鑑別について 128号 2015年1月

第 5 回 肘関節周囲の疾患の鑑別について 129号 2015年3月

特別編 座談会「リウマチ内科医として，整形外科医として，今知っておきたいこと」130号 2015年5月

第 6 回 足関節，足の愁訴について 131号 2015年7月

第 7 回 腰痛・背部痛の原因と鑑別疾患 132号 2015年9月

第 8 回 頸椎の疾患について 133号 2015年11月

第 9 回 痛みの新しい分類　機能性疼痛・中枢機能障害性疼痛について 134号 2016年1月

第10回 スポーツ障害，オーバーユース障害 135号 2016年3月

第11回 慢性運動器疼痛治療薬の使用方法 136号 2016年5月

第12回
（最終回）非薬物療法（認知行動療法，運動療法） 137号 2016年7月

※日本リウマチ財団のホームページから，135号までのPDFをダウンロードすることが可能です（2017年1月現在）。

4 ページに続きます。
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関節リウマチ
バイオシミラー
北欧からのバイオシミラーの発表（NOR-
SWITCH スタディ）が注目された。482
人の最低 6 ヵ月以上（平均 7 年）インフ

リキシマブ（レミケード ®）を使用した患
者（クローン病，関節リウマチ，乾癬な
ど）を継続した場合とインフリキシマブの
バイオシミラー Remsima に変更した場合
の比較で，52 週時点での増悪率はそれぞ
れ 26.2％と 29.6％と差がないことが示され

た。しかしながら，
155 人のクローン病
においては，21％と
36％であり統計差は
ギリギリでなかった
が懸念が示された。	
北欧でのバイオシ

ミラー普及の理由
は 2015 年の発売時
でインフリキシマブ
との価格差が 75％，
2016 年でも 60％と
低く設定された価
格，それを使用する
ことにより多くの患
者が生物学的製剤の
恩恵を受けることが
できるという保険制度にも由来している。
米国では，認可されているがまだ発売され
ておらず，価格設定も日本よりもさらに現
在発売されている薬剤との差がないという
ことで，患者負担にも影響が少なくどの程
度受け入れられるかは疑問との声が上がっ
ていた。本邦でも医療経済的に北欧と同様
の状況が訪れることは必須なのかもしれな
い。

術前・術後の治療

膝関節・股関節置換術の前後における関
節リウマチ薬物治療の推奨に関しても試案
が示されたが，残念ながら直接この問題に
対してエビデンスを示した研究は少なく，
多くは理論的な感染症の危惧からの推奨と
なっている。試案においては，従来型の経
口抗リウマチ薬であるメトトレキサート，
サラゾスルファピリジン，レフルノミド，
ヒドロキシクロロキン（本邦では関節リウ
マチへの保険適応は 2017 年 1 月時点では
未承認）は継続投与，生物学的製剤に関し
ては，全て手術を投与に当たる時期前後に
行い 1回は休薬し，創傷治癒と感染がない
ことを確認した上で再開する。トファシチ
ニブに関しては 1週間前に中止する。ステ
ロイドは，ストレスドーズを投与する必要
は通常なく，服用している量にて継続する，
となっている。

2016 年 11月11日から16日，米国の首都ワシントンDCにて米国リウマチ学会（ACR）

が開催され，16000 人が参加し3300のアブストラクトが発表され450のセッションが行われた。

幾つかの分野での注目された話題を取り上げてご紹介する。

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

脊椎関節炎

乾癬性関節炎に対して現在はTNF，IL-
12/23 受容体の共通分子，IL-17 及びそ
の受容体に対する抗体製剤が認可されて
いるが，今回 IL-23 を選択的に阻害する
Guselkumab の第 2相試験の結果が報告さ
れた。100 人をプラセボと 1:1 に割り付け
る小規模のデータであるが，24週時点での
ACR20，ACR50，PASI75 はそれぞれ 58％
と 18％，34％と 10％，78％と 12％と大変
効果が高く，安全性も高い結果であった。

ANCA関連血管炎

多発血管炎性肉芽腫症（旧ウェゲナー肉
芽腫症）の新しい分類基準の試案が発表さ
れた（表1）。
あくまで，血管炎の診断がついている状

況で他の血管炎と区別して分類することを
主目的にした基準であり，本邦を含む全世
界からの症例データの解析で好酸球性多発
血管炎性肉芽腫症（旧Churg-Strauss 症候
群）との差が大きかった鼻ポリープと好酸
球増加が陰性因子として組み込まれている
が，実際の臨床の場では鼻ポリープの有無
は検索されていなかったことも考えられ，
この基準が応用されるようになり検索が

学会初日のレビューコース

6 ページに続きます。

表1　ACR/EULAR	2017
多発血管炎性肉芽腫症	分類基準試案

臨床所見

鼻副鼻腔（出血，潰瘍，血塊，閉塞）  3

鼻ポリープ  −4

難聴，聴覚低下  1

軟骨の障害  2

眼充血及び眼痛  1

検査所見

PR3-ANCA 陽性  5

末梢血好酸球≧ 1000/mm3  −3

肺結節，腫瘤，及び空洞病変  2

生検にて肉芽腫  3

小血管炎，もしくは中血管炎の診断が確定していて，下の9項目
の合計が5点以上となれば多発血管炎性肉芽腫症と分類する。

が，患者さんへの説明が面倒な先生もおられ
るのではないでしょうか。プレガバリンであれ
ば，副作用としては眠気が起こることを伝え
ればよいので，そのような事情もあってトラマ
ドール･アセトアミノフェン配合錠よりもプレガ
バリンが多く処方されているように思います。
後藤：副作用が起こることを事前に説明する
のは腰の重いことかもしれませんが，患者さ
んの疼痛にきちんと効果のある薬を処方する
ためには，避けられない仕事ですね。

理想の疼痛医療，理想の医師

三木：じつは本日のまとめとして，この本を

持ってきました。『医師はなぜ治せないのか』
（築地書館）です。著者のバーナード・ラウ
ン博士はノーベル賞も受賞した心臓学の世
界的研究者であり，臨床医としても多くの心
臓病患者さんの治療に携わられました。ラウ
ン博士は認知行動療法もなかった 20 年も前
から，患者の心理的なファクターを診ること
で治療成績が上がることをハーバード大学の
レジデントに教えていたといいます。私はこ
の本を読んで，医師の患者さんを思いやる気
持ちや患者さんの立場に立って考える姿勢
がいかに大切か知りました。実際，自分が
患者さんだったら，全身をくまなく検査され
て小さな異常を指摘されるよりも，話を聞い
てくれて励ましの言葉をかけてもらったほう
が幸せでいられます。
後藤：よい本ですよね。ただ，ラウン博士や

三木先生の理想とする医療を行うには，今
の時代のほうが難しい面もあるように思いま
す。近年は解剖学と対応した教育がなされ
ていて，画像診断でなにかちょっと変化があ
れば，それを腰痛の原因として一生懸命治
療している状況ですから。やはり，
患者さんが何を求めているのかを
もっとはっきり聞いて，それぞれ
に応じた治療をするのが本来の
医療サービスだということでしょ
う。しかし，疼痛の感覚と情動に
ついての問題提起は，本連載後
半の大きな成果です。感覚の部分
は“いまさら聞けない”基礎のテー
マでしたが，情動については“い
まこそ知りたい”慢性運動器疼痛
のホットトピックスではなかったで

バーナード・ラウン著
『医師はなぜ治せないのか』
（築地書館）1998 年発行

不治の病の患者・高齢の患者と医
師はどのように関わるのかを通じて，
医療のあり方を提言する一冊。『治
せる医師・治せない医師』の続編。

疼痛座談会 続き
しょうか。今後の三木先生のご活躍に期待
します。本日はありがとうございました。
1）Manek NJ, et al: Curr Opin Rheumatol 17(2); 

134-140, 2005
2）Nakamura M, et al: J Orthop Sci 19(2); 339-

350, 2014
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ACR レポート 続き

ポスターセッション会場

表 2　ACR	ステロイド性骨粗鬆症（GIOP）診療ガイドライン	2017

40 歳以上
（ステロイド投与量がプレドニゾロン換算で 1 日 7.5 ㎎以上の場合は，MOFをｘ1.15，HPをx1.2 で修正）

ハイリスク
脆弱骨折の既往
Tスコア（椎骨もしくは大腿骨）−2.5以下
FRAX にて MOF20％以上もしくは HP3％
以上

カルシウム　ビタミンD
強い推奨として
１．経口ビスホスホネート
２．IVビスホスホネート
３．PTH
４．デノスマブ
５．ラロキシフェン
1年毎にDXAなどで評価

中等度リスク
FRAX にて MOF10 −19％もしくは
HP１％− 3％未満

カルシウム　ビタミンD
状況により
１．経口ビスホスホネート
２．IVビスホスホネート
３．PTH
４．デノスマブ
５．ラロキシフェン
1年毎にDXAなどで評価

低リスク
FRAX にて MOF10％未満かつ HP1％以下

カルシウム　ビタミンD
非薬物療法
1−3年毎にDXAなどで評価

40 歳未満

ハイリスク
脆弱骨折の既往

カルシウム　ビタミンD
１．経口ビスホスホネート
２．PTH 
３．IVビスホスホネート
４．デノスマブ
1年毎にDXAなどで評価

中等度リスク
ステロイド 7.5 ㎎以上を半年以上継続し
ており，次の 3 つのうちいずれかを満たす 
骨密度 Z スコア− 3 以下
1年で 10％以上の骨密度低下
他の危険因子（喫煙，飲酒など）

カルシウム　ビタミンD
状況により
１．経口ビスホスホネート
２．PTH
1年毎にDXAなどで評価

低リスク
上記のいずれも満たさない場合

カルシウム　ビタミンD
非薬物療法
1年毎にDXAなどで評価

MOF：Major Osteoporotic Fracture の10 年リスク
HP：Hip Fracture の10 年リスク

ルーチン化した場合の感度，特異度への影
響は不明である。これから解析が進められ，
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症，顕微鏡的
多発血管炎に対する分類基準も作成される
予定となっており，2017 年 3月に東京で行
われる第 18回国際血管炎・ANCA学会で
の発表が期待される。
ANCA関連血管炎の寛解導入治療に関
しては，シクロホスファミドとリツキシマ
ブがほぼ同等の効果があるが，約 5年間
のフォローでリツキシマブ群では悪性腫
瘍の発生率は一般人口と同等であるのに対
して，シクロホスファミド群では 4.6 倍の
発生率であったことが報告され，妊孕性の
みでなく長期安全性にも差があることが示
され学会誌にも掲載された（Ann	Rheum	
Dis	Published	Online	First:	doi:10.1136/
annrheumdis-	2016-209925）。寛解維持に関
しては，以前 28週までのリツキシマブ（寛
解導入後 500 ㎎を 2回 2週間隔で投与し，
その後 6ヵ月ごとに 3回投与）とアザチオ
プリン（22ヵ月間）での比較が発表されて
いたが（MAINRITSAN	スタディ　N	Engl	
J	Med.	2014;Nov	6;371:1771-80），5年間フォ

ローの結果が発表され，リツキシマブ群，
アザチオプリン群でステロイドの使用量は
同等であったが，Major な再発のなかった
率がそれぞれ 72％，49％と大きな差がある
ことが報告された。また，もう一つの別の
研究として，MAINRITSANスタディのプ
ロトコールとリツキシマブ投与を 3ヵ月ご
とのANCAのタイターもしくはCD19 陽
性細胞（Bリンパ球）の上昇をもとに投与
するかを決定するレジメンの比較にて，28
カ月時点で再発率がそれぞれ 8％と 14％と
統計差がなかったが，3ヵ月ごとの評価に
て投与を決定する群のほうがリツキシマブ
の投与が少なかったと報告されて，現在一
般的に行われている方法が問題ないことが
確認された。

骨粗鬆症
ステロイド性骨粗鬆症に対するデノスマブ

リウマチ性疾患によるステロイド性骨粗
鬆症の約 800 人の患者におけるデノスマブ
とリセドロン酸（5㎎毎日投与）の 24 ヵ
月ランダム化比較の 12 ヵ月時点での結果
が発表された。デノスマブ群，リセドロン
酸群での腰椎での骨密度の上昇はそれぞれ

4.4％，2.3％であり，大腿骨近位部
においても 2.1％，0.6％（統計的
有意差あり）とデノスマブの効果
が示された。現時点では骨折に関
しては，臨床的骨折で 4.8％，3.8％
と数字的には統計差はなく，これ
は 24 ヵ月のスタディ終了時点で
の結果を待つ必要がある。
新しいGIOPガイドラインも示

され（表 2），これまでは，脆弱
骨折のない若年者にはビスホスホ
ネートなどの薬物療法を勧めてい
なかったが，今回は条件つきで推
奨している。

今回のACR及び6月に行われたEULAR
においても，多くの疾患の診療における推
奨や，新しい分類基準の作成が行われてい
る。診療上の推奨の作成は時間がかかるた

め発表された時点で最善のデータ全てが組
み込まれているわけではないので，それぞ
れの専門医は参考にしながらも個別化医療
を推進していくことが重要と考えられる。

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（ACR）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 11 月 11 日～ 16 日　米国ワシントン DC

駒井 俊彦 氏
東京大学医学部附属病院アレルギー・リウマチ内科
博士課程大学院 4 年

私は，“Synergistic immunoregulatory effects of IL-10 
and TGF-β on humoral immunity”の演題にて，ポスター
発表を行った。

全身性エリテマトーデス（systemic lupus erythematosus: 
SLE）は免疫寛容の破綻や自己抗体の産生を病態背景と
する難治性の自己免疫疾患で，新規治療法の開発が望ま
れている。私が所属する研究室では，IL-10 を産生する
CD4 陽性 CD25 陰性 LAG3 陽性制御性 T 細胞（LAG3
陽性 Treg）を同定し，この LAG3 陽性 Treg は TGF-β3
の産生を介してループス病態を改善することを報告して
きた。今回，LAG3 陽性 Treg が産生する抑制性サイトカ
インによる SLE の新規治療法開発を視野に，IL-10 およ
び TGF-β3 が液性免疫に与える影響につき，そのシグナ
ル伝達機構を含めた詳細な検討を行った。

検討の結果，IL-10 と TGF-β は Toll 様受容体（Toll-like 
receptor: TLR）刺激となるリポ多糖（lipopolysaccharides: 
LPS）で刺激された B 細胞の活性化を単独では抑制でき
ず，IL-10 と TGF-β の共存在においてのみ細胞代謝シグ
ナルの抑制を介して協調的に抑制すること，また，血清
IL-10 が高値を示すループスモデル MRL-Faslpr/lpr マウス
に対して TGF-β3 は単独でも治療効果を有することを明
らかにし，本学会ではこれらの研究結果を発表した。

本発表に際しては各国のリウマチ診療医，免疫学の研
究者からの様々な角度からの質疑により多くを学ぶこと
ができたばかりでなく，今後の研究の展開や臨床応用に
向けた期待の言葉もいただいた。また，本学会では細胞
代謝の調節を介した自己免疫疾患の制御に関するセッ
ションが数多く設けられ，また日本では承認されていな

い B 細胞を標的とした SLE の新規治療法であるベリムマ
ブの効果ならびに有害事象の報告を多数聴講した。本発
表は，抑制性サイトカインによる細胞代謝シグナルおよ
び B 細胞の制御を含む内容であったため，基礎・臨床で
の関連した最新知見を聴講することができたのは今後の
研究展開に向けた学びとなった。これらの知見と経験を
活かして，今後本研究を深化させ自己免疫疾患の新規治
療法開発に役立てられるよう尽力したい。

仲野 寛人 氏
横浜市立大学大学院医学研究科
幹細胞免疫制御内科学 大学院博士課程

私は，“Functional Analysis of Macrophages in Behçet's 
Disease: C-C Chemokine Receptor Type 1 （CCR1） and 
IL-10 are Implicated in Pathogenesis of the Disease”の
演題にて，ポスター発表を行った。

ベーチェット病においては HLA-B*51 が既知の遺伝素
因として知られているが，最近日本人とトルコ人の DNA
を用いたゲノムワイド関連解析（GWAS）を通じて新規
感受性遺伝子が複数見つかっている。これらの遺伝子の
ベーチェット病における役割は依然不明であることから，
その機能を明らかにして病態の解明や新しい治療法を開
発することが必要である。

これまでベーチェット病は好中球による炎症病態と考
えられてきたが，今回これらの遺伝子のうち単球 / マク
ロファージで多く発現するCCR1 とIL10 がベーチェッ
ト病の炎症病態の維持に関わっていることを示す成果が
得られたため本学会で発表した。

CCR1 は MIP-1α や RANTES などの細胞遊走因子に
対する細胞膜受容体であり，単球に主に発現しているこ
とが知られる。ベーチェット病では CCR1 の発現量低下
と単球の遊走能低下が疾患発症のリスクとなることが報
告された。マクロファージ（Mφ）には M1 と M2 とい
う 2 つのサブセットが存在して，特に M2 Mφ は IL-10
という抗炎症性サイトカインを産生することから注目を

集めている。
そこで，健常人（HC）およびベーチェット病患者（BD）

より単球を分離し，GM-CSF ないし M-CSF というサ
イトカインの存在下で M1, M2 Mφ に分化させた。こ
れらを real-time PCR 法・フローサイトメトリー・培養
上清中のサイトカイン解析やケモカインへの走化性など
について解析した。また BD 患者の結節性紅斑の組織を
CD163 と CCR1 について免疫染色を行った。

その結果，BD で HC より M1 Mφ 表面の CCR1 の発
現が高いことがフローサイトメトリーにより示された。
低濃度の MIP-1α では M2 Mφ が，高濃度では M1 Mφ
が遊走する傾向が HC の Mφ を使用して示された。結節
性紅斑の炎症局所においても CD163 や CCR1 陽性細胞
が観察された。IL10 mRNA は既報の PBMC で示されて
いた SNP のジェノタイプに従った発現が，M2 Mφ にお
いても認められた。

このことから，CCR1 の発現が亢進した BD の M1 M
φは MIP-1α が多い炎症部位に遊走しやすいことが想
定される。また，M2 Mφ において CCR1 や IL-10 の発
現が亢進していることから BD のリスクとなる CCR1 や
IL-10 の発現の低下に関連する SNP は M1 より M2 Mφ
の機能を障害することを示唆している。

これらよりCCR1 やIL10 は M1/M2 Mφ 双方の機能
を通じてベーチェット病の炎症病態の形成に関与してい
ると考えられた。

今回のポスター発表では，25 名以上の研究者にポス
ターの説明をすることができた。その中には GWAS を
発表した研究者・著名な BD 研究者やマクロファージを
用いて研究を行っている研究者もおり，貴重な意見交換
の機会を得た。この経験を糧としてリウマチ性疾患のよ
り良い未来のために，炎症病態の解明を進めたい。また，
リウマチ財団登録医として研究の結果をどのように臨床
に還元できるか追究していきたい。

（編集部によって一部改変）
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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　編集員】	 編集長：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 羽生忠正 長岡赤十字病院 リウマチ科 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
  後藤美賀子 国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター 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

新年，明けましておめでとうございま
す。今年もどうぞよろしくお願い申し上げ
ます。穏やかな元日に新たな気持ちでこ
の編集後記を書いております。
昨年秋に後藤眞先生からリウマチ財団
ニュースの編集長の大役を引き継ぎまし
た。重責に身の引き締まる思いです。後
藤先生にはこの 10 年間，財団ニュース
の編集作業を通して多くのことを学ばせ
て頂きました。この場を借りてこれまでの
ご指導に感謝申し上げます。先生の博
学と豊富なアイデアに比べ，もとより浅学

菲才な身ではありますが，編集長の責務
を全うしたいと考えております。幸いにも，
これまでの編集員の先生方にはそのまま
残って頂いておりますので，そのお力を借
りて紙面の質を保ち，さらに向上させたい
と思います。
さて，財団ニュースの役割として大切に
考えておりますことは，①リウマチ財団の
広報誌としてその活動を読者の皆様にご
報告すること，②リウマチ患者さんとリウ
マチ診療に携わる医療者（医師・看護師・
薬剤師）の懸け橋になること，③大学勤
務医と一般病院勤務医，開業医の連携
を充実させること，また④海外の最新情
報，とりわけ米国リウマチ学会（ACR）
や欧州リウマチ学会（EULAR）で発表

される最新の情報やガイドラインの改訂を
迅速にお届けすること，⑤診療報酬の改
定の要点をいち早くお知らせすることで
す。
今回の 140 号でも岡田正人編集員に
昨年 11月にワシントンDCで開催された
ACR のレポートをまとめていただきまし
た。個人的にはステロイド性骨粗鬆症の
ガイドラインを日本のものと比較して興味
深く読みました。私自身もそうですが，毎
年欠かさずACRとEULARに参加して，
かつ膨大な情報を効率よく収集すること
はなかなかできるものではありません。そ
の意味で岡田編集員の日・米・欧におけ
る臨床医としての経験と卓越した語学力
を頼りに今回のレポートをお願いした次第

です。
今後とも読者の皆様に関心を持ってい
ただける様々な企画を編集員の先生方と
立てていきたいと思います。そして編集
長である私自身はできるだけ目立つことな
く，それぞれの編集員の先生方に存分
に活躍していただき充実した紙面を作っ
ていきたいと考えております。
また編集部へのご意見・ご助言・ご提
案など広くお待ちしております。今後とも，
どうかよろしくお願い申し上げます。
この一年が皆様にとって充実したもの
になりますように願っております。

（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

※ 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 29 年度 リウマチ教育研修会 開催予定

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 単位となります。

地区名 開催日 開催場所 世話人

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

平成 29 年度海外派遣研修医募集

募集要項等詳細については財団ホームページをご覧ください。

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）

平成 24 年度にリウマチ財団登録医になられた方は
平成 29 年度資格更新者に該当いたしますのでご留意ください。

申請受付期間 平成 29 年3月1日～ 5 月31日

平成 29 年度リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続企画運営委員会の活動について
平成 28年 11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 11月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 28年 11月8日（火）18：00～
《報告事項》
１．研修会について
 平成 28 年度は残り3 か所となった。
2．委員会の開催について
 〇医療情報委員会（10 月26 日）
 ・財団ホームページ「リウマチ財団登録医の所属医療機関」の欄に，リウマチケア看

護師，リウマチ財団登録薬剤師の氏名を掲載，実施が決定。
 ・ホームページ上にリウマチ疾患の保険診療に関する意見交換の場設置の実施を決

定。
 〇リウマチ専門職委員会（12 月23 日）
3．平成 28 年度リウマチケア看護師登録申請数は 108 名，全体登録者 1,650 名，更

新申請者は 206 名。リウマチ財団登録薬剤師の登録申請数は 141 名。
4．平成 28 年 12 月13 日（火）の法人賛助会員打合会は演者，座長は髙久代表理事，

西岡常務理事で実施。
5．平成 29 年度海外派遣研修医の募集要項の 4，応募資格を「日本リウマチ財団登録

医であること。」に改正する。平成 29 年度日本リウマチ財団リウマチ福祉賞は，従来
どおり，候補者の推薦を依頼する。

6．医療情報委員会岡崎仁昭委員から委員辞退の申し出があり。これを了承，委員の後
任はなし。

《審議事項》
１．国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助成者の選考（米国リウマチ学会

2016）については，越智学術助成委員長が現行助成要綱を委員会などで，検討を示唆。
2．西岡企画運営委員長から，30 周年記念事業について，実施内容（案）の説明，講

演者やパネラー等候補者，特別講演者の推薦を各委員にお願いしたい。

《その他》
・ 現在教育研修会，ケア研修会と２つ行っているが，29 年度も本年度と同様に実施し，

次々年度以降は，検討を加えたい。製薬企業の意見は，教育，ケアの 2 つの研修を
統合して，各地区で 2 回実施，現在と同じ12 会場で実施の意見もある。

・ 遺産贈与について
 相模原市の女性より，現金 100 万円の遺贈申し出があった。
 ６月の財団 30 周年記念式典で，厚生労働大臣感謝状の交付を検討。

平成 29 年度海外派遣研修医募集
募集要項等詳細については財団ホームページをご覧ください。

平成 29 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

リウマチ財団登録医を募集しています。
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 29 年3月1日～ 5 月31日


