
2017年5月号（142号）から「リウマチ手術のタイミング」という新企画を始めました。
「足の手術のタイミング」、「手の手術のタイミング」に引き続いて、

今回は「リウマチの頚椎手術」を取り上げます。
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仲村：筑田先生、今日はお忙しいところお時
間をとって頂きありがとうございます。よろし
くお願いいたします。さて、今日は関節リウ
マチの頚椎病変についてお話を伺いたいと
思っております。
筑田：どうぞよろしくお願いします。今回は
脊椎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。脊椎手術のタイミングを逃してしまうリウ
マチ患者さんをなくすため、ポイントをおさ
えながらご説明します。
仲村：実は、リウマチの頚椎手術のタイミン
グについては私たちリウマチ外科医でも判断
に迷うことがしばしばあります。といいます
のも、リウマチ外科医はほとんどが関節外
科医なのです。その一方で筑田先生のような
脊椎外科医はリウマチ以外にも様々な疾患
の手術をされている訳ですし、外来でリウマ
チの薬物治療をなさることもないと思います。
　つまり、脊椎外科の先生からリウマチの
頚椎手術のお話を伺うというのはクリニック
の先生方、リウマチ内科医の先生方にのみ
ならず、リウマチ外科医にとっても大変興味
のあるところです。その意味でも本日は大い
に勉強させていただきたいと思っています。

仲村：生物学的製剤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
形外科手術を大きく変えました。世界各国
の疫学研究では、人工膝関節全置換術や人
工股関節全置換術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。その一
方、リウマチの脊椎手術に関しては NinJa
に代表される国内コホート研究などから大き
な変化はないという報告もなされています。
個人的な印象ではリウマチ頚椎手術はずい
ぶん減ったなと感じるのですが、実際のとこ
ろはどうなのでしょう？ 
筑田：様々な報告がなされていますが、私も
印象として上位頚椎の手術で関節リウマチに
起因するものは確実に減少していると思います。
仲村：その背景は何だとお考えですか？
筑田：やはりリウマチ自体の疾患コントロー

ルがよくなってきたことでしょう。また今か
ら 15 ～ 20 年前には、リウマチの頚椎手術
は大学病院など限られた施設でしか行われ
ておらず、その意味で患者さんが集約され
ていました。それが医療技術の進歩に伴い、
手術の標準化がすすみ、患者さんが分散
するようになったというのも一因かもしれま
せん。2001 年の脊椎脊髄病学会の全国調
査では日本でのリウマチ頚椎手術の総数は
236 件でした 1）。バイオ時代の現在において
この数字がどう変化しているのか、興味深
いところでもあります。

仲村：最近のトレンドをお話し頂いたところ
で、リウマチの頚椎病変の実際についてお
聞かせください。
筑田：リウマチの脊椎病変は頚椎に限らず、
腰椎にも生じるのですが、やはり好発部位
は頚椎です。その破壊のメカニズムを説明し
ましょう。頚椎、その中でも上位頚椎（環椎・
軸椎）は大変動きの大きな部分です。関節
でいえば肩関節と同じで、骨性の拘束はほと
んどなく靭帯によってその動きが制御されて
います。例えれば、筏が縄で縛られているよ
うに上位頚椎は靭帯によって支えられている
のです。リウマチではこのロープがほどけて
ひとつひとつのパーツである椎体がバラバラ
になるというのが基本的な破壊の機序です。
仲村：なるほど、とてもわかりやすいです
ね。そして、環椎と軸椎を結ぶ縄がほどけ
た状 態 が、 環 軸 椎 亜 脱 臼（Atlantoaxial 
Subluxation: AAS）ということですか？
筑田：そうです。環軸椎亜脱臼は横靭帯と
いう靭帯の破綻が原因で生じる水平脱臼
です。このほかに、垂直亜脱臼（Vertical 
Subluxation: VS）、軸椎下亜脱臼（Subaxial 
Subluxation: SAS）といって第３頚椎以下
に起こる亜脱臼病変があります。垂直亜脱
臼は環椎の外側塊という部分が圧壊して生
じます。３つの頚椎病変の代表的な画像を
図１にお示しします。
仲村：これらの３つの病態の頻度はどういう
順になりますでしょうか？
筑田：環軸椎亜脱臼がもっとも多く、次いで
垂直亜脱臼、軸椎下亜脱臼という順になり

ます。軸椎下亜脱臼は頚椎の複数の椎間関
節に滑膜炎が生じ、関節破壊、亜脱臼へと
進展する病態なので、かなりの進行例でな
いとみられません。

仲村：ありがとうございました。３つの画像
はそれぞれ特徴的ですね。このような画像
を目にすれば、さすがに「頚椎が悪い」と気
づきます。しかし、なかなか頚椎の画像を
手足のレントゲンのようにしばしば撮ること
がないのですが……。
筑田：そうですね。頚椎病変は手や足と違っ
て見た目にはわかりません。また自覚症状も
特徴的なものがありません。さらに頚椎病
変を反映する症状がリウマチの評価項目に
入っていない。このような理由でとても見逃
されやすいのです。言い換えると、積極的
にスクリーニングする姿勢がないと発見が遅
れるということです。
仲村：耳の痛いご指摘です。では日々の診
察のなかで、どんな点に気をつければよい
のでしょうか。ポイントとなる症状などをお
教えください。
筑田：頚椎病変の症状は多彩です。もちろ
ん最大の症状は麻痺ですが、明らかな麻痺
のために ADL/QOL が著しく障害された時
点で気づくというのでは、手術のタイミング
的にもやや遅いのでしょう。それを避けるた
めには、①上肢の痺れと②後頭部痛の２つ
の症状を見逃さないことです。

仲村：①の上肢の痺れですが、リウマチで
は手関節部に生じる滑膜炎がしばしば手根
管症候群を引き起こし、そのために手指が
痺れることがあります。
筑田：確かにその通りです。手根管症候群
では痺れの範囲が手関節を超えて近位に及
ぶことがないので、そこが１つのポイントに
なります。
仲村：手部のみならず、前腕・上腕に及ぶ痺
れをみたら、頚椎病変を考えるということで
すね。②の後頭部痛についてはいかがでしょ
う？何か特徴的なことはありますか？
筑田：後頭部痛は片側性であることが多い
のです。頚椎は体の中心にあるので後頭部
痛も両側性といいますか、頭の真後ろを痛が
ると思っている先生方が多いのですが、実
は片側の耳介の後ろを痛がる患者さんが大
半です。環軸椎の椎間関節の破壊と、その
すぐ脇を通る大後頭神経が環軸間でインピ
ンジされることが後頭部痛の原因なのです
が、それが必ずしも両側同時には起こらな
いということです。
　患者さんはちょうどこんな感じで、「耳の
後ろが痛い」と訴えます（図２）。
仲村：大変参考になります。①上肢の痺れと
②後頭部痛の他はいかがですか？
筑田：これは患者さんの自覚症状ではないの
ですが、睡眠時無呼吸も重要な頚椎病変の
サインです。我々の調査では頚椎手術に至っ
たリウマチ患者さんの実に 80％近くに睡眠
時無呼吸が合併していました。ただこれは
患者さんご自身では気づかない症状なので、
家族の方にお話を伺わないとわかりません。
仲村：なるほど、睡眠時無呼吸ですか。とこ
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ろで、頚髄が圧迫されるのですから、深部
腱反射の亢進は参考になりませんか？
筑田：確かに、腱反射は亢進するはずなの
ですが、実は指標にはなりにくいのです。理
由は関節破壊です。手指の関節破壊が進行
していれば屈筋腱反射は出ません。また人
工膝関節が入っている膝の膝蓋腱を打腱器
で叩いても、反射がはっきりしないことがし
ばしばあります。

仲村：頚椎病変を見つけた場合、しばしば
話題になるのが頚椎装具です。「進行を止め
るために頚椎装具をつけた方がいいでしょう
か」とよく聞かれるのですが、頚椎装具に
対する先生のお考えをお聞かせください。
筑田：まず強調しておきたい点は、リウマチ
性頚椎病変にとって最も重要なことは薬物
治療による疾患コントロールです。これは指
や膝の関節破壊を抑制する場合と同じです。
土台となる疾患活動性の制御がなければ、
装具であろうが、さらに言えば手術であろう
が有効な治療手段とはなりえないのです。
　もちろん頚椎カラーの装着も大切ではあ
るのですが、これは頚椎の完全な制動を得
るものではありません。しばしば誤解されて
いるので強調しておきたいのですが、カラー
の目的はあくまで頚椎の極端な肢位（前屈）
を避ける、首が悪いことを周囲にアピールす
る、頚椎に負担をかけてはいけないことを思
い出すことなのです（図 3）。これはポリネッ
クカラーでもフィラデルフィア・カラーでも同
じです。頚椎を完全に制動するには極端な
話、ハロー・ベストをつけるしかありません。
繰り返しになりますが、疾患活動性の制御
があっての装具であり、逆に言えば装具を
ずっとつけていたからといって頚椎の亜脱臼
が治るわけではないのです。

仲村：では、どの段階で脊椎外科医に紹介
すればよいのでしょうか。また画像資料とし
ては何を用意すればよいですか？
筑田：リウマチ性頚椎病変に対する手術は
生命予後を改善するという報告があります 2）。

つまり頚椎手術のタイミングを逃すというこ
とは、患者さんの将来の活動・生活に大き
な影響を及ぼしかねないということです。こ
のような事態は避けたいですね。私自身は

「画像でリウマチ性頚椎病変を認めれば、無
症状でもチェックをかねて一度は患者さんを
拝見させてください」とお願いしています。
仲村：それはありがたいお話です。しかし
現実にはすべての脊椎外科医の先生方がそ
のようなお考えではないようにも感じます。
せっかくご依頼の手紙を書いても「まだ手
術には早い」「もっと悪くならないと手術は
しません」「歩けなくなったら来てください」
という一言で戻ってくるリウマチ患者さんを
これまで何人も見てきました。やはり、脊椎
外科医は関節リウマチという慢性疾患を理
解する以前に、そもそもリウマチ患者さんの
心の機微を察するのに慣れていないのかな
と思ってしまうこともあります。
筑田：それは耳の痛い話です。確かにそう
いう話も聞きますし、また逆に「ではすぐに
手術しましょう」と少々積極的すぎる手術
適応をとる外科医もいます。このあたりはま
だまだ脊椎外科医のなかでもコンセンサス
が得られていない問題なのです。
仲村：例えば人工関節手術であれば、リウ
マチ外科医が見つければもちろんのこと、
リウマチ内科医からの紹介であっても「リウ
マチ・ワールド」のなかで問題は解決します。
しかし脊椎手術となると、自分の患者を「脊
椎ワールドという別世界に旅に出す」そんな
怖さというか心配が患者にも医師にも存在
するのです。そのあたりをわかっていただけ
ると助かります。
　すみません、ちょっと話が脱線しました。
まあ、そういう現実があるからこそ、筑田
先生とのこの対談が意義のあるものになる
と思うのです。話を手術のタイミングに戻し
ましょう。
筑田：そうですね。私自身も信頼できるリウマ
チ医との連携を持ちたいと常々願っています。
　さて手術のタイミングですが、私が頚椎
手術の適応ありと判断するのは、進行性の
麻痺、特に歩行障害と頑強な後頭部痛で
す。実のところ患者さんは「最近、足に力が
入りにくい」「なんだか歩き方がおかしい」と
感じていますから、その訴えを聞き逃さず傾
聴することが大切です。手術の原則は「歩け
ているうちに手術する」です。歩行困難の症
状が出てから６か月以内には手術をした方が
成績がよいと考えています。
　ただ難しい点は、膝や股関節に問題が
あっても歩行障害が生じる点です。「たぶん
膝でしょう」ではなく「もしかして頚椎かも」
と疑う姿勢が大切ですね。
仲村：画像についてはいかがですか？
筑田：リウマチ性頚椎病変を疑えばまず単純
X 線をとります。様々な計測法がありますが、
PADI（posterior atlanto-dental interval）
という軸椎歯突起の後面から環椎後弓内
面までの脊柱管前後径を参考にするとよい
でしょう。この PADI が 14mm 以下（図 4）
であれば、脊椎外科医としては手術の可能
性も念頭に置いて経過を観察します。ご紹
介いただくのがよいと思います。

　MRI では圧迫に伴う頚髄の萎縮像に注目
します（図 5）。ただ、MRI は頚椎前屈位
で撮像しているわけではなく、ダイナミック
な頚椎の状態を観察できません。画像が実
際の脊髄圧迫より過小評価されている場合
もあることを忘れてはなりません。
仲村：先生のところに紹介された患者さん
はすぐに手術となることが多いのですか？
筑田：それはケースバイケースです。実は、
環軸椎亜脱臼のような水平脱臼では緩徐な
経過をとることもしばしばあります。実際に
手術を行うかどうかはその後の経過のなか
で決めていきます。すぐに手術をする、しな
いに関わらず定期的に脊椎外科医がチェッ
クするべきだと私は考えています。
　ご紹介していただく際には、①前屈、後屈、
中間位での頚椎単純 X 線側面像と②頚椎
MRI を持参していただければ、大変役立ち
ます。
仲村：垂直亜脱臼についてはいかがでしょう？
筑田：垂直亜脱臼は先ほども述べましたよう
に、環椎外側塊の骨圧壊がその原因である
ため、進行すると手術の難易度が上がります
（図 6）。椎体の形態が保たれているうちに、
手術を行った方が術後成績は安定しますの
で、是非ためらわずにご紹介ください。
　実際の手術例の画像をお見せしましょう
（図 7）。手術に際しては椎骨動脈損傷に注
意しますが、手術の安全性を高めるためにコ
ンピューター・ナビゲーション（図 8）と脊髄
モニタリングが使われるようになっています。

筑田：進行例・重症例に関しては、今から
20 年ほど前に「歩けない患者には手術をし
ない方がよい」という報告がなされました。

「12.7％が術 30 日以内に死亡」というラン
セットの衝撃的な報告です 3）。この報告以
降、車椅子生活となったリウマチ患者さんに
は「手術をせずケアを中心に」という考え方
が主流となっていました。
　しかし我々の経験では、歩けないような
重い麻痺があったリウマチ患者さんでも、手
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知っておくこと

5. リウマチ性頚椎病変に対する
手術のタイミング

図2 リウマチ性頚椎病変に伴う
後頚部痛

片側の耳介の後ろから後頭部にかけてを痛
がることが多い。「ちょうどこんな感じです」
と筑田氏。

カラーを装着した様子。
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図3 リウマチの頚椎装具
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図4 リウマチ性頚椎病変

図5
リウマチ性頚椎病変のMRI像
圧迫に伴う頚髄の萎縮を
認める（矢印）

図6 垂直亜脱臼
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筑田先生の手書きイラスト。患者さんへの手術説明用。

C：後頭骨から第２胸椎B：環軸椎A：後頭骨～軸椎
Cは軸椎下病変を伴う垂直亜脱臼に対する手術。

図7 リウマチ性頚椎病変に対する手術　環軸椎亜脱臼に対する頚椎固定術

手術の安全性を高めるためにコンピューター・ナビゲーションが使用される。

図8 手術の様子

6. 手術のタイミングが
遅れてしまった重症例の
リウマチ性頚椎病変
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画像クイズ

皮膚科・歯科とリウマチ性疾患連載
社会医療法人厚生会 木沢記念病院 名誉病院長／岐阜大学 名誉教授　北島 康雄 氏

図1

皮膚科

第2回
症例ab共に1～2週ほど前から写真a1、b1に示す様な痒みの強い紅斑、膨疹が
全身に出没するようになった。よく話を聞くと症例aでは膨疹は図1a2のような
環状紅斑になり､翌日までには後も残さず消失しているが、同様な紅斑が他の
部位にも引き続き出没を繰り返している。症例bでは膨疹は図1b2に示す様に
2～3日かけて同様な環状紅斑になりその後に消失する。また、症例a同様に出没
を繰り返す。

1. 診断名はそれぞれ何か。
2. なぜ皮疹の持続期間に明らかな違いがでるのか。

Q.

症例aは膨疹が全身に多発し､数時間から24時間以内に皮疹は跡を残さず消失する
ので蕁麻疹、症例bは膨疹が全身に多発するが、必ず数日かかって､色素沈着を残し
ながら消失するので、蕁麻疹様血管である。後者では補体の低下や､膠原病の合併も
しばしば見られるので注意を要する。

A1.
図2

蕁麻疹では抗原がIgEに結合し､その免疫複合体が肥満細胞のFcレセプターに結合し､
脱顆粒してヒスタミン等ケミカルメディエイターを放出する。その結果強い血管の漏出
が惹起され､顕著な真皮上層の浮腫を来す（図2a矢印）。強い浮腫のため抗原、免疫
複合体は組織液で洗い流され､リンパ管に数時間で流失するので浮腫は１日以上は
続かないし､組織のダメージもなく､跡を残さない。
　一方、蕁麻疹様血管炎ではIgG免疫複合体が毛細血管の内皮細胞に沈着し固定
されるため、血管周囲で補体が活性化される。その結果C3aにより毛細血管の透過
性が上がり､かつ、炎症細胞が集められ､きわめて軽度の血管炎と言える状態になる
（図2b矢印）。C3aによる浮腫はIgE免疫複合体/肥満細胞脱顆粒による浮腫より弱い。
また、IgG免疫複合体の状態で毛細血管に沈着しているため、容易には洗い流され
ない。そのために膨疹は数日以上続くことになる。血管炎が微弱なため､よく注意し
ないと紫斑を認識出来ないことも多い。
　図3は蕁麻疹様血管炎の患者に生じた圧蕁麻疹である。圧蕁麻疹は圧迫が数時間
以上続くとそこに生じる膨疹である。これは圧によって血流が遅延し毛細血管に沈着
しやすくなったIgG免疫複合体が沈着し、翌日まで続く膨疹を生じ､３日目に膨疹が消
失する頃詳細に観察すると点状紫斑が見つかると言う経過を示す。蕁麻疹ではステロ
イドの内服は不要であるが､蕁麻疹様血管では前述したように膠原病や補体の異常が
あり必要なことが多い。

A2.

図3

4 　 日本リウマチ財団ニュース 平成 30 年 7 月 1 日発行　No. 149

仲村：では生物学的製剤はリウマチ性頚椎
病変を抑制できるのでしょうか？
筑田：それについては興味深い報告があり
ます 4）。バイオ時代になってからのリウマチ
性頚椎病変の新規発生は７％であったが、
既存病変の 70％は進行するというものです。
バイオ製剤も新規病変は減らせるが既存病
変の進行は防げないというのが現状という
ところでしょう。

術によって 39 例中 24 例が自力で歩けるか
食事がとれるようになっています。また、術
後 30 日以内に亡くなった方は一人もいらっ
しゃいません。つまり、麻痺が原因で車椅
子の生活になってしまっても、全く手がない
という訳ではないのです。
　しかしその一方で、術後に半数の方に感
染や肺炎といった合併症が起きていること
も事実です。適切な手術時期を逃すと、手
術成績も悪くなるし、合併症などのリスクも
高まります。この意味でも、頚椎手術はその
タイミングが極めて大切だということです。

　リウマチ性頚椎病変
の頻度は無症候性のも
のを含めれば少なくあ
りません。そこでバイ
オ製剤の導入や、人工
関節などの関節手術を
受けるタイミングで頚
椎のスクリーニングを
是非行っていただきた
いと思います。前屈位・
中間位・後屈位の単純
X 線側面像３枚で、あ
る程度の評 価は可能
です。
仲村：筑田先生、あり
がとうございました。本日の先生のお話の
エッセンス（表）をまとめておきます。これは
リウマチ医にとって明日からの診療にすぐに
役立つハンドブックですね。最後にリウマチ
性頚椎病変を診療するにあたって先生が大
切にされていることを教えてください。
筑田：そうですね、まず「自分から見ようと
しなければ、何も見えない」ということ、そ
して「腹を割って話ができる、顔の見えるリ
ウマチ科医とタッグを組む」ということでしょ
うか。
仲村：我々の願いはリウマチ医と脊椎外科

医が手術のタイミングに関して共通の認識
を持ち、リウマチ性頚椎病変が気づかぬ
まま重症化するという事態を避けることで
す。本日はお忙しいところありがとうござ
いました。
筑田：ありがとうございました。
文献
1）	小田剛紀ら．関節リウマチ頚椎手術の全国調査．臨床整形
	 外科 40（1）:		27-32,	2005
2）	Matsunaga	S,	et	al:	Spine	28（14）;		1581-1587,	2003
3）	Casey	AT,	et	al:	Lancet	347（9007）;		1004-1007,
　1996
4）	Kaito	T,	et	al:	Spine	38（26）;		2258-2263,	2013

7.今後の展望：生物学的製剤と
リウマチ性頚椎病変

く び

表 リウマチ性頚椎病変のエッセンス

① 大切なこと：リウマチの疾患活動を適切に制御する

② ３つの病変：環軸椎亜脱臼＞＞垂直亜脱臼＞軸椎下亜脱臼　

③ 注目すべき症状：上肢の痺れと後頭部痛（片側の耳介の後ろ），睡眠時無呼吸

④ 「たぶん膝だろう」ではなく「もしかして頚かも」という思考

 「見ようとしなければ、何も見えない」

⑤ 前屈位・中間位・後屈位の単純X線側面像３枚＋MRI

 PADIに注目。14mmを目安に

⑥ 頚椎カラーでは完全な制動は得られない

⑦ タイミングを得た手術はADL・QOL・生命予後を改善

⑧ 信頼のおけるリウマチ医‐脊椎外科医間の連携

対談を終えた仲村編集長（左）と筑田氏（右）。
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佐々木：今日は、わざわざ仙台まで足をお
運びくださり、ありがとうございます。
森本：いいえ、お目にかかれるのを楽しみに
して、やって参りました。
佐々木：森本先生には、私のハーバード留学
時代にお世話になり、その後、東北大の私の
門下生が留学した折にも、随分お世話になり
ましたね。
森本：どういたしまして。それより、今日は、
先生のハーバード時代のエピソードも含め、
こちらがいろいろお話を聞かせていただく番
ですので、よろしくお願いします。
　さっそく、まずは型通りに、先生のお生まれ
と、医師を目指されたきっかけ、医学部入学
までの道のりをお聞きしたいと思います。
佐々木：私は仙台の近くの塩釜で生まれて育
ち、アメリカ留学時代を除いてずっと仙台で過
ごしています。生まれてこの方、仙台を中心と
するこのエリアをほとんど離れたことがありま
せん。医師を目指したのは、幼少時に世話になっ
ていたおじが医者でしたので、昼夜を分かた
ず患者さんの診療に勤しむおじの姿を目にして
いるうちに、自然に、医師を将来の進路の有力
な選択肢と考えるようになったのだと思います。
森本：すると、大学は迷わず医学部へ？
佐々木：ところが、実はそうでもなくて、高校
生の頃の私は、物の設計図を描く仕事や、
土木・建築などの仕事にも興味がありました
ので、工学部に行くことも考えていました。
森本：東北大学は、工学部も有名ですからね。
それでも最終的に医学部を選ばれたのは、
やはり先生にとって医師という仕事の魅力が
まさっていたからでしょうか。
佐々木：困っている人がいて、それを助けら
れるということを、直に感じられる職場という
のはなかなかありませんので。

森本：少し下って、医学部を卒業後は、どん
な研修医時代を過ごされましたか。
佐々木：私が卒業した 1968 年という年は学
生運動真っ盛りの頃で、「インターン制度」
が廃止された年に当たり、全国の医学部が
新しい卒後研修のあり方を模索していました。
私も新世代の第 1 期生として、1 年目は東北
地方の各地の病院を回って内科を含む各診
療科を経験し、2−3 年目は 1 つの病院に留
まって内科の研修をしました。
森本：1 年目から、もう外の病院を回っていた
のですか？
佐々木：はい、同期生は全員、1 年目から
大学外の病院へ行きました。今考えると、当
時の東北大の卒後研修は、今日の初期臨床
研修制度を先取りしたようなところがありまし
たね。
森本：その後、2−3 年目の内科研修は、ど
ちらの病院で？
佐々木：東日本大震災で有名になった石巻
赤十字病院の内科に入りました。人口 30 万
余の独立した地域です。2 年の間に、進行
の早い白血病（ATLと推定される）、May-
Hegglin 異常症という非常にまれな血液、
腎臓系の遺伝性疾患、胸腺摘出で劇的に
改善した神経および腸管型ベーチェット病の
例、また、死の転帰をたどることとなった多
発硬化症様経過を呈したシェーグレン症候群
の若い患者さんなど、いくつかの印象深い症
例を経験しました。この体験が、その後の私
の臨床と研究の生活を方向づけるものとなり
ました。
森本：なるほど。それは望んで得られるよう
な体験ではないと思います。その体験が、
先生をリウマチ性疾患の研究へ向かわせる
大きなきっかけとなったわけですね。

森本：佐々木先生はその後、東北大学に戻り、
細菌学教室の石田名香雄教授のもとで 3 年
の間、基礎研究に従事されました。石田教授
といえば、何と言っても、センダイウイルスの
発見で、世界に東北大学医学部の名を轟か
せた微生物学の権威ですね。
佐々木：そうです。外国の人に「東北大学」

「仙台」と言ってわからなくても、「センダイウ
イルスの仙台です」と説明すると、免疫学や
ウイルス学の関係の人は大抵、「おお、あの
センダイか！」となります（笑）。
森本：基礎医学の中でも特に細菌学教室を
選ばれたのは、どんな理由からでしたか。や
はり、石巻赤十字病院で経験した難治症例
が忘れられず、自己免疫疾患に深い関心を
持ち、免疫学の研究の場として細菌学教室
が最も適当と考えられたからでしょうか。

佐々木：最初から細菌学教室へ行こうと決め
ていたわけではありませんでした。というのも、
当時、免疫学は勃興したばかりの若い分野で
したから、大学に戻っても病気と関連した深
い研究はできないのではないかと感じていたの
です。ところが、たまたま石田先生の講演を
聞く機会があり、それは動物では SLE やリウ
マチなどの自己免疫疾患、白血病やリンパ腫
などの血液腫瘍はウィルスで生じうる、スロー
ウイルス感染症というこれまで知られていな
かった様式が関連するというものでした。私は
俄然、興味をそそられ、「もしかすると、この
方向で自己免疫疾患についても何かがわかる
のではないか」という期待が高まっていき、石
田研究室の門を敲くに至ったというわけです。
森本：ウイルス学の世界的権威が語った言
葉の影響力が大きかったのですね。細菌学
教室では、どんな研究をされていましたか。
佐々木：石田教室は薬学、理学、農学、工
学など種々の分野からも常時 70 名を越す若
者がひしめいた活発な研究室でした。が、当
時はスローウイルス感染症の研究はまだでし
た。その感染様式を神経細胞でのヘルペスウ
イルス感染を用いて研究しようとしたのですが、
肝心の神経細胞の培養が困難です。最初の
半年間はその培養に明け暮れ、難航しながら
もそれなりの成果がみえて来ましたが、一方で
この研究では、私の目的である「自己免疫病」
に連なる道筋が見えませんでした。焦りにも似
た思いが募ってきたのです。そこで、ある日、
意を決して石田先生に、研究の内容をスロー
ウイルス感染一辺倒から、「“自己免疫疾患に
発展し得る領域”の研究」へと方向転換する
ことを申し出て、認めていただきました。
森本：佐々木先生はその後、第二内科へ移り、
細菌学教室で始められた免疫の研究を臨床と
結び付けた形で継続されます。次回は、先生
の第二内科時代のご研究と、ハーバード留学
時のエピソードなどをお伺いします。

（次号に続く）

佐々木毅氏は、抗 DNA 抗体や抗核抗体産生細胞などの研究により、免疫学と自己

免疫疾患の研究に新しい道を切り開いた免疫学の権威。佐々木氏の米国留学時

に職場を同じくしたことがある本誌編集員・森本幾夫氏から、佐々木氏の研修医

時代の思い出や、研究生活上のさまざまなエピソードをお伺いしました。

おじの背中を見て
医学部進学を目指す

研究人生を方向づけた
自己免疫疾患の難治症例

ウイルス学の権威のもとで
研究生活をスタート

東北大学第二内科免疫血液研究室のみなさんと（中央が佐々木氏）。

すべては「免疫」への
興味から始まった
前編

東北大学 名誉教授
東北医科薬科大学若林病院 名誉院長

佐々木 毅 氏
聞き手：森本 幾夫 編集員

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

題字・仲村一郎	編集長
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　医師の働き方改革を巡る動向。2017年3

月28日に政府の働き方改革実現会議が示

した「働き方改革実行計画」では、これまで

労使間でいわゆる「36協定」を結んでいれば

青天井で延ばせた時間外労働に、上限を設

ける方針を示したのが最大の特徴である。

上限を月45時間、年360時間とし、違反には

罰則を科すことにした。特例として労使が

合意した場合でも、月平均60時間（年720時

間）以内、単月で100時間未満としなければ

ならないとしている。医師については、時

間外労働規制の対象とするが、医師法に基

づく応召義務などの特殊性を踏まえた対

応が必要。改正法の施行期日の5年をめど

に規制を適応する。医療界の参加の下で検

討の場を設け、「2年後をめどに規制の具体

的なあり方、労働時間の短縮策などについ

て検討し、結論を得る」とした。

　医師が過労死と認定される事例が発生

し、労働基準監督署による立ち入り調査が

相次ぐなど長時間労働是正への圧力は強

まっており、病院は早急な対応が迫られて

いる。折しも、聖路加国際病院・福井次矢院

長は“「自分の時間は患者のもの」は通用し

なくなった”と呟いた。

　医師も自主的に、医師同士、そして多職種

とのチーム連携の推進で業務効率化を図

ろうとしてきた。有能な医師事務作業補助

者が増えれば、外来診療時間は確実に短縮

できる。病状説明と同意も原則時間内に移

動し、患者のご家族にも時間休暇をとって

来院してもらうことも珍しくなくなった。

タイムカードを導入した上で、労働と自己

研さんの自己申告や代休取得による早退

など勤務時間の柔軟な運用などによって、

上限を超えない働き方改革の実現へもが

いているこの頃である。

編集後記

http://www.rheuma-net.or.jp/
リウマチ財団

平成30年5月開催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

事業報告、決算書等は財団ホームページ「情報公開」に掲載します。
リウマチの治療とケア教育研修会開催の予定などについても、財団ホームページをご覧ください。

日本リウマチ財団ホームページ平成30年度 海外派遣医
氏名 所属 専門科目《米国》

多田 昌弘 整形外科大阪市立総合医療センター 整形外科 医長

張　成虎 整形外科東京大学医学部附属病院 整形外科 特任臨床医

氏名 所属 専門科目

柳岡 治先

《欧州》

リウマチ科聖路加国際病院 リウマチ膠原病センター 医員
検索

議事要旨
【報告事項】
1. 委員会等の開催について
 ① 医療情報委員会（4月7日）
  HPアクセス数が増加、今後さらに財団HPの患者向け情報の役割は大きくなる。
 ② 第1回登録理学療法士・作業療法士制度検討部会（4月13日）
  制度設計に向け、日本理学療法士協会及び日本作業療法士協会から推薦いただいた委員と第1回の検討
  部会を開催した。
 ③ 日欧リウマチ外科交換派遣医ワーキンググループ（4月28日）
  欧州より今年は日本へ2名派遣、来年は2名を受け入れるという申し出があった。
 ④ 独立監査人の監査（5月16日）、⑤監事監査（5月23日）、⑥第22回理事会（6月5日）、
 ⑦ 第8回定時評議員会（6月27日）を開催
2. 平成30年度リウマチ月間リウマチ講演会（6月3日）について
 共催企業5社についてスポンサーのメッセージの場所を提供することとした。
3. 財政状況について

【審議事項】
1. 平成29年度事業報告及び収支決算に関する件について
2. 平成30年度海外派遣医の選考について
 今回から応募資格を見直し、リウマチ財団登録医への登録申請中であれば応募可能とする。
3. 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（ヨーロッパリウマチ学会2018）について
4. 「関節リウマチトータルマネジメント」の改訂について
5. 平成31年度以降の教育研修体制について
 ① リウマチ月間リウマチ講演会
 ② RAトータルマネジメントフォーラム
 ③ 地方で行うリウマチの治療とケア教育研修会
6. その他
 登録理学療法士・作業療法士制度における資格要件について
 対象疾患は「リウマチ性疾患」とし、「関節リウマチを含むことが望ましい」こととした。

平成30年5月 企画運営委員会 議事録 日時：平成30年5月8日（火）18：00～19：30

羽生忠正
長岡赤十字病院 リウマチ科 センター長
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いい後輩がいっぱい！ 慶應リウマチ膠原病内科。

●リウマチ医になったわけ
　なぜ医者になったのかと質問されると
困ってしまいます。家族にも親戚にも医者が
おらす、なぜ目指したのか……。親による
と小学生の時から医者になりたいと言って
いたらしいので、何か思うところがあったの
でしょう（笑）。子供の頃、アレルギーに悩
まされて、よく近くの病院に通っていたのも
影響したかもしれません。でもなぜリウマ
チ医を目指したかと質問されれば、答えは
はっきりしています。免疫に興味があったか
ら！　全身の臓器を診られるから！　運動
器が好きだったから！　すべてを満たしてく
れるのがリウマチ・膠原病学でした。こん
なに治療が進歩するとは想像していません

でしたが、いい時代にリウマチ医になれて
本当に幸せです。

●女性医師でよかったこと
　たぶん男性医師がためらってしまうような
話題を、普通の会話として女性の患者さん
と話し合えること。他の人に打ち明けられな
い悩みを、女性の医者だからと率直に相談
していただけること。たくさんの素敵な女性
医師と仲良くなれること。女医限定の研究
会の懇親会のかしましさは格別です。たくさ
んの素敵な男性医師の輪にもちゃんと入れ
ていただけること（主観）。女性だからなの
か医師だからなのか分けるのは難しいです
が、挙げればきりがない、いい仕事です。

●ひとりごと
　15 年ほど前に、食べた柿の種（果物です）
をお遊びで植木鉢に埋めたところ、気がつ
いたら芽がでていました。水遣りだけして
いたらそれなりに育ち、桃栗 3 年柿 8 年の
言い伝えどおり、ぴったり 8 年後に柿が 2
つなりました。しかしそろそろ摘果かなとい
うところで鳥に先を越されてしまい、その後
はあまり大きくならず花も咲かなくなってい
ました。2 年前に引っ越した際、植木鉢か
ら庭に植え替えてきちんと肥料を与えたと
ころ、今年の春は瑞々しいまぶしい若葉が
ぐんぐんと上へ伸びていることに気がつきま
した。植わっている環境が違うとこんなに
育つ勢いが違うんだなと感心すると同時に、
自分が若い医師を指導するにあたって、根っ
こをしっかりさせてあげること、土壌を豊か
にしてあげることの大切さを教えられた気

がしました。振り返ると私の指導者はみん
なそういう方達ばかりです。自分の恵まれ
た医者人生に感謝するとともに、今後は後
輩へつないでいければと思っています。大
切に育てれば今年こそ柿も結実するかも⁉
先日はぶどうの苗を衝動買いしちゃいました

（笑）。

●バトンタッチ
　可憐な笑顔と細身のお体でたくさんのオ
ペをこなす、リウマチ外科のスーパーウー
マン、新潟県立リウマチセンターの阿部麻
美先生です！　阿部先生、食べ物もお酒も
おいしい新潟のリウマチ診療、教えてくだ
さい！

◎次号の担当医師は、阿部麻美氏　（新潟県
立リウマチセンター）です。

リレー連載

慶應義塾大学医学部リウマチ・膠原病内科
講師　金子 祐子 氏

（編集部より）当連載は、執筆担当者が次の執筆者を指名する、数珠つなぎ形式の

リレーコラムです。今号では、前号を担当した福島県立医科大学の小林浩子先生

から“圧倒的パワー”と評された金子祐子先生が指名されました。素敵な後輩医師

に囲まれたお写真にも注目です。

第6回


