
松野博明氏（中央）とスタッフのみなさん。取材当日、クリニック待合にて。
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森本：松野先生は自身のクリニックでお忙しい
にも関わらず、大変興味深い臨床試験を実施
されており、今日はそういったお話をうかがう
のも楽しみにしてきました。松野先生、本日はよ
ろしくお願いします。
松野：こちらこそよろしくお願いいたします。
森本：意外にも本誌が松野リウマチ整形外科
を取材するのは初めてのため、11年前にクリ
ニックを開業した動機からお話しいただけま
すか。
松野：じつは開業するまえの数年、私は富山か
ら単身赴任する形で、東京の3つの基幹病院で
診療をしていました。めまぐるしい毎日を送っ
ていたわけですが、そんななかで「もっとひとり
の患者さんをじっくり診たい！」というフラスト
レーションを感じるようになりました。もともと
リウマチ領域では毎回おなじ医師が診察する
ことがベストであるという考え方を持っていた
のですが、病院……とくに非常勤の立場では、
気がかりな患者さんを次回も自分で診察でき
るとは限りません。主治医としてもっと深く患
者さんと関わりたいという想いから、リウマチ
専門クリニックの開業を決意しました。富山
医科薬科大学の整形外科医局に17年いたため、
富山という土地にアフィニティー（親和性）が
あった点も後押しになりましたね。

森本：開業当時から今まで、苦労したことはど
んなことですか？
松野：まず、いきなり“事業主”になったこと
です。これまで自身が雇われる側だったのに、
一転して従業員の社会保険などを手配する立
場になりました。労働条件など自身で設定しな
ければいけない部分もあり、この塩梅がさらに
難しかったです。従業員の待遇を良くして医院
の利益が出なくなったり……、かといって待遇
が悪いとみんなから不満が出てしまいます。開
業当初は、従業員が明るく楽しく職場に誇りを
持って働ける環境を作り上げることに奮戦しま
した。
森本：医師であっても、経営者としてのセンス
を問われることになるわけですね。
松野：そのとおりです。また、やってみると勤務
医と開業医で大きく異なった点が、保険診療で
す。これまで病院という団体から申請していた
ものを、こんどは自身の名前で行うことになり
ますが、個人開業医の場合、もといた基幹病院
では普通に行っていた医療行為が承認されな
くなるケースが多々あるのです。
森本：いわゆる“切られる”というケースですね。
松野：開業の先生なら少なからずおなじ苦労を
されていると思います。そもそも我々が受けて
きた医学教育に「保険診療請求」という項目は
ないじゃないですか。最初は非常に戸惑いまし
た。私はそれから勉強し、今ではリウマチ学会
の社会保険委員長としてほかの先生方の相談
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を受ける側になりましたが、たとえば、つい1年
前でさえメトトレキサート（以下、MTX）の処方
患者にフォリアミンを併用すると保険で切られ
るという地域があったのですよ！　学会の社
会保険委員長として該当地方の社会保険事務
所にかけ合って承認してもらいましたが、この
ように、場合によっては開業医であるがゆえに
当たり前の医療が当たり前にできなくなること
もあります。今後も同胞の先生方のために、保
険診療請求について、広く当該各局に理解を
求めていきたいところです。

森本：松野先生は生物学的製剤（以下、バイ
オ）に対する経口DMARDの非劣性試験を全
国のクリニックに呼びかけて大々的に行いまし
たが、今のお話を聞いていると、その背景にも
開業医であるがゆえの想いがありそうですね。
松野：JaSTAR Study1）は、まさに開業医として
の現在まで続く悩みが背景になっています。こ
れも勤務医と開業医の違いなのですが、基幹病

院というところは、治療費が高額になるであろう
ことを患者さんのほうが覚悟して受診する施設
です。対して、かかりつけ医の意味合いが強いク
リニックを受診する患者さんには、月数万円の
治療費は想定外であったりします。実際にうち
の外来でバイオによる治療を提案しても、必要
性は理解できても本当に経済的に受け入れられ
ない患者さんが少なからずいらっしゃいます。
　JaSTAR Studyでは、TNF阻害剤（TNF阻
害剤であれば種類は問わない）を使用した患
者群と、MTX・サラゾスルファピリジン・ブシ
ラミンという3つの経口DMARDを併用した患
者群の経過を評価しました。過去、アメリカと
スウェーデンで、これに近いけれどもブシラミ
ンではなくハイドロキシクロロキンを使った非
劣性試験があるのですが2）、3）、ハイドロキシク
ロロキンは副作用の問題からリウマチでは本
邦未承認となっています。そこでハイドロキシ
クロロキンと同様インターフェロンを止めるエ
ビデンスを持っており、日本でも使用できる
DMARDとして、我々はブシラミンに注目した
わけです。結果として、早期活動性のリウマチ
であれば、TNF阻害剤とMTX＋サラゾスル
ファピリジン＋ブシラミン3剤併用の効果に有
意差はありませんでした。DMARD 3剤併用療
法は、経済的な事情や副作用の事情でバイオ
を使用できない患者でも選択できうる治療法
と考えられます。
森本：この結果から松野先生が伝えたいこと
は？
松野：効果や安全性がおなじであれば、安いほ
うがよいということです。開業医という個人で
あればなおさら、目の前の患者さんに安く医療
を提供したいのが心情ですし、クリニック側と
しても個別指導が入ったりして大変な思いを
するまえに、自ら単価を下げる努力をするほう
が本来は望ましいのです。これは、私が今いち
ばん力を入れているバイオシミラーの話にもつ
ながっていきます。

森本：11年間クリニックで診療されているあい
だに、忙しい外来でもリウマチ患者さんの問題
を見落とさず診るポイントが固まったかと思い
ますが、教えてもらえますか。
松野：ポイントはいくつもありますが、とりわけ
エコーと血算計の2つは大切だと思っています。
エコーに関しては、エコーもしくはMRIを持っ
ていれば、早期リウマチを見逃しにくいと思い
ます。特に診断までのタイムラグがなく機械を
設定するスペースがいらないという点でクリ
ニックではエコーのほうがお勧めですね。うち
では診察室に置いてあり、リウマチかどうか疑
わしい場合に、私が自分の確証のために当て
ます。患者さんが痛いという関節や一番侵され
やすい手関節で、活動性の滑膜炎かどうかを
診ますね。2分もあれば終わるので、あとの患者
さんを待たせることはありません。
　血算計もお勧めです。うちでは定期通院して
いる患者さんが来院されるとまず血液検査を
しますので、私は患者さんが診察室に入る前か
らデータを把握しています。エコーはリウマチ

かどうかを診るものです
が、血算によるCRPでは
副作用も診ることができま
す。また、薬の副作用によ
る急激な血球の低下も知
ることができます。これを
外注すると、結果をもらう
のは患者さんが帰ったあ
とになりますよね。つまり、
クリニックの中に血算計が
あれば、肺炎など感染症
の合併症を起こしている
患者さんを見逃して、その
まま帰すようなことが防げ
ます。実際、私自身これで

救われたことが何度もあります。
森本：松野先生のように高度な設備を整えるの
は大変でしょうね。
松野：しかし、リウマチを専門にやっていくなら、
ある程度高度な設備は開業医だからこそ必要
とも言えます。開業医は合併症を起こすと自分
のところで治療できるとは限らず、地域基幹病
院との医療連携は必須です。感染症などは
あっという間に悪くなってしまうこともあります。
　基幹病院と比較したクリニックの利点は、患
者さんを待たせる時間が短いことと、毎回おな
じ医師が診るためちょっとした変化にも気付け
る点ではないかと思います。不利な点はやはり
重篤な合併症の処理ができないことがあげら
れます。
森本：松野先生の診察のポイントは、クリニッ
クの不利な点で患者さんに迷惑をかけないよ
うに確立されていったと見受けられますね。

森本：ここまででもずいぶんバイオの話が出ま
したが、バイオの登場がリウマチ専門クリニッ
クに与えた影響をどう考えますか？
松野：リウマチの大半が外来で完結するように
なりましたね。この影響は基幹病院よりもクリ
ニックの方が大きいと思います。バイオ以前に
リウマチ患者さんの典型例であった歩行困難
な方、車いすの方、寝たきりの方はぐっと少なく
なり、ほとんどの場合に外来で対応できるよう
になりました。手術も少なくなり、そのせいかリ
ウマチを専門にしていこうという医師も、最近は
整形外科医より内科医が多くなった印象です。
森本：2014年に日本で初めてインフリキシマブ
bs（※bs=バイオシミラー）が上市され、続いて
他疾患のバイオシミラー数種、2018年はエタネ
ルセプトbsが医療現場に出てきましたが、バイ
オシミラーによる影響はいかがですか？
松野：裾野が一気に広がりましたね。とくに今
でも新規で使い始める患者さんが多いエタネ
ルセプトbsが登場した影響は大きかったと思
います。地方ではひとりの患者さんが払える薬
剤費の自己負担額は月2万円といったところで
す。できれば月1万円に抑えたいという現実も
あります。それが、エタネルセプトbs 25mg4）を
週1回使用した場合の3割自己負担患者の薬剤
費負担額をざっくり計算すると、月1万円くらい
に収まるのですよね。
森本：患者さんに抵抗感はないのですか？　
東京の外来でも勉強されている患者さんが「バ
イオシミラーってどうですか？」と聞いてこられ
ますが、まだ発売したばかりなので効果や副作
用などもう少し様子をみたいという方針をお話
しすると、みなさんすぐに納得されているよう
に思いますが。
松野：こちらは先生のいらっしゃる東京と異な
り、バイオシミラーに対する歓迎ムードがあり
ます。それだけ地方の患者さんにはバイオの薬
剤費が高額であるということでしょう。もとも
とエタネルセプトを使っていた方でも切り替え
が進んでいます。
森本：国外の状況はいかがですか？
松野：2017年のEULARで発表されましたが、

北欧では大半を先行品からバイオシミラーに
切り替えた国が多くなっています5）。社会保障
費ですべてをまかなう国々では、国策として推
し進めているからですね。
森本：バイオシミラーにシフトした場合、クリ
ニックの利益はどうなりますか？
松野：もちろん減りますよ。国や患者さんの医
療費が安くなるのだから、クリニックに入る利
益も薬価差がなくなる分、減ります。その分、今
まで以上に多くの患者を診るしかないでしょう。
リウマチ専門クリニックの将来展望としては、
楽をして利益を上げるということはありえませ
ん。ただ、こうして外来でほぼ完結する疾患と
なりましたので、きちんと診察してリウマチ患
者さんたちの信頼と評判を得られれば、これま
でなら基幹病院にかかっていた患者さんの分
が流入してくることは期待できます。また、整形
出身のリウマチ開業医に関しては、骨粗鬆症や
変形性関節症など、患者数が多い疾患を同時
に診ていくことが大切でしょう。

森本：松野先生が日本の医療経済を憂いて、
いろんなところで講演をされているのを拝見し
ますが、最後に大局的な見通しを聞かせてくだ
さい。
松野：日本の医療費は年間42兆円で、そのうち
10兆円強が薬剤費です。10兆円という金額は、
大きすぎてピンときませんよね。しかし、防衛省
の自衛隊員20万人やミサイルや艦艇など国防
のすべてを含む年間予算が半分の5.1兆円とい
うことを考えると、厚生労働省が製薬企業の作
る医薬品だけに10兆円支払っている状況は、
やはり見直すべきなのです。
　そこで、厚生労働省は昨年の4月から、処方
箋を一般名で記載すれば保険診療点数を2点
加算するという一般名処方加算の増点を打ち

出しました。日本のジェネリック医薬品使用の
比率を、現状の6割弱から7割へ引き上げ、そし
て2020年には世界水準の8割を目指したいと
いう意図からです。医療機関からすれば、処方
箋を一般名で記載するだけで患者ひとりあた
り20円の増収となりますから、すでに多くの施
設で実施されています。先発品とジェネリック
のどちらを選択するかという判断は、薬局と患
者さんに委ねられることになりますが、私はそ
れがフェアでよいと思います。
　こういった医療費とジェネリックをとりまく状
況から私が考えるのは、今後バイオシミラーに
も加算が必要であろうということです。俗にいう
「シミラー加算」ですね。先にあげた税金により
医療費の大半を捻出している北欧の国々では、
国策によりほとんどのバイオを先行品からバイ
オシミラーに切り替えています5）。ただ、日本で
は、まだバイオシミラーを販売している企業が
数社しかなく、今シミラー加算を実施すると特
定の企業への利益供与になってしまい、不公
平が生じます。そういうわけで今すぐには動け
ないと思いますが、厚労省は、医療保険制度の
存続、ひいては患者さんのために、必要があれ
ばリウマチ医がバイオシミラーを選択できる環
境を整えたいと考えているようです。
森本：なるほど。東京と異なる経過をたどって
いる点もあり、富山まで取材に来た甲斐があ
りました。松野先生には、今後もリウマチ医
療の最前線でさまざまな問題について発信し
ていただきたいと思います。本日は先生の患
者さんファーストという熱き思いがひしひしと
伝わる取材でした。どうもありがとうございま
した。
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　新年あけましておめでとうございます。平成31年の年頭

にあたり、一言ご挨拶申し上げます。日本リウマチ財団は平

成29年11月に創立30周年を迎え、新たな気持ちで活動を始

めました。これもひとえに皆様方の当財団に対する深いご

理解とご支援を賜りましたことによるものと確信し、財団

を代表して心から御礼申し上げます。

1989年1月7日に昭和天皇が崩御され、皇太子であった明仁

親王が即位し、翌1月8日から「平成」となりました。30年以上

続きましたこの平成も、今年4月30日に今上天皇が退位され、

新しい時代に変わろうとしております。

　近年、異常気象や地震、大雨等の災害が多発し、諸外国を見

ましても経済や紛争などの問題も多くあります。「平成」とは

『史記』の「内平外成（内平かに外成る）」と『書経』の「地平天

成（地平かに天成る）」からの出典で、「国の内外、天地とも平

和が達成される」という意味とのことですが、次の時代も良

い時代になることを切に願っております。

当財団は「我が国におけるリウマチ性疾患の征圧の達

成」を目的としております。ここ十数年来、メトトレキサー

トや生物学的製剤の登場によりリウマチの治療は飛躍的

な進展を遂げておりますが、根治的な治療法の確立には

至っておりません。特に関節リウマチについては大きく進

展いたしましたが、全身性エリテマトーデスなどの膠原病

や骨粗鬆症、変形性関節炎など、リウマチ性疾患全体を見

るとまだまだ解決すべき問題が山積しております。これら

の疾患に対する調査・研究の推進を行うことはもちろんで

すが、当財団はリウマチ医療の現場における「チーム医療」

の重要性にも着目して事業を進めております。

　従来より「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」の制度により医療従事者の育成

を行っておりますが、平成31年度からは「リウマチ財団登録

理学・作業療法士制度」を立ち上げ、更なる充実に向けて準

備を進めております。

　今年は日本が新しい元号でスタートする年であり、当財

団も目的達成に向け、新しい時代にマッチした活動を行う

よう努力してまいりますので、ますますのご理解・ご支援に

つきましてお願い申し上げます。　

 皆様にとりまして新しい年が更に良い年になるよう祈念

致しまして年頭の挨拶とさせていただきます。

平成31年　正月
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松野博明氏（中央）とスタッフのみなさん。取材当日、クリニック待合にて。

2019 年 1月号 平成 31年 1月 1日発行

152号の主な内容
● 新年の挨拶
● 今、リウマチ専門クリニックになにが起きているか
● 女性リウマチ医のひとりごと 第9回 大倉千幸氏
● 米国リウマチ学会2018学会速報
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公益財団法人 日本リウマチ財団 代表理事　髙久 史麿

森本：松野先生は自身のクリニックでお忙しい
にも関わらず、大変興味深い臨床試験を実施
されており、今日はそういったお話をうかがう
のも楽しみにしてきました。松野先生、本日はよ
ろしくお願いします。
松野：こちらこそよろしくお願いいたします。
森本：意外にも本誌が松野リウマチ整形外科
を取材するのは初めてのため、11年前にクリ
ニックを開業した動機からお話しいただけま
すか。
松野：じつは開業するまえの数年、私は富山か
ら単身赴任する形で、東京の3つの基幹病院で
診療をしていました。めまぐるしい毎日を送っ
ていたわけですが、そんななかで「もっとひとり
の患者さんをじっくり診たい！」というフラスト
レーションを感じるようになりました。もともと
リウマチ領域では毎回おなじ医師が診察する
ことがベストであるという考え方を持っていた
のですが、病院……とくに非常勤の立場では、
気がかりな患者さんを次回も自分で診察でき
るとは限りません。主治医としてもっと深く患
者さんと関わりたいという想いから、リウマチ
専門クリニックの開業を決意しました。富山
医科薬科大学の整形外科医局に17年いたため、
富山という土地にアフィニティー（親和性）が
あった点も後押しになりましたね。

森本：開業当時から今まで、苦労したことはど
んなことですか？
松野：まず、いきなり“事業主”になったこと
です。これまで自身が雇われる側だったのに、
一転して従業員の社会保険などを手配する立
場になりました。労働条件など自身で設定しな
ければいけない部分もあり、この塩梅がさらに
難しかったです。従業員の待遇を良くして医院
の利益が出なくなったり……、かといって待遇
が悪いとみんなから不満が出てしまいます。開
業当初は、従業員が明るく楽しく職場に誇りを
持って働ける環境を作り上げることに奮戦しま
した。
森本：医師であっても、経営者としてのセンス
を問われることになるわけですね。
松野：そのとおりです。また、やってみると勤務
医と開業医で大きく異なった点が、保険診療で
す。これまで病院という団体から申請していた
ものを、こんどは自身の名前で行うことになり
ますが、個人開業医の場合、もといた基幹病院
では普通に行っていた医療行為が承認されな
くなるケースが多々あるのです。
森本：いわゆる“切られる”というケースですね。
松野：開業の先生なら少なからずおなじ苦労を
されていると思います。そもそも我々が受けて
きた医学教育に「保険診療請求」という項目は
ないじゃないですか。最初は非常に戸惑いまし
た。私はそれから勉強し、今ではリウマチ学会
の社会保険委員長としてほかの先生方の相談

今、リウマチ専門クリニックになにが起きているか
―富山・松野リウマチ整形外科の外来から―
《話し手》 松野 博明 氏　医療法人社団松緑会 松野リウマチ整形外科 院長／東京医科大学客員准教授
《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

リウマチ開業医の立場にありながら、学会活動や論文投稿にも取り組む松野博明氏。日本リウマチ財団や日本リウマチ学会で医療保険に関連する活動を取り仕切り、その活躍は登録医の先生方も

ご存知のことと思います。クリニックを取り上げた本誌の企画としては、2015年に近藤リウマチ・整形外科クリニック（福岡）を取材していますが、当時はバイオシミラーの治験真っ最中でした。あれ

から3年、そのバイオシミラーの普及など、いち早く変化があらわれている松野氏のクリニックを取材しました。

を受ける側になりましたが、たとえば、つい1年
前でさえメトトレキサート（以下、MTX）の処方
患者にフォリアミンを併用すると保険で切られ
るという地域があったのですよ！　学会の社
会保険委員長として該当地方の社会保険事務
所にかけ合って承認してもらいましたが、この
ように、場合によっては開業医であるがゆえに
当たり前の医療が当たり前にできなくなること
もあります。今後も同胞の先生方のために、保
険診療請求について、広く当該各局に理解を
求めていきたいところです。

森本：松野先生は生物学的製剤（以下、バイ
オ）に対する経口DMARDの非劣性試験を全
国のクリニックに呼びかけて大々的に行いまし
たが、今のお話を聞いていると、その背景にも
開業医であるがゆえの想いがありそうですね。
松野：JaSTAR Study1）は、まさに開業医として
の現在まで続く悩みが背景になっています。こ
れも勤務医と開業医の違いなのですが、基幹病

院というところは、治療費が高額になるであろう
ことを患者さんのほうが覚悟して受診する施設
です。対して、かかりつけ医の意味合いが強いク
リニックを受診する患者さんには、月数万円の
治療費は想定外であったりします。実際にうち
の外来でバイオによる治療を提案しても、必要
性は理解できても本当に経済的に受け入れられ
ない患者さんが少なからずいらっしゃいます。
　JaSTAR Studyでは、TNF阻害剤（TNF阻
害剤であれば種類は問わない）を使用した患
者群と、MTX・サラゾスルファピリジン・ブシ
ラミンという3つの経口DMARDを併用した患
者群の経過を評価しました。過去、アメリカと
スウェーデンで、これに近いけれどもブシラミ
ンではなくハイドロキシクロロキンを使った非
劣性試験があるのですが2）、3）、ハイドロキシク
ロロキンは副作用の問題からリウマチでは本
邦未承認となっています。そこでハイドロキシ
クロロキンと同様インターフェロンを止めるエ
ビデンスを持っており、日本でも使用できる
DMARDとして、我々はブシラミンに注目した
わけです。結果として、早期活動性のリウマチ
であれば、TNF阻害剤とMTX＋サラゾスル
ファピリジン＋ブシラミン3剤併用の効果に有
意差はありませんでした。DMARD 3剤併用療
法は、経済的な事情や副作用の事情でバイオ
を使用できない患者でも選択できうる治療法
と考えられます。
森本：この結果から松野先生が伝えたいこと
は？
松野：効果や安全性がおなじであれば、安いほ
うがよいということです。開業医という個人で
あればなおさら、目の前の患者さんに安く医療
を提供したいのが心情ですし、クリニック側と
しても個別指導が入ったりして大変な思いを
するまえに、自ら単価を下げる努力をするほう
が本来は望ましいのです。これは、私が今いち
ばん力を入れているバイオシミラーの話にもつ
ながっていきます。

森本：11年間クリニックで診療されているあい
だに、忙しい外来でもリウマチ患者さんの問題
を見落とさず診るポイントが固まったかと思い
ますが、教えてもらえますか。
松野：ポイントはいくつもありますが、とりわけ
エコーと血算計の2つは大切だと思っています。
エコーに関しては、エコーもしくはMRIを持っ
ていれば、早期リウマチを見逃しにくいと思い
ます。特に診断までのタイムラグがなく機械を
設定するスペースがいらないという点でクリ
ニックではエコーのほうがお勧めですね。うち
では診察室に置いてあり、リウマチかどうか疑
わしい場合に、私が自分の確証のために当て
ます。患者さんが痛いという関節や一番侵され
やすい手関節で、活動性の滑膜炎かどうかを
診ますね。2分もあれば終わるので、あとの患者
さんを待たせることはありません。
　血算計もお勧めです。うちでは定期通院して
いる患者さんが来院されるとまず血液検査を
しますので、私は患者さんが診察室に入る前か
らデータを把握しています。エコーはリウマチ

かどうかを診るものです
が、血算によるCRPでは
副作用も診ることができま
す。また、薬の副作用によ
る急激な血球の低下も知
ることができます。これを
外注すると、結果をもらう
のは患者さんが帰ったあ
とになりますよね。つまり、
クリニックの中に血算計が
あれば、肺炎など感染症
の合併症を起こしている
患者さんを見逃して、その
まま帰すようなことが防げ
ます。実際、私自身これで

救われたことが何度もあります。
森本：松野先生のように高度な設備を整えるの
は大変でしょうね。
松野：しかし、リウマチを専門にやっていくなら、
ある程度高度な設備は開業医だからこそ必要
とも言えます。開業医は合併症を起こすと自分
のところで治療できるとは限らず、地域基幹病
院との医療連携は必須です。感染症などは
あっという間に悪くなってしまうこともあります。
　基幹病院と比較したクリニックの利点は、患
者さんを待たせる時間が短いことと、毎回おな
じ医師が診るためちょっとした変化にも気付け
る点ではないかと思います。不利な点はやはり
重篤な合併症の処理ができないことがあげら
れます。
森本：松野先生の診察のポイントは、クリニッ
クの不利な点で患者さんに迷惑をかけないよ
うに確立されていったと見受けられますね。

森本：ここまででもずいぶんバイオの話が出ま
したが、バイオの登場がリウマチ専門クリニッ
クに与えた影響をどう考えますか？
松野：リウマチの大半が外来で完結するように
なりましたね。この影響は基幹病院よりもクリ
ニックの方が大きいと思います。バイオ以前に
リウマチ患者さんの典型例であった歩行困難
な方、車いすの方、寝たきりの方はぐっと少なく
なり、ほとんどの場合に外来で対応できるよう
になりました。手術も少なくなり、そのせいかリ
ウマチを専門にしていこうという医師も、最近は
整形外科医より内科医が多くなった印象です。
森本：2014年に日本で初めてインフリキシマブ
bs（※bs=バイオシミラー）が上市され、続いて
他疾患のバイオシミラー数種、2018年はエタネ
ルセプトbsが医療現場に出てきましたが、バイ
オシミラーによる影響はいかがですか？
松野：裾野が一気に広がりましたね。とくに今
でも新規で使い始める患者さんが多いエタネ
ルセプトbsが登場した影響は大きかったと思
います。地方ではひとりの患者さんが払える薬
剤費の自己負担額は月2万円といったところで
す。できれば月1万円に抑えたいという現実も
あります。それが、エタネルセプトbs 25mg4）を
週1回使用した場合の3割自己負担患者の薬剤
費負担額をざっくり計算すると、月1万円くらい
に収まるのですよね。
森本：患者さんに抵抗感はないのですか？　
東京の外来でも勉強されている患者さんが「バ
イオシミラーってどうですか？」と聞いてこられ
ますが、まだ発売したばかりなので効果や副作
用などもう少し様子をみたいという方針をお話
しすると、みなさんすぐに納得されているよう
に思いますが。
松野：こちらは先生のいらっしゃる東京と異な
り、バイオシミラーに対する歓迎ムードがあり
ます。それだけ地方の患者さんにはバイオの薬
剤費が高額であるということでしょう。もとも
とエタネルセプトを使っていた方でも切り替え
が進んでいます。
森本：国外の状況はいかがですか？
松野：2017年のEULARで発表されましたが、

北欧では大半を先行品からバイオシミラーに
切り替えた国が多くなっています5）。社会保障
費ですべてをまかなう国々では、国策として推
し進めているからですね。
森本：バイオシミラーにシフトした場合、クリ
ニックの利益はどうなりますか？
松野：もちろん減りますよ。国や患者さんの医
療費が安くなるのだから、クリニックに入る利
益も薬価差がなくなる分、減ります。その分、今
まで以上に多くの患者を診るしかないでしょう。
リウマチ専門クリニックの将来展望としては、
楽をして利益を上げるということはありえませ
ん。ただ、こうして外来でほぼ完結する疾患と
なりましたので、きちんと診察してリウマチ患
者さんたちの信頼と評判を得られれば、これま
でなら基幹病院にかかっていた患者さんの分
が流入してくることは期待できます。また、整形
出身のリウマチ開業医に関しては、骨粗鬆症や
変形性関節症など、患者数が多い疾患を同時
に診ていくことが大切でしょう。

森本：松野先生が日本の医療経済を憂いて、
いろんなところで講演をされているのを拝見し
ますが、最後に大局的な見通しを聞かせてくだ
さい。
松野：日本の医療費は年間42兆円で、そのうち
10兆円強が薬剤費です。10兆円という金額は、
大きすぎてピンときませんよね。しかし、防衛省
の自衛隊員20万人やミサイルや艦艇など国防
のすべてを含む年間予算が半分の5.1兆円とい
うことを考えると、厚生労働省が製薬企業の作
る医薬品だけに10兆円支払っている状況は、
やはり見直すべきなのです。
　そこで、厚生労働省は昨年の4月から、処方
箋を一般名で記載すれば保険診療点数を2点
加算するという一般名処方加算の増点を打ち

出しました。日本のジェネリック医薬品使用の
比率を、現状の6割弱から7割へ引き上げ、そし
て2020年には世界水準の8割を目指したいと
いう意図からです。医療機関からすれば、処方
箋を一般名で記載するだけで患者ひとりあた
り20円の増収となりますから、すでに多くの施
設で実施されています。先発品とジェネリック
のどちらを選択するかという判断は、薬局と患
者さんに委ねられることになりますが、私はそ
れがフェアでよいと思います。
　こういった医療費とジェネリックをとりまく状
況から私が考えるのは、今後バイオシミラーに
も加算が必要であろうということです。俗にいう
「シミラー加算」ですね。先にあげた税金により
医療費の大半を捻出している北欧の国々では、
国策によりほとんどのバイオを先行品からバイ
オシミラーに切り替えています5）。ただ、日本で
は、まだバイオシミラーを販売している企業が
数社しかなく、今シミラー加算を実施すると特
定の企業への利益供与になってしまい、不公
平が生じます。そういうわけで今すぐには動け
ないと思いますが、厚労省は、医療保険制度の
存続、ひいては患者さんのために、必要があれ
ばリウマチ医がバイオシミラーを選択できる環
境を整えたいと考えているようです。
森本：なるほど。東京と異なる経過をたどって
いる点もあり、富山まで取材に来た甲斐があ
りました。松野先生には、今後もリウマチ医
療の最前線でさまざまな問題について発信し
ていただきたいと思います。本日は先生の患
者さんファーストという熱き思いがひしひしと
伝わる取材でした。どうもありがとうございま
した。

自身の開業時の苦労から
医療保険の最前線へ
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経口DMARD比較試験を実施

松野氏が教える賢い外来のポイント

リウマチを含む医療経済の将来展望

バイオおよび
バイオシミラーによる影響
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　新年あけましておめでとうございます。平成31年の年頭

にあたり、一言ご挨拶申し上げます。日本リウマチ財団は平

成29年11月に創立30周年を迎え、新たな気持ちで活動を始

めました。これもひとえに皆様方の当財団に対する深いご

理解とご支援を賜りましたことによるものと確信し、財団

を代表して心から御礼申し上げます。

1989年1月7日に昭和天皇が崩御され、皇太子であった明仁

親王が即位し、翌1月8日から「平成」となりました。30年以上

続きましたこの平成も、今年4月30日に今上天皇が退位され、

新しい時代に変わろうとしております。

　近年、異常気象や地震、大雨等の災害が多発し、諸外国を見

ましても経済や紛争などの問題も多くあります。「平成」とは

『史記』の「内平外成（内平かに外成る）」と『書経』の「地平天

成（地平かに天成る）」からの出典で、「国の内外、天地とも平

和が達成される」という意味とのことですが、次の時代も良

い時代になることを切に願っております。

当財団は「我が国におけるリウマチ性疾患の征圧の達

成」を目的としております。ここ十数年来、メトトレキサー

トや生物学的製剤の登場によりリウマチの治療は飛躍的

な進展を遂げておりますが、根治的な治療法の確立には

至っておりません。特に関節リウマチについては大きく進

展いたしましたが、全身性エリテマトーデスなどの膠原病

や骨粗鬆症、変形性関節炎など、リウマチ性疾患全体を見

るとまだまだ解決すべき問題が山積しております。これら

の疾患に対する調査・研究の推進を行うことはもちろんで

すが、当財団はリウマチ医療の現場における「チーム医療」

の重要性にも着目して事業を進めております。

　従来より「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」の制度により医療従事者の育成

を行っておりますが、平成31年度からは「リウマチ財団登録

理学・作業療法士制度」を立ち上げ、更なる充実に向けて準

備を進めております。

　今年は日本が新しい元号でスタートする年であり、当財

団も目的達成に向け、新しい時代にマッチした活動を行う

よう努力してまいりますので、ますますのご理解・ご支援に

つきましてお願い申し上げます。　

 皆様にとりまして新しい年が更に良い年になるよう祈念

致しまして年頭の挨拶とさせていただきます。

平成31年　正月

2 　 日本リウマチ財団ニュース 平成31年 1月1日発行　No. 152
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　変形性関節症の薬物治療としてはNSAIDs
などがあるが、特に高齢者に多い疾患という
こともあり、効果の割に副作用の心配も多い。
変形性関節症の分野も薬物開発が活発で、
様々な薬物が第1相から第3相の臨床試験に
至っている。この様な薬剤は大まかに二つに分
類される。一つは痛みを標的とした治療薬、もう
一つはDisease Modifying Osteoarthritis 
Drugs（DMOADs）と呼ばれる関節の構造破
壊を抑制することを目的とした薬剤である。
現在、第1相から第3相までの試験に入ってい

るDMOADsとしてはADAMTS-5阻害薬、カテ
プシンK阻害薬、老化細胞を除去するSenolytic 
agent、Wntシグナル阻害薬、FGF-18などがある。
痛みを標的とした治療法としては、抗NGF抗体
（NGF: Nerve Grouth Factor）などがある。
Late Breaking Abstractで2つOAの治療

の話題があった。一つ目はTPX100という関節
軟骨の再生を促すMatr ix ext racel lu la r 
glycoproteinの断片であるペプチドの関節注射
の第2相試験の事後解析である。当初の報告

では、膝の機能を表す指標の臨床的に意義の
ある改善、痛みの改善、NSAIDsの使用の減少
がみられた。しかしながら、膝蓋大腿関節の軟
骨のMRIで検知可能な厚さに関しては変化が
なかった。今回の事後解析では膝の機能指標
の改善があった患者となかった患者の脛骨大
腿関節の内側、外側、全体の軟骨の厚さを比較
している。今までの研究では軟骨の厚さの改善
と機能の改善との関連を見い出した研究はな
かったが、本研究では機能改善があった群で
有意に軟骨が厚く、機能の改善と軟骨の厚み
の増加が有意に相関したことを示した。
もう一つは、抗NGF抗体のTanezumabで

ある。Tanezumabは以前の臨床研究で変形性
関節症や慢性腰痛症にて痛みの軽減効果が
あったが、FDAが2010年に、NSAIDsとの併用
群で特に関節置換が増えたということがあり、
関節に対する安全性の問題からいったん臨床
開発が中断していた。今回、この中断後が解除
されてから初めて終了したTanezumabの臨床
試験結果が発表された1）。この試験ではプラ
セボ群、Tanezumab2 .5mg治療群（0週目と
8週目）、とTanezumab2.5mg（0週目）と8週後
に5mgを投与する3群にそれぞれに230人ほど

の股関節あるいは膝の変形性関節症の患者が
組み込まれた。プライマリーエンドポイントは
60週でのWOMAC pain, WOMAC Physical 
functionとPatient Global assessment of OAで
あり、それぞれの指標でプラセボ群に比べて有
意に改善がみられた。有害事象としては、感覚
異常、鼻咽頭炎、四肢の痛みがプラセボ群に比
べてTanezumab群に多かったが、有害事象に
よる中止に関しては特に差は見られなかった。
プラセボ群では232名中4名（1.7％）に関節置換
が必要だったのに対し、Tanezumab2.5mg群で
は231名中8名（3.5％）、Tanezumab2.5/5mg
群では233名中16名（6.9％）であった。ただ、

盲検化された審査員が判定したところこの28
名中26名は通常のOAの進行と判定された。
　このほかにも変形性関節症の治療法の発表
が今回のリウマチ学会でもなされており、有効
な治療法が出てくることが期待されている。

　リウマチ性疾患の治療の発展とともに、リウ
マチ性疾患を持つ女性でも当たり前に妊娠出
産が出来るようになっている。欧州リウマチ学
会（EULAR）からは2016年に推奨が発表され
ているが、ACRガイドラインは今までなく、今
回初めてリプロダクティブヘルスのガイドライン
の案として発表された。まだ正式に承認されて
おらず、また海外のガイドラインという点に関し
ては注意していただきたい。このガイドライン
案では、妊娠/授乳時の薬物使用だけではな
く、妊孕性の温存、リウマチ性疾患を持つ患
者への生殖補助医療、リウマチ性疾患、特に
SLEや抗リン脂質抗体症候群患者の避妊、男
性のリウマチ薬使用に関する妊孕性などの多
岐にわたり、3つの論文となるようである。今回
発表された内容を表にまとめてあるので参照
にしていただきたい。

米国リウマチ学会2018速報
変形性関節症分野では薬剤開発が進む
田巻 弘道 氏 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center

撮影：田巻 弘道 氏

＊ ACRでは学会終了からこれらのプログラムを録画したものを公開しており、ACR2018自体に参加できなかった医師も12か月間で
 ＄279という値段でACR beyondというウェブサイトから購読することが可能である。
 https://www.rheumatology.org/Learning-Center/ACR-Beyond

変形性関節症

妊娠中のリウマチ性疾患治療の
推奨の発表

大型血管炎の分類基準

1） McGuire D, et al: Arthritis Rheumatol. 70（suppl 10）, 2018

表 ACR リプロダクティブヘルスガイドライン（案）
避妊
Good Practice Statement
●一番最初か早めに、あるいは、催奇性のある薬剤を開始するときに避妊並びに妊娠の計画
に関して議論する

●効果、安全性、個人の価値観/好みに基づいた適切な避妊法に関してカウンセリングする

妊孕性：生殖補助医療（ART）の使用
推奨
●病態が安定している患者にARTの使用は考慮してよい
●ARTの際には抗リン脂質抗体陽性患者あるいは産科APSの患者には予防的抗凝固を考慮
する

●ARTの際には血栓型のAPSでは治療的抗凝固を行う
●代理母あるいは凍結保存のための卵巣採取の際には、シクロホスファミド以外の免疫抑制
剤は継続する

●一般的に、SLE患者には予防的プレドニンの投与を行わない。再燃があれば治療する

推奨
●すべての患者に一番効果のある避妊（LARC[long-acting reversible contraception] 
IUD[子宮内避妊器具]やプロゲスチンインプラント避妊）を勧める

●抗リン脂質抗体陽性患者あるいは活動性のSLE患者ではエストロゲンを避ける
●抗リン脂質抗体陽性患者ではIUDあるいはプロゲスチン錠を使用する。多くのプロゲス
チン避妊薬（DMPA以外）は静脈血栓症のリスクを増やさない

●一般的に骨粗鬆症のリスクの高い患者ではDMPAを避ける
●希望があれば、市販薬の緊急避妊ピルはどのような患者でも使用してよい

表2 LVV分類基準（案）
GCA分類基準（案）

妊娠時の評価とマネージメント
Good Practice Statement
●妊娠前に低活動性や病勢が落ち着いている方が母体並びに妊娠のアウトカムが改善する
ことをカウンセリングする。

●SLEの妊娠女性では、妊娠の1，2，3期それぞれで少なくとも1回は病勢判定の血液検査を行う

推奨
●妊娠中に使用できない薬剤を内服している場合には、妊娠時に使用できる薬剤に変更し、
一定期間観察し、妊娠を試みる前にその薬剤の効果と忍容性を評価する

●もし妊娠中に活動性が上昇した場合は、妊娠中に使用できる薬を開始する
●抗SSA/Ro抗体、抗SSB/La抗体は妊娠前あるいは妊娠初期に調べる
●SLEの女性では
•抗リン脂質抗体を妊娠前あるいは初期に検査する
•ヒドロキシクロロキンは継続する(禁忌でなく、内服していないのであれば開始することを考慮)
•低用量アスピリンを子癇前症予防に開始することを考慮（第1期に開始）

●全身性硬化症の腎クリーゼを発症した場合はACE阻害薬を開始する

薬剤：母親
Good Practice Statement
●妊娠を試みる前に薬剤の使用に関して議論する
●シクロホスファミドなど妊孕性に影響のある薬剤を開始する時、将来の妊娠の計画を議論する
●女性が妊娠中に催奇性のある薬剤に意図せずに暴露してしまった場合、薬剤を即座に
中止し、母体胎児医学専門家や遺伝学の専門家に紹介する

推奨
●シクロホスファミド、サリドマイド、ミコフェノール酸モフェチル、メトトレキサート、レフル
ノミド（妊娠前にwashoutする、意図せずに妊娠した場合は即座にwashout）

●NSAIDs：受胎が難しい場合には中止を考慮する。COX2阻害薬ではなく、古典的な
NSAIDsを使用する。妊娠第3期にはNSAIDsを使用しない。

●ヒドロキシクロロキン、サルファサラジン、アザチオプリン、コルヒチンは継続する
●シクロスポリン、タクロリムス、TNF阻害薬を妊娠前、妊娠中に継続を考慮する
●リツキシマブ、その他のTNF阻害薬以外の生物学的製剤は受胎するまで継続することを考慮する
●低分子薬に関しては今回のガイドラインでは投票せず
●臓器や生命に脅威ある病気に対しては妊娠中でもシクロホスファミド（妊娠2期、3期）や
リツキシマブを考慮する

●フッ化されていないステロイドを内服中の女性の場合
•必要であれば低用量を継続する
•用量が多いステロイド（20mg/日以上）は妊娠時に使用できるステロイドスペアリング効果のある
薬剤を使用し、漸減するようにする
•一般的に慢性的にステロイド治療をしている場合
・経膣分娩では一般的にストレスドーズのステロイドは推奨しない
・帝王切開の場合はストレスドーズのステロイドを考慮する

妊娠のマネージメント：抗SSA/Ro抗体、抗SSB/La抗体
推奨
●新生児ループスのある子供がいるいないに関わらず
•16-18週から26週まで胎児エコーを考慮する（以前に新生児ループスの子供がいる場合は毎週）
•妊娠中に予防的ヒドロキシクロロキンを考慮する

●胎児エコーが異常の場合
•1度の心ブロックであれば、4mg/日の経口デキサメタゾンを考慮する
•2度の心ブロックであれば、4mg/日の経口デキサメタゾンを考慮する
•3度の心ブロックのみ（心臓の炎症がない）の場合、デキサメタゾンでの治療は一般的に推奨され
ない

推奨
●シクロホスファミド（12週前）、サリドマイド（4週前）を中止する
●継続あるいは継続を考慮する薬剤
•ヒドロキシクロロキン、コルヒチン、アザチオプリン、TNF阻害薬
•サルファサラジン、メトトレキサート、レフルノミド、ミコフェノール酸モフェチル、シクロスポリン、
タクロリムス、アナキンラ、リツキシマブ

●サルファサラジン使用中に妊娠が困難な場合は、精液の分析を考慮する
●その他の生物学的製剤、低分子薬に関しては今回のガイドラインでは投票せず

薬剤：父親
Good Practice Statement
●男性が妊娠を計画している場合、妊娠を試みる前に薬剤の使用に関して議論する
●シクロホスファミドなど妊孕性に影響のある薬剤を開始する時、将来の妊娠の計画を議論する

妊娠時のマネージメント:抗リン脂質抗体
推奨
●抗リン脂質抗体陽性だが抗リン脂質抗体症候群の臨床基準を満たさない場合
•子癇前症予防のため予防的低用量アスピリンを妊娠中に考慮する
•一般的にヘパリンとアスピリンによる予防的治療は避ける

●抗リン脂質抗体陽性で産科的抗リン脂質抗体症候群の基準を満たす場合（血栓症の既往なし）
•予防的ヘパリンと低用量アスピリンで治療する（40mgのエノキサパリン/81mgアスピリン）
•出産後（6-12週間）抗凝固療法を行う
•標準療法が成功しなかった場合、治療量のヘパリン、IVIG、プレドニンの追加は一般的には推奨しない

●血栓型の抗リン脂質抗体症候群の場合、治療量のヘパリンと低用量アスピリンで治療
する（1mg/kg エノキサパリン、81mg アスピリン）

妊孕性:経静注のシクロホスファミドの際の妊孕性温存
Good Practice Statement
男性がシクロホスファミドの治療を受ける際、可能な場合で将来の受胎を考える場合には、
理想的にはシクロホスファミドを始める前に、精子の凍結保存を行う

Good Practice Statement
SLEや抗リン脂質抗体陽性患者でないリウマチ性疾患の女性のホルモン補充療法は、一般
閉経女性のガイドラインに沿って行う

閉経

推奨
●SLEの患者ではホルモン補充療法を考慮する
●抗リン脂質抗体陽性患者ではホルモン補充療法を避ける

推奨
●静注シクロホスファミドを受ける男性にテストステロンの併用療法は推奨しない
●静注シクロホスファミドを受ける女性にゴナドトロピン放出ホルモンアナログ（GnRH-a）の
併用療法を考慮する
•酢酸ロイプロリド3.75mgを1か月ごとに筋注
•（難しい点）シクロホスファミドの10から14日前に投与。保険会社の承認

授乳時の薬物使用
Good Practice Statement
●希望があれば、リウマチ性疾患のある女性の母乳育児は勧められる
●授乳可能な薬剤にて病気はコントロールすべきであり、リスクとベネフィットはそれぞれ
の状況に応じて再考察されるべきである

推奨
●ヒドロキシクロロキン、TNF阻害薬、リツキシマブ、非フッ化ステロイド（ステロイドが
20mg/日以上であれば投与4時間以内であれば破棄するか授乳を避けるべき）を継続する

●アザチオプリン、サルファサラジン、シクロスポリン、タクロリムス、コルヒチン、NSAIDs
(イブプロフェンが好ましい)、非TNF阻害剤の生物学的製剤の開始/継続を考慮する

●シクロホスファミド、ミコフェノール酸モフェチル、レフルノミド、サリドマイドは避ける
べきであり、一般的にメトトレキサートは避ける。

●低分子薬に関しては投票なし
ACR2018 session reproductive health in rheumatology paitents: new cinical guidelineから改変

まだ、実際に承認されていないガイドラインの内容であり、また、海外からのガイドラインであることに注意してください

ACR2018 Updated Classification Criteria for Large-Vessel Vasculitisより改変

臨床症状

側頭動脈の身体所見

肩や首の朝のこわばり

突然の視力低下

顎または舌の跛行

新規の側頭部頭痛

頭皮の痛み

＋2

＋2

＋2

＋2

＋2

脈拍の低下、索状、痛み ＋1

血液検査

側頭動脈生検結果（どちらか一つ）

画像所見

血沈≧50mm/hrまたはCRP10mg/L以上

側頭動脈炎が確実

側頭動脈炎の可能性あり

＋3

＋5

＋2

超音波でハローサイン

両側腋下動脈の病変

FDG-PETで大動脈全体の活動性

＋5

＋3

＋3

以下の基準を満たしたときに分類基準を当てはめること
□ 血管炎の診断　□ 診断時に40歳以上であること

6ポイント以上でGCAと分類する

高安動脈炎分類基準（案）

臨床症状

血管の身体所見

女性

血管炎による狭心症あるいは心虚血症状

腕または足の跛行症状

＋1

＋2

＋2

動脈雑音

上肢の脈の減弱

頸動脈の脈の減弱或いは圧痛

脈の左右差が20mmHg以上

＋2

＋2

＋2

＋1

血液造影あるいは超音波所見

病変のある動脈の数

1つ

2つ

3つ

血管炎が対となる動脈にある

腹部大動脈と腎動脈または
腸管の動脈の病変がある

＋1

＋2

＋3

＋1

＋3

以下の基準を満たしたときに分類基準を当てはめること
□ 血管炎の診断　□ 診断時に60歳以下であること　□ 画像で血管炎の所見があること

5ポイント以上で高安動脈炎と分類する

　原発性大型血管炎はとしては高安動脈炎
（TAK）と巨細胞性動脈炎（GCA）が挙げられ
る。GCAは高齢者に多く、頭蓋周囲の血管に炎
症を起こしてくる疾患として古典的には知られ
ているが、大動脈やその分枝にも高率に血管炎
が起きる。大型血管炎の分類基準としては
ACRの1990年の高安動脈炎の分類基準と巨
細胞性動脈炎の分類基準がある。この1990年
のACRのGCAの基準では、古典的な頭蓋周囲
の血管炎を起こしてくるタイプの巨細胞性動脈
炎を想定しており、大動脈やその分枝に炎症を
起こしてくるものはGCAとしては分類されない。
　実際に最近のトシリズマブをGCAに使用した
第3相臨床試験であるGiACTA trialでも、患者
の選択基準として、1990年のACRの分類基準は
使われていない2）。大型血管炎が画像所見として
見られる場合でも臨床試験に参加できるように
なっていた。また、ACRの1990年の分類基準で
はTAKは40歳以下、GCAは50歳以上という基
準があり、この間の年齢で起きる大型血管炎は
どうなのかという疑問も残る。このようなこともあ
り、全世界の研究者が関わったDCVAS（Diag-
nostic and Classification criteria in Vasculitis）
による、新規の分類基準の作成が行われた。

　全世界から集められた942例のGCAと462
例のTAKの症例をもとに今回の分類基準が作
られた。その分類基準案を表２に示す。血管炎
が証明されており、感染症などの他の理由が
除外されていることが前提条件になっている
が、この前提の定義をこの分類基準の作成者
に聞いてみたが、まだ定まっていないとのこと
であった。この新たな分類基準案の特徴として
は、他の膠原病疾患の分類基準と同様に項目
の重みづけがなされ、年齢のジレンマを除くべ
く、診断時の年齢がTAKの基準は60歳以下
で使用、GCAの基準は40歳以上で使用するよ
うに設定された。GCAに関してはDevelop -
mentコホートでは感度が89.96％、特異度が
93.84％であり、Validationコホートでは感度
89.08％、特異度91.55％であった。TAKに関し
ては、Deve l opmentコホートでは感度が
90.82%、特異度が92.26％であり、Validation
コホートでは感度94.52％、特異度93.70％で
あった。実際に40から60歳の患者にこれらの
基準を当てはめてみると5％にあたる患者さん
が両方の基準を満たし、必ずしも完全にGCA
とTAKを分けられるものではない。しかし、大
型血管炎はエビデンスのある治療選択肢も少
なく、これらの分類基準が活かされ、これらの
疾患に苦しむ患者さんの治療に還元されるよ
うな研究が進んでいくことを願っている。

　新年あけましておめでとうございます。

まずはこの一年が皆様にとりまして、健康

で充実した年になりますことを心からお祈

り申し上げます。

　お陰様でリウマチ財団ニュースも、無事

に新しい年を迎えることができました。今

年も決意を新たに「リウマチ医療を地域格

差なく受けられる未来のため」 という軸を

ぶらさず、リウマチ性疾患に関する話題と

知識を様々な角度から、丁寧かつスピー

ディーに取り上げて参ります。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　新年号では、聖路加国際病院の田巻弘道

先生に、昨年秋にシカゴで行われた米国リ

ウマチ学会2018のトピックスをいち早くレ

ポートして頂きました。また松野リウマチ

整形外科の松野博明先生には「バイオシミ

ラー製剤を含めてリウマチ保険医療の最前

線で今起きていること」についてのお話を

伺っております。

　さて、私が編集長を仰せつかってから早

くも２年が経ちました。心機一転始めまし

た３本の連載企画、「女性リウマチ医のひ

とりごと（これまで9名の先生方に登場し

て頂きました）」「皮膚疾患画像クイズ（岐

阜大学名誉教授北島康雄先生ご執筆）」「実

地リウマチ医のための簡便ですぐ役に立

つ手引き：リウマチ手術のタイミング」も

大変好評を頂いております。今年も充実し

た誌面をお届けする所存です。是非ともご

愛読ください。

　ところで、この編集後記を書いているさ

なかに、日産のカルロス・ゴーン会長逮捕の

一報が飛び込んできました。真相はまだわ

かりませんが、とどまることのない金銭に

対する欲望が招いた一つの時代の突然の終

焉に驚くばかりです。一方で、「リウマチを

治したい、すこしでも良くなりたい」という

患者さんの願いに対しては、我々はどこま

でも貪欲でありたいものです。そしてその

願望を実現できる社会であってほしいと

思っています。 

編集後記

仲村一郎
帝京平成大学健康メディカル学部・
JCHO 湯河原病院リウマチ科

海外派遣医募集

平成30年度 リウマチの治療とケア教育研修会

平成30年11月 企画運営委員会 議事録

平成31年度 リウマチ財団新規登録医募集

平成31年度 リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続き

※プログラム、申込方法、取得単位等詳細につきましては、財団ホームページをご覧ください。

　下記年度にリウマチ財団登録医になられた方は平成31年度資格更新者に該当いたします
のでご留意ください。

引き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10
例を有し、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. 教員研修会に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

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

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

登録資格更新申請書

開催地区

近畿
H31
2/3（日）

開催日

ホテルメルパルク大阪

開催場所

申請受付期間 平成31年3月1日～5月31日

大阪大学大学院医学系研究科
運動器バイオマテリアル学
准教授　冨田 哲也

世話人

申請受付期間 平成31年3月1日～5月31日

昭和63年度、平成3、6、9、12、15、18、21、26年度

登録医資格再審査・更新手続き（リウマチ財団登録医規則による）

登録医資格の再審査（更新）

※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。

・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。

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会をいう。
 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、直近5年以内。

資　格 ≪要件≫
1． 通算1年以上リウマチ性疾患の診療に従事している医師
2． 直近の5年間において
 （1） リウマチ性疾患診療患者名簿 10例
 （2） リウマチ性疾患診療記録（上記名簿のうち） 5例
 （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

※規則及び申請書類一式は財団ホームページよりダウンロードできます。

要　件

手続き

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

手続き

※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。

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
※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。

http://www.rheuma-net.or.jp/
リウマチ財団 検索

2018年10月19日から24日までの6日間にわたり、アメリカ合衆国イリノイ州のシカゴにてACR 

2018が開催された。今回も1万5千人以上が参加した国際色が豊かな学会となっており、基礎研究

から実臨床に直結する臨床試験など多くの発表があった。今回参加しなかった先生方に少しでも

雰囲気が伝わるようにその内容の一部をご紹介したい。

平成30年11月企画運営委員会の審議概要を次のとおり報告します。
企画運営委員会　委員長　西岡 久寿樹

議　題
【報告事項】
報告事項１．委員会等の開催について
（1） 第2回医療保険部会（9月9日）
 SLE治療の点滴製剤の外来化学療法加算について早期に厚労省に要望予定。
（2） 医療情報委員会（10月10日）
 ホームページアクセス件数が歴代トップのアクセス数となり、良い状況を今後も継続。
（3） 第3回登録理学療法士・作業療法士制度検討部会（11月4日）
 平成31年度2月から募集開始、平成31年度から運用開始。対象疾患は「リウマチ性疾患」とする。
報告事項２．リウマチの治療とケア教育研修会の開催報告
今年度からリウマチ教育研修会とリウマチの治療とケア研修会を統合し、6地区8会場で開催。本日までに
5地区5会場が終了。
報告事項３．理事の退任　
髙階恵美子理事が退任　後任の選出なし。
報告事項４．フランス大使館貿易投資庁依頼による面談
フランス商工会議所の記念事業「日仏ビジネスマッチング」に関連し、日本の関節リウマチ、変形性関節症の
疾患について意見交換の希望があり、11月21日に当財団理事が対応。

【審議事項】
審議事項１．平成31年度海外派遣医の推薦方依頼
応募資格について、「日本リウマチ財団登録医であること」であったものを「日本リウマチ財団登録医もしくは
申請中であること」とした。
審議事項２．平成31年度日本リウマチ財団福祉賞の推薦方依頼
例年どおり日本リウマチ友の会に候補者の推薦依頼を実施する。
審議事項３．平成31年度リウマチ月間リウマチ講演会
平成31年6月23日（日）に大手町サンケイプラザで開催予定。対象をリウマチ性疾患として幅広い内容とする。
プログラム等について今後検討していく。
審議事項４．財政状況（10月31日までの正味財産増減計算書）
審議事項５．ホームページのバナー掲載依頼
製薬企業にバナー掲載の案内を実施する。

●リウマチ医になったわけ
　私は母校の新潟大学を卒業後、地元群馬で
初期研修を終え、群馬大学整形外科に入局しま
した。もともと外科系志望で、手術のなかでもとく
に機能再建に興味があり整形外科の門を叩きま
したが、入局当初はリウマチを専門にするとは
思ってもいませんでした。しかし今思うと、整形外
科に入局してはじめての学会発表もリウマチに
ついて、初めての自分の執刀する手術ではリウマ
チグループの先生にお世話になるなど、リウマチ
医を志す宿命にあったのかもしれません。
　入局後は大学でのシニアレジデントを経て、
大学の関連病院で数年間整形外科医としての
基礎を学びました。なぜリウマチ医になったか
の理由は明確には答えられませんが、整形外
科の中では珍しく全身を診る必要のあるリウマ
チに入局当初から慣れ親しんでいたというか、
医師７年目の年に大学院へ入学して専門を選
ぶ際に、リウマチを選択することは私にとっては
至極自然な流れでした。その中でも、整形入局
の決め手となった機能再建を多く行う、リウマチ
の手を専門にしたいと考えていました。

リウマチの手はとても専門的な分野であり手
の専門知識が必要とされるのは前提ですが、
それだけでは不十分で、慢性炎症を特徴とする
リウマチ患者さんの特殊な組織の状態や病態を
考慮した治療が必要とされます。大学院１年目
の2013年に、当時群馬大学整形外科を率いて
いた高岸憲二教授とリウマチグループの先輩
方のご高配で、リウマチ手の外科の第一人者
である、新潟県立リウマチセンターの石川肇
先生のところで3ヶ月間学ばせていただく機
会をいただきました。3ヶ月という短い期間で
はありましたが、恩師の石川先生との出会い、
リウマチセンターでの治療方針や手術はもち
ろんのこと、患者さんとの関わり方、コメディ
カルとの連携など目から鱗の毎日で、私の人
生を大きく変えた経験と言えます。現在私が
群馬に戻って、リウマチの手を専門にできる
基盤を作っていただけました。

●女性医師でよかったこと
　正直、整形外科医であるリウマチ外科医の
女医は、女性でよかったと感じることよりも女

性であるがために苦労したり辛い経験をした
という医師のほうが多いのではないかと私は
思います。どうしても力や体力を必要とする外
科系医師にとっては、女性であることは不利
に感じることが多く、専門医を取る前までの私
も、整形外科医に女医は必要なのか？　患者
さんにとって頼りないのではないかと、コンプ
レックスを感じていました。しかしリウマチを
専門にしてからは、こんな頼りないと思ってい
た私が、患者さんからなんでも話せてむしろ頼
りがいがあると言っていただけるようになりま
した。なぜむしろ頼りがいがあると思っていた
だけるのか、その理由はまだわからないので
すが……。しかし世の中には男と女がいる、で
すからリウマチ外科医にも男性医師だけでな
く女性医師もいるほうが自然に思えます。男性
医師になったことがないので女性医師でよ
かったことを語るのは難しいのですが、体力や
力は関係なく、女性として社会で経験してきた
ことは、女性患者の多いリウマチ患者さんと共
感できることも多いのだと思えるようになりま
した。

●ひとりごと
実は私事で恐縮ですが、この原稿を書いてい

る数日前に超高齢出産で子どもを生みました。
お産ではとても自分を取り繕うことなどできず、
冷静さの仮面など引っ剥がされてしまい、素の
自分、それも普段は必死に隠しているなんとも
人間味溢れた嫌な自分をさらされてしまうという
経験をしました。（自分を取り繕っているうちは、
人を世に生みだす大仕事なんてできないそう
です。）それはとても恥ずかしい経験でしたが、
しかし逆にそれこそ人間なんだ、人が自分や
自分の大切な者のために極限まで必死になっ
たときにはどのような状態になるのかを身を
もって体験しました。今までの私は、自分の病
気と必死に戦っている患者さんと向き合い寄
り添ってきたつもりでしたが、しかしそれは
常に冷静な主治医という立場でした。自分の

人生に必死である患者さんの気持ちを、本当
にはわかっていなかったかもしれません。
　少し話は飛びますが、私の出身である群馬
県は「かかあ天下とからっ風」で有名なところで
す。これは決して妻が夫を尻に敷いているとい
う意味ではなく、「働き者で家計を支えた女性」
という意味だそうです。少し前に世界遺産に
なった富岡製糸場が置かれたことで、古くから
絹産業がさかんで外で働いて家計を支えた女
性が多く、「俺のかかあは天下一！」と夫たちが
言ったことからかかあ天下と言われたそうで
す。そんな働き者の群馬の女性たちが、私の外
来にもたくさんいらっしゃいます。私も今後は子
育てをしながら仕事を続け、自分や家族のため
に強く必死に生きて病気と戦う彼女たちに、心
底寄り添える存在になれることを目指したいと思
います。

●バトンタッチ
　ちょうど1年前に群馬にご講演に来ていただい
た際にお近づきさせていただいた、憧れの東邦
大学医療センター大森病院整形外科の窪田

綾子先生にバトンタッチさせていただきます。講演
会後の懇親会では、学会会場での凛としたお姿
とはまた別のほんわかしたお人柄をのぞかせて
くださり、群馬大学整形外科リウマチグループは
みんなファンになってしまいました。よろしくお願い
申し上げます！

EULAR2017マドリード会場にて。左端が大倉氏のほか、新潟
県立リウマチセンターの石川氏・伊藤氏・安部氏、横浜市立大
学附属市民総合医療センターの針金氏。

リレー連載

群馬県済生会前橋病院 整形外科 医長
大倉 千幸 氏

（編集部より）当連載は、執筆担当者が次の担当者を指名する、数珠つな

ぎのリレーコラムです。今号は髙井千夏氏（国立成育医療研究センター 

妊娠と薬情報センター）からバトンを受けた大倉千幸氏の登場です。
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　変形性関節症の薬物治療としてはNSAIDs
などがあるが、特に高齢者に多い疾患という
こともあり、効果の割に副作用の心配も多い。
変形性関節症の分野も薬物開発が活発で、
様々な薬物が第1相から第3相の臨床試験に
至っている。この様な薬剤は大まかに二つに分
類される。一つは痛みを標的とした治療薬、もう
一つはDisease Modifying Osteoarthritis 
Drugs（DMOADs）と呼ばれる関節の構造破
壊を抑制することを目的とした薬剤である。
現在、第1相から第3相までの試験に入ってい

るDMOADsとしてはADAMTS-5阻害薬、カテ
プシンK阻害薬、老化細胞を除去するSenolytic 
agent、Wntシグナル阻害薬、FGF-18などがある。
痛みを標的とした治療法としては、抗NGF抗体
（NGF: Nerve Grouth Factor）などがある。
Late Breaking Abstractで2つOAの治療

の話題があった。一つ目はTPX100という関節
軟骨の再生を促すMatr ix ext racel lu la r 
glycoproteinの断片であるペプチドの関節注射
の第2相試験の事後解析である。当初の報告

では、膝の機能を表す指標の臨床的に意義の
ある改善、痛みの改善、NSAIDsの使用の減少
がみられた。しかしながら、膝蓋大腿関節の軟
骨のMRIで検知可能な厚さに関しては変化が
なかった。今回の事後解析では膝の機能指標
の改善があった患者となかった患者の脛骨大
腿関節の内側、外側、全体の軟骨の厚さを比較
している。今までの研究では軟骨の厚さの改善
と機能の改善との関連を見い出した研究はな
かったが、本研究では機能改善があった群で
有意に軟骨が厚く、機能の改善と軟骨の厚み
の増加が有意に相関したことを示した。
もう一つは、抗NGF抗体のTanezumabで

ある。Tanezumabは以前の臨床研究で変形性
関節症や慢性腰痛症にて痛みの軽減効果が
あったが、FDAが2010年に、NSAIDsとの併用
群で特に関節置換が増えたということがあり、
関節に対する安全性の問題からいったん臨床
開発が中断していた。今回、この中断後が解除
されてから初めて終了したTanezumabの臨床
試験結果が発表された1）。この試験ではプラ
セボ群、Tanezumab2 .5mg治療群（0週目と
8週目）、とTanezumab2.5mg（0週目）と8週後
に5mgを投与する3群にそれぞれに230人ほど

の股関節あるいは膝の変形性関節症の患者が
組み込まれた。プライマリーエンドポイントは
60週でのWOMAC pain, WOMAC Physical 
functionとPatient Global assessment of OAで
あり、それぞれの指標でプラセボ群に比べて有
意に改善がみられた。有害事象としては、感覚
異常、鼻咽頭炎、四肢の痛みがプラセボ群に比
べてTanezumab群に多かったが、有害事象に
よる中止に関しては特に差は見られなかった。
プラセボ群では232名中4名（1.7％）に関節置換
が必要だったのに対し、Tanezumab2.5mg群で
は231名中8名（3.5％）、Tanezumab2.5/5mg
群では233名中16名（6.9％）であった。ただ、

盲検化された審査員が判定したところこの28
名中26名は通常のOAの進行と判定された。
　このほかにも変形性関節症の治療法の発表
が今回のリウマチ学会でもなされており、有効
な治療法が出てくることが期待されている。

　リウマチ性疾患の治療の発展とともに、リウ
マチ性疾患を持つ女性でも当たり前に妊娠出
産が出来るようになっている。欧州リウマチ学
会（EULAR）からは2016年に推奨が発表され
ているが、ACRガイドラインは今までなく、今
回初めてリプロダクティブヘルスのガイドライン
の案として発表された。まだ正式に承認されて
おらず、また海外のガイドラインという点に関し
ては注意していただきたい。このガイドライン
案では、妊娠/授乳時の薬物使用だけではな
く、妊孕性の温存、リウマチ性疾患を持つ患
者への生殖補助医療、リウマチ性疾患、特に
SLEや抗リン脂質抗体症候群患者の避妊、男
性のリウマチ薬使用に関する妊孕性などの多
岐にわたり、3つの論文となるようである。今回
発表された内容を表にまとめてあるので参照
にしていただきたい。

米国リウマチ学会2018速報
変形性関節症分野では薬剤開発が進む
田巻 弘道 氏 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center

撮影：田巻 弘道 氏

＊ ACRでは学会終了からこれらのプログラムを録画したものを公開しており、ACR2018自体に参加できなかった医師も12か月間で
 ＄279という値段でACR beyondというウェブサイトから購読することが可能である。
 https://www.rheumatology.org/Learning-Center/ACR-Beyond

変形性関節症

妊娠中のリウマチ性疾患治療の
推奨の発表

大型血管炎の分類基準

1） McGuire D, et al: Arthritis Rheumatol. 70（suppl 10）, 2018

表 ACR リプロダクティブヘルスガイドライン（案）
避妊
Good Practice Statement
●一番最初か早めに、あるいは、催奇性のある薬剤を開始するときに避妊並びに妊娠の計画
に関して議論する

●効果、安全性、個人の価値観/好みに基づいた適切な避妊法に関してカウンセリングする

妊孕性：生殖補助医療（ART）の使用
推奨
●病態が安定している患者にARTの使用は考慮してよい
●ARTの際には抗リン脂質抗体陽性患者あるいは産科APSの患者には予防的抗凝固を考慮
する

●ARTの際には血栓型のAPSでは治療的抗凝固を行う
●代理母あるいは凍結保存のための卵巣採取の際には、シクロホスファミド以外の免疫抑制
剤は継続する

●一般的に、SLE患者には予防的プレドニンの投与を行わない。再燃があれば治療する

推奨
●すべての患者に一番効果のある避妊（LARC[long-acting reversible contraception] 
IUD[子宮内避妊器具]やプロゲスチンインプラント避妊）を勧める

●抗リン脂質抗体陽性患者あるいは活動性のSLE患者ではエストロゲンを避ける
●抗リン脂質抗体陽性患者ではIUDあるいはプロゲスチン錠を使用する。多くのプロゲス
チン避妊薬（DMPA以外）は静脈血栓症のリスクを増やさない

●一般的に骨粗鬆症のリスクの高い患者ではDMPAを避ける
●希望があれば、市販薬の緊急避妊ピルはどのような患者でも使用してよい

表2 LVV分類基準（案）
GCA分類基準（案）

妊娠時の評価とマネージメント
Good Practice Statement
●妊娠前に低活動性や病勢が落ち着いている方が母体並びに妊娠のアウトカムが改善する
ことをカウンセリングする。

●SLEの妊娠女性では、妊娠の1，2，3期それぞれで少なくとも1回は病勢判定の血液検査を行う

推奨
●妊娠中に使用できない薬剤を内服している場合には、妊娠時に使用できる薬剤に変更し、
一定期間観察し、妊娠を試みる前にその薬剤の効果と忍容性を評価する

●もし妊娠中に活動性が上昇した場合は、妊娠中に使用できる薬を開始する
●抗SSA/Ro抗体、抗SSB/La抗体は妊娠前あるいは妊娠初期に調べる
●SLEの女性では
•抗リン脂質抗体を妊娠前あるいは初期に検査する
•ヒドロキシクロロキンは継続する(禁忌でなく、内服していないのであれば開始することを考慮)
•低用量アスピリンを子癇前症予防に開始することを考慮（第1期に開始）

●全身性硬化症の腎クリーゼを発症した場合はACE阻害薬を開始する

薬剤：母親
Good Practice Statement
●妊娠を試みる前に薬剤の使用に関して議論する
●シクロホスファミドなど妊孕性に影響のある薬剤を開始する時、将来の妊娠の計画を議論する
●女性が妊娠中に催奇性のある薬剤に意図せずに暴露してしまった場合、薬剤を即座に
中止し、母体胎児医学専門家や遺伝学の専門家に紹介する

推奨
●シクロホスファミド、サリドマイド、ミコフェノール酸モフェチル、メトトレキサート、レフル
ノミド（妊娠前にwashoutする、意図せずに妊娠した場合は即座にwashout）

●NSAIDs：受胎が難しい場合には中止を考慮する。COX2阻害薬ではなく、古典的な
NSAIDsを使用する。妊娠第3期にはNSAIDsを使用しない。

●ヒドロキシクロロキン、サルファサラジン、アザチオプリン、コルヒチンは継続する
●シクロスポリン、タクロリムス、TNF阻害薬を妊娠前、妊娠中に継続を考慮する
●リツキシマブ、その他のTNF阻害薬以外の生物学的製剤は受胎するまで継続することを考慮する
●低分子薬に関しては今回のガイドラインでは投票せず
●臓器や生命に脅威ある病気に対しては妊娠中でもシクロホスファミド（妊娠2期、3期）や
リツキシマブを考慮する

●フッ化されていないステロイドを内服中の女性の場合
•必要であれば低用量を継続する
•用量が多いステロイド（20mg/日以上）は妊娠時に使用できるステロイドスペアリング効果のある
薬剤を使用し、漸減するようにする
•一般的に慢性的にステロイド治療をしている場合
・経膣分娩では一般的にストレスドーズのステロイドは推奨しない
・帝王切開の場合はストレスドーズのステロイドを考慮する

妊娠のマネージメント：抗SSA/Ro抗体、抗SSB/La抗体
推奨
●新生児ループスのある子供がいるいないに関わらず
•16-18週から26週まで胎児エコーを考慮する（以前に新生児ループスの子供がいる場合は毎週）
•妊娠中に予防的ヒドロキシクロロキンを考慮する

●胎児エコーが異常の場合
•1度の心ブロックであれば、4mg/日の経口デキサメタゾンを考慮する
•2度の心ブロックであれば、4mg/日の経口デキサメタゾンを考慮する
•3度の心ブロックのみ（心臓の炎症がない）の場合、デキサメタゾンでの治療は一般的に推奨され
ない

推奨
●シクロホスファミド（12週前）、サリドマイド（4週前）を中止する
●継続あるいは継続を考慮する薬剤
•ヒドロキシクロロキン、コルヒチン、アザチオプリン、TNF阻害薬
•サルファサラジン、メトトレキサート、レフルノミド、ミコフェノール酸モフェチル、シクロスポリン、
タクロリムス、アナキンラ、リツキシマブ

●サルファサラジン使用中に妊娠が困難な場合は、精液の分析を考慮する
●その他の生物学的製剤、低分子薬に関しては今回のガイドラインでは投票せず

薬剤：父親
Good Practice Statement
●男性が妊娠を計画している場合、妊娠を試みる前に薬剤の使用に関して議論する
●シクロホスファミドなど妊孕性に影響のある薬剤を開始する時、将来の妊娠の計画を議論する

妊娠時のマネージメント:抗リン脂質抗体
推奨
●抗リン脂質抗体陽性だが抗リン脂質抗体症候群の臨床基準を満たさない場合
•子癇前症予防のため予防的低用量アスピリンを妊娠中に考慮する
•一般的にヘパリンとアスピリンによる予防的治療は避ける

●抗リン脂質抗体陽性で産科的抗リン脂質抗体症候群の基準を満たす場合（血栓症の既往なし）
•予防的ヘパリンと低用量アスピリンで治療する（40mgのエノキサパリン/81mgアスピリン）
•出産後（6-12週間）抗凝固療法を行う
•標準療法が成功しなかった場合、治療量のヘパリン、IVIG、プレドニンの追加は一般的には推奨しない

●血栓型の抗リン脂質抗体症候群の場合、治療量のヘパリンと低用量アスピリンで治療
する（1mg/kg エノキサパリン、81mg アスピリン）

妊孕性:経静注のシクロホスファミドの際の妊孕性温存
Good Practice Statement
男性がシクロホスファミドの治療を受ける際、可能な場合で将来の受胎を考える場合には、
理想的にはシクロホスファミドを始める前に、精子の凍結保存を行う

Good Practice Statement
SLEや抗リン脂質抗体陽性患者でないリウマチ性疾患の女性のホルモン補充療法は、一般
閉経女性のガイドラインに沿って行う

閉経

推奨
●SLEの患者ではホルモン補充療法を考慮する
●抗リン脂質抗体陽性患者ではホルモン補充療法を避ける

推奨
●静注シクロホスファミドを受ける男性にテストステロンの併用療法は推奨しない
●静注シクロホスファミドを受ける女性にゴナドトロピン放出ホルモンアナログ（GnRH-a）の
併用療法を考慮する
•酢酸ロイプロリド3.75mgを1か月ごとに筋注
•（難しい点）シクロホスファミドの10から14日前に投与。保険会社の承認

授乳時の薬物使用
Good Practice Statement
●希望があれば、リウマチ性疾患のある女性の母乳育児は勧められる
●授乳可能な薬剤にて病気はコントロールすべきであり、リスクとベネフィットはそれぞれ
の状況に応じて再考察されるべきである

推奨
●ヒドロキシクロロキン、TNF阻害薬、リツキシマブ、非フッ化ステロイド（ステロイドが
20mg/日以上であれば投与4時間以内であれば破棄するか授乳を避けるべき）を継続する

●アザチオプリン、サルファサラジン、シクロスポリン、タクロリムス、コルヒチン、NSAIDs
(イブプロフェンが好ましい)、非TNF阻害剤の生物学的製剤の開始/継続を考慮する

●シクロホスファミド、ミコフェノール酸モフェチル、レフルノミド、サリドマイドは避ける
べきであり、一般的にメトトレキサートは避ける。

●低分子薬に関しては投票なし
ACR2018 session reproductive health in rheumatology paitents: new cinical guidelineから改変

まだ、実際に承認されていないガイドラインの内容であり、また、海外からのガイドラインであることに注意してください

ACR2018 Updated Classification Criteria for Large-Vessel Vasculitisより改変

臨床症状

側頭動脈の身体所見

肩や首の朝のこわばり

突然の視力低下

顎または舌の跛行

新規の側頭部頭痛

頭皮の痛み

＋2

＋2

＋2

＋2

＋2

脈拍の低下、索状、痛み ＋1

血液検査

側頭動脈生検結果（どちらか一つ）

画像所見

血沈≧50mm/hrまたはCRP10mg/L以上

側頭動脈炎が確実

側頭動脈炎の可能性あり

＋3

＋5

＋2

超音波でハローサイン

両側腋下動脈の病変

FDG-PETで大動脈全体の活動性

＋5

＋3

＋3

以下の基準を満たしたときに分類基準を当てはめること
□ 血管炎の診断　□ 診断時に40歳以上であること

6ポイント以上でGCAと分類する

高安動脈炎分類基準（案）

臨床症状

血管の身体所見

女性

血管炎による狭心症あるいは心虚血症状

腕または足の跛行症状

＋1

＋2

＋2

動脈雑音

上肢の脈の減弱

頸動脈の脈の減弱或いは圧痛

脈の左右差が20mmHg以上

＋2

＋2

＋2

＋1

血液造影あるいは超音波所見

病変のある動脈の数

1つ

2つ

3つ

血管炎が対となる動脈にある

腹部大動脈と腎動脈または
腸管の動脈の病変がある

＋1

＋2

＋3

＋1

＋3

以下の基準を満たしたときに分類基準を当てはめること
□ 血管炎の診断　□ 診断時に60歳以下であること　□ 画像で血管炎の所見があること

5ポイント以上で高安動脈炎と分類する

　原発性大型血管炎はとしては高安動脈炎
（TAK）と巨細胞性動脈炎（GCA）が挙げられ
る。GCAは高齢者に多く、頭蓋周囲の血管に炎
症を起こしてくる疾患として古典的には知られ
ているが、大動脈やその分枝にも高率に血管炎
が起きる。大型血管炎の分類基準としては
ACRの1990年の高安動脈炎の分類基準と巨
細胞性動脈炎の分類基準がある。この1990年
のACRのGCAの基準では、古典的な頭蓋周囲
の血管炎を起こしてくるタイプの巨細胞性動脈
炎を想定しており、大動脈やその分枝に炎症を
起こしてくるものはGCAとしては分類されない。
　実際に最近のトシリズマブをGCAに使用した
第3相臨床試験であるGiACTA trialでも、患者
の選択基準として、1990年のACRの分類基準は
使われていない2）。大型血管炎が画像所見として
見られる場合でも臨床試験に参加できるように
なっていた。また、ACRの1990年の分類基準で
はTAKは40歳以下、GCAは50歳以上という基
準があり、この間の年齢で起きる大型血管炎は
どうなのかという疑問も残る。このようなこともあ
り、全世界の研究者が関わったDCVAS（Diag-
nostic and Classification criteria in Vasculitis）
による、新規の分類基準の作成が行われた。

　全世界から集められた942例のGCAと462
例のTAKの症例をもとに今回の分類基準が作
られた。その分類基準案を表２に示す。血管炎
が証明されており、感染症などの他の理由が
除外されていることが前提条件になっている
が、この前提の定義をこの分類基準の作成者
に聞いてみたが、まだ定まっていないとのこと
であった。この新たな分類基準案の特徴として
は、他の膠原病疾患の分類基準と同様に項目
の重みづけがなされ、年齢のジレンマを除くべ
く、診断時の年齢がTAKの基準は60歳以下
で使用、GCAの基準は40歳以上で使用するよ
うに設定された。GCAに関してはDevelop -
mentコホートでは感度が89.96％、特異度が
93.84％であり、Validationコホートでは感度
89.08％、特異度91.55％であった。TAKに関し
ては、Deve l opmentコホートでは感度が
90.82%、特異度が92.26％であり、Validation
コホートでは感度94.52％、特異度93.70％で
あった。実際に40から60歳の患者にこれらの
基準を当てはめてみると5％にあたる患者さん
が両方の基準を満たし、必ずしも完全にGCA
とTAKを分けられるものではない。しかし、大
型血管炎はエビデンスのある治療選択肢も少
なく、これらの分類基準が活かされ、これらの
疾患に苦しむ患者さんの治療に還元されるよ
うな研究が進んでいくことを願っている。

　新年あけましておめでとうございます。

まずはこの一年が皆様にとりまして、健康

で充実した年になりますことを心からお祈

り申し上げます。

　お陰様でリウマチ財団ニュースも、無事

に新しい年を迎えることができました。今

年も決意を新たに「リウマチ医療を地域格

差なく受けられる未来のため」 という軸を

ぶらさず、リウマチ性疾患に関する話題と

知識を様々な角度から、丁寧かつスピー

ディーに取り上げて参ります。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　新年号では、聖路加国際病院の田巻弘道

先生に、昨年秋にシカゴで行われた米国リ

ウマチ学会2018のトピックスをいち早くレ

ポートして頂きました。また松野リウマチ

整形外科の松野博明先生には「バイオシミ

ラー製剤を含めてリウマチ保険医療の最前

線で今起きていること」についてのお話を

伺っております。

　さて、私が編集長を仰せつかってから早

くも２年が経ちました。心機一転始めまし

た３本の連載企画、「女性リウマチ医のひ

とりごと（これまで9名の先生方に登場し

て頂きました）」「皮膚疾患画像クイズ（岐

阜大学名誉教授北島康雄先生ご執筆）」「実

地リウマチ医のための簡便ですぐ役に立

つ手引き：リウマチ手術のタイミング」も

大変好評を頂いております。今年も充実し

た誌面をお届けする所存です。是非ともご

愛読ください。

　ところで、この編集後記を書いているさ

なかに、日産のカルロス・ゴーン会長逮捕の

一報が飛び込んできました。真相はまだわ

かりませんが、とどまることのない金銭に

対する欲望が招いた一つの時代の突然の終

焉に驚くばかりです。一方で、「リウマチを

治したい、すこしでも良くなりたい」という

患者さんの願いに対しては、我々はどこま

でも貪欲でありたいものです。そしてその

願望を実現できる社会であってほしいと

思っています。 

編集後記

仲村一郎
帝京平成大学健康メディカル学部・
JCHO 湯河原病院リウマチ科

海外派遣医募集

平成30年度 リウマチの治療とケア教育研修会

平成30年11月 企画運営委員会 議事録

平成31年度 リウマチ財団新規登録医募集

平成31年度 リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続き

※プログラム、申込方法、取得単位等詳細につきましては、財団ホームページをご覧ください。

　下記年度にリウマチ財団登録医になられた方は平成31年度資格更新者に該当いたします
のでご留意ください。

引き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10
例を有し、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. 教員研修会に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

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

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

登録資格更新申請書

開催地区

近畿
H31
2/3（日）

開催日

ホテルメルパルク大阪

開催場所

申請受付期間 平成31年3月1日～5月31日

大阪大学大学院医学系研究科
運動器バイオマテリアル学
准教授　冨田 哲也

世話人

申請受付期間 平成31年3月1日～5月31日

昭和63年度、平成3、6、9、12、15、18、21、26年度

登録医資格再審査・更新手続き（リウマチ財団登録医規則による）

登録医資格の再審査（更新）

※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。

・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。

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会をいう。
 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、直近5年以内。

資　格 ≪要件≫
1． 通算1年以上リウマチ性疾患の診療に従事している医師
2． 直近の5年間において
 （1） リウマチ性疾患診療患者名簿 10例
 （2） リウマチ性疾患診療記録（上記名簿のうち） 5例
 （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

※規則及び申請書類一式は財団ホームページよりダウンロードできます。

要　件

手続き

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

手続き

※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。

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
※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。

http://www.rheuma-net.or.jp/
リウマチ財団 検索

2018年10月19日から24日までの6日間にわたり、アメリカ合衆国イリノイ州のシカゴにてACR 

2018が開催された。今回も1万5千人以上が参加した国際色が豊かな学会となっており、基礎研究

から実臨床に直結する臨床試験など多くの発表があった。今回参加しなかった先生方に少しでも

雰囲気が伝わるようにその内容の一部をご紹介したい。

平成30年11月企画運営委員会の審議概要を次のとおり報告します。
企画運営委員会　委員長　西岡 久寿樹

議　題
【報告事項】
報告事項１．委員会等の開催について
（1） 第2回医療保険部会（9月9日）
 SLE治療の点滴製剤の外来化学療法加算について早期に厚労省に要望予定。
（2） 医療情報委員会（10月10日）
 ホームページアクセス件数が歴代トップのアクセス数となり、良い状況を今後も継続。
（3） 第3回登録理学療法士・作業療法士制度検討部会（11月4日）
 平成31年度2月から募集開始、平成31年度から運用開始。対象疾患は「リウマチ性疾患」とする。
報告事項２．リウマチの治療とケア教育研修会の開催報告
今年度からリウマチ教育研修会とリウマチの治療とケア研修会を統合し、6地区8会場で開催。本日までに
5地区5会場が終了。
報告事項３．理事の退任　
髙階恵美子理事が退任　後任の選出なし。
報告事項４．フランス大使館貿易投資庁依頼による面談
フランス商工会議所の記念事業「日仏ビジネスマッチング」に関連し、日本の関節リウマチ、変形性関節症の
疾患について意見交換の希望があり、11月21日に当財団理事が対応。

【審議事項】
審議事項１．平成31年度海外派遣医の推薦方依頼
応募資格について、「日本リウマチ財団登録医であること」であったものを「日本リウマチ財団登録医もしくは
申請中であること」とした。
審議事項２．平成31年度日本リウマチ財団福祉賞の推薦方依頼
例年どおり日本リウマチ友の会に候補者の推薦依頼を実施する。
審議事項３．平成31年度リウマチ月間リウマチ講演会
平成31年6月23日（日）に大手町サンケイプラザで開催予定。対象をリウマチ性疾患として幅広い内容とする。
プログラム等について今後検討していく。
審議事項４．財政状況（10月31日までの正味財産増減計算書）
審議事項５．ホームページのバナー掲載依頼
製薬企業にバナー掲載の案内を実施する。

●リウマチ医になったわけ
　私は母校の新潟大学を卒業後、地元群馬で
初期研修を終え、群馬大学整形外科に入局しま
した。もともと外科系志望で、手術のなかでもとく
に機能再建に興味があり整形外科の門を叩きま
したが、入局当初はリウマチを専門にするとは
思ってもいませんでした。しかし今思うと、整形外
科に入局してはじめての学会発表もリウマチに
ついて、初めての自分の執刀する手術ではリウマ
チグループの先生にお世話になるなど、リウマチ
医を志す宿命にあったのかもしれません。
　入局後は大学でのシニアレジデントを経て、
大学の関連病院で数年間整形外科医としての
基礎を学びました。なぜリウマチ医になったか
の理由は明確には答えられませんが、整形外
科の中では珍しく全身を診る必要のあるリウマ
チに入局当初から慣れ親しんでいたというか、
医師７年目の年に大学院へ入学して専門を選
ぶ際に、リウマチを選択することは私にとっては
至極自然な流れでした。その中でも、整形入局
の決め手となった機能再建を多く行う、リウマチ
の手を専門にしたいと考えていました。

リウマチの手はとても専門的な分野であり手
の専門知識が必要とされるのは前提ですが、
それだけでは不十分で、慢性炎症を特徴とする
リウマチ患者さんの特殊な組織の状態や病態を
考慮した治療が必要とされます。大学院１年目
の2013年に、当時群馬大学整形外科を率いて
いた高岸憲二教授とリウマチグループの先輩
方のご高配で、リウマチ手の外科の第一人者
である、新潟県立リウマチセンターの石川肇
先生のところで3ヶ月間学ばせていただく機
会をいただきました。3ヶ月という短い期間で
はありましたが、恩師の石川先生との出会い、
リウマチセンターでの治療方針や手術はもち
ろんのこと、患者さんとの関わり方、コメディ
カルとの連携など目から鱗の毎日で、私の人
生を大きく変えた経験と言えます。現在私が
群馬に戻って、リウマチの手を専門にできる
基盤を作っていただけました。

●女性医師でよかったこと
　正直、整形外科医であるリウマチ外科医の
女医は、女性でよかったと感じることよりも女

性であるがために苦労したり辛い経験をした
という医師のほうが多いのではないかと私は
思います。どうしても力や体力を必要とする外
科系医師にとっては、女性であることは不利
に感じることが多く、専門医を取る前までの私
も、整形外科医に女医は必要なのか？　患者
さんにとって頼りないのではないかと、コンプ
レックスを感じていました。しかしリウマチを
専門にしてからは、こんな頼りないと思ってい
た私が、患者さんからなんでも話せてむしろ頼
りがいがあると言っていただけるようになりま
した。なぜむしろ頼りがいがあると思っていた
だけるのか、その理由はまだわからないので
すが……。しかし世の中には男と女がいる、で
すからリウマチ外科医にも男性医師だけでな
く女性医師もいるほうが自然に思えます。男性
医師になったことがないので女性医師でよ
かったことを語るのは難しいのですが、体力や
力は関係なく、女性として社会で経験してきた
ことは、女性患者の多いリウマチ患者さんと共
感できることも多いのだと思えるようになりま
した。

●ひとりごと
実は私事で恐縮ですが、この原稿を書いてい

る数日前に超高齢出産で子どもを生みました。
お産ではとても自分を取り繕うことなどできず、
冷静さの仮面など引っ剥がされてしまい、素の
自分、それも普段は必死に隠しているなんとも
人間味溢れた嫌な自分をさらされてしまうという
経験をしました。（自分を取り繕っているうちは、
人を世に生みだす大仕事なんてできないそう
です。）それはとても恥ずかしい経験でしたが、
しかし逆にそれこそ人間なんだ、人が自分や
自分の大切な者のために極限まで必死になっ
たときにはどのような状態になるのかを身を
もって体験しました。今までの私は、自分の病
気と必死に戦っている患者さんと向き合い寄
り添ってきたつもりでしたが、しかしそれは
常に冷静な主治医という立場でした。自分の

人生に必死である患者さんの気持ちを、本当
にはわかっていなかったかもしれません。
　少し話は飛びますが、私の出身である群馬
県は「かかあ天下とからっ風」で有名なところで
す。これは決して妻が夫を尻に敷いているとい
う意味ではなく、「働き者で家計を支えた女性」
という意味だそうです。少し前に世界遺産に
なった富岡製糸場が置かれたことで、古くから
絹産業がさかんで外で働いて家計を支えた女
性が多く、「俺のかかあは天下一！」と夫たちが
言ったことからかかあ天下と言われたそうで
す。そんな働き者の群馬の女性たちが、私の外
来にもたくさんいらっしゃいます。私も今後は子
育てをしながら仕事を続け、自分や家族のため
に強く必死に生きて病気と戦う彼女たちに、心
底寄り添える存在になれることを目指したいと思
います。

●バトンタッチ
　ちょうど1年前に群馬にご講演に来ていただい
た際にお近づきさせていただいた、憧れの東邦
大学医療センター大森病院整形外科の窪田

綾子先生にバトンタッチさせていただきます。講演
会後の懇親会では、学会会場での凛としたお姿
とはまた別のほんわかしたお人柄をのぞかせて
くださり、群馬大学整形外科リウマチグループは
みんなファンになってしまいました。よろしくお願い
申し上げます！

EULAR2017マドリード会場にて。左端が大倉氏のほか、新潟
県立リウマチセンターの石川氏・伊藤氏・安部氏、横浜市立大
学附属市民総合医療センターの針金氏。

リレー連載

群馬県済生会前橋病院 整形外科 医長
大倉 千幸 氏

（編集部より）当連載は、執筆担当者が次の担当者を指名する、数珠つな

ぎのリレーコラムです。今号は髙井千夏氏（国立成育医療研究センター 

妊娠と薬情報センター）からバトンを受けた大倉千幸氏の登場です。

第9回
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　変形性関節症の薬物治療としてはNSAIDs
などがあるが、特に高齢者に多い疾患という
こともあり、効果の割に副作用の心配も多い。
変形性関節症の分野も薬物開発が活発で、
様々な薬物が第1相から第3相の臨床試験に
至っている。この様な薬剤は大まかに二つに分
類される。一つは痛みを標的とした治療薬、もう
一つはDisease Modifying Osteoarthritis 
Drugs（DMOADs）と呼ばれる関節の構造破
壊を抑制することを目的とした薬剤である。
現在、第1相から第3相までの試験に入ってい

るDMOADsとしてはADAMTS-5阻害薬、カテ
プシンK阻害薬、老化細胞を除去するSenolytic 
agent、Wntシグナル阻害薬、FGF-18などがある。
痛みを標的とした治療法としては、抗NGF抗体
（NGF: Nerve Grouth Factor）などがある。
Late Breaking Abstractで2つOAの治療

の話題があった。一つ目はTPX100という関節
軟骨の再生を促すMatr ix ext racel lu la r 
glycoproteinの断片であるペプチドの関節注射
の第2相試験の事後解析である。当初の報告

では、膝の機能を表す指標の臨床的に意義の
ある改善、痛みの改善、NSAIDsの使用の減少
がみられた。しかしながら、膝蓋大腿関節の軟
骨のMRIで検知可能な厚さに関しては変化が
なかった。今回の事後解析では膝の機能指標
の改善があった患者となかった患者の脛骨大
腿関節の内側、外側、全体の軟骨の厚さを比較
している。今までの研究では軟骨の厚さの改善
と機能の改善との関連を見い出した研究はな
かったが、本研究では機能改善があった群で
有意に軟骨が厚く、機能の改善と軟骨の厚み
の増加が有意に相関したことを示した。
もう一つは、抗NGF抗体のTanezumabで

ある。Tanezumabは以前の臨床研究で変形性
関節症や慢性腰痛症にて痛みの軽減効果が
あったが、FDAが2010年に、NSAIDsとの併用
群で特に関節置換が増えたということがあり、
関節に対する安全性の問題からいったん臨床
開発が中断していた。今回、この中断後が解除
されてから初めて終了したTanezumabの臨床
試験結果が発表された1）。この試験ではプラ
セボ群、Tanezumab2 .5mg治療群（0週目と
8週目）、とTanezumab2.5mg（0週目）と8週後
に5mgを投与する3群にそれぞれに230人ほど

の股関節あるいは膝の変形性関節症の患者が
組み込まれた。プライマリーエンドポイントは
60週でのWOMAC pain, WOMAC Physical 
functionとPatient Global assessment of OAで
あり、それぞれの指標でプラセボ群に比べて有
意に改善がみられた。有害事象としては、感覚
異常、鼻咽頭炎、四肢の痛みがプラセボ群に比
べてTanezumab群に多かったが、有害事象に
よる中止に関しては特に差は見られなかった。
プラセボ群では232名中4名（1.7％）に関節置換
が必要だったのに対し、Tanezumab2.5mg群で
は231名中8名（3.5％）、Tanezumab2.5/5mg
群では233名中16名（6.9％）であった。ただ、

盲検化された審査員が判定したところこの28
名中26名は通常のOAの進行と判定された。
　このほかにも変形性関節症の治療法の発表
が今回のリウマチ学会でもなされており、有効
な治療法が出てくることが期待されている。

　リウマチ性疾患の治療の発展とともに、リウ
マチ性疾患を持つ女性でも当たり前に妊娠出
産が出来るようになっている。欧州リウマチ学
会（EULAR）からは2016年に推奨が発表され
ているが、ACRガイドラインは今までなく、今
回初めてリプロダクティブヘルスのガイドライン
の案として発表された。まだ正式に承認されて
おらず、また海外のガイドラインという点に関し
ては注意していただきたい。このガイドライン
案では、妊娠/授乳時の薬物使用だけではな
く、妊孕性の温存、リウマチ性疾患を持つ患
者への生殖補助医療、リウマチ性疾患、特に
SLEや抗リン脂質抗体症候群患者の避妊、男
性のリウマチ薬使用に関する妊孕性などの多
岐にわたり、3つの論文となるようである。今回
発表された内容を表にまとめてあるので参照
にしていただきたい。

米国リウマチ学会2018速報
変形性関節症分野では薬剤開発が進む
田巻 弘道 氏 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center

撮影：田巻 弘道 氏

＊ ACRでは学会終了からこれらのプログラムを録画したものを公開しており、ACR2018自体に参加できなかった医師も12か月間で
 ＄279という値段でACR beyondというウェブサイトから購読することが可能である。
 https://www.rheumatology.org/Learning-Center/ACR-Beyond

変形性関節症

妊娠中のリウマチ性疾患治療の
推奨の発表

大型血管炎の分類基準

1） McGuire D, et al: Arthritis Rheumatol. 70（suppl 10）, 2018

表 ACR リプロダクティブヘルスガイドライン（案）
避妊
Good Practice Statement
●一番最初か早めに、あるいは、催奇性のある薬剤を開始するときに避妊並びに妊娠の計画
に関して議論する

●効果、安全性、個人の価値観/好みに基づいた適切な避妊法に関してカウンセリングする

妊孕性：生殖補助医療（ART）の使用
推奨
●病態が安定している患者にARTの使用は考慮してよい
●ARTの際には抗リン脂質抗体陽性患者あるいは産科APSの患者には予防的抗凝固を考慮
する

●ARTの際には血栓型のAPSでは治療的抗凝固を行う
●代理母あるいは凍結保存のための卵巣採取の際には、シクロホスファミド以外の免疫抑制
剤は継続する

●一般的に、SLE患者には予防的プレドニンの投与を行わない。再燃があれば治療する

推奨
●すべての患者に一番効果のある避妊（LARC[long-acting reversible contraception] 
IUD[子宮内避妊器具]やプロゲスチンインプラント避妊）を勧める

●抗リン脂質抗体陽性患者あるいは活動性のSLE患者ではエストロゲンを避ける
●抗リン脂質抗体陽性患者ではIUDあるいはプロゲスチン錠を使用する。多くのプロゲス
チン避妊薬（DMPA以外）は静脈血栓症のリスクを増やさない

●一般的に骨粗鬆症のリスクの高い患者ではDMPAを避ける
●希望があれば、市販薬の緊急避妊ピルはどのような患者でも使用してよい

表2 LVV分類基準（案）
GCA分類基準（案）

妊娠時の評価とマネージメント
Good Practice Statement
●妊娠前に低活動性や病勢が落ち着いている方が母体並びに妊娠のアウトカムが改善する
ことをカウンセリングする。

●SLEの妊娠女性では、妊娠の1，2，3期それぞれで少なくとも1回は病勢判定の血液検査を行う

推奨
●妊娠中に使用できない薬剤を内服している場合には、妊娠時に使用できる薬剤に変更し、
一定期間観察し、妊娠を試みる前にその薬剤の効果と忍容性を評価する

●もし妊娠中に活動性が上昇した場合は、妊娠中に使用できる薬を開始する
●抗SSA/Ro抗体、抗SSB/La抗体は妊娠前あるいは妊娠初期に調べる
●SLEの女性では
•抗リン脂質抗体を妊娠前あるいは初期に検査する
•ヒドロキシクロロキンは継続する(禁忌でなく、内服していないのであれば開始することを考慮)
•低用量アスピリンを子癇前症予防に開始することを考慮（第1期に開始）

●全身性硬化症の腎クリーゼを発症した場合はACE阻害薬を開始する

薬剤：母親
Good Practice Statement
●妊娠を試みる前に薬剤の使用に関して議論する
●シクロホスファミドなど妊孕性に影響のある薬剤を開始する時、将来の妊娠の計画を議論する
●女性が妊娠中に催奇性のある薬剤に意図せずに暴露してしまった場合、薬剤を即座に
中止し、母体胎児医学専門家や遺伝学の専門家に紹介する

推奨
●シクロホスファミド、サリドマイド、ミコフェノール酸モフェチル、メトトレキサート、レフル
ノミド（妊娠前にwashoutする、意図せずに妊娠した場合は即座にwashout）

●NSAIDs：受胎が難しい場合には中止を考慮する。COX2阻害薬ではなく、古典的な
NSAIDsを使用する。妊娠第3期にはNSAIDsを使用しない。

●ヒドロキシクロロキン、サルファサラジン、アザチオプリン、コルヒチンは継続する
●シクロスポリン、タクロリムス、TNF阻害薬を妊娠前、妊娠中に継続を考慮する
●リツキシマブ、その他のTNF阻害薬以外の生物学的製剤は受胎するまで継続することを考慮する
●低分子薬に関しては今回のガイドラインでは投票せず
●臓器や生命に脅威ある病気に対しては妊娠中でもシクロホスファミド（妊娠2期、3期）や
リツキシマブを考慮する

●フッ化されていないステロイドを内服中の女性の場合
•必要であれば低用量を継続する
•用量が多いステロイド（20mg/日以上）は妊娠時に使用できるステロイドスペアリング効果のある
薬剤を使用し、漸減するようにする
•一般的に慢性的にステロイド治療をしている場合
・経膣分娩では一般的にストレスドーズのステロイドは推奨しない
・帝王切開の場合はストレスドーズのステロイドを考慮する

妊娠のマネージメント：抗SSA/Ro抗体、抗SSB/La抗体
推奨
●新生児ループスのある子供がいるいないに関わらず
•16-18週から26週まで胎児エコーを考慮する（以前に新生児ループスの子供がいる場合は毎週）
•妊娠中に予防的ヒドロキシクロロキンを考慮する

●胎児エコーが異常の場合
•1度の心ブロックであれば、4mg/日の経口デキサメタゾンを考慮する
•2度の心ブロックであれば、4mg/日の経口デキサメタゾンを考慮する
•3度の心ブロックのみ（心臓の炎症がない）の場合、デキサメタゾンでの治療は一般的に推奨され
ない

推奨
●シクロホスファミド（12週前）、サリドマイド（4週前）を中止する
●継続あるいは継続を考慮する薬剤
•ヒドロキシクロロキン、コルヒチン、アザチオプリン、TNF阻害薬
•サルファサラジン、メトトレキサート、レフルノミド、ミコフェノール酸モフェチル、シクロスポリン、
タクロリムス、アナキンラ、リツキシマブ

●サルファサラジン使用中に妊娠が困難な場合は、精液の分析を考慮する
●その他の生物学的製剤、低分子薬に関しては今回のガイドラインでは投票せず

薬剤：父親
Good Practice Statement
●男性が妊娠を計画している場合、妊娠を試みる前に薬剤の使用に関して議論する
●シクロホスファミドなど妊孕性に影響のある薬剤を開始する時、将来の妊娠の計画を議論する

妊娠時のマネージメント:抗リン脂質抗体
推奨
●抗リン脂質抗体陽性だが抗リン脂質抗体症候群の臨床基準を満たさない場合
•子癇前症予防のため予防的低用量アスピリンを妊娠中に考慮する
•一般的にヘパリンとアスピリンによる予防的治療は避ける

●抗リン脂質抗体陽性で産科的抗リン脂質抗体症候群の基準を満たす場合（血栓症の既往なし）
•予防的ヘパリンと低用量アスピリンで治療する（40mgのエノキサパリン/81mgアスピリン）
•出産後（6-12週間）抗凝固療法を行う
•標準療法が成功しなかった場合、治療量のヘパリン、IVIG、プレドニンの追加は一般的には推奨しない

●血栓型の抗リン脂質抗体症候群の場合、治療量のヘパリンと低用量アスピリンで治療
する（1mg/kg エノキサパリン、81mg アスピリン）

妊孕性:経静注のシクロホスファミドの際の妊孕性温存
Good Practice Statement
男性がシクロホスファミドの治療を受ける際、可能な場合で将来の受胎を考える場合には、
理想的にはシクロホスファミドを始める前に、精子の凍結保存を行う

Good Practice Statement
SLEや抗リン脂質抗体陽性患者でないリウマチ性疾患の女性のホルモン補充療法は、一般
閉経女性のガイドラインに沿って行う

閉経

推奨
●SLEの患者ではホルモン補充療法を考慮する
●抗リン脂質抗体陽性患者ではホルモン補充療法を避ける

推奨
●静注シクロホスファミドを受ける男性にテストステロンの併用療法は推奨しない
●静注シクロホスファミドを受ける女性にゴナドトロピン放出ホルモンアナログ（GnRH-a）の
併用療法を考慮する
•酢酸ロイプロリド3.75mgを1か月ごとに筋注
•（難しい点）シクロホスファミドの10から14日前に投与。保険会社の承認

授乳時の薬物使用
Good Practice Statement
●希望があれば、リウマチ性疾患のある女性の母乳育児は勧められる
●授乳可能な薬剤にて病気はコントロールすべきであり、リスクとベネフィットはそれぞれ
の状況に応じて再考察されるべきである

推奨
●ヒドロキシクロロキン、TNF阻害薬、リツキシマブ、非フッ化ステロイド（ステロイドが
20mg/日以上であれば投与4時間以内であれば破棄するか授乳を避けるべき）を継続する

●アザチオプリン、サルファサラジン、シクロスポリン、タクロリムス、コルヒチン、NSAIDs
(イブプロフェンが好ましい)、非TNF阻害剤の生物学的製剤の開始/継続を考慮する

●シクロホスファミド、ミコフェノール酸モフェチル、レフルノミド、サリドマイドは避ける
べきであり、一般的にメトトレキサートは避ける。

●低分子薬に関しては投票なし
ACR2018 session reproductive health in rheumatology paitents: new cinical guidelineから改変

まだ、実際に承認されていないガイドラインの内容であり、また、海外からのガイドラインであることに注意してください

ACR2018 Updated Classification Criteria for Large-Vessel Vasculitisより改変

臨床症状

側頭動脈の身体所見

肩や首の朝のこわばり

突然の視力低下

顎または舌の跛行

新規の側頭部頭痛

頭皮の痛み

＋2

＋2

＋2

＋2

＋2

脈拍の低下、索状、痛み ＋1

血液検査

側頭動脈生検結果（どちらか一つ）

画像所見

血沈≧50mm/hrまたはCRP10mg/L以上

側頭動脈炎が確実

側頭動脈炎の可能性あり

＋3

＋5

＋2

超音波でハローサイン

両側腋下動脈の病変

FDG-PETで大動脈全体の活動性

＋5

＋3

＋3

以下の基準を満たしたときに分類基準を当てはめること
□ 血管炎の診断　□ 診断時に40歳以上であること

6ポイント以上でGCAと分類する

高安動脈炎分類基準（案）

臨床症状

血管の身体所見

女性

血管炎による狭心症あるいは心虚血症状

腕または足の跛行症状

＋1

＋2

＋2

動脈雑音

上肢の脈の減弱

頸動脈の脈の減弱或いは圧痛

脈の左右差が20mmHg以上

＋2

＋2

＋2

＋1

血液造影あるいは超音波所見

病変のある動脈の数

1つ

2つ

3つ

血管炎が対となる動脈にある

腹部大動脈と腎動脈または
腸管の動脈の病変がある

＋1

＋2

＋3

＋1

＋3

以下の基準を満たしたときに分類基準を当てはめること
□ 血管炎の診断　□ 診断時に60歳以下であること　□ 画像で血管炎の所見があること

5ポイント以上で高安動脈炎と分類する

　原発性大型血管炎はとしては高安動脈炎
（TAK）と巨細胞性動脈炎（GCA）が挙げられ
る。GCAは高齢者に多く、頭蓋周囲の血管に炎
症を起こしてくる疾患として古典的には知られ
ているが、大動脈やその分枝にも高率に血管炎
が起きる。大型血管炎の分類基準としては
ACRの1990年の高安動脈炎の分類基準と巨
細胞性動脈炎の分類基準がある。この1990年
のACRのGCAの基準では、古典的な頭蓋周囲
の血管炎を起こしてくるタイプの巨細胞性動脈
炎を想定しており、大動脈やその分枝に炎症を
起こしてくるものはGCAとしては分類されない。
　実際に最近のトシリズマブをGCAに使用した
第3相臨床試験であるGiACTA trialでも、患者
の選択基準として、1990年のACRの分類基準は
使われていない2）。大型血管炎が画像所見として
見られる場合でも臨床試験に参加できるように
なっていた。また、ACRの1990年の分類基準で
はTAKは40歳以下、GCAは50歳以上という基
準があり、この間の年齢で起きる大型血管炎は
どうなのかという疑問も残る。このようなこともあ
り、全世界の研究者が関わったDCVAS（Diag-
nostic and Classification criteria in Vasculitis）
による、新規の分類基準の作成が行われた。

　全世界から集められた942例のGCAと462
例のTAKの症例をもとに今回の分類基準が作
られた。その分類基準案を表２に示す。血管炎
が証明されており、感染症などの他の理由が
除外されていることが前提条件になっている
が、この前提の定義をこの分類基準の作成者
に聞いてみたが、まだ定まっていないとのこと
であった。この新たな分類基準案の特徴として
は、他の膠原病疾患の分類基準と同様に項目
の重みづけがなされ、年齢のジレンマを除くべ
く、診断時の年齢がTAKの基準は60歳以下
で使用、GCAの基準は40歳以上で使用するよ
うに設定された。GCAに関してはDevelop -
mentコホートでは感度が89.96％、特異度が
93.84％であり、Validationコホートでは感度
89.08％、特異度91.55％であった。TAKに関し
ては、Deve l opmentコホートでは感度が
90.82%、特異度が92.26％であり、Validation
コホートでは感度94.52％、特異度93.70％で
あった。実際に40から60歳の患者にこれらの
基準を当てはめてみると5％にあたる患者さん
が両方の基準を満たし、必ずしも完全にGCA
とTAKを分けられるものではない。しかし、大
型血管炎はエビデンスのある治療選択肢も少
なく、これらの分類基準が活かされ、これらの
疾患に苦しむ患者さんの治療に還元されるよ
うな研究が進んでいくことを願っている。

　新年あけましておめでとうございます。

まずはこの一年が皆様にとりまして、健康

で充実した年になりますことを心からお祈

り申し上げます。

　お陰様でリウマチ財団ニュースも、無事

に新しい年を迎えることができました。今

年も決意を新たに「リウマチ医療を地域格

差なく受けられる未来のため」 という軸を

ぶらさず、リウマチ性疾患に関する話題と

知識を様々な角度から、丁寧かつスピー

ディーに取り上げて参ります。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　新年号では、聖路加国際病院の田巻弘道

先生に、昨年秋にシカゴで行われた米国リ

ウマチ学会2018のトピックスをいち早くレ

ポートして頂きました。また松野リウマチ

整形外科の松野博明先生には「バイオシミ

ラー製剤を含めてリウマチ保険医療の最前

線で今起きていること」についてのお話を

伺っております。

　さて、私が編集長を仰せつかってから早

くも２年が経ちました。心機一転始めまし

た３本の連載企画、「女性リウマチ医のひ

とりごと（これまで9名の先生方に登場し

て頂きました）」「皮膚疾患画像クイズ（岐

阜大学名誉教授北島康雄先生ご執筆）」「実

地リウマチ医のための簡便ですぐ役に立

つ手引き：リウマチ手術のタイミング」も

大変好評を頂いております。今年も充実し

た誌面をお届けする所存です。是非ともご

愛読ください。

　ところで、この編集後記を書いているさ

なかに、日産のカルロス・ゴーン会長逮捕の

一報が飛び込んできました。真相はまだわ

かりませんが、とどまることのない金銭に

対する欲望が招いた一つの時代の突然の終

焉に驚くばかりです。一方で、「リウマチを

治したい、すこしでも良くなりたい」という

患者さんの願いに対しては、我々はどこま

でも貪欲でありたいものです。そしてその

願望を実現できる社会であってほしいと

思っています。 

編集後記

仲村一郎
帝京平成大学健康メディカル学部・
JCHO 湯河原病院リウマチ科

海外派遣医募集

平成30年度 リウマチの治療とケア教育研修会

平成30年11月 企画運営委員会 議事録

平成31年度 リウマチ財団新規登録医募集

平成31年度 リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続き

※プログラム、申込方法、取得単位等詳細につきましては、財団ホームページをご覧ください。

　下記年度にリウマチ財団登録医になられた方は平成31年度資格更新者に該当いたします
のでご留意ください。

引き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10
例を有し、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. 教員研修会に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

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

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

登録資格更新申請書

開催地区

近畿
H31
2/3（日）

開催日

ホテルメルパルク大阪

開催場所

申請受付期間 平成31年3月1日～5月31日

大阪大学大学院医学系研究科
運動器バイオマテリアル学
准教授　冨田 哲也

世話人

申請受付期間 平成31年3月1日～5月31日

昭和63年度、平成3、6、9、12、15、18、21、26年度

登録医資格再審査・更新手続き（リウマチ財団登録医規則による）

登録医資格の再審査（更新）

※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。

・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。

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会をいう。
 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、直近5年以内。

資　格 ≪要件≫
1． 通算1年以上リウマチ性疾患の診療に従事している医師
2． 直近の5年間において
 （1） リウマチ性疾患診療患者名簿 10例
 （2） リウマチ性疾患診療記録（上記名簿のうち） 5例
 （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

※規則及び申請書類一式は財団ホームページよりダウンロードできます。

要　件

手続き

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

手続き

※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。

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
※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。

http://www.rheuma-net.or.jp/
リウマチ財団 検索

2018年10月19日から24日までの6日間にわたり、アメリカ合衆国イリノイ州のシカゴにてACR 

2018が開催された。今回も1万5千人以上が参加した国際色が豊かな学会となっており、基礎研究

から実臨床に直結する臨床試験など多くの発表があった。今回参加しなかった先生方に少しでも

雰囲気が伝わるようにその内容の一部をご紹介したい。

平成30年11月企画運営委員会の審議概要を次のとおり報告します。
企画運営委員会　委員長　西岡 久寿樹

議　題
【報告事項】
報告事項１．委員会等の開催について
（1） 第2回医療保険部会（9月9日）
 SLE治療の点滴製剤の外来化学療法加算について早期に厚労省に要望予定。
（2） 医療情報委員会（10月10日）
 ホームページアクセス件数が歴代トップのアクセス数となり、良い状況を今後も継続。
（3） 第3回登録理学療法士・作業療法士制度検討部会（11月4日）
 平成31年度2月から募集開始、平成31年度から運用開始。対象疾患は「リウマチ性疾患」とする。
報告事項２．リウマチの治療とケア教育研修会の開催報告
今年度からリウマチ教育研修会とリウマチの治療とケア研修会を統合し、6地区8会場で開催。本日までに
5地区5会場が終了。
報告事項３．理事の退任　
髙階恵美子理事が退任　後任の選出なし。
報告事項４．フランス大使館貿易投資庁依頼による面談
フランス商工会議所の記念事業「日仏ビジネスマッチング」に関連し、日本の関節リウマチ、変形性関節症の
疾患について意見交換の希望があり、11月21日に当財団理事が対応。

【審議事項】
審議事項１．平成31年度海外派遣医の推薦方依頼
応募資格について、「日本リウマチ財団登録医であること」であったものを「日本リウマチ財団登録医もしくは
申請中であること」とした。
審議事項２．平成31年度日本リウマチ財団福祉賞の推薦方依頼
例年どおり日本リウマチ友の会に候補者の推薦依頼を実施する。
審議事項３．平成31年度リウマチ月間リウマチ講演会
平成31年6月23日（日）に大手町サンケイプラザで開催予定。対象をリウマチ性疾患として幅広い内容とする。
プログラム等について今後検討していく。
審議事項４．財政状況（10月31日までの正味財産増減計算書）
審議事項５．ホームページのバナー掲載依頼
製薬企業にバナー掲載の案内を実施する。

●リウマチ医になったわけ
　私は母校の新潟大学を卒業後、地元群馬で
初期研修を終え、群馬大学整形外科に入局しま
した。もともと外科系志望で、手術のなかでもとく
に機能再建に興味があり整形外科の門を叩きま
したが、入局当初はリウマチを専門にするとは
思ってもいませんでした。しかし今思うと、整形外
科に入局してはじめての学会発表もリウマチに
ついて、初めての自分の執刀する手術ではリウマ
チグループの先生にお世話になるなど、リウマチ
医を志す宿命にあったのかもしれません。
　入局後は大学でのシニアレジデントを経て、
大学の関連病院で数年間整形外科医としての
基礎を学びました。なぜリウマチ医になったか
の理由は明確には答えられませんが、整形外
科の中では珍しく全身を診る必要のあるリウマ
チに入局当初から慣れ親しんでいたというか、
医師７年目の年に大学院へ入学して専門を選
ぶ際に、リウマチを選択することは私にとっては
至極自然な流れでした。その中でも、整形入局
の決め手となった機能再建を多く行う、リウマチ
の手を専門にしたいと考えていました。

リウマチの手はとても専門的な分野であり手
の専門知識が必要とされるのは前提ですが、
それだけでは不十分で、慢性炎症を特徴とする
リウマチ患者さんの特殊な組織の状態や病態を
考慮した治療が必要とされます。大学院１年目
の2013年に、当時群馬大学整形外科を率いて
いた高岸憲二教授とリウマチグループの先輩
方のご高配で、リウマチ手の外科の第一人者
である、新潟県立リウマチセンターの石川肇
先生のところで3ヶ月間学ばせていただく機
会をいただきました。3ヶ月という短い期間で
はありましたが、恩師の石川先生との出会い、
リウマチセンターでの治療方針や手術はもち
ろんのこと、患者さんとの関わり方、コメディ
カルとの連携など目から鱗の毎日で、私の人
生を大きく変えた経験と言えます。現在私が
群馬に戻って、リウマチの手を専門にできる
基盤を作っていただけました。

●女性医師でよかったこと
　正直、整形外科医であるリウマチ外科医の
女医は、女性でよかったと感じることよりも女

性であるがために苦労したり辛い経験をした
という医師のほうが多いのではないかと私は
思います。どうしても力や体力を必要とする外
科系医師にとっては、女性であることは不利
に感じることが多く、専門医を取る前までの私
も、整形外科医に女医は必要なのか？　患者
さんにとって頼りないのではないかと、コンプ
レックスを感じていました。しかしリウマチを
専門にしてからは、こんな頼りないと思ってい
た私が、患者さんからなんでも話せてむしろ頼
りがいがあると言っていただけるようになりま
した。なぜむしろ頼りがいがあると思っていた
だけるのか、その理由はまだわからないので
すが……。しかし世の中には男と女がいる、で
すからリウマチ外科医にも男性医師だけでな
く女性医師もいるほうが自然に思えます。男性
医師になったことがないので女性医師でよ
かったことを語るのは難しいのですが、体力や
力は関係なく、女性として社会で経験してきた
ことは、女性患者の多いリウマチ患者さんと共
感できることも多いのだと思えるようになりま
した。

●ひとりごと
実は私事で恐縮ですが、この原稿を書いてい

る数日前に超高齢出産で子どもを生みました。
お産ではとても自分を取り繕うことなどできず、
冷静さの仮面など引っ剥がされてしまい、素の
自分、それも普段は必死に隠しているなんとも
人間味溢れた嫌な自分をさらされてしまうという
経験をしました。（自分を取り繕っているうちは、
人を世に生みだす大仕事なんてできないそう
です。）それはとても恥ずかしい経験でしたが、
しかし逆にそれこそ人間なんだ、人が自分や
自分の大切な者のために極限まで必死になっ
たときにはどのような状態になるのかを身を
もって体験しました。今までの私は、自分の病
気と必死に戦っている患者さんと向き合い寄
り添ってきたつもりでしたが、しかしそれは
常に冷静な主治医という立場でした。自分の

人生に必死である患者さんの気持ちを、本当
にはわかっていなかったかもしれません。
　少し話は飛びますが、私の出身である群馬
県は「かかあ天下とからっ風」で有名なところで
す。これは決して妻が夫を尻に敷いているとい
う意味ではなく、「働き者で家計を支えた女性」
という意味だそうです。少し前に世界遺産に
なった富岡製糸場が置かれたことで、古くから
絹産業がさかんで外で働いて家計を支えた女
性が多く、「俺のかかあは天下一！」と夫たちが
言ったことからかかあ天下と言われたそうで
す。そんな働き者の群馬の女性たちが、私の外
来にもたくさんいらっしゃいます。私も今後は子
育てをしながら仕事を続け、自分や家族のため
に強く必死に生きて病気と戦う彼女たちに、心
底寄り添える存在になれることを目指したいと思
います。

●バトンタッチ
　ちょうど1年前に群馬にご講演に来ていただい
た際にお近づきさせていただいた、憧れの東邦
大学医療センター大森病院整形外科の窪田

綾子先生にバトンタッチさせていただきます。講演
会後の懇親会では、学会会場での凛としたお姿
とはまた別のほんわかしたお人柄をのぞかせて
くださり、群馬大学整形外科リウマチグループは
みんなファンになってしまいました。よろしくお願い
申し上げます！

EULAR2017マドリード会場にて。左端が大倉氏のほか、新潟
県立リウマチセンターの石川氏・伊藤氏・安部氏、横浜市立大
学附属市民総合医療センターの針金氏。

リレー連載

群馬県済生会前橋病院 整形外科 医長
大倉 千幸 氏

（編集部より）当連載は、執筆担当者が次の担当者を指名する、数珠つな

ぎのリレーコラムです。今号は髙井千夏氏（国立成育医療研究センター 

妊娠と薬情報センター）からバトンを受けた大倉千幸氏の登場です。
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　変形性関節症の薬物治療としてはNSAIDs
などがあるが、特に高齢者に多い疾患という
こともあり、効果の割に副作用の心配も多い。
変形性関節症の分野も薬物開発が活発で、
様々な薬物が第1相から第3相の臨床試験に
至っている。この様な薬剤は大まかに二つに分
類される。一つは痛みを標的とした治療薬、もう
一つはDisease Modifying Osteoarthritis 
Drugs（DMOADs）と呼ばれる関節の構造破
壊を抑制することを目的とした薬剤である。
現在、第1相から第3相までの試験に入ってい

るDMOADsとしてはADAMTS-5阻害薬、カテ
プシンK阻害薬、老化細胞を除去するSenolytic 
agent、Wntシグナル阻害薬、FGF-18などがある。
痛みを標的とした治療法としては、抗NGF抗体
（NGF: Nerve Grouth Factor）などがある。
Late Breaking Abstractで2つOAの治療

の話題があった。一つ目はTPX100という関節
軟骨の再生を促すMatr ix ext racel lu la r 
glycoproteinの断片であるペプチドの関節注射
の第2相試験の事後解析である。当初の報告

では、膝の機能を表す指標の臨床的に意義の
ある改善、痛みの改善、NSAIDsの使用の減少
がみられた。しかしながら、膝蓋大腿関節の軟
骨のMRIで検知可能な厚さに関しては変化が
なかった。今回の事後解析では膝の機能指標
の改善があった患者となかった患者の脛骨大
腿関節の内側、外側、全体の軟骨の厚さを比較
している。今までの研究では軟骨の厚さの改善
と機能の改善との関連を見い出した研究はな
かったが、本研究では機能改善があった群で
有意に軟骨が厚く、機能の改善と軟骨の厚み
の増加が有意に相関したことを示した。
もう一つは、抗NGF抗体のTanezumabで

ある。Tanezumabは以前の臨床研究で変形性
関節症や慢性腰痛症にて痛みの軽減効果が
あったが、FDAが2010年に、NSAIDsとの併用
群で特に関節置換が増えたということがあり、
関節に対する安全性の問題からいったん臨床
開発が中断していた。今回、この中断後が解除
されてから初めて終了したTanezumabの臨床
試験結果が発表された1）。この試験ではプラ
セボ群、Tanezumab2 .5mg治療群（0週目と
8週目）、とTanezumab2.5mg（0週目）と8週後
に5mgを投与する3群にそれぞれに230人ほど

の股関節あるいは膝の変形性関節症の患者が
組み込まれた。プライマリーエンドポイントは
60週でのWOMAC pain, WOMAC Physical 
functionとPatient Global assessment of OAで
あり、それぞれの指標でプラセボ群に比べて有
意に改善がみられた。有害事象としては、感覚
異常、鼻咽頭炎、四肢の痛みがプラセボ群に比
べてTanezumab群に多かったが、有害事象に
よる中止に関しては特に差は見られなかった。
プラセボ群では232名中4名（1.7％）に関節置換
が必要だったのに対し、Tanezumab2.5mg群で
は231名中8名（3.5％）、Tanezumab2.5/5mg
群では233名中16名（6.9％）であった。ただ、

盲検化された審査員が判定したところこの28
名中26名は通常のOAの進行と判定された。
　このほかにも変形性関節症の治療法の発表
が今回のリウマチ学会でもなされており、有効
な治療法が出てくることが期待されている。

　リウマチ性疾患の治療の発展とともに、リウ
マチ性疾患を持つ女性でも当たり前に妊娠出
産が出来るようになっている。欧州リウマチ学
会（EULAR）からは2016年に推奨が発表され
ているが、ACRガイドラインは今までなく、今
回初めてリプロダクティブヘルスのガイドライン
の案として発表された。まだ正式に承認されて
おらず、また海外のガイドラインという点に関し
ては注意していただきたい。このガイドライン
案では、妊娠/授乳時の薬物使用だけではな
く、妊孕性の温存、リウマチ性疾患を持つ患
者への生殖補助医療、リウマチ性疾患、特に
SLEや抗リン脂質抗体症候群患者の避妊、男
性のリウマチ薬使用に関する妊孕性などの多
岐にわたり、3つの論文となるようである。今回
発表された内容を表にまとめてあるので参照
にしていただきたい。

米国リウマチ学会2018速報
変形性関節症分野では薬剤開発が進む
田巻 弘道 氏 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center

撮影：田巻 弘道 氏

＊ ACRでは学会終了からこれらのプログラムを録画したものを公開しており、ACR2018自体に参加できなかった医師も12か月間で
 ＄279という値段でACR beyondというウェブサイトから購読することが可能である。
 https://www.rheumatology.org/Learning-Center/ACR-Beyond

変形性関節症

妊娠中のリウマチ性疾患治療の
推奨の発表

大型血管炎の分類基準

1） McGuire D, et al: Arthritis Rheumatol. 70（suppl 10）, 2018

表 ACR リプロダクティブヘルスガイドライン（案）
避妊
Good Practice Statement
●一番最初か早めに、あるいは、催奇性のある薬剤を開始するときに避妊並びに妊娠の計画
に関して議論する

●効果、安全性、個人の価値観/好みに基づいた適切な避妊法に関してカウンセリングする

妊孕性：生殖補助医療（ART）の使用
推奨
●病態が安定している患者にARTの使用は考慮してよい
●ARTの際には抗リン脂質抗体陽性患者あるいは産科APSの患者には予防的抗凝固を考慮
する

●ARTの際には血栓型のAPSでは治療的抗凝固を行う
●代理母あるいは凍結保存のための卵巣採取の際には、シクロホスファミド以外の免疫抑制
剤は継続する

●一般的に、SLE患者には予防的プレドニンの投与を行わない。再燃があれば治療する

推奨
●すべての患者に一番効果のある避妊（LARC[long-acting reversible contraception] 
IUD[子宮内避妊器具]やプロゲスチンインプラント避妊）を勧める

●抗リン脂質抗体陽性患者あるいは活動性のSLE患者ではエストロゲンを避ける
●抗リン脂質抗体陽性患者ではIUDあるいはプロゲスチン錠を使用する。多くのプロゲス
チン避妊薬（DMPA以外）は静脈血栓症のリスクを増やさない

●一般的に骨粗鬆症のリスクの高い患者ではDMPAを避ける
●希望があれば、市販薬の緊急避妊ピルはどのような患者でも使用してよい

表2 LVV分類基準（案）
GCA分類基準（案）

妊娠時の評価とマネージメント
Good Practice Statement
●妊娠前に低活動性や病勢が落ち着いている方が母体並びに妊娠のアウトカムが改善する
ことをカウンセリングする。

●SLEの妊娠女性では、妊娠の1，2，3期それぞれで少なくとも1回は病勢判定の血液検査を行う

推奨
●妊娠中に使用できない薬剤を内服している場合には、妊娠時に使用できる薬剤に変更し、
一定期間観察し、妊娠を試みる前にその薬剤の効果と忍容性を評価する

●もし妊娠中に活動性が上昇した場合は、妊娠中に使用できる薬を開始する
●抗SSA/Ro抗体、抗SSB/La抗体は妊娠前あるいは妊娠初期に調べる
●SLEの女性では
•抗リン脂質抗体を妊娠前あるいは初期に検査する
•ヒドロキシクロロキンは継続する(禁忌でなく、内服していないのであれば開始することを考慮)
•低用量アスピリンを子癇前症予防に開始することを考慮（第1期に開始）

●全身性硬化症の腎クリーゼを発症した場合はACE阻害薬を開始する

薬剤：母親
Good Practice Statement
●妊娠を試みる前に薬剤の使用に関して議論する
●シクロホスファミドなど妊孕性に影響のある薬剤を開始する時、将来の妊娠の計画を議論する
●女性が妊娠中に催奇性のある薬剤に意図せずに暴露してしまった場合、薬剤を即座に
中止し、母体胎児医学専門家や遺伝学の専門家に紹介する

推奨
●シクロホスファミド、サリドマイド、ミコフェノール酸モフェチル、メトトレキサート、レフル
ノミド（妊娠前にwashoutする、意図せずに妊娠した場合は即座にwashout）

●NSAIDs：受胎が難しい場合には中止を考慮する。COX2阻害薬ではなく、古典的な
NSAIDsを使用する。妊娠第3期にはNSAIDsを使用しない。

●ヒドロキシクロロキン、サルファサラジン、アザチオプリン、コルヒチンは継続する
●シクロスポリン、タクロリムス、TNF阻害薬を妊娠前、妊娠中に継続を考慮する
●リツキシマブ、その他のTNF阻害薬以外の生物学的製剤は受胎するまで継続することを考慮する
●低分子薬に関しては今回のガイドラインでは投票せず
●臓器や生命に脅威ある病気に対しては妊娠中でもシクロホスファミド（妊娠2期、3期）や
リツキシマブを考慮する

●フッ化されていないステロイドを内服中の女性の場合
•必要であれば低用量を継続する
•用量が多いステロイド（20mg/日以上）は妊娠時に使用できるステロイドスペアリング効果のある
薬剤を使用し、漸減するようにする
•一般的に慢性的にステロイド治療をしている場合
・経膣分娩では一般的にストレスドーズのステロイドは推奨しない
・帝王切開の場合はストレスドーズのステロイドを考慮する

妊娠のマネージメント：抗SSA/Ro抗体、抗SSB/La抗体
推奨
●新生児ループスのある子供がいるいないに関わらず
•16-18週から26週まで胎児エコーを考慮する（以前に新生児ループスの子供がいる場合は毎週）
•妊娠中に予防的ヒドロキシクロロキンを考慮する

●胎児エコーが異常の場合
•1度の心ブロックであれば、4mg/日の経口デキサメタゾンを考慮する
•2度の心ブロックであれば、4mg/日の経口デキサメタゾンを考慮する
•3度の心ブロックのみ（心臓の炎症がない）の場合、デキサメタゾンでの治療は一般的に推奨され
ない

推奨
●シクロホスファミド（12週前）、サリドマイド（4週前）を中止する
●継続あるいは継続を考慮する薬剤
•ヒドロキシクロロキン、コルヒチン、アザチオプリン、TNF阻害薬
•サルファサラジン、メトトレキサート、レフルノミド、ミコフェノール酸モフェチル、シクロスポリン、
タクロリムス、アナキンラ、リツキシマブ

●サルファサラジン使用中に妊娠が困難な場合は、精液の分析を考慮する
●その他の生物学的製剤、低分子薬に関しては今回のガイドラインでは投票せず

薬剤：父親
Good Practice Statement
●男性が妊娠を計画している場合、妊娠を試みる前に薬剤の使用に関して議論する
●シクロホスファミドなど妊孕性に影響のある薬剤を開始する時、将来の妊娠の計画を議論する

妊娠時のマネージメント:抗リン脂質抗体
推奨
●抗リン脂質抗体陽性だが抗リン脂質抗体症候群の臨床基準を満たさない場合
•子癇前症予防のため予防的低用量アスピリンを妊娠中に考慮する
•一般的にヘパリンとアスピリンによる予防的治療は避ける

●抗リン脂質抗体陽性で産科的抗リン脂質抗体症候群の基準を満たす場合（血栓症の既往なし）
•予防的ヘパリンと低用量アスピリンで治療する（40mgのエノキサパリン/81mgアスピリン）
•出産後（6-12週間）抗凝固療法を行う
•標準療法が成功しなかった場合、治療量のヘパリン、IVIG、プレドニンの追加は一般的には推奨しない

●血栓型の抗リン脂質抗体症候群の場合、治療量のヘパリンと低用量アスピリンで治療
する（1mg/kg エノキサパリン、81mg アスピリン）

妊孕性:経静注のシクロホスファミドの際の妊孕性温存
Good Practice Statement
男性がシクロホスファミドの治療を受ける際、可能な場合で将来の受胎を考える場合には、
理想的にはシクロホスファミドを始める前に、精子の凍結保存を行う

Good Practice Statement
SLEや抗リン脂質抗体陽性患者でないリウマチ性疾患の女性のホルモン補充療法は、一般
閉経女性のガイドラインに沿って行う

閉経

推奨
●SLEの患者ではホルモン補充療法を考慮する
●抗リン脂質抗体陽性患者ではホルモン補充療法を避ける

推奨
●静注シクロホスファミドを受ける男性にテストステロンの併用療法は推奨しない
●静注シクロホスファミドを受ける女性にゴナドトロピン放出ホルモンアナログ（GnRH-a）の
併用療法を考慮する
•酢酸ロイプロリド3.75mgを1か月ごとに筋注
•（難しい点）シクロホスファミドの10から14日前に投与。保険会社の承認

授乳時の薬物使用
Good Practice Statement
●希望があれば、リウマチ性疾患のある女性の母乳育児は勧められる
●授乳可能な薬剤にて病気はコントロールすべきであり、リスクとベネフィットはそれぞれ
の状況に応じて再考察されるべきである

推奨
●ヒドロキシクロロキン、TNF阻害薬、リツキシマブ、非フッ化ステロイド（ステロイドが
20mg/日以上であれば投与4時間以内であれば破棄するか授乳を避けるべき）を継続する

●アザチオプリン、サルファサラジン、シクロスポリン、タクロリムス、コルヒチン、NSAIDs
(イブプロフェンが好ましい)、非TNF阻害剤の生物学的製剤の開始/継続を考慮する

●シクロホスファミド、ミコフェノール酸モフェチル、レフルノミド、サリドマイドは避ける
べきであり、一般的にメトトレキサートは避ける。

●低分子薬に関しては投票なし
ACR2018 session reproductive health in rheumatology paitents: new cinical guidelineから改変

まだ、実際に承認されていないガイドラインの内容であり、また、海外からのガイドラインであることに注意してください

ACR2018 Updated Classification Criteria for Large-Vessel Vasculitisより改変

臨床症状

側頭動脈の身体所見

肩や首の朝のこわばり

突然の視力低下

顎または舌の跛行

新規の側頭部頭痛

頭皮の痛み

＋2

＋2

＋2

＋2

＋2

脈拍の低下、索状、痛み ＋1

血液検査

側頭動脈生検結果（どちらか一つ）

画像所見

血沈≧50mm/hrまたはCRP10mg/L以上

側頭動脈炎が確実

側頭動脈炎の可能性あり

＋3

＋5

＋2

超音波でハローサイン

両側腋下動脈の病変

FDG-PETで大動脈全体の活動性

＋5

＋3

＋3

以下の基準を満たしたときに分類基準を当てはめること
□ 血管炎の診断　□ 診断時に40歳以上であること

6ポイント以上でGCAと分類する

高安動脈炎分類基準（案）

臨床症状

血管の身体所見

女性

血管炎による狭心症あるいは心虚血症状

腕または足の跛行症状

＋1

＋2

＋2

動脈雑音

上肢の脈の減弱

頸動脈の脈の減弱或いは圧痛

脈の左右差が20mmHg以上

＋2

＋2

＋2

＋1

血液造影あるいは超音波所見

病変のある動脈の数

1つ

2つ

3つ

血管炎が対となる動脈にある

腹部大動脈と腎動脈または
腸管の動脈の病変がある

＋1

＋2

＋3

＋1

＋3

以下の基準を満たしたときに分類基準を当てはめること
□ 血管炎の診断　□ 診断時に60歳以下であること　□ 画像で血管炎の所見があること

5ポイント以上で高安動脈炎と分類する

　原発性大型血管炎はとしては高安動脈炎
（TAK）と巨細胞性動脈炎（GCA）が挙げられ
る。GCAは高齢者に多く、頭蓋周囲の血管に炎
症を起こしてくる疾患として古典的には知られ
ているが、大動脈やその分枝にも高率に血管炎
が起きる。大型血管炎の分類基準としては
ACRの1990年の高安動脈炎の分類基準と巨
細胞性動脈炎の分類基準がある。この1990年
のACRのGCAの基準では、古典的な頭蓋周囲
の血管炎を起こしてくるタイプの巨細胞性動脈
炎を想定しており、大動脈やその分枝に炎症を
起こしてくるものはGCAとしては分類されない。
　実際に最近のトシリズマブをGCAに使用した
第3相臨床試験であるGiACTA trialでも、患者
の選択基準として、1990年のACRの分類基準は
使われていない2）。大型血管炎が画像所見として
見られる場合でも臨床試験に参加できるように
なっていた。また、ACRの1990年の分類基準で
はTAKは40歳以下、GCAは50歳以上という基
準があり、この間の年齢で起きる大型血管炎は
どうなのかという疑問も残る。このようなこともあ
り、全世界の研究者が関わったDCVAS（Diag-
nostic and Classification criteria in Vasculitis）
による、新規の分類基準の作成が行われた。

　全世界から集められた942例のGCAと462
例のTAKの症例をもとに今回の分類基準が作
られた。その分類基準案を表２に示す。血管炎
が証明されており、感染症などの他の理由が
除外されていることが前提条件になっている
が、この前提の定義をこの分類基準の作成者
に聞いてみたが、まだ定まっていないとのこと
であった。この新たな分類基準案の特徴として
は、他の膠原病疾患の分類基準と同様に項目
の重みづけがなされ、年齢のジレンマを除くべ
く、診断時の年齢がTAKの基準は60歳以下
で使用、GCAの基準は40歳以上で使用するよ
うに設定された。GCAに関してはDevelop -
mentコホートでは感度が89.96％、特異度が
93.84％であり、Validationコホートでは感度
89.08％、特異度91.55％であった。TAKに関し
ては、Deve l opmentコホートでは感度が
90.82%、特異度が92.26％であり、Validation
コホートでは感度94.52％、特異度93.70％で
あった。実際に40から60歳の患者にこれらの
基準を当てはめてみると5％にあたる患者さん
が両方の基準を満たし、必ずしも完全にGCA
とTAKを分けられるものではない。しかし、大
型血管炎はエビデンスのある治療選択肢も少
なく、これらの分類基準が活かされ、これらの
疾患に苦しむ患者さんの治療に還元されるよ
うな研究が進んでいくことを願っている。

　新年あけましておめでとうございます。

まずはこの一年が皆様にとりまして、健康

で充実した年になりますことを心からお祈

り申し上げます。

　お陰様でリウマチ財団ニュースも、無事

に新しい年を迎えることができました。今

年も決意を新たに「リウマチ医療を地域格

差なく受けられる未来のため」 という軸を

ぶらさず、リウマチ性疾患に関する話題と

知識を様々な角度から、丁寧かつスピー

ディーに取り上げて参ります。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　新年号では、聖路加国際病院の田巻弘道

先生に、昨年秋にシカゴで行われた米国リ

ウマチ学会2018のトピックスをいち早くレ

ポートして頂きました。また松野リウマチ

整形外科の松野博明先生には「バイオシミ

ラー製剤を含めてリウマチ保険医療の最前

線で今起きていること」についてのお話を

伺っております。

　さて、私が編集長を仰せつかってから早

くも２年が経ちました。心機一転始めまし

た３本の連載企画、「女性リウマチ医のひ

とりごと（これまで9名の先生方に登場し

て頂きました）」「皮膚疾患画像クイズ（岐

阜大学名誉教授北島康雄先生ご執筆）」「実

地リウマチ医のための簡便ですぐ役に立

つ手引き：リウマチ手術のタイミング」も

大変好評を頂いております。今年も充実し

た誌面をお届けする所存です。是非ともご

愛読ください。

　ところで、この編集後記を書いているさ

なかに、日産のカルロス・ゴーン会長逮捕の

一報が飛び込んできました。真相はまだわ

かりませんが、とどまることのない金銭に

対する欲望が招いた一つの時代の突然の終

焉に驚くばかりです。一方で、「リウマチを

治したい、すこしでも良くなりたい」という

患者さんの願いに対しては、我々はどこま

でも貪欲でありたいものです。そしてその

願望を実現できる社会であってほしいと

思っています。 

編集後記

仲村一郎
帝京平成大学健康メディカル学部・
JCHO 湯河原病院リウマチ科

海外派遣医募集

平成30年度 リウマチの治療とケア教育研修会

平成30年11月 企画運営委員会 議事録

平成31年度 リウマチ財団新規登録医募集

平成31年度 リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続き

※プログラム、申込方法、取得単位等詳細につきましては、財団ホームページをご覧ください。

　下記年度にリウマチ財団登録医になられた方は平成31年度資格更新者に該当いたします
のでご留意ください。

引き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10
例を有し、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. 教員研修会に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

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

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

登録資格更新申請書

開催地区

近畿
H31
2/3（日）

開催日

ホテルメルパルク大阪

開催場所

申請受付期間 平成31年3月1日～5月31日

大阪大学大学院医学系研究科
運動器バイオマテリアル学
准教授　冨田 哲也

世話人

申請受付期間 平成31年3月1日～5月31日

昭和63年度、平成3、6、9、12、15、18、21、26年度

登録医資格再審査・更新手続き（リウマチ財団登録医規則による）

登録医資格の再審査（更新）

※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。

・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。

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会をいう。
 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、直近5年以内。

資　格 ≪要件≫
1． 通算1年以上リウマチ性疾患の診療に従事している医師
2． 直近の5年間において
 （1） リウマチ性疾患診療患者名簿 10例
 （2） リウマチ性疾患診療記録（上記名簿のうち） 5例
 （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

※規則及び申請書類一式は財団ホームページよりダウンロードできます。

要　件

手続き

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

手続き

※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。

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
※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。

http://www.rheuma-net.or.jp/
リウマチ財団 検索

2018年10月19日から24日までの6日間にわたり、アメリカ合衆国イリノイ州のシカゴにてACR 

2018が開催された。今回も1万5千人以上が参加した国際色が豊かな学会となっており、基礎研究

から実臨床に直結する臨床試験など多くの発表があった。今回参加しなかった先生方に少しでも

雰囲気が伝わるようにその内容の一部をご紹介したい。

平成30年11月企画運営委員会の審議概要を次のとおり報告します。
企画運営委員会　委員長　西岡 久寿樹

議　題
【報告事項】
報告事項１．委員会等の開催について
（1） 第2回医療保険部会（9月9日）
 SLE治療の点滴製剤の外来化学療法加算について早期に厚労省に要望予定。
（2） 医療情報委員会（10月10日）
 ホームページアクセス件数が歴代トップのアクセス数となり、良い状況を今後も継続。
（3） 第3回登録理学療法士・作業療法士制度検討部会（11月4日）
 平成31年度2月から募集開始、平成31年度から運用開始。対象疾患は「リウマチ性疾患」とする。
報告事項２．リウマチの治療とケア教育研修会の開催報告
今年度からリウマチ教育研修会とリウマチの治療とケア研修会を統合し、6地区8会場で開催。本日までに
5地区5会場が終了。
報告事項３．理事の退任　
髙階恵美子理事が退任　後任の選出なし。
報告事項４．フランス大使館貿易投資庁依頼による面談
フランス商工会議所の記念事業「日仏ビジネスマッチング」に関連し、日本の関節リウマチ、変形性関節症の
疾患について意見交換の希望があり、11月21日に当財団理事が対応。

【審議事項】
審議事項１．平成31年度海外派遣医の推薦方依頼
応募資格について、「日本リウマチ財団登録医であること」であったものを「日本リウマチ財団登録医もしくは
申請中であること」とした。
審議事項２．平成31年度日本リウマチ財団福祉賞の推薦方依頼
例年どおり日本リウマチ友の会に候補者の推薦依頼を実施する。
審議事項３．平成31年度リウマチ月間リウマチ講演会
平成31年6月23日（日）に大手町サンケイプラザで開催予定。対象をリウマチ性疾患として幅広い内容とする。
プログラム等について今後検討していく。
審議事項４．財政状況（10月31日までの正味財産増減計算書）
審議事項５．ホームページのバナー掲載依頼
製薬企業にバナー掲載の案内を実施する。

●リウマチ医になったわけ
　私は母校の新潟大学を卒業後、地元群馬で
初期研修を終え、群馬大学整形外科に入局しま
した。もともと外科系志望で、手術のなかでもとく
に機能再建に興味があり整形外科の門を叩きま
したが、入局当初はリウマチを専門にするとは
思ってもいませんでした。しかし今思うと、整形外
科に入局してはじめての学会発表もリウマチに
ついて、初めての自分の執刀する手術ではリウマ
チグループの先生にお世話になるなど、リウマチ
医を志す宿命にあったのかもしれません。
　入局後は大学でのシニアレジデントを経て、
大学の関連病院で数年間整形外科医としての
基礎を学びました。なぜリウマチ医になったか
の理由は明確には答えられませんが、整形外
科の中では珍しく全身を診る必要のあるリウマ
チに入局当初から慣れ親しんでいたというか、
医師７年目の年に大学院へ入学して専門を選
ぶ際に、リウマチを選択することは私にとっては
至極自然な流れでした。その中でも、整形入局
の決め手となった機能再建を多く行う、リウマチ
の手を専門にしたいと考えていました。

リウマチの手はとても専門的な分野であり手
の専門知識が必要とされるのは前提ですが、
それだけでは不十分で、慢性炎症を特徴とする
リウマチ患者さんの特殊な組織の状態や病態を
考慮した治療が必要とされます。大学院１年目
の2013年に、当時群馬大学整形外科を率いて
いた高岸憲二教授とリウマチグループの先輩
方のご高配で、リウマチ手の外科の第一人者
である、新潟県立リウマチセンターの石川肇
先生のところで3ヶ月間学ばせていただく機
会をいただきました。3ヶ月という短い期間で
はありましたが、恩師の石川先生との出会い、
リウマチセンターでの治療方針や手術はもち
ろんのこと、患者さんとの関わり方、コメディ
カルとの連携など目から鱗の毎日で、私の人
生を大きく変えた経験と言えます。現在私が
群馬に戻って、リウマチの手を専門にできる
基盤を作っていただけました。

●女性医師でよかったこと
　正直、整形外科医であるリウマチ外科医の
女医は、女性でよかったと感じることよりも女

性であるがために苦労したり辛い経験をした
という医師のほうが多いのではないかと私は
思います。どうしても力や体力を必要とする外
科系医師にとっては、女性であることは不利
に感じることが多く、専門医を取る前までの私
も、整形外科医に女医は必要なのか？　患者
さんにとって頼りないのではないかと、コンプ
レックスを感じていました。しかしリウマチを
専門にしてからは、こんな頼りないと思ってい
た私が、患者さんからなんでも話せてむしろ頼
りがいがあると言っていただけるようになりま
した。なぜむしろ頼りがいがあると思っていた
だけるのか、その理由はまだわからないので
すが……。しかし世の中には男と女がいる、で
すからリウマチ外科医にも男性医師だけでな
く女性医師もいるほうが自然に思えます。男性
医師になったことがないので女性医師でよ
かったことを語るのは難しいのですが、体力や
力は関係なく、女性として社会で経験してきた
ことは、女性患者の多いリウマチ患者さんと共
感できることも多いのだと思えるようになりま
した。

●ひとりごと
実は私事で恐縮ですが、この原稿を書いてい

る数日前に超高齢出産で子どもを生みました。
お産ではとても自分を取り繕うことなどできず、
冷静さの仮面など引っ剥がされてしまい、素の
自分、それも普段は必死に隠しているなんとも
人間味溢れた嫌な自分をさらされてしまうという
経験をしました。（自分を取り繕っているうちは、
人を世に生みだす大仕事なんてできないそう
です。）それはとても恥ずかしい経験でしたが、
しかし逆にそれこそ人間なんだ、人が自分や
自分の大切な者のために極限まで必死になっ
たときにはどのような状態になるのかを身を
もって体験しました。今までの私は、自分の病
気と必死に戦っている患者さんと向き合い寄
り添ってきたつもりでしたが、しかしそれは
常に冷静な主治医という立場でした。自分の

人生に必死である患者さんの気持ちを、本当
にはわかっていなかったかもしれません。
　少し話は飛びますが、私の出身である群馬
県は「かかあ天下とからっ風」で有名なところで
す。これは決して妻が夫を尻に敷いているとい
う意味ではなく、「働き者で家計を支えた女性」
という意味だそうです。少し前に世界遺産に
なった富岡製糸場が置かれたことで、古くから
絹産業がさかんで外で働いて家計を支えた女
性が多く、「俺のかかあは天下一！」と夫たちが
言ったことからかかあ天下と言われたそうで
す。そんな働き者の群馬の女性たちが、私の外
来にもたくさんいらっしゃいます。私も今後は子
育てをしながら仕事を続け、自分や家族のため
に強く必死に生きて病気と戦う彼女たちに、心
底寄り添える存在になれることを目指したいと思
います。

●バトンタッチ
　ちょうど1年前に群馬にご講演に来ていただい
た際にお近づきさせていただいた、憧れの東邦
大学医療センター大森病院整形外科の窪田

綾子先生にバトンタッチさせていただきます。講演
会後の懇親会では、学会会場での凛としたお姿
とはまた別のほんわかしたお人柄をのぞかせて
くださり、群馬大学整形外科リウマチグループは
みんなファンになってしまいました。よろしくお願い
申し上げます！

EULAR2017マドリード会場にて。左端が大倉氏のほか、新潟
県立リウマチセンターの石川氏・伊藤氏・安部氏、横浜市立大
学附属市民総合医療センターの針金氏。

リレー連載

群馬県済生会前橋病院 整形外科 医長
大倉 千幸 氏

（編集部より）当連載は、執筆担当者が次の担当者を指名する、数珠つな

ぎのリレーコラムです。今号は髙井千夏氏（国立成育医療研究センター 

妊娠と薬情報センター）からバトンを受けた大倉千幸氏の登場です。

第9回

平成31年1月1日発行　No. 152 日本リウマチ財団ニュース 　 　　　7



　変形性関節症の薬物治療としてはNSAIDs
などがあるが、特に高齢者に多い疾患という
こともあり、効果の割に副作用の心配も多い。
変形性関節症の分野も薬物開発が活発で、
様々な薬物が第1相から第3相の臨床試験に
至っている。この様な薬剤は大まかに二つに分
類される。一つは痛みを標的とした治療薬、もう
一つはDisease Modifying Osteoarthritis 
Drugs（DMOADs）と呼ばれる関節の構造破
壊を抑制することを目的とした薬剤である。
現在、第1相から第3相までの試験に入ってい

るDMOADsとしてはADAMTS-5阻害薬、カテ
プシンK阻害薬、老化細胞を除去するSenolytic 
agent、Wntシグナル阻害薬、FGF-18などがある。
痛みを標的とした治療法としては、抗NGF抗体
（NGF: Nerve Grouth Factor）などがある。
Late Breaking Abstractで2つOAの治療

の話題があった。一つ目はTPX100という関節
軟骨の再生を促すMatr ix ext racel lu la r 
glycoproteinの断片であるペプチドの関節注射
の第2相試験の事後解析である。当初の報告

では、膝の機能を表す指標の臨床的に意義の
ある改善、痛みの改善、NSAIDsの使用の減少
がみられた。しかしながら、膝蓋大腿関節の軟
骨のMRIで検知可能な厚さに関しては変化が
なかった。今回の事後解析では膝の機能指標
の改善があった患者となかった患者の脛骨大
腿関節の内側、外側、全体の軟骨の厚さを比較
している。今までの研究では軟骨の厚さの改善
と機能の改善との関連を見い出した研究はな
かったが、本研究では機能改善があった群で
有意に軟骨が厚く、機能の改善と軟骨の厚み
の増加が有意に相関したことを示した。
もう一つは、抗NGF抗体のTanezumabで

ある。Tanezumabは以前の臨床研究で変形性
関節症や慢性腰痛症にて痛みの軽減効果が
あったが、FDAが2010年に、NSAIDsとの併用
群で特に関節置換が増えたということがあり、
関節に対する安全性の問題からいったん臨床
開発が中断していた。今回、この中断後が解除
されてから初めて終了したTanezumabの臨床
試験結果が発表された1）。この試験ではプラ
セボ群、Tanezumab2 .5mg治療群（0週目と
8週目）、とTanezumab2.5mg（0週目）と8週後
に5mgを投与する3群にそれぞれに230人ほど

の股関節あるいは膝の変形性関節症の患者が
組み込まれた。プライマリーエンドポイントは
60週でのWOMAC pain, WOMAC Physical 
functionとPatient Global assessment of OAで
あり、それぞれの指標でプラセボ群に比べて有
意に改善がみられた。有害事象としては、感覚
異常、鼻咽頭炎、四肢の痛みがプラセボ群に比
べてTanezumab群に多かったが、有害事象に
よる中止に関しては特に差は見られなかった。
プラセボ群では232名中4名（1.7％）に関節置換
が必要だったのに対し、Tanezumab2.5mg群で
は231名中8名（3.5％）、Tanezumab2.5/5mg
群では233名中16名（6.9％）であった。ただ、

盲検化された審査員が判定したところこの28
名中26名は通常のOAの進行と判定された。
　このほかにも変形性関節症の治療法の発表
が今回のリウマチ学会でもなされており、有効
な治療法が出てくることが期待されている。

　リウマチ性疾患の治療の発展とともに、リウ
マチ性疾患を持つ女性でも当たり前に妊娠出
産が出来るようになっている。欧州リウマチ学
会（EULAR）からは2016年に推奨が発表され
ているが、ACRガイドラインは今までなく、今
回初めてリプロダクティブヘルスのガイドライン
の案として発表された。まだ正式に承認されて
おらず、また海外のガイドラインという点に関し
ては注意していただきたい。このガイドライン
案では、妊娠/授乳時の薬物使用だけではな
く、妊孕性の温存、リウマチ性疾患を持つ患
者への生殖補助医療、リウマチ性疾患、特に
SLEや抗リン脂質抗体症候群患者の避妊、男
性のリウマチ薬使用に関する妊孕性などの多
岐にわたり、3つの論文となるようである。今回
発表された内容を表にまとめてあるので参照
にしていただきたい。

米国リウマチ学会2018速報
変形性関節症分野では薬剤開発が進む
田巻 弘道 氏 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center

撮影：田巻 弘道 氏

＊ ACRでは学会終了からこれらのプログラムを録画したものを公開しており、ACR2018自体に参加できなかった医師も12か月間で
 ＄279という値段でACR beyondというウェブサイトから購読することが可能である。
 https://www.rheumatology.org/Learning-Center/ACR-Beyond

変形性関節症

妊娠中のリウマチ性疾患治療の
推奨の発表

大型血管炎の分類基準

1） McGuire D, et al: Arthritis Rheumatol. 70（suppl 10）, 2018

表 ACR リプロダクティブヘルスガイドライン（案）
避妊
Good Practice Statement
●一番最初か早めに、あるいは、催奇性のある薬剤を開始するときに避妊並びに妊娠の計画
に関して議論する

●効果、安全性、個人の価値観/好みに基づいた適切な避妊法に関してカウンセリングする

妊孕性：生殖補助医療（ART）の使用
推奨
●病態が安定している患者にARTの使用は考慮してよい
●ARTの際には抗リン脂質抗体陽性患者あるいは産科APSの患者には予防的抗凝固を考慮
する

●ARTの際には血栓型のAPSでは治療的抗凝固を行う
●代理母あるいは凍結保存のための卵巣採取の際には、シクロホスファミド以外の免疫抑制
剤は継続する

●一般的に、SLE患者には予防的プレドニンの投与を行わない。再燃があれば治療する

推奨
●すべての患者に一番効果のある避妊（LARC[long-acting reversible contraception] 
IUD[子宮内避妊器具]やプロゲスチンインプラント避妊）を勧める

●抗リン脂質抗体陽性患者あるいは活動性のSLE患者ではエストロゲンを避ける
●抗リン脂質抗体陽性患者ではIUDあるいはプロゲスチン錠を使用する。多くのプロゲス
チン避妊薬（DMPA以外）は静脈血栓症のリスクを増やさない

●一般的に骨粗鬆症のリスクの高い患者ではDMPAを避ける
●希望があれば、市販薬の緊急避妊ピルはどのような患者でも使用してよい

表2 LVV分類基準（案）
GCA分類基準（案）

妊娠時の評価とマネージメント
Good Practice Statement
●妊娠前に低活動性や病勢が落ち着いている方が母体並びに妊娠のアウトカムが改善する
ことをカウンセリングする。

●SLEの妊娠女性では、妊娠の1，2，3期それぞれで少なくとも1回は病勢判定の血液検査を行う

推奨
●妊娠中に使用できない薬剤を内服している場合には、妊娠時に使用できる薬剤に変更し、
一定期間観察し、妊娠を試みる前にその薬剤の効果と忍容性を評価する

●もし妊娠中に活動性が上昇した場合は、妊娠中に使用できる薬を開始する
●抗SSA/Ro抗体、抗SSB/La抗体は妊娠前あるいは妊娠初期に調べる
●SLEの女性では
•抗リン脂質抗体を妊娠前あるいは初期に検査する
•ヒドロキシクロロキンは継続する(禁忌でなく、内服していないのであれば開始することを考慮)
•低用量アスピリンを子癇前症予防に開始することを考慮（第1期に開始）

●全身性硬化症の腎クリーゼを発症した場合はACE阻害薬を開始する

薬剤：母親
Good Practice Statement
●妊娠を試みる前に薬剤の使用に関して議論する
●シクロホスファミドなど妊孕性に影響のある薬剤を開始する時、将来の妊娠の計画を議論する
●女性が妊娠中に催奇性のある薬剤に意図せずに暴露してしまった場合、薬剤を即座に
中止し、母体胎児医学専門家や遺伝学の専門家に紹介する

推奨
●シクロホスファミド、サリドマイド、ミコフェノール酸モフェチル、メトトレキサート、レフル
ノミド（妊娠前にwashoutする、意図せずに妊娠した場合は即座にwashout）

●NSAIDs：受胎が難しい場合には中止を考慮する。COX2阻害薬ではなく、古典的な
NSAIDsを使用する。妊娠第3期にはNSAIDsを使用しない。

●ヒドロキシクロロキン、サルファサラジン、アザチオプリン、コルヒチンは継続する
●シクロスポリン、タクロリムス、TNF阻害薬を妊娠前、妊娠中に継続を考慮する
●リツキシマブ、その他のTNF阻害薬以外の生物学的製剤は受胎するまで継続することを考慮する
●低分子薬に関しては今回のガイドラインでは投票せず
●臓器や生命に脅威ある病気に対しては妊娠中でもシクロホスファミド（妊娠2期、3期）や
リツキシマブを考慮する

●フッ化されていないステロイドを内服中の女性の場合
•必要であれば低用量を継続する
•用量が多いステロイド（20mg/日以上）は妊娠時に使用できるステロイドスペアリング効果のある
薬剤を使用し、漸減するようにする
•一般的に慢性的にステロイド治療をしている場合
・経膣分娩では一般的にストレスドーズのステロイドは推奨しない
・帝王切開の場合はストレスドーズのステロイドを考慮する

妊娠のマネージメント：抗SSA/Ro抗体、抗SSB/La抗体
推奨
●新生児ループスのある子供がいるいないに関わらず
•16-18週から26週まで胎児エコーを考慮する（以前に新生児ループスの子供がいる場合は毎週）
•妊娠中に予防的ヒドロキシクロロキンを考慮する

●胎児エコーが異常の場合
•1度の心ブロックであれば、4mg/日の経口デキサメタゾンを考慮する
•2度の心ブロックであれば、4mg/日の経口デキサメタゾンを考慮する
•3度の心ブロックのみ（心臓の炎症がない）の場合、デキサメタゾンでの治療は一般的に推奨され
ない

推奨
●シクロホスファミド（12週前）、サリドマイド（4週前）を中止する
●継続あるいは継続を考慮する薬剤
•ヒドロキシクロロキン、コルヒチン、アザチオプリン、TNF阻害薬
•サルファサラジン、メトトレキサート、レフルノミド、ミコフェノール酸モフェチル、シクロスポリン、
タクロリムス、アナキンラ、リツキシマブ

●サルファサラジン使用中に妊娠が困難な場合は、精液の分析を考慮する
●その他の生物学的製剤、低分子薬に関しては今回のガイドラインでは投票せず

薬剤：父親
Good Practice Statement
●男性が妊娠を計画している場合、妊娠を試みる前に薬剤の使用に関して議論する
●シクロホスファミドなど妊孕性に影響のある薬剤を開始する時、将来の妊娠の計画を議論する

妊娠時のマネージメント:抗リン脂質抗体
推奨
●抗リン脂質抗体陽性だが抗リン脂質抗体症候群の臨床基準を満たさない場合
•子癇前症予防のため予防的低用量アスピリンを妊娠中に考慮する
•一般的にヘパリンとアスピリンによる予防的治療は避ける

●抗リン脂質抗体陽性で産科的抗リン脂質抗体症候群の基準を満たす場合（血栓症の既往なし）
•予防的ヘパリンと低用量アスピリンで治療する（40mgのエノキサパリン/81mgアスピリン）
•出産後（6-12週間）抗凝固療法を行う
•標準療法が成功しなかった場合、治療量のヘパリン、IVIG、プレドニンの追加は一般的には推奨しない

●血栓型の抗リン脂質抗体症候群の場合、治療量のヘパリンと低用量アスピリンで治療
する（1mg/kg エノキサパリン、81mg アスピリン）

妊孕性:経静注のシクロホスファミドの際の妊孕性温存
Good Practice Statement
男性がシクロホスファミドの治療を受ける際、可能な場合で将来の受胎を考える場合には、
理想的にはシクロホスファミドを始める前に、精子の凍結保存を行う

Good Practice Statement
SLEや抗リン脂質抗体陽性患者でないリウマチ性疾患の女性のホルモン補充療法は、一般
閉経女性のガイドラインに沿って行う

閉経

推奨
●SLEの患者ではホルモン補充療法を考慮する
●抗リン脂質抗体陽性患者ではホルモン補充療法を避ける

推奨
●静注シクロホスファミドを受ける男性にテストステロンの併用療法は推奨しない
●静注シクロホスファミドを受ける女性にゴナドトロピン放出ホルモンアナログ（GnRH-a）の
併用療法を考慮する
•酢酸ロイプロリド3.75mgを1か月ごとに筋注
•（難しい点）シクロホスファミドの10から14日前に投与。保険会社の承認

授乳時の薬物使用
Good Practice Statement
●希望があれば、リウマチ性疾患のある女性の母乳育児は勧められる
●授乳可能な薬剤にて病気はコントロールすべきであり、リスクとベネフィットはそれぞれ
の状況に応じて再考察されるべきである

推奨
●ヒドロキシクロロキン、TNF阻害薬、リツキシマブ、非フッ化ステロイド（ステロイドが
20mg/日以上であれば投与4時間以内であれば破棄するか授乳を避けるべき）を継続する

●アザチオプリン、サルファサラジン、シクロスポリン、タクロリムス、コルヒチン、NSAIDs
(イブプロフェンが好ましい)、非TNF阻害剤の生物学的製剤の開始/継続を考慮する

●シクロホスファミド、ミコフェノール酸モフェチル、レフルノミド、サリドマイドは避ける
べきであり、一般的にメトトレキサートは避ける。

●低分子薬に関しては投票なし
ACR2018 session reproductive health in rheumatology paitents: new cinical guidelineから改変

まだ、実際に承認されていないガイドラインの内容であり、また、海外からのガイドラインであることに注意してください

ACR2018 Updated Classification Criteria for Large-Vessel Vasculitisより改変

臨床症状

側頭動脈の身体所見

肩や首の朝のこわばり

突然の視力低下

顎または舌の跛行

新規の側頭部頭痛

頭皮の痛み

＋2

＋2

＋2

＋2

＋2

脈拍の低下、索状、痛み ＋1

血液検査

側頭動脈生検結果（どちらか一つ）

画像所見

血沈≧50mm/hrまたはCRP10mg/L以上

側頭動脈炎が確実

側頭動脈炎の可能性あり

＋3

＋5

＋2

超音波でハローサイン

両側腋下動脈の病変

FDG-PETで大動脈全体の活動性

＋5

＋3

＋3

以下の基準を満たしたときに分類基準を当てはめること
□ 血管炎の診断　□ 診断時に40歳以上であること

6ポイント以上でGCAと分類する

高安動脈炎分類基準（案）

臨床症状

血管の身体所見

女性

血管炎による狭心症あるいは心虚血症状

腕または足の跛行症状

＋1

＋2

＋2

動脈雑音

上肢の脈の減弱

頸動脈の脈の減弱或いは圧痛

脈の左右差が20mmHg以上

＋2

＋2

＋2

＋1

血液造影あるいは超音波所見

病変のある動脈の数

1つ

2つ

3つ

血管炎が対となる動脈にある

腹部大動脈と腎動脈または
腸管の動脈の病変がある

＋1

＋2

＋3

＋1

＋3

以下の基準を満たしたときに分類基準を当てはめること
□ 血管炎の診断　□ 診断時に60歳以下であること　□ 画像で血管炎の所見があること

5ポイント以上で高安動脈炎と分類する

　原発性大型血管炎はとしては高安動脈炎
（TAK）と巨細胞性動脈炎（GCA）が挙げられ
る。GCAは高齢者に多く、頭蓋周囲の血管に炎
症を起こしてくる疾患として古典的には知られ
ているが、大動脈やその分枝にも高率に血管炎
が起きる。大型血管炎の分類基準としては
ACRの1990年の高安動脈炎の分類基準と巨
細胞性動脈炎の分類基準がある。この1990年
のACRのGCAの基準では、古典的な頭蓋周囲
の血管炎を起こしてくるタイプの巨細胞性動脈
炎を想定しており、大動脈やその分枝に炎症を
起こしてくるものはGCAとしては分類されない。
　実際に最近のトシリズマブをGCAに使用した
第3相臨床試験であるGiACTA trialでも、患者
の選択基準として、1990年のACRの分類基準は
使われていない2）。大型血管炎が画像所見として
見られる場合でも臨床試験に参加できるように
なっていた。また、ACRの1990年の分類基準で
はTAKは40歳以下、GCAは50歳以上という基
準があり、この間の年齢で起きる大型血管炎は
どうなのかという疑問も残る。このようなこともあ
り、全世界の研究者が関わったDCVAS（Diag-
nostic and Classification criteria in Vasculitis）
による、新規の分類基準の作成が行われた。

　全世界から集められた942例のGCAと462
例のTAKの症例をもとに今回の分類基準が作
られた。その分類基準案を表２に示す。血管炎
が証明されており、感染症などの他の理由が
除外されていることが前提条件になっている
が、この前提の定義をこの分類基準の作成者
に聞いてみたが、まだ定まっていないとのこと
であった。この新たな分類基準案の特徴として
は、他の膠原病疾患の分類基準と同様に項目
の重みづけがなされ、年齢のジレンマを除くべ
く、診断時の年齢がTAKの基準は60歳以下
で使用、GCAの基準は40歳以上で使用するよ
うに設定された。GCAに関してはDevelop -
mentコホートでは感度が89.96％、特異度が
93.84％であり、Validationコホートでは感度
89.08％、特異度91.55％であった。TAKに関し
ては、Deve l opmentコホートでは感度が
90.82%、特異度が92.26％であり、Validation
コホートでは感度94.52％、特異度93.70％で
あった。実際に40から60歳の患者にこれらの
基準を当てはめてみると5％にあたる患者さん
が両方の基準を満たし、必ずしも完全にGCA
とTAKを分けられるものではない。しかし、大
型血管炎はエビデンスのある治療選択肢も少
なく、これらの分類基準が活かされ、これらの
疾患に苦しむ患者さんの治療に還元されるよ
うな研究が進んでいくことを願っている。

　新年あけましておめでとうございます。

まずはこの一年が皆様にとりまして、健康

で充実した年になりますことを心からお祈

り申し上げます。

　お陰様でリウマチ財団ニュースも、無事

に新しい年を迎えることができました。今

年も決意を新たに「リウマチ医療を地域格

差なく受けられる未来のため」 という軸を

ぶらさず、リウマチ性疾患に関する話題と

知識を様々な角度から、丁寧かつスピー

ディーに取り上げて参ります。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　新年号では、聖路加国際病院の田巻弘道

先生に、昨年秋にシカゴで行われた米国リ

ウマチ学会2018のトピックスをいち早くレ

ポートして頂きました。また松野リウマチ

整形外科の松野博明先生には「バイオシミ

ラー製剤を含めてリウマチ保険医療の最前

線で今起きていること」についてのお話を

伺っております。

　さて、私が編集長を仰せつかってから早

くも２年が経ちました。心機一転始めまし

た３本の連載企画、「女性リウマチ医のひ

とりごと（これまで9名の先生方に登場し

て頂きました）」「皮膚疾患画像クイズ（岐

阜大学名誉教授北島康雄先生ご執筆）」「実

地リウマチ医のための簡便ですぐ役に立

つ手引き：リウマチ手術のタイミング」も

大変好評を頂いております。今年も充実し

た誌面をお届けする所存です。是非ともご

愛読ください。

　ところで、この編集後記を書いているさ

なかに、日産のカルロス・ゴーン会長逮捕の

一報が飛び込んできました。真相はまだわ

かりませんが、とどまることのない金銭に

対する欲望が招いた一つの時代の突然の終

焉に驚くばかりです。一方で、「リウマチを

治したい、すこしでも良くなりたい」という

患者さんの願いに対しては、我々はどこま

でも貪欲でありたいものです。そしてその

願望を実現できる社会であってほしいと

思っています。 

編集後記

仲村一郎
帝京平成大学健康メディカル学部・
JCHO 湯河原病院リウマチ科

海外派遣医募集

平成30年度 リウマチの治療とケア教育研修会

平成30年11月 企画運営委員会 議事録

平成31年度 リウマチ財団新規登録医募集

平成31年度 リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続き

※プログラム、申込方法、取得単位等詳細につきましては、財団ホームページをご覧ください。

　下記年度にリウマチ財団登録医になられた方は平成31年度資格更新者に該当いたします
のでご留意ください。

引き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10
例を有し、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. 教員研修会に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

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

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

登録資格更新申請書

開催地区

近畿
H31
2/3（日）

開催日

ホテルメルパルク大阪

開催場所

申請受付期間 平成31年3月1日～5月31日

大阪大学大学院医学系研究科
運動器バイオマテリアル学
准教授　冨田 哲也

世話人

申請受付期間 平成31年3月1日～5月31日

昭和63年度、平成3、6、9、12、15、18、21、26年度

登録医資格再審査・更新手続き（リウマチ財団登録医規則による）

登録医資格の再審査（更新）

※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。

・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。

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会をいう。
 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、直近5年以内。

資　格 ≪要件≫
1． 通算1年以上リウマチ性疾患の診療に従事している医師
2． 直近の5年間において
 （1） リウマチ性疾患診療患者名簿 10例
 （2） リウマチ性疾患診療記録（上記名簿のうち） 5例
 （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

※規則及び申請書類一式は財団ホームページよりダウンロードできます。

要　件

手続き

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

手続き

※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。

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
※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。

http://www.rheuma-net.or.jp/
リウマチ財団 検索検索

2018年10月19日から24日までの6日間にわたり、アメリカ合衆国イリノイ州のシカゴにてACR 

2018が開催された。今回も1万5千人以上が参加した国際色が豊かな学会となっており、基礎研究

から実臨床に直結する臨床試験など多くの発表があった。今回参加しなかった先生方に少しでも

雰囲気が伝わるようにその内容の一部をご紹介したい。

平成30年11月企画運営委員会の審議概要を次のとおり報告します。
企画運営委員会　委員長　西岡 久寿樹

議　題
【報告事項】
報告事項１．委員会等の開催について
（1） 第2回医療保険部会（9月9日）
 SLE治療の点滴製剤の外来化学療法加算について早期に厚労省に要望予定。
（2） 医療情報委員会（10月10日）
 ホームページアクセス件数が歴代トップのアクセス数となり、良い状況を今後も継続。
（3） 第3回登録理学療法士・作業療法士制度検討部会（11月4日）
 平成31年度2月から募集開始、平成31年度から運用開始。対象疾患は「リウマチ性疾患」とする。
報告事項２．リウマチの治療とケア教育研修会の開催報告
今年度からリウマチ教育研修会とリウマチの治療とケア研修会を統合し、6地区8会場で開催。本日までに
5地区5会場が終了。
報告事項３．理事の退任　
髙階恵美子理事が退任　後任の選出なし。
報告事項４．フランス大使館貿易投資庁依頼による面談
フランス商工会議所の記念事業「日仏ビジネスマッチング」に関連し、日本の関節リウマチ、変形性関節症の
疾患について意見交換の希望があり、11月21日に当財団理事が対応。

【審議事項】
審議事項１．平成31年度海外派遣医の推薦方依頼
応募資格について、「日本リウマチ財団登録医であること」であったものを「日本リウマチ財団登録医もしくは
申請中であること」とした。
審議事項２．平成31年度日本リウマチ財団福祉賞の推薦方依頼
例年どおり日本リウマチ友の会に候補者の推薦依頼を実施する。
審議事項３．平成31年度リウマチ月間リウマチ講演会
平成31年6月23日（日）に大手町サンケイプラザで開催予定。対象をリウマチ性疾患として幅広い内容とする。
プログラム等について今後検討していく。
審議事項４．財政状況（10月31日までの正味財産増減計算書）
審議事項５．ホームページのバナー掲載依頼
製薬企業にバナー掲載の案内を実施する。

●リウマチ医になったわけ
　私は母校の新潟大学を卒業後、地元群馬で
初期研修を終え、群馬大学整形外科に入局しま
した。もともと外科系志望で、手術のなかでもとく
に機能再建に興味があり整形外科の門を叩きま
したが、入局当初はリウマチを専門にするとは
思ってもいませんでした。しかし今思うと、整形外
科に入局してはじめての学会発表もリウマチに
ついて、初めての自分の執刀する手術ではリウマ
チグループの先生にお世話になるなど、リウマチ
医を志す宿命にあったのかもしれません。
　入局後は大学でのシニアレジデントを経て、
大学の関連病院で数年間整形外科医としての
基礎を学びました。なぜリウマチ医になったか
の理由は明確には答えられませんが、整形外
科の中では珍しく全身を診る必要のあるリウマ
チに入局当初から慣れ親しんでいたというか、
医師７年目の年に大学院へ入学して専門を選
ぶ際に、リウマチを選択することは私にとっては
至極自然な流れでした。その中でも、整形入局
の決め手となった機能再建を多く行う、リウマチ
の手を専門にしたいと考えていました。

リウマチの手はとても専門的な分野であり手
の専門知識が必要とされるのは前提ですが、
それだけでは不十分で、慢性炎症を特徴とする
リウマチ患者さんの特殊な組織の状態や病態を
考慮した治療が必要とされます。大学院１年目
の2013年に、当時群馬大学整形外科を率いて
いた高岸憲二教授とリウマチグループの先輩
方のご高配で、リウマチ手の外科の第一人者
である、新潟県立リウマチセンターの石川肇
先生のところで3ヶ月間学ばせていただく機
会をいただきました。3ヶ月という短い期間で
はありましたが、恩師の石川先生との出会い、
リウマチセンターでの治療方針や手術はもち
ろんのこと、患者さんとの関わり方、コメディ
カルとの連携など目から鱗の毎日で、私の人
生を大きく変えた経験と言えます。現在私が
群馬に戻って、リウマチの手を専門にできる
基盤を作っていただけました。

●女性医師でよかったこと
　正直、整形外科医であるリウマチ外科医の
女医は、女性でよかったと感じることよりも女

性であるがために苦労したり辛い経験をした
という医師のほうが多いのではないかと私は
思います。どうしても力や体力を必要とする外
科系医師にとっては、女性であることは不利
に感じることが多く、専門医を取る前までの私
も、整形外科医に女医は必要なのか？　患者
さんにとって頼りないのではないかと、コンプ
レックスを感じていました。しかしリウマチを
専門にしてからは、こんな頼りないと思ってい
た私が、患者さんからなんでも話せてむしろ頼
りがいがあると言っていただけるようになりま
した。なぜむしろ頼りがいがあると思っていた
だけるのか、その理由はまだわからないので
すが……。しかし世の中には男と女がいる、で
すからリウマチ外科医にも男性医師だけでな
く女性医師もいるほうが自然に思えます。男性
医師になったことがないので女性医師でよ
かったことを語るのは難しいのですが、体力や
力は関係なく、女性として社会で経験してきた
ことは、女性患者の多いリウマチ患者さんと共
感できることも多いのだと思えるようになりま
した。

●ひとりごと
実は私事で恐縮ですが、この原稿を書いてい

る数日前に超高齢出産で子どもを生みました。
お産ではとても自分を取り繕うことなどできず、
冷静さの仮面など引っ剥がされてしまい、素の
自分、それも普段は必死に隠しているなんとも
人間味溢れた嫌な自分をさらされてしまうという
経験をしました。（自分を取り繕っているうちは、
人を世に生みだす大仕事なんてできないそう
です。）それはとても恥ずかしい経験でしたが、
しかし逆にそれこそ人間なんだ、人が自分や
自分の大切な者のために極限まで必死になっ
たときにはどのような状態になるのかを身を
もって体験しました。今までの私は、自分の病
気と必死に戦っている患者さんと向き合い寄
り添ってきたつもりでしたが、しかしそれは
常に冷静な主治医という立場でした。自分の

人生に必死である患者さんの気持ちを、本当
にはわかっていなかったかもしれません。
　少し話は飛びますが、私の出身である群馬
県は「かかあ天下とからっ風」で有名なところで
す。これは決して妻が夫を尻に敷いているとい
う意味ではなく、「働き者で家計を支えた女性」
という意味だそうです。少し前に世界遺産に
なった富岡製糸場が置かれたことで、古くから
絹産業がさかんで外で働いて家計を支えた女
性が多く、「俺のかかあは天下一！」と夫たちが
言ったことからかかあ天下と言われたそうで
す。そんな働き者の群馬の女性たちが、私の外
来にもたくさんいらっしゃいます。私も今後は子
育てをしながら仕事を続け、自分や家族のため
に強く必死に生きて病気と戦う彼女たちに、心
底寄り添える存在になれることを目指したいと思
います。

●バトンタッチ
　ちょうど1年前に群馬にご講演に来ていただい
た際にお近づきさせていただいた、憧れの東邦
大学医療センター大森病院整形外科の窪田

綾子先生にバトンタッチさせていただきます。講演
会後の懇親会では、学会会場での凛としたお姿
とはまた別のほんわかしたお人柄をのぞかせて
くださり、群馬大学整形外科リウマチグループは
みんなファンになってしまいました。よろしくお願い
申し上げます！

EULAR2017マドリード会場にて。左端が大倉氏のほか、新潟
県立リウマチセンターの石川氏・伊藤氏・安部氏、横浜市立大
学附属市民総合医療センターの針金氏。

リレー連載

群馬県済生会前橋病院 整形外科 医長
大倉 千幸 氏

（編集部より）当連載は、執筆担当者が次の担当者を指名する、数珠つな

ぎのリレーコラムです。今号は髙井千夏氏（国立成育医療研究センター 

妊娠と薬情報センター）からバトンを受けた大倉千幸氏の登場です。

第9回
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