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142 号の主な内容
●	 対談・日本リウマチ財団
	 これからの 30 年
●	 広がるリウマチケア専門職の
活動

●	 リウマチ手術のタイミング
	 （リウマチ足の手術のタイミン
グ編）

話し手：西岡 久寿樹 氏／公益財団法人日本リウマチ財団常務理事・企画運営委員長
聞き手：仲村 一郎 氏／『日本リウマチ財団ニュース』編集長

日本のリウマチ医療を支える
財団の３つの人材育成制度

仲村：本日は当財団が設立 30 周年を迎え
るに当たり，世の中に向かって最も打ち出
すべきメッセージは何かをお伺いします。
その前に，メッセージの前提として，当財
団が持っている大きな価値を確認しておき
たいと思います。
西岡：私は，当財団が過去 30 年間に築い
てきたもののうち最も価値ある財産は，「リ
ウマチ財団登録医」の制度だと考えていま
す。現在，全国に 3,025 名のリウマチ財団
登録医がいますが，一つの疾患領域に対し
てこれほど多くの医師が高い専門性を有し
て臨床の第一線で活躍している例は，おそ
らく他にありません。これは本当に凄いこ
とだと思います。さらに，当財団には「リ
ウマチケア看護師」と「リウマチ財団登録
薬剤師」の制度があり，現在，全国で 1,623
名のリウマチケア看護師と，463 名のリウ
マチ財団登録薬剤師が活躍し，特に後者は
今，うなぎ登りの勢いで増えています。以
上の 3つの人材育成制度は，今日の日本の
リウマチ医療を支えるものとして，非常に
独創的でかつ大きな価値を持っていると
いってよいと思います。
仲村：当財団の 3つの制度を通じて育成さ
れたリウマチ医療の専門人材を 3本柱とし
て，全国各地にリウマチ・トータルケアの
システムが築かれ，同時に彼ら彼女ら自身
がその中心的な担い手となって働いている
ということですね。

リウマチ薬物療法の発達とともに
形成されたトータルケアシステム

仲村：今日われわれが手にしているよう
な，診療科の壁を越え，職種の垣根を越え
たリウマチ・トータルケアシステムの形成
を促した要因は何だったのでしょうか。
西岡：一つは，関節リウマチや膠原病と
いう疾患が持つ診療科横断的な特性によ
るところが大きいと思います。かつて，「リ
ウマチ科」という独立の診療科がまだ無
かった時代に，関節リウマチの患者さん
が来院すると，「整形外科が診るか，内科
が診るか」などという激論をしていたこ
とがありましたが，このとき私たちは「内
科と整形外科が連携して診ればよいでは
ないか」と考えて東京女子医大に日本の
医育機関で初めてのリウマチセンターを
作りました。この時，両科の間を取り持ち，
橋渡しをしたのが，実は，リウマチ財団
登録医だったのです。関節リウマチは数
多くの疾患の中で，最も早くから診療科
間連携が進んだ疾患領域だといえるかも
しれません。
二つ目の要因は，リウマチ医療，特に

リウマチ薬物療法の進歩です。ご承知の
通り，リウマチの薬物治療は，NSAIDs
による対症療法しかなかった時代から，
より病態に踏み込んだDMARDs の時代に
変わり，さらに 2000 年代に入ってからは
機能分子を標的とするバイオ製剤の時代
へと変革を遂げてきました。DMARDs の
代表的薬剤で，一定の服薬管理を要する
メトトレキサート（リウマトレックス ®）
がリウマチ治療の現場に登場した頃から，
リウマチの専門知識を持ったコメディカ
ル各職種の積極的な治療への関与が求め
られるようになり，さらに，先端的なバ
イオ製剤の時代に至って，リウマチ診療
は多職種連携による医療チームの力によ
らなければ一歩を進めることさえ難しく
なりました。このようなリウマチ医療現
場の情勢の変化に対応して整備されてき
たのが，当財団のリウマチケア看護師と
リウマチ財団登録薬剤師の制度であった
わけです。

われわれのバイオ製剤の使用経験を
あらゆる領域の医療者とシェアしたい

仲村：さまざまな疾患領域でチーム医療の
必要が叫ばれる時代にあって，当財団はリ
ウマチ性疾患の分野で，チーム医療の基盤
となる診療科間連携と職種間連携を進め，
チームのコアとなって活躍できる人材を育
成するという先駆的な役割を担ってきたわ
けですね。
西岡：その通りです。しかも，われわれは
自らの現場で，自らが築いたチーム医療の
システムの中で，時代の最先端を行く数々
のバイオ製剤の使用経験を重ねてきまし
た。今後さまざまな疾患領域にバイオ製剤
による治療が普及していくと予想されます
が，私はそのときに，他分野に先駆けて重
ねてきたバイオ製剤治療の経験をモデルと
して提供できるのではないかと考えていま
す。私が，今後 30 年に向けて当財団が発
するべき最大のメッセージと考えているの
も，このことに関連しています。
仲村：具体的には，どのようなことですか。
西岡：例えば，皮膚科の難治疾患の一つで
ある乾癬です。この疾患は関節リウマチ
の発症機序と共通する部分があり，関節
リウマチで使用されているバイオ製剤が乾
癬の治療にも有効であることが証明され
たため，2010 年にアダリムマブ，インフ
リキシマブが乾癬に対して適応拡大となり
ました。その後，ウステキヌマブ，セクキ
ヌマブなどが乾癬治療薬として発売されま
した。ところが，多くの第一線の皮膚科医
は今まで見たことも使ったこともないバイ
オ製剤の採用には慎重で，せっかく期待を
担って登場した何種類ものバイオ製剤が十
分に活用されない状況が続いています。こ
の状況を打破するためにわれわれができる
ことは，関連学会と連携し，バイオ製剤の

使い方を他科医に勉強してもらい，われわ
れも異なる分野の診断法や診断基準を知
ること。さらに，他科にも私たちの他職種
との連携の仕方を学んでもらい，われわれ
のバイオ製剤の使用経験を「生きたモデ
ル」として参照してもらうことです。乾癬
の例からも明らかなように，もう診療科や
疾患領域の枠に捉われている時代ではあ
りません。われわれには，あらゆる領域の
学会や団体と連携し，経験をシェアする十
分な用意があるということを，当財団から
のメッセージとして，医療・医学だけでな
く，あらゆる方面に伝えていきたいと考え
ています。

本年度の「リウマチ講演会」の内容と
『リウマチ財団ニュース』の役割

仲村：日本リウマチ財団として，世の中に
向かって何を訴えていくべきなのかがよく
分かりました。今後，そのメッセージをど
のようにして伝えていきますか。
西岡：そのための当面最大の機会が，来
る 6月 11 日（日）に開催を予定している
「日本リウマチ財団創立 30 周年記念リウマ
チ月間リウマチ講演会」です。第 1部のセ
レモニーに続く第 2部のパネルディスカッ
ションでは，立法府を代表して，参議院議
員で薬剤師の藤井基之氏と，参議院議員で
看護師の高階恵美子氏，患者を代表して，
全国膠原病友の会代表理事の森幸子氏，医
療者を代表して日本リウマチ学会理事長
と，日本整形外科学会理事長，計 5人にご
登壇いただき，存分にご議論いただいたう
え，われわれのメッセージをそれぞれの場
に持ち帰っていただこうと考えています。
第 3部の講演は，「難病治療に大改革をも

昭和 62 年 11 月に法人許可を得てから，本年度で 30 周年を迎えた日本リウマチ財
団がこれまで築いてきたもののうち最大の財産は何か。それは，「リウマチ財団登録医」
制度を中心とする 3つの人材育成制度であると常務理事の西岡久寿樹氏はいう。診療
科間連携・職種間連携を基盤とするチーム医療のモデルを作ったのも，実はリウマチ
財団登録医，リウマチケア看護師，リウマチ財団登録薬剤師たちの功績である――そ
う考える西岡氏を招いて，財団が今後，医療界にどんな貢献を果たし得るかを聞いた。

次ページに続きます

西岡常務理事（左）と仲村編集長（右）。新橋の財団事務所にて。
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対談・日本リウマチ財団これからの 30 年 続き

たらしている生物学製剤」というタイトル
を冠し，リウマチ・膠原病領域を代表して
筑波大学教授の住田孝之氏と，皮膚科・リ
ウマチ領域を代表して山梨大学学長の島田
眞路氏に，それぞれの領域におけるバイオ

製剤治療の華々しい成果を語っていただく
予定です。
仲村：最後に，『日本リウマチ財団ニュース』
に今後どんな役割を期待されますか。
西岡：インターネット一辺倒のこの時代に
あっても，財団ニュースのような紙媒体の
果たす役割は依然として重要です。本誌に

は今後も紙媒体ならではの特性を生かして，
当財団の未来に向けたメッセージを広範囲
に，確実に届けていってほしいと思います。
重要なのは当財団の歴史と現状を踏まえた
うえで，われわれの目指す方向を照らし続
けることです。これからも過去から現在へ，
現在から未来へという時間軸が感じられ，

われわれのメッセージがホットに伝わるよ
うな誌面づくりを期待しています。
仲村：承知しました。本日はありがとうご
ざいました。
� （文責編集部）

生物学的製剤の登場により，リウマチ性疾
患の治療とケアに各種医療専門職の連携・協
働によるチーム医療がこれまで以上に必要とな
りました。この状況を受け，日本リウマチ財団
では「リウマチケア専門職制度」を創設。平
成 22 年度には「日本リウマチ財団登録リウマ
チケア看護師制度」を発足し，現在 1,623 名
の「リウマチケア看護師」が登録しています。
さらに，平成 26 年度には「日本リウマチ財団
登録薬剤師制度」を発足し，現在 463 名の「リ
ウマチ財団登録薬剤師」が登録しています。
そこで，今号の財団ニュースではリウマチケ

ア専門職の方々にご登場いただき，活動状況，
課題や制度への提言，今後の抱負など日頃か
ら感じておられることを紹介します。
1人目は，リウマチケア看護師として18 名の
有資格者がおられる群馬県井上病院の関口
さち子氏。関口氏からはリウマチケア看護師
を中心とした情報共有の結果，患者さんから
厚い信頼を得て，行政からも質の高いリウマチ
ケアの実践が認められたという報告です。
2人目は，リウマチ財団登録薬剤師の立場

から三重県 JCHO四日市羽津医療センターの
片山歳也氏。片山氏からは，抗リウマチ薬の
薬学的管理についての研修会を院内では看
護師を対象に，院外では薬薬連携として保険
薬局の薬剤師を対象に企画されるなど，リウマ

チ財団登録薬剤師が抗リウマチ薬の管理に
おいて当地域の中核的役割を果たしていると
いう報告です。
リウマチケア専門職制度は，その規則の

理念にもあるようにリウマチ性疾患のケアに
関する優れた専門職を育成し，リウマチ財
団登録医と連携・協働して医療技術の進歩
と医療水準の向上を図り，系統的治療によっ
て国民の健康と福祉に貢献することを目的と
しています。設立から約 7年が経過したこと
になりますが，これら専門職の方々の学会
発表や論文からは，最近のわが国ではリウ
マチ医療・ケアの院内外での医療連携と協
働が積極的に行われていることがわかりま
す。また，活躍されている地域のリウマチ医
療の質は向上し，地域格差の均てん化がみ
られ，この制度の理念が確実に実践されて
いることも間違いありません。
しかし，この制度には大きな課題があります。
それは，専門職の活躍が保険点数という直接
的な形で目に見えないことであり，たびたび当
事者の方々からも指摘されています。当財団
の委員会組織は，昨年からより機能的に再編
されました。これを契機にリウマチ専門職委員
会は医療保険部会と密接に連携して，リウマ
チケア専門職制度が目に見える形で医療機関
への貢献につながるように努力して参ります。

私たちの井上病院にはリウマチセンターがあ
り，リウマチ治療の専門病院という位置づけに
なっています。古くから県内外から来院される
多数のリウマチ患者さんの診察・治療に取り
組み，人工関節の手術も多数実施していまし
た。そのような状況下で，2003 年に生物学的
製剤（バイオ）が登場しました。当院のリウ
マチ治療も劇的に変化しましたので，今回は
そのお話をします。
まず，当院ではバイオを発売と同時に導入す
るため，院内で医師を含めた勉強会を実施しま
した。結果，外来看護師と病棟看護師が中心
となって，患者さんの状態を具体的かつ詳細に
把握する必要があるということがわかり，情報
提供や啓発など，患者さん本人との連携体制
を重要なテーマに据えました。そうして把握し
た患者さんの状態は確実に診療に活かせるよ
うに，関節評価（関節評価表を利用），バイタル，
来院までの状態，当日の様子を記入してチーム
で共有することにしました。この作業には患者
さん本人の協力が不可欠でしたから，自然と患
者さんとの信頼関係ができていきました。
患者さんの情報を重視する方針は，バイオ
導入後も変わりません。自己注射の指導法な
ど，看護師の間で話し合いを持ち，患者さん

昨今，生物学的製剤（バイオ）の登場によ
り，関節リウマチでは症状コントロールを中
心とした治療から寛解を目指す治療へ大きく
変化してきました。本稿ではリウマチ性疾患
患者さんに対するリウマチ財団登録薬剤師
の活動と役割について，病院薬剤師の立場
より述べます。
外来診療におけるリウマチ患者さんのバイ

オの新規導入や変更に伴う患者指導では，医
師・看護師・薬剤師が連携して対応していま
す。通常は医師から診察時にバイオの新規
導入や変更に関する十分な説明がなされま
す。しかし，リウマチ患者さんは予期せぬ治
療薬の変更などの説明や提案を医師からされ
た時に，治療継続や生活上の不安などが大き
いと，医師の説明内容がリウマチ患者さんに
しっかりと伝わらないことがあります。そこで，
看護師と薬剤師が連携して十分な説明を行
い，リウマチ患者さんの不安を軽減できるよう
に相談応需します。自己注射の場合は，看護
師より自己注射方法の説明を行い，そして薬
剤師からバイオの特徴・投与間隔・効果・副
作用・注射製剤の保管・廃棄方法，感染予
防について説明を行っています。内服薬の場
合も必要時に医師から薬剤師に説明依頼があ
り，わかりやすい説明を心がけております。他
には薬剤師がバイオを調製して，安心・安全

一人ひとりに合った指導を工夫しています。
その後，リウマチケア看護師制度が発足し，
当院では7名が第 1期のリウマチケア看護師
に認定されました。さらに，バイオ導入時を経
験した看護師が多数いたことから，その経験
を活かし，当院での自己注射指導の取り組み
について中央のRAトータルマネジメントフォー
ラムで発表する機会を得ました。また，県内に
おいては自己注射指導の実践，患者アンケー
トからみる皮下注射製剤の現状，バイオ治療
における当院の化学療法室の取り組みについ
てなどの講演を行いました。
私は，バイオ治療に携わることやリウマチケ

ア看護師制度を通し，当院の看護師のコミュ
ニケーション能力や知識と技術が向上している
のを感じます。私自ら率先して講演会など勉
強の場に積極的に参加する姿を見せることで，
今ではリウマチケア看護師認定者も18 名まで
増えました。そして，このたび私は看護師とし
て地域医療に貢献してきたことに対し，群馬県
優良看護職員知事賞を受賞しました。これか
らもリウマチ患者さんのことを理解し，診療面
からもレベルの向上を目指していきたいと思い
ます。

な点滴治療管理を支援しています。
入院診療では，医師・看護師・薬剤師・管

理栄養士・理学療法士・メディカルアシスタン
トが連携したリウマチケアチームを結成し，職
種間の情報共有を行っています。薬剤師は抗
リウマチ薬と他の併用薬を含めた薬歴管理，
薬効および副作用モニタリングを行って，薬剤
に関する副作用などの問題点や不安・疑問
点などの情報を，多職種に向け情報提供して
います。他には，リウマチ患者さんの難治例
や副作用に対する専門的な治療支援を行って
います。
地域医療においては，リウマチ診療におけ

る病院薬剤師と開局薬剤師の薬薬連携を中
心として，地域におけるリウマチ性疾患の専門
治療を支援できる薬剤師（リウマチ財団登録
薬剤師）の育成を目的とした研修会を開催し
ています。
リウマチ診療における薬剤師のトータルケ
ア（図）には多くの項目があり，このような内
容を薬剤師として取り組む必要性があります。
最後に，リウマチ財団登録薬剤師は抗リウマ
チ薬全般の専門的な治療支援のみならず，そ
の患者さんが服用・使用されているすべての
薬物治療の支援ができるよう，今後も他の医
療職と連携・協働していきたいと思います。

リウマチケア看護師・リウマチ財団登録薬剤師の活動紹介にあたって
松本 美富士 氏
地方独立行政法人桑名市総合医療センター 膠原病リウマチ内科 顧問
公益財団法人日本リウマチ財団 リウマチ専門職委員会委員長

生物学的製剤自己注射導入の取り組み
関口 さち子 氏
医療法人井上病院 外来看護師
公益財団法人日本リウマチ財団 リウマチケア看護師

リウマチ診療において目指すべき薬剤師のトータルケア
～多職種連携と薬物治療支援～
片山 歳也 氏
JCHO 四日市羽津医療センター 薬剤科 副薬剤科長
公益財団法人日本リウマチ財団 リウマチ財団登録薬剤師

図　RA診療における薬剤師のトータルケア

調剤
（無菌調製）

RA診療における
薬剤師の
トータルケア

服薬説明

不安軽減

副作用の
初期対応指導

自己注射
指導

相互作用
回避感染予防

感染症
診療支援

薬効・
副作用

モニタリング
（TDM）

医薬品情報
提供

地域連携

優良看護師として
群馬県知事より表彰

バイオを取り扱う
関口氏



平成29年5月1日発行　No.142	 日本リウマチ財団ニュース	 平成17年 6月22日　第三種郵便物認可	 　　3

4 ページに続きます。

日本リウマチ財団 検索

早期発見、
適切な治療
6月は「リウマチ」月間です。

主　　　催：
後援（予定）：

公益財団法人日本リウマチ財団
厚生労働省、日本医学会、日本医師会、日本リウマチ学会、　　
日本整形外科学会、日本看護協会、日本薬剤師会、日本リウマチ友の会

お問合せ：TEL(03)6452-9030
http://www.rheuma-net.or.jp

第１部：式典
第２部：パネルディスカッション
　　　 『リウマチ性疾患の征圧に向けて』

第３部：30周年記念講演会
　　　 『難病治療に大改革をもたらしている生物学的製剤』

第４部：市民公開講座
　　　 『新しい時代を迎えたリウマチ性疾患のトータルケア』

パネラー： 森幸子(全国膠原病友の会代表理事)
　　　　  高階恵美子(参議院議員)、 藤井基之(参議院議員)
　　　　  日本リウマチ学会理事長、 日本整形外科学会理事長(予定)

東京都千代田区 丸の内2-4-1 7階 （東京駅前）

リウマチ・膠原病領域
　住田孝之（筑波大学医学医療系内科 膠原病・リウマチ・アレルギー教授）
皮膚科・免疫領域
　島田眞路（山梨大学学長）

演者： 西岡久寿樹（日本リウマチ財団常務理事）

ホームページでは、「リウマチ財団登録医の所属する医療機関」「リウマチQ&A」「リウマチケア看護師名簿」
「リウマチ財団登録薬剤師名簿」等、医療従事者は勿論、患者さん向けの情報も提供しています。

リウマチ講演会
リウマチ月間

日本リウマチ財団創立30周年記念

平成29年6月11日（日） 12:00～15:30（開場11:30）

無料
場  　 所

入 場 料

開催日時

丸ビルホール

※日本リウマチ財団単位（登録医、看護師、薬剤師）は、
   5単位が取得できます。 詳細は、ホームページをご覧ください。

話し手：松本卓巳 氏／東京大学医学部附属病院 
 ティッシュ・エンジニアリング部 骨・軟骨再生医療講座 特任准教授 
聞き手：仲村一郎 編集長／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

松本：どうぞよろしくお願いします。今回は，
足を専門とする整形外科医の考え方を知っ
ていただく貴重な機会だと思っています。手
術の時期を逃してしまう患者さんをなくすた
め，ポイントを抑えながらご説明します。

なぜ今，
“足”が注目されているのか

仲村：リウマチといえばまず「手」が頭に浮
かんでくる方も多いでしょう。みなさんもルノ
ワールの手の写真や映像を見ることはあって
も，ルノワールの足を見た人はいないと思い
ます。しかし昨今の「フット・ケア」ブーム
もあって，「リウマチ足」への関心が高まっ
ています。松本先生，まずはリウマチ足が
注目されるようになった背景をお聞かせくだ
さい。
松本：生物学的製剤（バイオ）をはじめと
する薬物治療の進歩は，リウマチ患者さ
んに対する整形外科手術に大きな変化を
もたらしました。世界各国の疫学研究で
は，人工膝関節全置換術（Total�Knee�

Arthroplasty:�TKA）や人
工股関節全置換術（Total�
Hip�Arthroplasty:�THA）
などの大関節の人工関節手
術数の減少が報告されて
います 1〜 4）。また本邦にお
いても，東京女子医大の
IORRAコホートや国立病
院機構を中心とした全国規
模のデータベースNinJaで
同様の傾向が示されていま
す 5）。しかしその一方で，
IORRAコホートからは大関
節手術の減少の代わりに手
や足の手術が増加しているという報告があ
るのをご存知でしょうか 6）。
膝・股などの下肢大関節の罹患は歩行に

大きな支障をきたします。移動という日常生
活動作の中で最も基本的な能力を取り戻す
ために，優先的に手術の適応となりやすい
ですよね。一方，早期より罹患される手・足
などの小関節は自助具，装具，靴などの工
夫によって，不便を伴いながらも日常生活動
作の維持が部分的に可能なため，手術的治
療が後回しになりがちでした。ところが近年，
薬物治療による疾患活動性の良好なコント
ロールのおかげで下肢大関節手術は減少
し，患者さんとリウマチ外科医の双方にとっ
て，より小関節に手を回しやすい状況が生
み出されました。リウマチ患者さんは以前よ

り高いレベルでの機能回復，整容の改善を
手術的治療に求めることができるようになっ
たわけです。つまり，屋内レベルで何とかト
イレまで自力で歩いていきたいという要望か
ら，市販の靴を履きたい，友人と一緒に旅
行に行きたいといったより高いADL・QOL
を求められるように変わってきたのです。
仲村：なるほど。こうした背景をもとにリウ
マチ患者の足病変に対して再評価の流れが
強まっているということですね。
松本：はい。そもそも，足は手とならんでリ
ウマチの好発部位の一つです 7）。リウマチ
患者における足病変は罹病期間とともに増加
し，リウマチ患者の 9 割以上が発病以来な

関節リウマチの治療が糖尿病や白血病，神経内科的疾患の治療と異なるのは，薬物
治療に加えて手術的治療が介入できる点にある。治療の選択肢が多いことは望ましい
ことであるが，しばしば問題となるのが，適切な手術のタイミングはいつなのかとい
う点だ。そこで，本誌では「リウマチ手術のタイミング」と銘打ったシリーズを始め
る。初回は足の手術のタイミングを明らかにするため，“東大整形足の外科グループ”
のチーフである松本卓巳氏を取材した。

はじめに

仲村：かつて整形外科研修医として勤務し
始めた頃，医局の先輩医師たちが「内科
の先生方もこんなになるまで引っ張らずに，
もっと早く紹介してくれればよかったのに」
とぼやいている場面によく遭遇しました。ま
たその一方で，「手術適応があると思って紹
介したのに，まだ早いと言われて患者さんが
そのまま帰ってきた」と困惑するリウマチ内
科の医師の話も耳にしてきました。今回，「リ
ウマチ手術のタイミング」というシリーズを始
めますが，企画の意図は“内科系リウマチ医
が手術適応を判断するための簡便ですぐ役
に立つ手引き”をお示しすることです。また
その先にはリウマチ内科医と外科医との有
機的な連携を構築するという大きな目標があ
ります。したがって本シリーズでは手術方法
の選択や細かい手技にはこだわらず，外科
的治療の体系を俯瞰することに重きを置きま
す。第１回目のゲストは東大整形の松本卓巳
先生です。

東京大学整形外科の会議室にて，松本氏（左）と仲村編集長（右）。後
方の絵画は初代教授である田代義徳先生。

※ 前号に掲載した情報から，開始時刻などが変更
になっています。
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んらかの足のトラブルに見舞われます 8）。リ
ウマチ足病変はHAQで評価されるADL低
下に関与することも示され 9），足病変に目を
向けることの重要性がリウマチ科医のなかで
あらためて強調されつつあります。
二足歩行のヒトにとって，足は唯一の地面
との接点であり，体を支える大元であり，注
意を払われるべきパーツです。しかし，靴と
靴下を脱がさないと診察ができない煩わしさ
からないがしろにされがちな部位でもありま
す。医者に足を見せることを申し訳ないと思っ
て，遠慮して足の痛みを訴えない患者さんも
います。こちらから「足には痛みはないです
か」と積極的に患者さんに問いかけることで
足病変が明らかになることも多いですよ。た
とえ長年リウマチ治療を受けている患者さん
であっても，靴と靴下を脱いでもらって裸足
を診察すると，「初めてお医者さんに足を触っ
て診てもらいました」と言われることがあり
ます。足診察は，患者との信頼関係構築の
一助にもなります。

足の関節破壊はどのように起こるのか
：前足部型と中足部型の２つのパターン

仲村：次に，リウマチによる足の関節破壊の
メカニズムについてご説明ください。
松本：私たちは湯河原厚生年金病院（現在
のJCHO湯河原病院）勤務時代に，リウマ
チ足 542 足に対して，足部の12 関節全ての
レントゲン上の骨破壊と，開張足，扁平足な
どの変形評価を行いました 10）。その結果か
ら，リウマチによる足部関節破壊の始まりに
は，前足部を中心としたものと，中足部を中
心としたものがあることがわかりました。前
足部の罹患は開張足や足趾変形と関係しま
す。発症早期から罹患が始まり，罹病が長
くなるほどその割合は増加します。前足部の
罹患にはリウマチの病勢の要素が大きいと
考えています。
一方，中足部の関節破壊は罹病 5〜 10

年にピークがあり，その後早期に後足部へ
と破壊が波及し，それとともにアーチの崩
壊，後足部のアラインメントの不整が生じ
てきます。中足部の関節破壊にともなう
アーチ構造の破綻が速やかに進行するの
は，荷重などのメカニカルストレスの要素
が大きいためと考えられます。
仲村：リウマチの足部変形といえば外反母趾
と扁平足がよく取り上げられますね。
松本：外反母趾変形は前足部変形のひとつ
です。リウマチ患者では一般の人よりも関
節弛緩性を伴う分，変形が高度なことが多
いです。また外反母趾変形に加えて，外側
趾のMTP関節の亜脱臼や脱臼を伴う槌趾
変形を伴うことも多いですね。MTP関節の
脱臼が生じると，中足骨頭が底側に突出し，
同部の足底に胼胝を形成します。また槌趾
変形によって PIP 背側が靴により圧迫され
やすくなり，同部の胼胝形成も良く見られま
す（図 1）。実際には外反母趾による痛みよ
りも，むしろ外側趾の胼胝による痛みを訴え
る患者さん方が多いのです。
扁平足は中足部の骨破壊によって縦アー

チが崩れることで起こります（図 2）。扁平
足の進行とともに，距骨頭は底内側に落ち
踵骨が外反しますが，こうした後足部の変
形が進むと足関節への負担増から足関節破
壊へと進みます。扁平足がさらに進行すると
逆に下に凸となり，舟底足変形と呼ばれる
状態にまで至ります（図 3）。扁平足の進行
は足部による支持能を低下させ，リウマチ
患者では転倒リスクとなることも知られてい
ます 11）。

手術の前に――
リウマチ足の装具療法

仲村：足の変形がリウマチ患者さんのADL
に大きな影響を及ぼすことはわかりました。
しかし，大学病院は別として一般病院やク
リニックでは，患者さんも医師もいきなり手
術を考えることは少ないのではないでしょう
か。また，患者さんが手術を決意するには

手術以外の治療はすべ
てやったという納得が必
要ではないでしょうか。
松本：その点については，
手術を行う医師の立場か
らも賛同します。変形は
進行性のもので手術をし
たからといって完全に止
まるものではありません。
患者さんご自身の生活
に必要なだけのADLが
保持されているのであれ
ば，直ちに手術する必要
はないのです。
仲村：そうですね。もち
ろん手遅れになってはい
けませんが，「お薬も装

具もリハビリもやったが，
それでも辛いので手術
を受けます」というのが
多くの患者さんの心情で
す。そこで「手術の前に
できること，やってみる
価値のあること」という
観点から「リウマチ足の
装具療法」についてお聞
かせください。
松本：前足部変形に対し
ては，足の形に合わせた
靴の指導をします。具体
的には個々の状態に応じて，トーボックスの
広いもの，バニオン部を圧迫しないよう同部
に縫い目がないものや，ストレッチ素材を使
用したものを勧めます。有痛性胼胝部分に
は市販されている除圧パッド（図 4）使用で
除痛効果が得られるケースも多いです。
仲村：外反母趾を矯正するような装具もよく
みかけますが，どのように使えばいいので
しょうか。
松本：バンド式の外反母趾矯正装具は，軽
度〜中等度変形の外反母趾の除痛に有効と
されます。ただ，装着中は矯正が得られて
も，はずしてしまうと矯正位は維持されませ
ん。かさばるため装具装着下に靴を履くこと
は煩わしく，また変形が高度で徒手矯正で
きないような症例では装具装着がかえって痛
みを増してしまうことがあり，続けて使用で
きない患者さんも多いようです。シリコン素
材などで作られた母趾と II 趾の間に挟んで
使用するスペーサー（トースプレッダー）は，
変形が高度な症例ではかえって母趾に押さ
れて II 趾を外側偏位させてしまう恐れがあ
り，外側趾の変形を生じやすいリウマチ症
例での使用には注意が必要です。
仲村：なるほど，前足部変形では靴の指導，
除圧パッドが有効，スペーサーなどの外反
母趾矯正装具については変形が軽度な場合
に，ということですね。足底挿板の使用や
中足部の変形についてはいかがでしょうか。
松本：足底胼胝による疼痛には足底挿板が
有効なこともあります。足底挿板にメタター
サルパッドを組み込んで横アーチを再建し，
胼胝部分はくりぬいて除圧を図ります。しか
し実際は，屋外歩行はクッション性のある
靴の使用で困らず，屋内は厚手のスリッパを
使用すれば困らないけれど，フローリングや
風呂のタイル地を素足で歩くのに痛くて辛い
という訴えが多いのが現状です。そのような
場合は手術的治療をお勧めしています。
中足部の骨破壊に対してはメカニカルスト

レスによって早い経過で縦アーチが潰れてい
くため，積極的な足底挿板使用によるアー
チサポートを行うことが望ましいですね。後
足部や足関節病変のある患者さんでは，捻
挫などで使用する足関節サポーターや，ハイ
カットの靴の使用を勧め，後足部と足関節
を安定化させることが除痛に有効なことがあ
ります。

手術療法と紹介のタイミング

仲村：では，いよいよリウマチ足の手術療法
のお話を伺います。実際の症例をご提示し
て頂きながら，整形外科医に紹介するベス
トなタイミングも含めて解説してください。ま
ずは前足部からお願いします。
松本：前足部変形に対しては足趾形成術が
行われます。従来はMTP関節を切除してし
まう切除関節形成術が主に行われていまし
た。この手術法でも7〜 8 割の患者で満足
が得られていましたが，前足部での踏み返
しの力が落ちることから，ADLの高い患者
では不満を訴えることが多かったのです。近
年，薬物療法の進歩により病勢のタイトコン
トロールが可能になってきたこともあり，母

趾および外側趾の関節を温存する術式が主
流になりつつあります。長岡赤十字病院の
羽生忠正先生の考案された骨切り法をはじ
め，いくつかの手法があります。
繰り返しになりますが，リウマチ足変形に

伴って生じる有痛性胼胝は局所的な骨突出
による接触圧増加が原因で生じます。胼胝
を削っても除痛は一時的であり，骨突出が
解消されないかぎり胼胝は再発します。なか
には胼胝から潰瘍形成に至るケースもありま
す。感染をおこすとリウマチの薬物治療を一
時的に中止せざるを得ないという治療上の不
利益や，悪化して骨髄炎に至ると趾や下肢
の切断に至る危険性もあります。保存的治

図 2　足の変形

有痛性胼胝の形成

有痛性胼胝の形成

前足部変形
基節骨の背側亜脱臼・脱臼と中足骨頭の底側突出

アーチの減少

距舟関節

中足部（距舟関節）から始まるタイプ
（縦アーチの崩壊に至る）

図1　外反母趾と第 II/III 趾の槌趾変形，足底胼胝形成

シリーズ：リウマチ手術のタイミング 続き 図 3　舟底足変形

6 ページに続きます。

図 4　除圧パッド

除圧パッドの例。患者さん自身が薬局など
で購入できる。

PIP 背側胼胝から骨髄炎に至った症例

足底胼胝から潰瘍形成に至った症例

図 5　手術を勧めたい症例
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シリーズ：リウマチ手術のタイミング 続き

療が無効な有痛性胼胝形成の症例や，潰瘍
を形成してしまった症例では手術を勧め整
形外科医に紹介して頂きたいです（図 5）。
仲村：中足部についてはどうでしょうか。
松本：中足部の破壊は放置すると急速に扁
平化が進み，後足部，足関節へと破壊・変
形が波及していくため，足底挿板使用など
により早期からの予防治療が大切です。アー
チが崩れてしまった症例には三関節固定術
（中足部の距舟関節・距踵関節・踵立方関節
の３つを同時に固定する手術法）などの関節
固定術を行ってアーチを再建します（図 6）。
このとき，変形を徒手的に矯正できるうちに
手術をすればアーチの再建は比較的容易で
侵襲も少なくできます。そこで足底挿板を使
用しても中足部の痛みを訴える症例や，内側
縦アーチの崩れが始まっている症例は軽度
なうちに整形外科医に紹介していただきた
いですね。後足部である足関節病変に対し
て一般的に行われるのは関節固定術と人工
足関節置換術です。リウマチにおいて足関
節が単独で破壊されることは頻度としては
少なく，中後足部の変形に伴っての罹患が
多いです。したがって関節固定術を行う際
には，足関節のみならず距骨下関節を同時
に固定するケースが大半です。同時固定で
は足関節の底背屈可動域がほぼ失われるた
め機能的には問題が残ります。距骨下関節

は固定し，足関節には人工関節をいれるこ
とで足関節の可動域を保つ手もありますが�
（図 7），人工膝関節や人工股関節と比較し
て人工足関節はまだ発展途上であり，その
長期成績は劣ります。そのため，手術適応
には骨質が十分であること，足関節部での
内外反変形が少ないこと，後足部変形によ
るアラインメント不整が矯正可能であること
などの条件が満たされることが大切です。必
ずしもリウマチ足関節病変のすべてが人工
足関節置換術の適応とはならないのです。
この意味でも後足部の外反変形（踵が外側
に傾いてしまう）が強くないうちに整形外科
医へ紹介されることが望まれます。
仲村：大変きれいな手術を見せていただきま
した。患者さんの満足度も高いだろうと思い
ます。紹介元のリウマチ内科の先生のところ
にも見違えるような足取りで通院できそうで
すね。

手術のタイミングが遅れたものの
なんとかしましたという症例

仲村：さて最後に見せていただくのは，「なん
とか手術しましたが，もう少し前に紹介して
いただけるとよかったかな」という難治症例
です。
松本：図 8は前足部変形です。外反母趾角
60 度の重度外反母趾，II-V 趾はすべて脱臼
していました。各趾 1cm程度の短縮を要し

ました。
図 9は足関節と中後足部病変です。中後

足部の骨破壊と外反扁平足変形に，足関節
の破壊をともなっています。足関節部での
外反変形と骨破壊が強く，嚢胞形成も生じ
ているために人工足関節の適応とはならず，
髄内釘を用いた足関節固定術（脛距踵骨固
定）を行いました。
図 10は重度の外反扁平足です。足関節

から後足部は強直していて歩行時の疼痛は
軽度ですが，踵部の強
い外反変形のため歩行
時の安定性がなく，特に
裸足で風呂場などのタイ
ル地を歩くと足が滑って
しまうのが主訴でした。
足底では本来ならアーチ
の頂点にあるはずの舟状
骨部に胼胝形成，前足
部は外転変形がみられま
す。足底全体での接地
を保ちながら，踵の接地
点を内側移動することを
主眼に数々の骨切りを駆
使して変形矯正を行いま

した。
仲村：ありがとうございます。実際の症例写
真は内科の先生方にも大変参考になるので
はないかと思います。ただし難治例に関して
は，整形外科医の中でも高い専門性と洗練
された手術テクニックを有する者だけが行う
ことができる手術だと思います。
最後に松本先生の手術の治療体系を表に

図 9　難治例／足関節と中後足部病変
術前 術後

術前

術後

図10　難治例／外反扁平足

表　リウマチ足の手術体系

前足部に始まる関節破壊 中足部に始まる関節破壊

関節破壊の
進行様式

早期から発症～罹病期間が長くな
るほど罹患割合が増加。

● 開張足（外反母趾＋内反小趾）
● 外側趾の槌趾変形，MTP 関節

の脱臼

罹病後 5～ 10年に罹患のピーク。
次第に後足部（距骨下関節＋足関
節）へと破壊・変形が波及。

● 内側縦アーチの崩壊
● 後足部のアラインメントの不整
（踵が外へ向く外反変形）

紹介・手術
の

タイミング

● 保存療法が無効の有痛性胼胝
● 胼胝部に潰瘍が形成されたとき

● 足底挿板を使用しても中足部の
痛みを訴える場合

● 画像所見で内側縦アーチの崩れ
が始まっている場合（特に要石
である距舟関節に注目）

手術法

従来は切除関節形成術が主体
だったが，現在は関節を温存する
術式が主流。

● 足趾形成術

● 中足部には関節固定術（アーチ
の崩壊を止める）

● 後足部に破壊が及んでいる場
合は人工足関節置換術や関節
固定術

図 8　難治例／前足部変形
術前 術後

8 ページに続きます。

図 6　三関節固定	術前および術後
術前

術後

図 7　後足部固定併用の人工足関節全置換術
術前

術後
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【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

チェス，将棋に加え，囲碁でも人工知能
（AI）が人間を圧倒する時代になった。
盤が広く，手順も長い囲碁は，変化も桁
違いに大きく，AI がプロ棋士に勝利する
のはまだまだ先のことと予測されていた。
しかし，システム自体がデータの特徴をよ
り深いレベルで学習し，事象の認識や分
類を行うことが出来るようになる「ディー
プラーニング」と呼ばれる機械学習により，
囲碁 AIは予想以上のスピードで進化を
遂げていた。この学習システムは脳神経
回路にヒントを得たものであるが，AI 独

自の進歩はさらに加速化し，2045 年には
人間の知性を超えると予測されている。
現在，AIによるテクノロジーの進歩は，

自動運転やロボットなどのように身近に感
じることもあるが，社会の幅広い分野で
潜在的に拡大している。近い将来，AI
の進化は人間の仕事を奪ってしまう可能
性が指摘されている。医療分野も例外
ではなく，昨年の 8月，東京大学医科学
研究所が，IBM 社のAIプラットフォーム
Watson が 60 代女性患者の正確な白血
病の病名をわずか 10 分で見抜き，さらに
適切な治療法を提示し，患者の命を救っ
たと発表し，全世界を驚かせた。今後，
疾患の診断・治療補助などで研究開発
が加速することは確実である。

医療情報が大量に氾濫する現在，医
師が全てを把握するのは限界がある。
一方，AIは大量の情報を記憶し，最適
な情報を引き出せる上，人間とは違い疲
れによる誤りはない。また，革新的科学
技術の登場により，分子生物学的診断・
治療が発展する未来医療では，AIの支
援なくしてEBMによって推奨される標準
的治療の選択・実践は困難になるかも知
れない。
それでは，やがて医師がAIに取って
代わられるのであろうか？　米 IBM 社の
がん診療支援システム「IBM�Watson�
for�Oncology」を導入した韓国の医療
機関が，医師とWatson が提示した治
療法が違っていた時に，Watson が提示

する治療法を選択した癌患者がいたこと
を公表している。進化するAI が医療現
場を根底から覆すのは意外に早いかも知
れない。しかし，AIは事象（疾患，治療）
の内容を理解し，判断しているのではなく，
大量の機知情報を処理し，それらに基づ
いた結論を導き出しているに過ぎない。ま
た，AI が利用する情報は人間が手掛け
てきた研究成果や集積した医療情報で
ある。私は，AIの医療現場への進出は，
医師の仕事をより創造的なものに進歩さ
せると信じている。

（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

《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 単位と
なります。

●	北海道・東北：9/24（日）マリオス
土井田稔（岩手医科大学附属病院 整形外科）

●	関東・甲信越：11/26（日）ホテル談露館
天野力郎（富士吉田市立病院 整形外科）

●	東海・北陸：10/29（日）アクトシティ浜松
小川法良（浜松医科大学医学部附属病院 免疫・リウマチ内科）

●	近畿：10/15（日）和歌山県民文化会館
藤井隆夫（和歌山県立医科大学医学部 リウマチ・膠原病科学講座）

●	中国・四国：10/22（日）TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前
杉山英二（広島大学病院 リウマチ・膠原病科）

●	九州・沖縄：8/20（日）TKPガーデンシティ鹿児島中央
小宮節郎（鹿児島大学大学院 整形外科）

《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，行政などに従事する方な

らどなたでも受講できます。

●	北海道・東北：9/3（日）札幌国際ビル
片山耕（片山整形外科リウマチ科クリニック）

●	関東・甲信越：9/17（日）ラフレさいたま
天野宏一（埼玉医科大学総合医療センター リウマチ・膠原病内科）

●	東海・北陸：11/23（木 /祝）パレブラン高志会館
多喜博文（富山大学附属病院 免疫 ･ 膠原病内科）

●	近畿：11/12（日）京都リサーチパーク
大村浩一郎（京都大学大学院医学研究科 内科学講座臨床免疫学）

●	中国・四国：10/1（日）高知市文化プラザかるぽーと
公文義雄（近森会近森病院 リウマチ・膠原病内科）

●	九州・沖縄：10/8（日）長崎ブリックホール
折口智樹（長崎大学病院 リウマチ・膠原病内科）

※ 変更する場合があります。詳細は HPをご覧ください。

シリーズ：リウマチ手術のタイミング 続き

まとめていただきました（表）。手術のタイミ
ングが遅れると，レントゲン上の見栄えはよ
くても，皮膚の縫合不全や壊死，感染のリ
スクが高まるので，何より患者さんの負担が
増すことになります。それが一番つらいです
ね。我々の願いは内科医と外科医が手術の
タイミングに関して共通の認識を持ち，この
ようなリウマチ足の難治例が世の中からなく
なることです。しかしそうすると松本先生の
ような「匠の外科医」はちょっと物足りなく

なってしまいますか？（笑い）。
では，本日はお忙しいところ大変ありがと

うございました。
松本：ありがとうございました。
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平成29 年度 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，平成 29 年 6 月11 日（日）の「日本リウマチ財団創立 30 周年記念
リウマチ月間・リウマチ講演会」の場で行われます。

《ノバルティス・リウマチ医学賞》
土屋尚之氏	 筑波大学医学医療系分子遺伝疫学研究室 教授

《日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞》
石川斉氏	 神戸大学 名誉教授
 ／国立病院機構兵庫中央病院 名誉院長／神戸労災病院 名誉院長

＊ 本賞は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す。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されました。

《塩川美奈子・膠原病研究奨励賞》
庄田宏文氏	 東京大学大学院医学系研究科 内科学専攻アレルギーリウマチ学 助教

＊ 本賞は，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す。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されました。

《日本リウマチ財団リウマチ福祉賞受賞者》
粥川由佳氏 国立病院機構名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校 教員

＊ 本賞は，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す。

財団ホームページ　リウマチ情報センター

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

模型を手に，リウマチ足のメカニズムをあらためて確認。

平成 29 年度　リウマチ教育研修会・リウマチの治療とケア研修会 開催予定 平成 28 年度　三浦記念リウマチ学術研究賞受賞者
リウマチ性疾患調査 ･ 研究助成者

23 名の応募者の中から3 名（うち三浦記念リウマチ学術研究賞受賞者 1 名）が選ば
れました。助成金は各 100 万円。授賞式は，平成 29 年 6 月11 日（日）の「日本リウ
マチ財団創立 30 周年記念リウマチ月間・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》
受賞者 所属 研究題目

浅島弘充氏 筑波大学医学医療系内科
講師

抗原特異的 T 細胞の抑制による
シェーグレン症候群の新規治療薬開発

《リウマチ性疾患調査 ･ 研究助成者（50 音順）》
助成者 所属 研究題目

高畑雅彦氏
北海道大学大学院医学研
究科 機能再生医学講座整
形外科学分野 講師

免疫グロブリン様受容体 MDL-1 とその
内因性糖鎖リガンドによる炎症性骨破壊
増幅機構の解明

吉川賢忠氏
東京大学医科学研究所附
属病院 アレルギー免疫科 
病院講師

リウマチ膠原病患者におけるステロイド誘発
性骨格筋萎縮（ステロイド筋症）の新規診
断法・治療法開発へむけた研究
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