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154号の主な内容
● リウマチ財団登録理学・作業療法士制度開始のお知らせ
● 年表で振り返る 平成のリウマチ医療
● 肩手術のタイミング　● リウマチ人 猪熊茂子氏
● 皮膚科・歯科とリウマチ性疾患 第6回
● 女性リウマチ医のひとりごと 第11回 楠芳恵氏
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Japan Rheumatism Foundation News

　2019年4月30日をもって「平成」が終わり、「令和」の世となりました。編集部では、この機会に平成のリウマチ医療を年表にしてみました。これを見ると、初めての診療ガイドラインも生物学的

製剤もバイオシミラーも、この約30年間の出来事だったことがあらためてわかります。平成は、後世においてリウマチ医療を語るとき、欠かすことの出来ない時代となりました。（岡田正人）

日本リウマチ財団ホームページ 　http: //www.rheuma-net.or.jp/
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日本リウマチ財団では、リウマチ性疾患のリハビリテーションに精通した理学療法士・作業療法士を育成します。
ついてはこの5月、「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」と連携・協働したリウマチ性疾患における質の高い、
安心・安全・安楽なチーム医療の実践を目的として、「リウマチ財団登録理学・作業療法士」を発足しました。　

令和元年5月、「公益財団法人日本リウマチ財団登録理学療法士・
作業療法士制度」スタート！

詳しくは、財団ホームページをご覧ください。
●医療関係者向けトップ⇒リウマチ財団登録理学・作業療法士
http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/senmon.html

Q. リウマチ財団登録理学・作業療法士になるための資格要件は何が必要ですか？
 A2. 経過措置終了以降の資格要件（2024年度から）
  ① ② ③　A1と同様
  ④ 直近５年間に当財団主催・認定リウマチ性疾患教育研修会
  20単位取得実績

 A1. 経過措置期間（2019～2023年度）の資格要件
  ① 理学療法士、又は作業療法士国家資格取得者
  ② 直近の５年間で通算１年以上のリウマチ性疾患リハビリテーション業務の従事歴
  ③ リウマチ性疾患のリハビリテーション10例*の指導患者名簿、5名＊の指導記録
  ④ 直近5年間に当財団主催・認定リウマチ性疾患教育研修会3回以上参加実績
  ＊リウマチ性疾患の中に関節リウマチが含まれることが望ましい

年表で振り返る 平成のリウマチ医療

平成
（年）

元
2
3

1989 レリフェン®（ナブメトン）発売

リウマチ科の標榜が認められる

ブレディニン®（ミゾリビン）リウマチ適応追加
ランツジール®（アセメタシン）発売

1990
1991

7 1995

4 1992

ソレトン®ぺオン®（ザルトプロフェン）発売インフリキシマブ（cA2）のRAへの使用が
A&Rに掲載

ACR、RA診療ガイドラインを発表

5 1993

8 1996

日本リウマチ財団
『関節リウマチ（RA）診療ガイドライン』出版
日本リウマチ財団10周年

エタネルセプト（TNFR:Fc）のRAへの効果が
NEJMに掲載9 1997

米、エンブレル®（エタネルセプト）承認 10 1998
11 1999

欧、エンブレル®（エタネルセプト）順次承認12 2000
13 2001

「慢性関節リウマチ」から
「関節リウマチ」に名称変更
髙久史麿氏、日本リウマチ財団理事長に就任

米、レミケード®（インフリキシマブ）
リウマチ適応追加
米、ヒュミラ®（アダリムマブ）発売

14 2002

レミケード®（インフリキシマブ）
リウマチ適応追加
アラバ®（レフルノミド）発売

15 2003

ハイペン®（エトドラク）発売インフリキシマブ（cA2）のRAへの効果が
ランセットに掲載

6 1994

西暦
（年）

海外のできごと 国内のできごと
平成
（年）

欧、オレンシア®（アバタセプト）承認 CCP抗体がリウマチの診断として
保険で認められる
日本リウマチ財団20周年 
セレコックス®（セレコキシブ）発売

19 2007

20 2008

16

17

18

2004

日本リウマチ財団
『関節リウマチの診療マニュアル（改訂版）
診断のマニュアルとEBMに基づく
治療ガイドライン』出版
メトレート®（メトトレキサート）発売

Vioxx（COX-2i）が発売中止

米、オレンシア®（アバタセプト）承認 エンブレル®（エタネルセプト）発売
プログラフ®（タクロリムス水和物）
リウマチ適応追加

2005

2006

西暦
（年）

海外のできごと 国内のできごと

「ACR 2008 RA治療リコメンデーション」

21 2009
米、シムジア®（セルトリズマブ ペゴル）承認
欧米、シンポニー®（ゴリムマブ）承認
欧、アクテムラ®（トシリズマブ）発売

ヒュミラ®（アダリムマブ）発売
アクテムラ®（トシリズマブ）リウマチ適応追加

22 2010

23 2011 シンポニー®（ゴリムマブ）発売

「EULARリコメンデーション2010」
「ACR ステロイド性骨粗鬆症レコメンデーション」
米、アクテムラ®（トシリズマブ）発売

「ACR 2012
RA治療リコメンデーション改訂版」

日本リウマチ財団「リウマチケア看護師」発足
オレンシア®（アバタセプト）発売

27 2015 「ACR 2015 RA治療ガイドライン」

28 2016 塩川優一 前日本リウマチ財団名誉理事長、
逝去

「EULARリコメンデーション2016改訂版」 

24 2012

「EULARリコメンデーション2013更新版」

コルベット®ケアラム®（イグラチモド）発売

ゼルヤンツ®（トファシチニブ）発売
シムジア®（セルトリズマブ ペゴル）発売

25 2013

日本リウマチ財団
「リウマチ財団登録薬剤師」発足
日本リウマチ学会
『関節リウマチ診療ガイドライン2014』出版
インフリキシマブBS「NK」発売

26 2014

カナダ・欧米、ケブザラ®（サリルマブ）承認
日本リウマチ財団30周年
インフリキシマブBS「あゆみ」発売

インフリキシマブBS「ファイザー」発売
エタネルセプトBS「MA」発売
ケブザラ®（サリルマブ）発売
日本発のJAKI Peficitinibが承認申請

29 2017

30 2018

「ACR ステロイド性骨粗鬆症
レコメンデーション 改訂版」

世界初のRA診療ガイドライン

初めて日本で開発された生物学的製剤

現在存在する最も新しいRA診療ガイドライン

海外で生物学的製剤が登場

日本初の
RA診療
ガイドライン

日本でも生物学的製剤の上市開始 BS（＝バイオシミラー）の上市開始

「リウマチ財団登録理学・作業療法士に関するQ＆A」は、財団ホームページに掲載しています。
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話し手：池上 博泰 氏／東邦大学医学部整形外科学講座 教授
聞き手：羽生 忠正 氏／長岡赤十字病院 名誉リウマチセンター長

羽生：本日は長きにわたり肩関節の治療発展に
尽力されてきた池上先生に、「リウマチ肩手術
のタイミング」をうかがいたいと思います。池上
先生、本日はよろしくお願いします。
池上：よろしくお願いいたします。
羽生：最初に、肩とリウマチ患者さんについて、
近年のトピックスと池上先生ご自身のお考え
をお話しいただけますか。
池上：生物学的製剤（バイオ）の登場により、
ここ10年くらいは、肩関節が破壊されるような
重症例は昔と比べて明らかに減っています。
そんな中での肩関節領域のトピックスとして
は、2つのことが挙げられると思います。1つは、
バイオを使用しても肩関節だけはリウマチの
炎症による滑膜炎のコントロールが上手くいか
ないという患者さんに対して、関節鏡を用いた
手術（滑膜切除術や腱板縫合術など）の普及と
進歩が挙げられます。これには光学器械の進歩
と鏡視下手術の器械の進歩が関わっています。
　もう1つは、世界からはおよそ20年遅れました
が、2014年にリバース型人工肩関節（Reverse 
Shoulder Arthroplasty：RSA）（図1‐b）が
本邦でも使用可能になったことが挙げられ
ます。“RSA”は、従来の解剖学的な人工肩関
節全置換術（Anatomical Total Shoulder 
Arthroplasty：aTSA）（図1‐a）と異なり、腱板
が修復不可能でも人工肩関節全置換術が可能
ということで、多くのリウマチ患者さんにとって
福音となっています。
羽生：リバース型の使用ガイドラインでは腱
板再建の実績や人工骨頭あるいは人工肩関
節置換の経験がある程度ないと手術を担当
できないルールで、しかも手術例を全例登録
することが決まっています（日本整形外科学

会、ならびに日本人工関節学会のホームペー
ジを参照）。
池上：海外と日本のデバイスラグを解消する
ために、治験なしで使用許可申請をし、その
代わりに厳格なガイドラインの作成と運用を
要望されました。私自身は、その運用委員会と
ガイドラインの改訂に携わらせていただきまし
た。このRSAの認可は患者さんだけでなく、肩
関節外科医にとってもまさに待望の認可でし
た。この認可を待っていた患者さんも多数お
られたことから、2014年4月から2018年3月31
日までの4年間で約4,000例のRSA症例が登
録されました。それまでのaTSAは、年間500
例に達しない程度でしたから、非常に急激な
伸びです。私を含めて一部の先生達は、RSA
症例の数が多過ぎるのではないかと懸念して
います。確かにRSAはaTSAに比べて後療法
が容易で、自動挙上も比較的早期に可能とな
ります。しかし、安易にリバース型を使用する
のではなく、ガイドラインを遵守して手術適応
を決めていくことがとても大切です。

 
羽生：ところでリバース型を最初に行った先生
はどなたで、どんな形だったのですか？
池上：じつは世界最古の人工関節は、股関節で
も膝関節でもないのです。「手術器械のペアン・
コッヘル」でもよく知られているフランスの外科
医であるペアン先生（E, Jules Péan）が1893年
に行った人工肩関節が世界で最初の人工関節
全置換術と言われており、米国のワシントンDC
にあるスミソニアン博物館に世界最古の人工
関節として展示されています。この人工肩関節
はリバース型に近い制動性の高い人工肩関節
です（図2）。

　リウマチ足、手、頚椎、肘と手術のタイミングを取り上げてきたこのシリーズ。5ヵ所目の今回は「肩」です。昨年10月に日本肩関節学会の理事長に就任された池上博泰氏をゲストにお迎えし、

実は全身で最も古い人工肩関節置換術の歴史、近年の肩手術の進歩、そしてリウマチ医が知っておきたい肩手術のタイミングについてお聞きします。

羽生：従来型の人工肩関節は、上腕骨側にボー
ル状の骨頭をつくり、肩甲骨側をソケット（受
け皿）状として肩を動かします。リバース型は
それが逆ということですが、どんな利点があり
ますか？
池上：リバース型は、ボールとソケットが解剖
学的な位置と反転しているというだけでなく、
受け皿になる上腕骨頭側の凹みが深く作られて
います。そのため、RSAはかなり制動性の高い
人工関節となり、腱板が機能していなくても三
角筋さえ機能していれば自動での拳上動作が
可能になるという構造をしています。三角筋の
筋力がより有効に働くように、肩関節の運動
中心がより体の中心に近い位置になっている
ため、三角筋のレバーアームが長くなり挙上はよ
くなりますが、内外旋は腱板が緩むためあまり
改善しないという特徴があります。
羽生：また、リバース型の特徴として、腱板が
切れていても施行できるということですが、腱
板とはどんなものですか？
池上：肩関節は人体の中で最も可動域の大きい
関節です。その構造は、日本酒のおちょこの上
に野球のボールが乗っているようなイメージで、
大きな可動域を持っていますが、不安定なため
一番脱臼し易い関節でもあります。この不安定
な上腕骨頭を浅い凹みの肩甲骨関節面に保持
するために、肩関節周囲の筋肉がとても重要
となります。腱というのは筋肉が骨に付着する
部位ですが、上腕骨頭に筋肉が付着する部位
は、4つの腱が板のようになっているので腱板
と呼んでいます。肩関節の治療をする上では、
この腱板の状態を常に正しく評価しておくこ
とが大切となります。

 

羽生：関節リウマチの場合、肩の病変はどのよう
にして起こるのでしょうか。破壊の様式について
教えてください。
池上：いろいろな様式がありますが、多くの例
では図3のように進行していきます。最初は肩
関節に滑膜炎が生じて上腕骨頭の軟骨の無
い部分（bare area）から骨びらんが生じて関
節裂隙が狭小してきます。さらに進行すると
上腕骨頭の骨破壊とそれに伴う腱板断裂が生
じ、さらに肩甲骨にも骨破壊が生じてきます。
これらの変化に伴い上腕骨頭が内側化してい
きます。最終的には右端のX線画像のようにな
ります。

羽生：どんなことに注目すれば、肩病変を見逃さ
ず診察できますか？
池上：患者さんは“肩がだるい”、“肩がこる”、
“夜眠れない”などの訴えをしますが、病院に
よっては不定愁訴だと思われてしまうことがあ
ります。まずは患者さんの訴えをよく聞いてから、
画像を見るだけでなく、実際に患者さんを診察
することが大切です。上半身裸になってもらい、
肩関節周囲の腫脹や筋肉の萎縮を左右比べて、
詳細に診察して正確な身体所見を得ることが
重要です。さらに肩関節の各部位の圧痛の有無
を実際に触診することも大切です。肩関節では
画像所見で異常があっても、必ずしも痛みの原
因になっていない場合が多くあるので、圧痛の
有無は特に確かめる必要があります。
羽生：肩に夜間痛が起こりやすいメカニズムを
教えてください。
池上：膝関節や股関節と違って、肩関節の場合
は、夜、横になると眠れないという患者さんが
比較的多くいます。さまざまな理由が考えられ
ます。その1つは、起きているときには重力に
よって腕の重みで上腕骨頭は下方へ引っ張られ
ていますが、横になると上腕骨頭は下方に引っ
張られないため、上腕骨頭の上方にある肩峰下
滑液包や棘上筋腱などを圧迫して痛みを生じ
るというものです。傷んでいる肩関節を下に寝
返りをすると痛みで目が覚めてしまうなどの睡
眠障害で手術をしてほしいという人はかなり多
いですね。

羽生：そのように痛いときに、寝方を工夫するこ
とで、不眠を回避することはできますか？
池上：人間の体というのは肩甲骨の関節面が
真横ではなくおよそ30度前方を向いています。
これは人間が手を前で使うからということも関
係しています。仰向けに寝ると肩関節が伸展位
となり、上腕骨頭が前方に出てきて棘上筋腱
や肩甲下筋腱を圧迫し易くなります。これを防
ぐには、肩甲骨の下に枕などを入れてあげて、
少し横向きに寝ると眠り易くなります。
羽生：装具についてはいかがですか？
池上：大仰な装具は作っても使ってくれない
患者さんが多いので、私自身はあまり作って
いません。三角巾などで腕を吊るようなことも、

多くの例で内旋位と
なってしまい、さらに
内旋拘縮を生じると
日常生活動作での支
障が大きくなってしま
うので、やめていただ
いています。
　固定ではなく、運動
療法は積極的に行いま
す。手術が決まった患
者さんでも、あるいは
手術をしない患者さん
でも、運動によって現
在の可動域を確保する
ことは重要です。とくに

日常生活動作に直結する内外旋の可動域は重
要ですね。挙上については、上腕骨頭の変形が
強い例では、苦痛を与えるだけなのでしていま
せん。前にお辞儀をして、肩関節を重力によって
ぶらんぶらんして手で“円”を描くようにする“振
り子運動”をしてもらっています。あるいは歩く
ときに、肩を振ってもらうと、でんでん太鼓のよう
に手がついてきますので、そのように肩を振りな
がら歩いてもらっています。大事なことは、重力
をうまく使って拘縮を防ぎ、現在の可動域を維
持していくということですね。これらの運動は手
術後も行いますが、術後の痛い時期に突然指導
しても上手くできないことが多いので、手術前
に指導をして、力を抜いて重力を上手く使うコツ
を会得してもらっておきます。

羽生：それでは、いよいよ手術のタイミングを教
えてください。どのような状態になったら外科医
に紹介するべきでしょうか。
池上：患者さんの主な訴えは、痛みと動きが悪
い（機能障害）という2つに分けられます。痛み
については、さきほどもお話しした、夜間痛に
よって睡眠障害が生じている場合があります
ので、夜眠れているかどうかを必ず聞いていま
す。夜間痛で睡眠障害を生じてくると患者さん
は鬱々としてきますので手術も考慮する必要
があります。もう1つの動きが悪いというのは、
特に内外旋です。東京で診療しているせいか、
挙上ができなくて手術を希望するというよりは、
内外旋が制限されていて、手が顔に届かない
（内旋拘縮による外旋制限）や下着をあげるこ
とができない（内旋制限）ということで手術を
希望される患者さんがいます。動きが悪いだけ
で手術を希望するという患者さんはそれほど
多くはありませんが、日常生活動作で支障が大
きく出ている場合には、手術も考慮する必要が
あります。
羽生：なるほど。患者さんから「寝ると痛いの
で、不眠です」という訴えがあった場合、内外
旋によってADLが落ちた場合は、肩の専門医
に一度、見てもらいましょう。そして、前述の
骨・関節の破壊と腱板損傷の有無、さらには
年齢で手術適応が分かれますよね。人工肩関
節の機種別適応（図4）について、お話しいた
だけますか。
池上：手術をする側からすると、骨破壊が進ん
で骨欠損が大きくなった場合には手術が難しく
なります。骨欠損でも上腕骨側の骨破壊はある
程度許容できますが、肩甲骨はもともと骨が薄く
てbone stock（骨量）が少ないので、骨破壊が進
んでしまうと（図4の「＋＋」のような場合）、肩甲
骨のインプラントの設置には相当な技術が必要
になります。また手術後の動きは残存している
腱板によりますので、本来であれば腱板が切れ
てしまう前にご紹介していただけると手術後の
肩関節の動きもより改善します。図4にあります
ように、上腕骨頭のみの破壊であれば人工骨頭
を、肩甲骨の破壊もあって腱板が修復可能で
あれば従来のaTSAを、腱板の修復が不可能
であればRSAを行うと使い分けています。

羽生：それでは適切な時期に手術を行った例を、
症例写真で見ていきましょう。
池上：76歳、男性、盛岡在住で、農作業をされる
方です（図5）。腱板が修復可能であったので、
従来型のaTSAを行いました。写真は、手術後5
年で痛みなく動き、農作業にも従事しています。
65～70歳を超えた方にはaTSAはとても有効で
あり、除痛効果は非常に高く、手術後の動きは
腱板が残っていれば可動域の改善も著明です。
羽生：2010年までは腱板が機能していないと人
工骨頭置換しかできず、骨頭だけだと痛みが
すっきりしないこともありました。現在、そういっ
た症例はリバース型の適応ですが、成績はどう
ですか？
池上：手術適応をしっかりと守れば、その治療成
績はとても良いです。こちらは70歳、女性、RSA
を行って2年後です（図6）。痛くて夜眠れず、内外
旋もほとんどできずに、挙上も30°くらいの患者
さんでした。単純X線像では肩甲骨関節面の上
方に骨欠損があり、腱板損傷もあります。典型的
な肩関節リウマチ例ですね。手術後は挙上動作
も劇的に改善し、内外旋も著明に改善しました。
後ろで手もつなげられるようになり、日常生活動
作が一変したと非常に満足していただきました。
羽生：若い方で従来型での置換例はありますか？
池上：35歳、女性、キャビンアテンダントで私が人
工肩関節全置換術をしたなかで最年少の方で
す（図7）。単純X線像では関節裂隙がほとんど
消失しており、夜間痛も強く可動域制限も著明
でした。腱板は菲薄化していましたが、残存して
いたので従来型のaTSAを行い、肩甲下筋を引
き上げて棘上筋腱を補強しています。手術後す
ぐに痛みが取れたので、左肩関節の手術後、2ヵ
月で右肩関節の手術も希望され、両肩にaTSA
を行っています。手術後は痛みもなくなり、挙上
動作も全く問題なくなりましたので、高いところ
の扉も閉められるようになり、キャビンアテンダ
ントの仕事にも復帰しました。若い患者さんで
TSAを行った場合の問題点は、人工の上腕骨頭
と腱板は直接接していますので、痛み無くどんど
ん使っていると、生活しているうちに腱板がどん
どん菲薄化していき最後は断裂してしまうリスク
があります。腱板が断裂して人工の上腕骨頭が
球心性を保てなくなり、上下に異常な動きをしだ
すと肩甲骨側のコンポーネントにゆるみが生じて
くるリスクが高くなります。現在、手術後14年経
過して、やはりだいぶ薄くなってきています。腱
板が断裂して手が上がらなくなったり痛みが出
てくるようなことになった場合には、再置換術も
考慮しないといけません。若い患者さんに人工
関節全置換術を行う場合には、常に再置換術の
ことを見据えて初回の手術をするべきです。この
患者さんでは、次の手術の場合にも緩みの無い
上腕骨ステムをそのままで、関節部分のみ再置
換術の可能な、手術当時に本邦で使用できる一
番モジュラリティの高い機種を選択してあります。
羽生：人工肩関節の合併症とその対策について
はどのように考えておられますか。
池上：合併症の中でも、感染とインプラント周囲
骨折が特に問題となるかと思います。関節リウ
マチに対する人工関節手術では、免疫抑制剤等

の投薬によって通常よ
りは感染リスクが高く
なります。また関節リウ
マチでは骨の脆弱性が
あり、さらに生物学的
製剤の導入などによっ
て関節リウマチ患者さ
んの活動性があがって
いて、手術後にインプラ
ント周囲骨折を生じる
例が増えています。特
に人工肩関節と人工肘
関節の両方が入ってい
る症例では、注意が必
要です。

羽生：最後に、今後のリウマチ肩治療の展望に
ついて、先生のお考えをお聞かせください。
池上：膝関節、股関節の人工関節手術と比べる
と、肩関節の人工関節全置換術は非常に少なく、
年間に膝関節の1/40、股関節の1/20くらいの症
例数です。そのため、治療成績の施設間格差が
どうしても大きく、術者によって結果に差がある
のが現状です。将来的には、術者が誰でも同じ
結果が得られるように、手術器械、インプラント、
手技の改良が進められていくと考えています。

特に、ナビゲーションシステムや手術ロボットに
よる手術支援は私の所でも実際に導入していま
すが、この格差の解消には有効だと思います。
また、世界的な流れとして、患者さんにやさしい
低侵襲手術が目指されていて、関節鏡視下に部
品を送り込んで肩関節内で人工肩関節を組み
立てて置換するような手術も実際にフランスで
行われています。また再生医療の進歩によって
は、人工関節に一部患者さん自身の細胞を組み
込んだハイブリット型人工関節なども開発され
てくるかもしれません。
羽生：なるほど、それは夢のあるお話ですね。
本日はありがとうございました。

実地リウマチ医のための簡便ですぐ役に立つ手引き
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対談当日の池上氏（左）と羽生編集員（右）。大手町にて。
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話し手：池上 博泰 氏／東邦大学医学部整形外科学講座 教授
聞き手：羽生 忠正 氏／長岡赤十字病院 名誉リウマチセンター長

羽生：本日は長きにわたり肩関節の治療発展に
尽力されてきた池上先生に、「リウマチ肩手術
のタイミング」をうかがいたいと思います。池上
先生、本日はよろしくお願いします。
池上：よろしくお願いいたします。
羽生：最初に、肩とリウマチ患者さんについて、
近年のトピックスと池上先生ご自身のお考え
をお話しいただけますか。
池上：生物学的製剤（バイオ）の登場により、
ここ10年くらいは、肩関節が破壊されるような
重症例は昔と比べて明らかに減っています。
そんな中での肩関節領域のトピックスとして
は、2つのことが挙げられると思います。1つは、
バイオを使用しても肩関節だけはリウマチの
炎症による滑膜炎のコントロールが上手くいか
ないという患者さんに対して、関節鏡を用いた
手術（滑膜切除術や腱板縫合術など）の普及と
進歩が挙げられます。これには光学器械の進歩
と鏡視下手術の器械の進歩が関わっています。
　もう1つは、世界からはおよそ20年遅れました
が、2014年にリバース型人工肩関節（Reverse 
Shoulder Arthroplasty：RSA）（図1‐b）が
本邦でも使用可能になったことが挙げられ
ます。“RSA”は、従来の解剖学的な人工肩関
節全置換術（Anatomical Total Shoulder 
Arthroplasty：aTSA）（図1‐a）と異なり、腱板
が修復不可能でも人工肩関節全置換術が可能
ということで、多くのリウマチ患者さんにとって
福音となっています。
羽生：リバース型の使用ガイドラインでは腱
板再建の実績や人工骨頭あるいは人工肩関
節置換の経験がある程度ないと手術を担当
できないルールで、しかも手術例を全例登録
することが決まっています（日本整形外科学

会、ならびに日本人工関節学会のホームペー
ジを参照）。
池上：海外と日本のデバイスラグを解消する
ために、治験なしで使用許可申請をし、その
代わりに厳格なガイドラインの作成と運用を
要望されました。私自身は、その運用委員会と
ガイドラインの改訂に携わらせていただきまし
た。このRSAの認可は患者さんだけでなく、肩
関節外科医にとってもまさに待望の認可でし
た。この認可を待っていた患者さんも多数お
られたことから、2014年4月から2018年3月31
日までの4年間で約4,000例のRSA症例が登
録されました。それまでのaTSAは、年間500
例に達しない程度でしたから、非常に急激な
伸びです。私を含めて一部の先生達は、RSA
症例の数が多過ぎるのではないかと懸念して
います。確かにRSAはaTSAに比べて後療法
が容易で、自動挙上も比較的早期に可能とな
ります。しかし、安易にリバース型を使用する
のではなく、ガイドラインを遵守して手術適応
を決めていくことがとても大切です。

 
羽生：ところでリバース型を最初に行った先生
はどなたで、どんな形だったのですか？
池上：じつは世界最古の人工関節は、股関節で
も膝関節でもないのです。「手術器械のペアン・
コッヘル」でもよく知られているフランスの外科
医であるペアン先生（E, Jules Péan）が1893年
に行った人工肩関節が世界で最初の人工関節
全置換術と言われており、米国のワシントンDC
にあるスミソニアン博物館に世界最古の人工
関節として展示されています。この人工肩関節
はリバース型に近い制動性の高い人工肩関節
です（図2）。

　リウマチ足、手、頚椎、肘と手術のタイミングを取り上げてきたこのシリーズ。5ヵ所目の今回は「肩」です。昨年10月に日本肩関節学会の理事長に就任された池上博泰氏をゲストにお迎えし、

実は全身で最も古い人工肩関節置換術の歴史、近年の肩手術の進歩、そしてリウマチ医が知っておきたい肩手術のタイミングについてお聞きします。

羽生：従来型の人工肩関節は、上腕骨側にボー
ル状の骨頭をつくり、肩甲骨側をソケット（受
け皿）状として肩を動かします。リバース型は
それが逆ということですが、どんな利点があり
ますか？
池上：リバース型は、ボールとソケットが解剖
学的な位置と反転しているというだけでなく、
受け皿になる上腕骨頭側の凹みが深く作られて
います。そのため、RSAはかなり制動性の高い
人工関節となり、腱板が機能していなくても三
角筋さえ機能していれば自動での拳上動作が
可能になるという構造をしています。三角筋の
筋力がより有効に働くように、肩関節の運動
中心がより体の中心に近い位置になっている
ため、三角筋のレバーアームが長くなり挙上はよ
くなりますが、内外旋は腱板が緩むためあまり
改善しないという特徴があります。
羽生：また、リバース型の特徴として、腱板が
切れていても施行できるということですが、腱
板とはどんなものですか？
池上：肩関節は人体の中で最も可動域の大きい
関節です。その構造は、日本酒のおちょこの上
に野球のボールが乗っているようなイメージで、
大きな可動域を持っていますが、不安定なため
一番脱臼し易い関節でもあります。この不安定
な上腕骨頭を浅い凹みの肩甲骨関節面に保持
するために、肩関節周囲の筋肉がとても重要
となります。腱というのは筋肉が骨に付着する
部位ですが、上腕骨頭に筋肉が付着する部位
は、4つの腱が板のようになっているので腱板
と呼んでいます。肩関節の治療をする上では、
この腱板の状態を常に正しく評価しておくこ
とが大切となります。

 

羽生：関節リウマチの場合、肩の病変はどのよう
にして起こるのでしょうか。破壊の様式について
教えてください。
池上：いろいろな様式がありますが、多くの例
では図3のように進行していきます。最初は肩
関節に滑膜炎が生じて上腕骨頭の軟骨の無
い部分（bare area）から骨びらんが生じて関
節裂隙が狭小してきます。さらに進行すると
上腕骨頭の骨破壊とそれに伴う腱板断裂が生
じ、さらに肩甲骨にも骨破壊が生じてきます。
これらの変化に伴い上腕骨頭が内側化してい
きます。最終的には右端のX線画像のようにな
ります。

羽生：どんなことに注目すれば、肩病変を見逃さ
ず診察できますか？
池上：患者さんは“肩がだるい”、“肩がこる”、
“夜眠れない”などの訴えをしますが、病院に
よっては不定愁訴だと思われてしまうことがあ
ります。まずは患者さんの訴えをよく聞いてから、
画像を見るだけでなく、実際に患者さんを診察
することが大切です。上半身裸になってもらい、
肩関節周囲の腫脹や筋肉の萎縮を左右比べて、
詳細に診察して正確な身体所見を得ることが
重要です。さらに肩関節の各部位の圧痛の有無
を実際に触診することも大切です。肩関節では
画像所見で異常があっても、必ずしも痛みの原
因になっていない場合が多くあるので、圧痛の
有無は特に確かめる必要があります。
羽生：肩に夜間痛が起こりやすいメカニズムを
教えてください。
池上：膝関節や股関節と違って、肩関節の場合
は、夜、横になると眠れないという患者さんが
比較的多くいます。さまざまな理由が考えられ
ます。その1つは、起きているときには重力に
よって腕の重みで上腕骨頭は下方へ引っ張られ
ていますが、横になると上腕骨頭は下方に引っ
張られないため、上腕骨頭の上方にある肩峰下
滑液包や棘上筋腱などを圧迫して痛みを生じ
るというものです。傷んでいる肩関節を下に寝
返りをすると痛みで目が覚めてしまうなどの睡
眠障害で手術をしてほしいという人はかなり多
いですね。

羽生：そのように痛いときに、寝方を工夫するこ
とで、不眠を回避することはできますか？
池上：人間の体というのは肩甲骨の関節面が
真横ではなくおよそ30度前方を向いています。
これは人間が手を前で使うからということも関
係しています。仰向けに寝ると肩関節が伸展位
となり、上腕骨頭が前方に出てきて棘上筋腱
や肩甲下筋腱を圧迫し易くなります。これを防
ぐには、肩甲骨の下に枕などを入れてあげて、
少し横向きに寝ると眠り易くなります。
羽生：装具についてはいかがですか？
池上：大仰な装具は作っても使ってくれない
患者さんが多いので、私自身はあまり作って
いません。三角巾などで腕を吊るようなことも、

多くの例で内旋位と
なってしまい、さらに
内旋拘縮を生じると
日常生活動作での支
障が大きくなってしま
うので、やめていただ
いています。
　固定ではなく、運動
療法は積極的に行いま
す。手術が決まった患
者さんでも、あるいは
手術をしない患者さん
でも、運動によって現
在の可動域を確保する
ことは重要です。とくに

日常生活動作に直結する内外旋の可動域は重
要ですね。挙上については、上腕骨頭の変形が
強い例では、苦痛を与えるだけなのでしていま
せん。前にお辞儀をして、肩関節を重力によって
ぶらんぶらんして手で“円”を描くようにする“振
り子運動”をしてもらっています。あるいは歩く
ときに、肩を振ってもらうと、でんでん太鼓のよう
に手がついてきますので、そのように肩を振りな
がら歩いてもらっています。大事なことは、重力
をうまく使って拘縮を防ぎ、現在の可動域を維
持していくということですね。これらの運動は手
術後も行いますが、術後の痛い時期に突然指導
しても上手くできないことが多いので、手術前
に指導をして、力を抜いて重力を上手く使うコツ
を会得してもらっておきます。

羽生：それでは、いよいよ手術のタイミングを教
えてください。どのような状態になったら外科医
に紹介するべきでしょうか。
池上：患者さんの主な訴えは、痛みと動きが悪
い（機能障害）という2つに分けられます。痛み
については、さきほどもお話しした、夜間痛に
よって睡眠障害が生じている場合があります
ので、夜眠れているかどうかを必ず聞いていま
す。夜間痛で睡眠障害を生じてくると患者さん
は鬱々としてきますので手術も考慮する必要
があります。もう1つの動きが悪いというのは、
特に内外旋です。東京で診療しているせいか、
挙上ができなくて手術を希望するというよりは、
内外旋が制限されていて、手が顔に届かない
（内旋拘縮による外旋制限）や下着をあげるこ
とができない（内旋制限）ということで手術を
希望される患者さんがいます。動きが悪いだけ
で手術を希望するという患者さんはそれほど
多くはありませんが、日常生活動作で支障が大
きく出ている場合には、手術も考慮する必要が
あります。
羽生：なるほど。患者さんから「寝ると痛いの
で、不眠です」という訴えがあった場合、内外
旋によってADLが落ちた場合は、肩の専門医
に一度、見てもらいましょう。そして、前述の
骨・関節の破壊と腱板損傷の有無、さらには
年齢で手術適応が分かれますよね。人工肩関
節の機種別適応（図4）について、お話しいた
だけますか。
池上：手術をする側からすると、骨破壊が進ん
で骨欠損が大きくなった場合には手術が難しく
なります。骨欠損でも上腕骨側の骨破壊はある
程度許容できますが、肩甲骨はもともと骨が薄く
てbone stock（骨量）が少ないので、骨破壊が進
んでしまうと（図4の「＋＋」のような場合）、肩甲
骨のインプラントの設置には相当な技術が必要
になります。また手術後の動きは残存している
腱板によりますので、本来であれば腱板が切れ
てしまう前にご紹介していただけると手術後の
肩関節の動きもより改善します。図4にあります
ように、上腕骨頭のみの破壊であれば人工骨頭
を、肩甲骨の破壊もあって腱板が修復可能で
あれば従来のaTSAを、腱板の修復が不可能
であればRSAを行うと使い分けています。

羽生：それでは適切な時期に手術を行った例を、
症例写真で見ていきましょう。
池上：76歳、男性、盛岡在住で、農作業をされる
方です（図5）。腱板が修復可能であったので、
従来型のaTSAを行いました。写真は、手術後5
年で痛みなく動き、農作業にも従事しています。
65～70歳を超えた方にはaTSAはとても有効で
あり、除痛効果は非常に高く、手術後の動きは
腱板が残っていれば可動域の改善も著明です。
羽生：2010年までは腱板が機能していないと人
工骨頭置換しかできず、骨頭だけだと痛みが
すっきりしないこともありました。現在、そういっ
た症例はリバース型の適応ですが、成績はどう
ですか？
池上：手術適応をしっかりと守れば、その治療成
績はとても良いです。こちらは70歳、女性、RSA
を行って2年後です（図6）。痛くて夜眠れず、内外
旋もほとんどできずに、挙上も30°くらいの患者
さんでした。単純X線像では肩甲骨関節面の上
方に骨欠損があり、腱板損傷もあります。典型的
な肩関節リウマチ例ですね。手術後は挙上動作
も劇的に改善し、内外旋も著明に改善しました。
後ろで手もつなげられるようになり、日常生活動
作が一変したと非常に満足していただきました。
羽生：若い方で従来型での置換例はありますか？
池上：35歳、女性、キャビンアテンダントで私が人
工肩関節全置換術をしたなかで最年少の方で
す（図7）。単純X線像では関節裂隙がほとんど
消失しており、夜間痛も強く可動域制限も著明
でした。腱板は菲薄化していましたが、残存して
いたので従来型のaTSAを行い、肩甲下筋を引
き上げて棘上筋腱を補強しています。手術後す
ぐに痛みが取れたので、左肩関節の手術後、2ヵ
月で右肩関節の手術も希望され、両肩にaTSA
を行っています。手術後は痛みもなくなり、挙上
動作も全く問題なくなりましたので、高いところ
の扉も閉められるようになり、キャビンアテンダ
ントの仕事にも復帰しました。若い患者さんで
TSAを行った場合の問題点は、人工の上腕骨頭
と腱板は直接接していますので、痛み無くどんど
ん使っていると、生活しているうちに腱板がどん
どん菲薄化していき最後は断裂してしまうリスク
があります。腱板が断裂して人工の上腕骨頭が
球心性を保てなくなり、上下に異常な動きをしだ
すと肩甲骨側のコンポーネントにゆるみが生じて
くるリスクが高くなります。現在、手術後14年経
過して、やはりだいぶ薄くなってきています。腱
板が断裂して手が上がらなくなったり痛みが出
てくるようなことになった場合には、再置換術も
考慮しないといけません。若い患者さんに人工
関節全置換術を行う場合には、常に再置換術の
ことを見据えて初回の手術をするべきです。この
患者さんでは、次の手術の場合にも緩みの無い
上腕骨ステムをそのままで、関節部分のみ再置
換術の可能な、手術当時に本邦で使用できる一
番モジュラリティの高い機種を選択してあります。
羽生：人工肩関節の合併症とその対策について
はどのように考えておられますか。
池上：合併症の中でも、感染とインプラント周囲
骨折が特に問題となるかと思います。関節リウ
マチに対する人工関節手術では、免疫抑制剤等

の投薬によって通常よ
りは感染リスクが高く
なります。また関節リウ
マチでは骨の脆弱性が
あり、さらに生物学的
製剤の導入などによっ
て関節リウマチ患者さ
んの活動性があがって
いて、手術後にインプラ
ント周囲骨折を生じる
例が増えています。特
に人工肩関節と人工肘
関節の両方が入ってい
る症例では、注意が必
要です。

羽生：最後に、今後のリウマチ肩治療の展望に
ついて、先生のお考えをお聞かせください。
池上：膝関節、股関節の人工関節手術と比べる
と、肩関節の人工関節全置換術は非常に少なく、
年間に膝関節の1/40、股関節の1/20くらいの症
例数です。そのため、治療成績の施設間格差が
どうしても大きく、術者によって結果に差がある
のが現状です。将来的には、術者が誰でも同じ
結果が得られるように、手術器械、インプラント、
手技の改良が進められていくと考えています。

特に、ナビゲーションシステムや手術ロボットに
よる手術支援は私の所でも実際に導入していま
すが、この格差の解消には有効だと思います。
また、世界的な流れとして、患者さんにやさしい
低侵襲手術が目指されていて、関節鏡視下に部
品を送り込んで肩関節内で人工肩関節を組み
立てて置換するような手術も実際にフランスで
行われています。また再生医療の進歩によって
は、人工関節に一部患者さん自身の細胞を組み
込んだハイブリット型人工関節なども開発され
てくるかもしれません。
羽生：なるほど、それは夢のあるお話ですね。
本日はありがとうございました。

実地リウマチ医のための簡便ですぐ役に立つ手引き

リウマチ肩手術のタイミング

a b

図1 従来型とリバース型

図3 リウマチ肩の破壊様式
図4 人工肩関節の機種別適応

図5 症例①：従来型 76歳, 男性

図2 世界最古の人工関節

人工関節全置換術の歴史
1893年 E. Jules Péan

肩とリウマチ患者さん

従来型とリバース型

肩の病変はどのようにして
起こるのか：破壊の様式

適正な時期に手術を行った症例

手術の前にできること：
装具と日常生活の工夫

リウマチ肩手術の将来展望

肩病変を見逃さないために：
注目すべき症状

肩手術のタイミング：どのような
状態になったら外科医に紹介すべきか

Anatomical TSA
Inner muscle(腱板）

＋
Outer muscle（三角筋）

Reverse TSA
Outer muscleのみ＝三角筋

2014年4月から認可
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リバース型TSA （RSA）

骨・軟骨破壊

選択肢の使い分け人工肩関節の手術
肩甲骨＋＋肩甲骨＋骨頭のみ＋
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challenging

aTSA
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HHR / aTSA
HHR / RSA

術前XP

腱板損傷
－
＋

術後5年XP

手術前

手術後14年

図6 症例②：リバース型 70歳, 女性

図7 症例③：若年の従来型 35歳, 女性

手術前

手術後2年

対談当日の池上氏（左）と羽生編集員（右）。大手町にて。

令和元年 5 月 1 日発行　No. 154 日本リウマチ財団ニュース 　 　　　3



AD_ENB_370×250_ 枠有 _noDI_4C
ENB72J001B

2019年3月作成ENB72J001B

4 　 日本リウマチ財団ニュース 令和元年 5 月 1 日発行　No. 154



後藤：今回のリウマチ人は、はじめて女性医
師をお招きしました。千葉中央メディカル
センターアレルギー疾患リウマチ科部長の
猪熊茂子先生です。本日は、先生が医師に
なられたきっかけから、人生の信条、後輩へ
のメッセージまで、幅広くうかがっていきたい
と思います。最初に、医師になられたきっ
かけから教えていただけますか？
猪熊：東京大学の理科二類に入学すると、
大学３年目で学部を選択しないといけなかっ
たのですが、どの学部を選んでいいかわか
らなくて大学の構内を歩き回りながら悩んだこ
とを思い出します。当時の私には、理学部
や農学部を選んだ場合、自分の将来がどん
なふうになっていくのかイメージが湧きません
でした。ただ医学部は“医者”になるんだと
はっきり未来が見えて、その点が良かったの
かもしれません。結果、医学部を選んだこと
が、医師になるきっかけです。
後藤：ご卒業された 1967 年頃は、混乱の
時代でしたね。 
猪熊：医学部闘争・学生運動の真っただ
中で、私たちの学年は医師国家試験も従
来通りには受けません。卒業後は大学の医
局に入らず、自分たち自身で市中の病院を
割り振って研修に行くことにしました。
　私は三楽病院の内科に行きましたが、そ
こで出会いがありました。東大の物療内科
に席をおいておられる先輩がいらっしゃって、
彼らが鍼の手ほどきをしてくださったり、勉強
会に連れていってくださったりしたのです。最
初から「リウマチをやろう」とか、「アレルギー
をやろう」という意志はなかったのですが、
その流れがきっかけの一つだと思います。

後藤：三楽病院で２年お勤めの後、東京大
学に戻られて物療内科に入局されますね。
猪熊：当時は北病棟っていう病棟がありまして、
そこで物療内科のアレルギーや膠原病、関節
リウマチなどの入院患者さんを受け持って診
ていました。
後藤：実は私、学生時代にお会いしてい
ます。
猪熊：そうなの？
後藤：私は日本大学の 6 年生だった時に、
学外での実習を行ってよい期間がありました。
東大の物療内科での研修後に、駒込病院の

アレルギー膠原病科で猪熊先生に付いて勉強
させていただいたんですよ。猪熊先生は一
学生のことなんて覚えてらっしゃらないでしょ
うけど、膠原病に関しては、先生が私の初
めての師匠です。
　ともかく先生は、患者さんをジロジロ見て
おられましたね（笑）。お布団もなにもかも
全部引き剥がして、絶対小さなことも見逃さ
ないって感じで。当時、その姿勢にすごく
衝撃を受けました。今でも基本中の基本だと
思って心に留めています。
猪熊：そうですよ。まさに全部引き剥がして
います。今も引き剥がしていますよ（笑）。
後藤：検査に頼らず、患者さんご自身をき
ちんと診ないと診断できないですよね。
猪熊：まさに私が言いたいことはそれです！　
１に「主訴とヒストリー」ですね。患者さん
がおっしゃることが１番で、２番目が理学的
初見、３、４がなくて、その後かもしれないく
らいに検査所見、画像初見です。
　そうですか…。私の言いたかったことが
後藤先生に伝わっていたことが、今、本当
に嬉しいです。思い起こせば、物療内科で
ご一緒した先生たちはそこが通じ合える方
が多く、私は恵まれていました。駒込病院
に移った当初はアレルギー膠原病科の医師
は２人でしたが、患者さんがどんどん増えて
いって最大で医師 8 名体制にまでなりました。
ありがたいことに、いろいろなことを見付ける
ことができ、学会などで発表もさせてもらいま
した。有効な診療法になっています。

後藤：先生が「これは何だろう？」と心のなか
で引っかかったことが、長いこと臨床をやって
いく中で真実に繋がっていくのかなと思うの
ですが、いかがでしょうか？
猪熊：「ベッドの上に真実が寝ている」って
お話ししたことあったかしら？　私はベッドに
寝ている患者さんそのものが真実だと思って

います。ある気付きに繋がる病態を持った
患者さんが 1 人いるとするでしょ？　「あれ？」っ
て思いますよね。同じような病態を持っている
2 人目もいると。3 人目もいると。そこまでくる
と、それがおおむね真実なのですよ。4 人目
5 人目の患者さんはそれを再確認、検証する
例になる。６人目の患者さんではペーパーが
書けてしまいます。
　今は、住民の５千人、1 万人をフォローし
ましたっていうマス・サーベイランスが主流
ですよね。私は一市中の一臨床医ですけ
れど、一臨床医が診て、真実を発見するこ
とができるというサイエンスをもっと大事にし
て欲しいと思っています。
後藤：少数例で真実を見つけ出すことと、大
規模で診ることとは、やはり別なのでしょうか？
猪熊：両輪だと思います。両方必要だけれ
ど、臨床医としては、少数の患者さんから
導く真実というのも絶対に必要だと思ってい
ます。なんといっても目の前にある真実です
し、“ベッドの上に真実が寝ている”のです。
後藤：先生の臨床家としての生きざまが反映
されたお言葉ですね。しかし日本の病院では
非常に短い時間で患者さんを診なくてはな
らず、先ほどの話ではないですが、それこ
そ全部引き剥がせないときもありませんか？
猪熊：引き剥がすのにそれほど時間はかかり
ませんよ。私は回診に行くと必ず患者さんの
お布団を剥がしますし、とにかく触わります。
見ること、聴くことも大事ですが、なにより触
ることを大切にしています。手はものすごい
感覚を持っています。触れば体温も関節や
筋肉の状態も、すべて分かりますよね。
後藤：私は自分で触った感覚とか変化を記録
するようにしています。
猪熊：記録するとよく分かりますよね。今電子
カルテが進歩していて便利ですけれど、手
描きのスケッチができなくなったことは残念に
思っています。写真を撮って残すことはできま
すが、スケッチはとくに大事なことを抜き出す
ことができるので、とっても優れた記録方法
です。
後藤：まさに後輩に伝えていきたいお話で
すね。

後藤：ところで、先生は特別印象に残って
いる患者さんはいますか？

猪熊：全員が頭に浮かんできてしまいますが、
やはり亡くなった方でしょうか……。20 代の
患者さんですが、血栓性微小血管障害症（Ｔ
ＭＡ）で亡くなった方がいて辛かったですね。
あとはマクロファージ活性化症候群（ＭＡＳ）
で亡くなった方も印象に残っています。
後藤：それは辛いですね。
猪熊：ＭＡＳは、何時間かで急性転帰を取り
得るのが特徴です。朝ニコニコ話をしていて、
夕方亡くなるのがＭＡＳですね。今元気そう
に話をしていても、この方は注意した方が
良いかもしれないということは、ちゃんと患者
さんを診ていれば分かります。その患者さん
をＭＡＳで亡くした後は、二度とＭＡＳで死な
せないぞって思いました。
　実際、そうしてきているんですよ。私は
1981 年に都立駒込病院のアレルギー膠原病
科に移りますが、入院の患者数が最初は年
50 例くらいだったのが、2008 年に日本赤十
字社医療センターに移るときには 400 例を超
していました。患者数が増えれば死亡例も増
えるはずですよね。ところが死亡例は横ばい
で、年間 10 例弱のまま。この入院例数の
増加と死亡例の非増加という乖離が私なりの
臨床医学の進歩です。
　そして亡くなった患者さんが教えてくれる、
残してくれることは大きく、財産だと思ってい
ます。剖検させてくださる方もいらっしゃって、
剖検率が 70％に達したこともありました。患
者さんのお気持ちは無駄にできないですし、
必ず次の患者さんのためにつなげていかなく
てはいけないですね。

後藤：駒込病院の後、2008 年には日本赤
十字社医療センターに移られますが、そこで
のお話をお聞かせください。
猪熊：日赤は、駒込病院を定年退官後でし
た。客観的に考えたら、定年後に部長に
した日赤はすごいと思いますね。世の中が
もっとそうなればいいのにと思います。
後藤：日赤時代の印象的なエピソードはどん
なことでしょうか？
猪熊：患者さんの出産です。話は駒込にい
たときにさかのぼりますが、お正月、全然知
らない病院から自宅に、「肺高血圧症（ＰＨ）
の急患を診て貰いたい！」と電話かかってきま
した。対応し、無事回復してよかったのです
が、のちにその患者さんが結婚して出産を希
望されたとき、大学の婦人科に行っても再々
断られてしまって……私が日赤に移った後に、
頼っていらしたことがありました。
　最初は日赤の産科も受けてくれませんでし
た。しかし同じ病院で仕事をしているうちに
段 と々私たちの診療を理解してくれるように

膠原病を軸とした臨床家の先駆者としてだけでなく、日本温泉気候物理医学会の前

理事長を務められるなど、多方面でご活躍の猪熊茂子氏。「真実はベッドの上にある」

という猪熊氏の診察を学生時代に目の当りにした後藤編集員は、その熱心さに衝撃

を受けたと語ります。猪熊氏が患者さんとともに切り開いてきた険しい道のりから、

臨床家、医師としての神髄をひも解いていきます。

母校出身の先輩医師による
手ほどきがきっかけに

患者の声に耳を傾けて
適切な診察に心血を注ぐ

患者の病態から
真実を導き出す日々

死亡例の非増加から
臨床医学の進歩を実感

妊娠、出産を望む
患者さんをサポート

ベッドの上に
真実が眠っている

千葉中央メディカルセンター
アレルギー疾患リウマチ科部長
猪熊 茂子 氏
聞き手	：	後藤	美賀子	編集員
	 	 国立成育医療研究センター	妊娠と薬情報センター
題字・仲村一郎 編集長

東京大学物療内科元教授の堀内淑彦氏と。「“物内”を大きく
発展させ、熱く愛された人物です」（猪熊氏）。

おなじく“物内”出身の佐々木智也氏（東京大学保健センター
元教授）を囲んで、保健センターの職員旅行の様子。

「手はものすごい感覚を持っています」と話す猪熊氏。

「駒込病院の猪熊先生のお部屋でお話ししたのがいい思い出
です」と語る後藤編集員。
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Q1. 皮疹を詳細に観察して、視診所見を記載してください（図1．2.）。日本財団リウマチニュース、
 No148,150,151,153の画像クイズを参照していただくと記載できます。

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

皮膚科

第6回
症例は50才代男性、農夫である。高血圧と全身の倦怠感で1～2ヶ月に1回程度の頻度で通院中である。今回は「ここ数ヶ月、野菜類か農薬でかぶれた
手の湿疹がだんだん悪化して良くならない。」と言うことも訴えられた。

Q2. 湿疹であるか、そうで無いか所見の説明から絶対的診断をしてください。また、皮疹所見からの
 根拠を説明して鑑別診断をあげてください。

A1. 　図1の広範囲の図では、手背全体に紅斑が見られる。小指、
薬指では直径数mmの小斑状の紅斑が連続
して樹枝状に配列している。示指、中指のPIP
関節とMP関節の間の手背皮膚には紅斑の
中央部に大きな環状の鱗屑が見られる。関節
背部には薬指では一部丘疹状の角化があるが、

示指、中指にはなく、周囲から連続した紅斑が
見られ、皺の間の皮膚が腫脹して浮腫がある
ように見える。また、手背および指全体に紅斑
が見られる。
　図2, 3の拡大図を見ると、どの部分の皮膚
にも、漿液性丘疹がなく、0.5ｍｍ程度の点
状の痂皮もなく、直径約1ｍｍ環状鱗屑もな

A2. 　どの部分の皮膚にも、漿液性丘疹無く、0.5ｍｍ程度の点状の
痂皮もなく，直径約1ｍｍ環状鱗屑もないこと、
また、小指では表皮に異常の無い（角化など）
紅斑があることから野菜や農薬などによる
アレルギー性接触皮膚炎は否定できる（日本
財団リウマチニュース、No148,150,151, 
153の画像クイズを参照）。
　PIP・MP関節間の皮膚の紅斑に付着した鱗
屑はやや灰色がかった肌理、皮溝のない魚鱗
様鱗屑で辺縁がめくれて白色調になっている。

これは剝離遅延型の鱗屑を示しており、これ
は病理組織学的に基底細胞の変性、壊死の所
見である（「皮疹の因数分解・ロジック診断：
北島康雄、2018，11月発刊、秀潤社」を参考、
詳細な解説あり）。さらに爪隔の角化、爪上
皮の粗造化と延長も、基底細胞の液状変性を
反映したものである。すなわち、基底細胞の変
性のために有棘細胞の供給ができなくなり、
上皮のターンオーバーが延長し、角層の滞留
時間が長くなり、角層耐性疲労状態となり、
外力の繰り返し当たるところ（爪上皮、爪隔

い。一方、PIP・MP関節間の皮膚には紅斑の
中央部に皮溝の消失した鱗屑が見られ辺縁
から剝離しかけている。鱗屑の辺縁と紅斑の
辺縁は一致していない。小指の紅斑は図1で
も見られた直径数mmの小斑状の紅斑が連
続して樹枝状に配列している所見がより確
認できる。小指の紅斑には鱗屑、痂皮など表

皮病変の所見はない。示指と薬指の指先では
爪上皮の延長と粗造化（角化）が見られる。爪
隔にも爪の辺縁に接して過角化が見られる。
爪上皮下に点状出血点と推定される黒褐色
点がみられる。

部）の角層の堆積と粗造化が生じる。その結果
この様な所見を呈する。
　小指の紅斑は数ミリの直径の境界不明瞭な
紅斑がユニットでこれが樹枝状、線状に配列
し，血管病変であることを示している。
　以上から、血管病変と表皮基底層の変性を
伴う疾患と言うことになり、湿疹類は否定さ
れ、薬疹、膠原病(皮膚筋炎、SLEなど)、GVH
などが疑われる。薬疹の場合は時間～日にち
単位で症状が進行するが、膠原病の場合は週
単位で進行する。したがって、膠原病と言う

ことになる。皮膚筋炎ではSLEに比較して血
管病変より基底細胞の変性が強い傾向があり、
この症例のような特徴的角質異常（ゴットロ
ン兆候、メカニックハンドなど）を伴うので、
皮膚筋炎と診断することになる。SLEでは指
関節部位外（主に関節間）の皮膚に紅斑が先
に生じる（ゴットロン兆候に成らない）。その
原因・機序は不明であるが、SLEの方が血管病
変が強いためと推察される。この症例では、
皮疹からは通常の皮膚筋炎よりSLE的要素
も多い。

図2 図3図1 

なり、ついにはお産を引き受けてくれて、彼
女は日赤で出産されました。毎回毎回受診
のたびに赤ちゃんを連れて来てくださって、
低体重児として生まれた赤ちゃんがだんだん
大きくなっていくのが嬉しかったですね。
後藤：私が勤めている妊娠と薬情報センター
でも、ＰＨの方で妊娠希望されている方の相
談が以前より明らかに増えてきました。
猪熊：理論的に可能かどうかということでは
なく、実際に出産された方が 1 人でもいる
事実が強いですよね。私は患者さんにお話を
することがあります。「あなたが一番つらい状
況を乗り切って、藪をかき分けてルートを作っ
ていきますよね。そうすると、次に続く人は楽
に通り抜けることができる。３人目はさらに楽
になる。あなたはあなただけでなく、それに
続く患者さんにとっても素晴らしいことをして
くれました」――自分がしあわせを掴むだけ
ではなく、掴んだ後には道がある。妊娠に
限らず、患者さんを見ているとつくづくそう思
います。

後藤：女性医師という観点から、なにか思う
所をお話しいただけますでしょうか？
猪熊：女性医師であるということを特別と考え
たことがないので、マイノリティとしてという点
でお話しさせて貰いますね。じつは、昔は学
会や研究会に行っても大学の先生ばかりで、
一般病院の医師は私だけ、ということがよく
ありました。けれど私も仕事は充実していまし
たし、大学でしかできない臨床っていったい
なんだろうと感じていました。大学でしかわか
らない疾患があるのならレントゲンを担いでご
意見を伺いに行きます。それも含め自分の勉
強次第です。このままでは一般病院の医師
たちの知識や経験がもったいない。それなら
ば、私は一般病院を代表して発言者になろう、
という風に思いましたね。
　そして、私はリウマチ学会の理事に立候補
し、一般病院の成果をもっと医学界は利用

すべきと主張しました。社会のメジャーで
はないところにいる場合に、なにをするか。
マイノリティとして仕事をしているとそれなり
にストレスがあるかもしれないけど、状況は
変えましょう、足りないものは取りにいきましょ
う、と。それだけですね。
後藤：投票の結果、一般病院の猪熊先生
が理事になられたということは、大学病院に
も一般病院にも先生に突き動かされる方がい
たってことですよね。私も先生のお話をうか
がって、自分がやりたいこと、患者さんのた
めになることに突き進んでいきたいとあらため
て思いました。

後藤：最後に、リウマチ医療の今後について、
どのように思われますか？
猪熊：私たちはサイエンティストです。人間
が普遍的是として求めたいものが、私たち

のサイエンスでサポートできるのであればい
いですよね。今はまだサポートができていな
いと思っていますけれど。今後、例えばリウ
マチ財団でもサイエンスに則って、新しい薬
の開発のみを後押しするわけでもなく、それ
を売るのを後押しするのでもなく、サイエン
スに基づいた提言をすることができるといい
ですね。
後藤：はい。肝に銘じておきます。本日はあり
がとうございました。

一般病院の発言者として
リウマチ学会の理事に

おわりに

右から猪熊氏、後藤編集員。日本リウマチ財団事務所にて。
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　第154号の日本リウマチ財団ニュース
は、新年号「令和」の元で最初に発行される
記念すべき第1号になった。現存する日本
最古の歌集「万葉集」から引用されており、
漢籍以外の出典は初の試みとのことで、英
語では「Beautiful Harmony」と訳される
ことが報道されている。この意味にあや
かって、新元号によって導かれるリウマチ
医療の新時代は、個人のレベルで有効性・安

全性の調和の取れた最適な治療（Precision 
Medicine）に向かっていくのであろうか。
一方、高齢化の進む日本の医療は、多職種
による調和（連携・協働）の取れたケアが
重要になっていくことを暗示しているの
であろうか。
　巻頭で平成時代のリウマチ医療の発展
を年表で振り返っている。わずか30年余り
であったが、8種類の生物学的製剤の開発、
COX-2選択的阻害薬の開発と撤退、JAK
阻害薬の登場、国内外のガイドライン発表
など、大きな成果を残した時代であった。

その間、リウマチ財団は看護師、薬剤師、
理学療法士・作業療法士などリウマチ医療
スタッフの認定制度を発足させ、その育
成に貢献した。令和時代のさらなるリウ
マチ医療の進化に期待したい。
　今号の「手術のタイミング」シリーズで
はリウマチ肩手術が取り上げられている。
東邦大学整形外科教授 池上博泰先生によ
り分かりやすく解説されており、手術には
無縁な内科医の私にも概要がよく理解で
きた。驚いたのは、世界最古の人工関節が
肩関節で、それがペアン鉗子に名前の残る

フランスの外科医E. Jules Péanによって
開発され、100年以上前の1893年に最初の
人工関節置換術が行なわれていたことで
ある。また、「リウマチ人」には猪熊茂子先
生が登場されている。平成時代最も存在感
のあった女性リウマチ医であり、多忙な市
中病院勤務の傍ら豊富な臨床経験を元に
数々の知見を発表されてきた。最初の女性
「リウマチ人」に相応しい先生である。

編集後記

平成31年2月 企画運営委員会 議事録

ノバルティス・リウマチ医学賞、日本リウマチ財団リウマチ福祉賞
来る6月23日の「リウマチ月間リウマチ講演会」で授賞式及び記念講演を行います。

【ノバルティス・リウマチ医学賞受賞者】
吉富 啓之／京都大学ウイルス・再生医科学研究所 准教授
「Human Sox4 facilitates the development of CXCL13-producing helper T cells in
inflammatory environments （ヒトSox4は炎症環境下でCXCL13産生T細胞の分化を促進する）」
【日本リウマチ財団リウマチ福祉賞受賞者】　
永年にわたる社会的救済活動を通じ福祉向上に著しく貢献した人に贈られるものです。

林正春／JA静岡厚生連 リハビリテーション中伊豆温泉病院 作業療法科 技師長

三浦記念リウマチ学術研究賞、リウマチ性疾患調査･研究助成、
塩川美奈子・膠原病研究奨励賞
13名の応募者の中から3名（三浦記念リウマチ学術研究賞1名、塩川美奈子・膠原病研究奨励賞1名：来る
6月23日の『リウマチ月間リウマチ講演会』で授賞式及び記念講演を行います）が選ばれました。
助成金は各100万円。
【三浦記念リウマチ学術研究賞授賞者】
ご自身がリウマチ患者さんであった三浦ふさ子様（故人）からの寄付金を基金に、リウマチ性疾患に関する
独創的な調査研究を行っている研究者に贈られるものです。

松本佳則／岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 腎・免疫・内分泌代謝内科学 助教
「酵素に着目した関節リウマチ発症機序の解明」
【リウマチ性疾患調査･研究助成者】
黒木喜美子／北海道大学大学院薬学研究院 准教授
「トレランス誘導蛋白質HLA-G2の全身性エリテマトーデス治療効果の検討」
【塩川美奈子・膠原病研究奨励賞授賞者】
膠原病と闘い、膠原病に苦しみ、薬石効なく亡くなられた故塩川美奈子様ご本人およびご遺族の意向により
創設されました。

加藤将／北海道大学病院 内科助教
「疾患特異的iPS細胞を用いた強皮症関連肺高血圧症新規特異的治療法の開発」

平成31年2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
日時：平成31年2月12日（火）18：00～19：35

【報告事項】
1. 医療情報委員会の開催について
 平成31年度の財団ニュース編集委員会として、新年度の企画について検討。
2. 平成30年度研修会開催結果報告について
 「リウマチの治療とケア教育研修会」は全国6地区と東京、大阪の8会場で開催し終了。
3. 2019年度リウマチの治療とケア教育研修会の開催日程について
4. 役員等の改選について
 今年6月で理事、監事、評議員の任期が終了するため、改選を行う。
【審議事項】
1. 平成31年度事業計画及び収支予算に関する件について
 事業計画（案） ： 登録理学・作業療法士制度の新設による更なる医療従事者の育成を実施し、経費節減に
    努めながら、より高い公益性を追求した事業を展開していく。
 収支予算（案） ： 経常収益、経常費用についてそれぞれ承認された。
2. 2019年度リウマチ月間リウマチ講演会について
 6月23日（日）に大手町サンケイプラザで開催。プログラム（案）等について検討。
3. 平成30年度リウマチ性疾患調査・研究助成等の授賞者の選考について
 各候補者について審査を行い、各賞の受賞者を決定した。
4. 令和元年度リウマチ福祉賞授賞者の選考について
 各候補者について審査を行い、各賞の受賞者を決定した。　　
5. 日欧リウマチ外科交換派遣医の派遣について
 平成30年度は欧州から2名を2週間受入れたが、令和元年は日本から欧州に派遣予定。

令和元年度 リウマチの治療とケア教育研修会 開催予定
【北海道･東北】8月25日（日）アイーナ（いわて県民情報交流センター）
駒ケ嶺リウマチ整形外科クリニック 院長 駒ケ嶺正隆＊　＊世話人、以下同

【関東・甲信越】9月29日（日）丸ビルホール＆コンファレンススクエア
東邦大学医学部 内科学講座膠原病学分野 教授 亀田秀人
【東海・北陸】令和2年2月2日（日）ミッドランドホール
名古屋大学大学院医学系研究科総合医学専攻 運動・形態外科学講座整形外科学 教授 石黒直樹
【近畿】11月24日（日）生田神社会館
兵庫医科大学 内科学 リウマチ・膠原病科 教授 松井聖
【中国・四国】9月1日（日）山口グランドホテル
山口県立総合医療センター 整形外科 診療部長 田中浩
【九州・沖縄】令和2年1月26日（日）ホテルスカイタワー宮崎駅前
宮崎大学医学部内科学講座免疫感染病態学分野（膠原病感染症内科） 教授 岡山昭彦
単位数はリウマチ財団登録医6単位、リウマチケア看護師6単位、リウマチ財団登録薬剤師6単位（参加実績/経過
措置期間）、リウマチ財団登録理学・作業療法士6単位（参加実績/経過措置期間）予定。他学会等単位も予定。

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

●リウマチ医になったわけ 
　私は母校の東京医科大学を卒業した後、東京
医科大学病院で研修を行うことにしました。その
頃はスーパーローテーションが無く、すぐ医局
に入局しなければならなかったのですが、女性
医師の多いのが決め手になり第三内科に入り
ました。2年間の間に糖代謝科、アレルギー、神経
内科、血液内科、リウマチ膠原病科の中から所属
グループを決めなければなりません。各グループで
オーベンの外来について勉強させてもらったの
ですが、その時今務めている昭島病院の前院長
の殿塚先生の外来で関節リウマチの患者さんに
MTXが開始され、一か月後にはかなり関節炎が
良くなっている様子を見て感銘を受け、リウマチ
膠原病グループに入り専門医を目指すことにしま
した。

●女性医師でよかったこと 
　今現在悪い意味で世間を騒がしている東京

医科大学ですが、学生に女性が少ないということ
は大学病院の女性医師も少ない時代であったと
いうことになります。比較的女性医師の多い第三
内科でしたが、リウマチ膠原病グループは15～
16人中女性は同期の女性医師と私の2人だけ
の状態でした。そして、入院患者さんの8割は女性
でしかも若い。患者さんがオーベンの先生の前で
は言えなかったと、後で私にだけ気持ちを打ち明
けてくれることもあり、女性でよかったというよりは、
女性医師の必要性を痛感した研修医時代でし
た。現在特に女性医師であることは意識してい
ませんが、立場や性別の違いから、医師は必ず
しも患者さんの気持ちの中で理解できないことも
あり得ると意識し、理解するよう努力しなくてはな
らないと思うようになった原体験は研修医時代
にあると思っています。

●ひとりごと 
　高齢化の進む東京都ですが、私が今働いて

いる昭島病院のように、23区外は更に高齢化が
進んでいます。関節リウマチ患者さんも高齢化
が進むとともに、発症年齢の高齢化も目立つよう
になってきました。私が診ている患者様で発症年
齢が最高齢の方は88歳で関節リウマチになり、
腎機能障害があるため生物学的製剤を導入。
91歳になった現在も元気に外来に通って来られ
ます。高齢の関節リウマチ患者様で困ることは、
併存症のため若い方より治療の選択が狭まるこ
と、また認知症の合併が少なくないことにありま
す。VASもとれないような患者様で、CRPが陰性
化しているにもかかわらず少数の関節炎が残存
していても痛みを訴えてもらえません。そこでなる
べく関節エコーなどを用いて、活動性を客観的
に評価するように努めています。更にMTXの服

薬コンプライアンスなどにも関わってくるため、65
歳以上の患者さんには認知症の検査をするよう
にしています。女性として妻として母としての社
会的役割が終わり、あとはのんびり楽隠居と決め
込んでも良い年齢に差し掛かって、新たに関節
リウマチ治療をしなくてはならなくなるとは、何とも
悲しいことです。なるべく痛みとは無縁に過ごし
て頂きたいと思っています。

●バトンタッチ
　何度か研究会などでご一緒させていただい
ている杏林大学病院の軽部先生のお話を聞い
てみたく、バトンタッチさせていただきます。とても
ご活躍の先生のひとりごと、楽しみにしておりま
すので、よろしくお願いいたします。

リレー連載

昭島病院 リウマチ膠原病科 医長
楠　芳恵 氏

第11回

「一緒に専門外来をやってくれている庄司先生と、膠原病患者さんの治療や、在宅環境をサポートしてくれている外来ナースと
ワーカーさん達です。チームで団結して治療に当たっています。」（楠氏）

山村昌弘
岡山済生会総合病院

※所属・肩書きは申請当時

※所属・肩書きは申請当時
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