
●リウマチ医になったわけ
　日本のリウマチ診療は内科・整形外科の幅広
い領域から支えられ素晴らしい枠組みを持ってい
ることを誇りに思います。内科側からリウマチとい
う分野に入った私には、病歴と身体診察から診断
に迫っていくというアプローチが総合内科とつな
がっており、魅力的でした。じっくりと患者さんに関
わることが楽しいと感じた研修医時代の感触は、
医師として長期的に関わることができるリウマチ
膠原病の分野に自然と親和性を見出していまし
た。疼痛を抱えて日々 を過ごしている患者さんたち
の生き様に触れながら、患者さんのアウトカムが自
分の診療の結果として直接フィードバックを受けて
いるのだということを日々 知らされ、やりがいのある
分野と思います。指導医からリウマチ診療の奥深
い楽しさを教えていただき、自分が研修医の時代
から現在までのほんの十数年間に免疫学の応用
により様 な々治療選択肢が出て、患者さんのアウト

カムが劇的に向上するの
を目撃できて本当に感慨
深いです。

●女性医師で
よかったこと

　女性医師であることを
日常診療でとくに意識し
ているかどうかわかりま
せんが、患者さんから「女

の先生だと話しやすくてよかった」と言われること
があるのはプラスと捉えていいのかもしれませ
ん。リウマチ膠原病科フェローに応募を考えてい
たとき、「リウマチ医は女性にとって仕事を続けて
いきやすい分野だと思いますよ」と、米国の指導
医にアドバイスをいただいたことがあります。
実際、子どもたちが幼かった時期に、子育てとの
バランスをとるため外来を中心とした形にさせて
いただき、仕事を継続しやすかったと感じます。
結婚・子育て・キャリアプランには様々な道が
あってよいと思いますが、最近は若手女性医師
から人生のそれぞれのステージごとに助言を求
められたりすることも増え、自分自身の振り返りの
チャンスにもなっています。

●ひとりごと
　京都で開かれたACP（American College of 
Physicians） 日本支部年次総会にて、同時期に

米国で内科初期研修をともにした先生方に久し
ぶりにお目にかかりました（写真）。研修時代に
医師の原型といえるものが自分の中に形作られ
ていき、その苦労した時期を一緒に過ごした仲
間がそれぞれの道で活躍されている姿を誇りに
思いました。私自身は総合内科とリウマチ膠原
病科の間で日々研修医と関わりながら仕事させ
ていただいていますが、どのようにリウマチ診療
の魅力が研修医の先生たちに伝わるのかいろ
いろ試行錯誤しています。ここ数年で研修医制
度はいろいろ動いていますが、内科研修を行い

ながらリウマチ診療に興味を持ってもらうのに
は、実際にリウマチ膠原病疾患を持つ患者さん
の主治医となり、指導医とともに診療に主体的に
関わっていくのが望ましいと感じます。初期研修
医を終え内科の基礎ができて診療の幅が広
がってくる時期の若手にリウマチ膠原病診療の
魅力が一番感じてもらえると思います。また、指
導医も教える立場にいることがモチベーションの
維持になります。今後も指導医・研修医がお互
いに育って学んでいける環境をみんなでつくって
いくことが目標です。
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（公財）日本リウマチ財団の「リウマチ月間」を象徴する最大のイベントが6月23日、東京・大手町の大手町
サンケイプラザで開催された。今回も2つのホールを使用し、午前10時から午後4時半にかけて9つの
講演・セミナーと、2つのシンポジウムが開かれたほか、式典、リウマチ研究・教育・福祉の功労者に当財団
から贈られる賞の授賞式と、受賞者による記念講演も行われた。

2019リウマチ月間リウマチ講演会
「進化するリウマチ医療」をテーマに開催

参加者の声

◆発表1
感染症
演者／川合 眞一 氏

　リウマチ性疾患の合併
症の中でも感染症は、ステ
ロイドや生物学的製剤などの免疫抑制療法に

リレー連載

第13回

講演
変形性関節症と骨粗鬆症
座長／井上 博 氏
井上病院 理事長
演者／仲村 一郎 氏（写真）
帝京平成大学大学院
健康科学研究科 専攻長 教授

　超高齢社会・日本で注目
度が増している変形性関
節症と骨粗鬆症は、関節リ
ウマチとも密接な関連が
ある。変形性関節症の好
発部位のうち膝関節、指関
節は関節リウマチの好発部位と同じであるため、
両者の鑑別が重要である。また、骨粗鬆症は関
節リウマチに併発する場合、重症化する。仲村
氏はリウマチ患者の骨の健康を守る対策と、デ
ノスマブ、ロモソズマブなど骨粗鬆症に対して
使用可能な分子標的薬剤についても解説した。

講演
全身性エリテマトーデス治療の進歩
座長／山本 一彦
国立研究開発法人理化学研究所
生命医科学研究センター 副センター長
演者／田村 直人 氏（写真）
順天堂大学医学部膠原病内科 教授

　全身性エリテマトーデス
（SLE）は依然、難治性病
態の存在、再燃の頻度の
高さなどの問題を残してい
る。田村氏は、SLEの治療
法としてヒドロキシクロロ
キンが基礎治療薬として確立されつつあるほか、
免疫抑制剤としてタクロリムス、ミコフェノール
酸モフェチルなども有効に用いられ、さらに生物
学的製剤のBAFF阻害薬ベリムマブが使用され
ている現状を紹介した。また、今後は遺伝子発
現や末梢血免疫細胞サブセットに着目した患者
の層別化による治療アプローチなどの推進が望
まれていると述べた。

講演
リウマチ医療と人工知能
－がんゲノム医療研究での経験から

　がんゲノム医療研究の
根幹をなすヒトゲノム解析
技術はこの数年、ハード・
ソフト両面で飛躍的な進
歩を遂げた。解析の高速化
と低コスト化も進み、がん
臨床においては、今や全ゲノム解析が標準ツー
ルとなりつつある。問題は、指数関数的に増え続
けるゲノム情報および関連する臨床的知見をい
かに高速に整理・解釈し、実臨床に結び付けて
いくかという点にあり、これこそ人工知能（AI）
の活躍が最も期待される場面である。

座長／高林 克日己 氏
千葉大学 名誉教授
演者／宮野 悟 氏（写真）
東京大学医科学研究所
ヒトゲノム解析センター 教授

シンポジウム1
リウマチ性疾患の
トータルマネジメント

スポンサードセミナーⅠ
共催：旭化成ファーマ株式会社

関節リウマチの治療と
リハビリテーション
座長／中村 耕三 氏
日本リウマチ財団 常務理事
演者／酒井 良忠 氏
神戸大学大学院医学研究科 外科系講座
リハビリテーション機能回復学 特命教授

　リハビリテーション治療は日常生活動作
（ADL）を向上させ機能的寛解を得るためにも
重要であるが、患者、医師の多くが方法を知らな
い現状がある。酒井氏はリウマチ性疾患におけ
るリハビリテーション治療の意義と、理学療法、
作業療法などのエビデンスについて検討し、リウ
マチ患者のリハビリテーション治療は厳しい保
険診療の環境においても重要であると述べた。

ランチョンセミナーⅡ
共催：中外製薬株式会社

慢性の痛み・特に運動器の痛み

◆慢性疼痛の病態・分類と対応
演者／牛田 享宏 氏
愛知医科大学医学部 学際的痛みセンター 教授

　慢性疼痛の多くは運動器の長引く痛みである
が、整形外科を受診する患者の多くに精神科的
な病名がつくことも報告されている。多くの患者
が器質的な問題と精神心理的問題を抱えて苦
しんでおり、身体と精神心理面への同時並行的
な治療が必要である。牛田氏は、患者の特性・
病態を多方面から分析した上で、薬物療法、心
理アプローチと、痛みを乗り越えるための身体
づくりとしてのリハビリテーションを同時に進め
る必要があると述べた。

◆運動器慢性疼痛の治療方針の考え方
演者／住谷 昌彦 氏
東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部／
麻酔科・痛みセンター 准教授

　運動器慢性疼痛の治療を成功させるには、
痛みを理解し、病態だけでなく患者の心理社
会的修飾と行動戦略を評価し治療対象と認識
しなければならない。診療現場では、病態に応
じた薬剤選択、心理社会的要因への対応など
を基本とし、運動改善のための手術療法も選
択肢に加えておくことが望ましい。住谷氏は、運
動器慢性疼痛はcommon diseaseであるため、
受診しやすい地域医療機関での診療継続と社
会保障整備が最も重要と述べた。

スポンサードセミナーⅡ
共催：あゆみ製薬株式会社

若年性特発性関節炎のUPDATE

　若年性特発性関節炎は小児期リウマチ性疾
患の中で最も頻度が高く、自己炎症の要素が強
い全身型と液性免疫の関与が強い関節型に大
別される。近年サイトカイン関与による発症メカ
ニズムが明らかになってきた。森氏は本疾患の
治療として、全身型ではステロイド、関節型では
メトトレキサートがキードラッグとして使用され、
難治例では生物学的製剤の導入により著しく予
後が改善されているなどの現状を紹介した。

ランチョンセミナーⅠ
共催：田辺三菱製薬株式会社

乾癬性関節炎診療 UPDATE
座長／西岡 久寿樹 氏
日本リウマチ財団常務理事
演者／岸本 暢将 氏
聖路加国際病院
Immuno- Rheumatology Center 医長

患者が関節リウマチや手指変形性関節症、痛
風性関節炎などと診断されている例も少なくな
い。岸本氏は、各種の生物学的製剤が使用可
能となっている現在では早期の診断が重要で
あると指摘し、PsA鑑別のポイントを詳細に紹
介した。

　乾癬性関節炎（PsA）のわが国での有病率
は従来、欧米に比べ低いとされてきたが、PsA

座長／松本 美富士 氏
桑名市総合医療センター

スポンサードセミナーⅣ
共催：ファイザー株式会社

リウマチ先端医療において
重要性を増す医薬情報担当者
（MR）の役割について

　製薬企業MR（医薬情報担当者）の資質向上
と地位確立を図って、1996年に今日の「公益財団
法人MR認定センター」の前身である「日本MR
教育センター」が発足し、翌1997年から「MR認
定試験」が始まった。髙久氏は、MR認定試験の
受験者数が昨今やや低迷している一方で、薬の
適正使用に関する情報の提供者としてのMRの
役割がますます重要になっている現状を指摘し、
特にリウマチ医療にこのことが当てはまることを
強調した。

スポンサードセミナーⅢ
共催：エーザイ株式会社

シンポジウム2
リウマチ性疾患の合併症
座長／川合 眞一 氏
東邦大学医学部炎症・疼痛制御学講座 教授

座長／西岡 久寿樹 氏
日本リウマチ財団 常務理事
演者／髙久 史麿 氏
日本リウマチ財団 代表理事

左から田辺智子氏（御池クリニックレディースドック長・京都府立大学客員講師）、矢野晴美氏（国際医療福祉大学
医学部・医学教育統括センター教授・感染症学教授）、金城氏。

しつつある当財団のリウマチ専門職養成制度
などの現状を紹介した。

◆発表2
看護師の目指す
リウマチケア
演者／神﨑 初美 氏
兵庫医療大学看護学部 
教授

　リウマチ患者のトータルマネジメントを効
果的に遂行するためには、常に適切な情報
を患者に提供し、患者の意思決定を支援し
ていくことが重要である。欧州リウマチ学会
は2012年、リウマチ医療に従事する看護師
が実践すべき10項目のrecom- mendation
を呈示した。神﨑氏はこの10項目を実践する
ための前提として、患者の身体心理社会的
援助ができる看護師の育成、患者擁護がで
きる看護師の育成、看護実践に関するエビ
デンスの蓄積などを提案し、患者との面接時
に尋ねるべき質問項目や状態評価スケール
などを示しながら具体的に解説した。

◆発表3
薬剤師の目指す
リウマチ薬学的管理
演者／安野 伸浩 氏
帝京大学薬学部 教授

　近年、生物学的製剤の登場により関節リウ
マチに対する薬物療法の選択肢が増え、寛解
を目指すことも可能になった反面、高い薬価や
副作用などの問題のため、薬剤師によるきめ細
かなマネジメントや、薬剤師の直接介入が求め
られる場面が増えてきた。例えば、患者が高い
薬価を理由に生物学的製剤による治療を躊躇
している状況では、その製剤を使用する意義の
説明、高額療養費制度利用の提案と事務方へ
の連絡、より安価なバイオシミラーへの切り替え
の提案など、薬剤師の行うべき仕事は多い。

◆発表4
理学療法士の目指す
リウマチリハビリ
演者／木藤 伸宏 氏
広島国際大学
総合リハビリテーション学部
教授

　関節リウマチ患者に対する理学療法の効果
と有効性については現在、明確なエビデンスが
存在していない。リウマチ患者の適度な身体活
動は、リウマチ患者に合併しやすい心血管疾患

座長／幸田 正孝 氏
日本リウマチ財団 副理事長
座長／村澤 章 氏
新潟県立リウマチセンター 名誉院長

◆発表1
わが国のリウマチ対策
演者／松本 美富士 氏
桑名市総合医療センター
膠原病リウマチ内科 顧問

　わが国のリウマチ対策は、疾患の予防・治療
法の確立から、疾患活動性の制御、長期的
QOLの改善、患者の社会生活やライフイベント
に対応したきめ細かい支援などへと拡大してき
た。これらの広汎な目標を達する手段として、
患者本人および家族をメンバーとして含むトー
タルケアチームの構築や、患者の闘病生活に資
する十分な情報提供が不可欠である。松本氏
は、そのような体制の確立に重要な貢献を果た

のリスク低減、身体能力の向上、QOLの改善な
どにつながり、過剰になると、関節や筋、結合
組織の損傷などを来すともいわれる。しかし、
身体活動の強度を一日の歩行の歩数などで
代表させ、その大小に応じて調整を図るなどの
考えは、今日では紙の上の議論の域を出ない。
理学療法士には、患者の訴えを親身に聞き、
個別に対策を考えることが求められている。

井上病院（群馬県）の看護師、富沢さんと髙橋さん。
「リウマチ財団リウマチケア看護師です。患者さんのために
資格を活かす、具体的なヒントが見つかるのではないかと
シンポジウム１に注目しています（富沢さん）」

「乾癬性関節炎を取り上げた講演は少ないので、とくに期待し
て参加しました（髙橋さん）」

上都賀総合病院（栃木県）の作業療法士、清水さん。
「リウマチ財団登録作業療法士を目指しています。面白かった
のは変形性関節症と骨粗鬆症の講演で、薬剤についても勉強
したくなりました。また理学療法士の木藤伸宏さんの講演に
大変共感しました。リウマチに関しては、先行事例が少ない
ことが作業療法士の悩みです」

講演
IgG4関連疾患 UPDATE

  IgG4関連疾患は、中高
年男性に好発し、さまざま
な部位に腫大、腫瘤、結節、
壁肥厚を呈する慢性炎症
性の全身疾患である。川
野氏は、本疾患が単一の
疾患と考えられるようになった経緯を述べた
後、2017年に作成された国際分類基準に沿っ
て、その診断のプロセスを解説した。特徴的な
臨床所見として、発熱を認めず、症状は無いか、

伴う合併症として重要である。免疫抑制療法は
生体の感染性微生物に対する防御機構である
免疫システムに影響し、さまざまな感染症に罹
患しやすくする。また、これらの治療薬の長期投
与を余儀なくされる疾患では、結核菌や真菌、
ウィルスなどによる日和見感染も大きな問題に
なる。川合氏は、これらの感染症の各々の特徴
と予防法を解説した。

◆発表2
間質性肺疾患
演者／桑名 正隆 氏
日本医科大学付属病院
リウマチ膠原病内科 教授

　関節リウマチの関節外症状である呼吸器障
害は頻度が高く、間質性肺疾患はリウマチ患者
の死因の10～20％を占める。間質性肺疾患は
臨床上、通常型間質性肺炎、非特異性間質性
肺炎、器質化肺炎、びまん性肺胞障害に分類さ
れ、予後不良な例も多い。桑名氏は関節リウマ
チの疾患活動性を抑制することで間質性肺疾
患の進行を防げる可能性を示し、疾患の評価、
モニタリング、必要に応じた加療が関節リウマ
チ治療成功の鍵となると述べた。

◆発表3
骨粗鬆症
演者／宗圓 聰 氏
近畿大学医学部奈良病院
整形外科・リウマチ科 教授

　関節リウマチや、ステロイドの使用は続発性
骨粗鬆症の原因となる。骨粗鬆症の治療目標は
脆弱性骨折の予防である。原発性骨粗鬆症、男
性骨粗鬆症、ステロイド骨粗鬆症における椎体
骨折抑制効果が確認されている薬剤はいくつ
かあるが、関節リウマチに伴う骨粗鬆症では一
部のビスホスホネート製剤と、骨密度効果が確
認されているデノスマブに限られる。宗圓氏は
治療が長期にわたるため薬剤選択には注意が
必要であると述べた。

◆発表4
ロコモティブシンドローム
『立てる』、『歩ける』の
大切さとフレイルとの異同
演者／中村 耕三 氏
日本リウマチ財団 常務理事

　ロコモティブシンドロームは運動器の障害に

より歩行機能低下を来した状態をいう。運動機
能の低下は、移動性機能の低下、家事での困難
さ、身辺処理の困難さへと進む。超高齢社会を
迎え運動器を長持ちさせる工夫が必要となった。
ロコモはその対策を人々に伝える新しい概念で
ある。中村氏は運動器に特化したロコモのほか、
筋肉に特化したサルコペニア、多元的要素を含
むフレイルの3つの特徴を考えた対策が重要で
あると述べた。

座長／狩野 庄吾 氏
自治医科大学 名誉教授
演者／川野 充弘 氏（写真）
金沢大学附属病院リウマチ・膠原病内科
臨床教授

あっても軽度で、アレルギー疾患を合併しやす
く、ステロイドが著効を示すなどの点が挙げら
れる。これらの所見の有無に加え、頭頸部から
胸腹部まで5つの部位の臓器病変が診断の重
要ポイントとなる。また、鑑別診断として、悪性
腫瘍やANCA関連血管炎などに注意が必要
である。

沖縄県中部病院 リウマチ・膠原病・内分泌科 金城 光代 氏

座長／岡田 正人 氏
聖路加国際病院
Immuno-Rheumatology Center センター長
演者／森　雅亮 氏
東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科生涯免疫難病学講座 教授

講演する髙久代表理事 会場の様子
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●リウマチ医になったわけ
　日本のリウマチ診療は内科・整形外科の幅広
い領域から支えられ素晴らしい枠組みを持ってい
ることを誇りに思います。内科側からリウマチとい
う分野に入った私には、病歴と身体診察から診断
に迫っていくというアプローチが総合内科とつな
がっており、魅力的でした。じっくりと患者さんに関
わることが楽しいと感じた研修医時代の感触は、
医師として長期的に関わることができるリウマチ
膠原病の分野に自然と親和性を見出していまし
た。疼痛を抱えて日々 を過ごしている患者さんたち
の生き様に触れながら、患者さんのアウトカムが自
分の診療の結果として直接フィードバックを受けて
いるのだということを日々 知らされ、やりがいのある
分野と思います。指導医からリウマチ診療の奥深
い楽しさを教えていただき、自分が研修医の時代
から現在までのほんの十数年間に免疫学の応用
により様 な々治療選択肢が出て、患者さんのアウト

カムが劇的に向上するの
を目撃できて本当に感慨
深いです。

●女性医師で
よかったこと

　女性医師であることを
日常診療でとくに意識し
ているかどうかわかりま
せんが、患者さんから「女

の先生だと話しやすくてよかった」と言われること
があるのはプラスと捉えていいのかもしれませ
ん。リウマチ膠原病科フェローに応募を考えてい
たとき、「リウマチ医は女性にとって仕事を続けて
いきやすい分野だと思いますよ」と、米国の指導
医にアドバイスをいただいたことがあります。
実際、子どもたちが幼かった時期に、子育てとの
バランスをとるため外来を中心とした形にさせて
いただき、仕事を継続しやすかったと感じます。
結婚・子育て・キャリアプランには様々な道が
あってよいと思いますが、最近は若手女性医師
から人生のそれぞれのステージごとに助言を求
められたりすることも増え、自分自身の振り返りの
チャンスにもなっています。

●ひとりごと
　京都で開かれたACP（American College of 
Physicians） 日本支部年次総会にて、同時期に

米国で内科初期研修をともにした先生方に久し
ぶりにお目にかかりました（写真）。研修時代に
医師の原型といえるものが自分の中に形作られ
ていき、その苦労した時期を一緒に過ごした仲
間がそれぞれの道で活躍されている姿を誇りに
思いました。私自身は総合内科とリウマチ膠原
病科の間で日々研修医と関わりながら仕事させ
ていただいていますが、どのようにリウマチ診療
の魅力が研修医の先生たちに伝わるのかいろ
いろ試行錯誤しています。ここ数年で研修医制
度はいろいろ動いていますが、内科研修を行い

ながらリウマチ診療に興味を持ってもらうのに
は、実際にリウマチ膠原病疾患を持つ患者さん
の主治医となり、指導医とともに診療に主体的に
関わっていくのが望ましいと感じます。初期研修
医を終え内科の基礎ができて診療の幅が広
がってくる時期の若手にリウマチ膠原病診療の
魅力が一番感じてもらえると思います。また、指
導医も教える立場にいることがモチベーションの
維持になります。今後も指導医・研修医がお互
いに育って学んでいける環境をみんなでつくって
いくことが目標です。
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156号の主な内容
● リウマチ月間リウマチ講演会レポート
● 女性リウマチ医のひとりごと 第13回 金城光代氏
● 皮膚科・歯科とリウマチ性疾患 第7回
● 欧州リウマチ学会2019速報
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（公財）日本リウマチ財団の「リウマチ月間」を象徴する

最大のイベントが6月23日、東京・大手町の大手町サンケイ

プラザで開催された。今回も2つのホールを使用し、午前

10時から午後4時半にかけて9つの講演・セミナーと、2つ

のシンポジウムが開かれたほか、式典、リウマチ研究・教育・

福祉の功労者に当財団から贈られる賞の授賞式と、受賞者

による記念講演も行われた。

2019リウマチ月間リウマチ講演会 「進化するリウマチ医療」をテーマに開催

参加者の声

◆発表1
感染症
演者／川合 眞一 氏

　リウマチ性疾患の合併
症の中でも感染症は、ステ
ロイドや生物学的製剤などの免疫抑制療法に

リレー連載

第13回

講演
変形性関節症と骨粗鬆症
座長／井上 博 氏
井上病院 理事長
演者／仲村 一郎 氏（写真）
帝京平成大学大学院
健康科学研究科 専攻長 教授

　超高齢社会・日本で注目
度が増している変形性関
節症と骨粗鬆症は、関節リ
ウマチとも密接な関連が
ある。変形性関節症の好
発部位のうち膝関節、指関
節は関節リウマチの好発部位と同じであるため、
両者の鑑別が重要である。また、骨粗鬆症は関
節リウマチに併発する場合、重症化する。仲村
氏はリウマチ患者の骨の健康を守る対策と、デ
ノスマブ、ロモソズマブなど骨粗鬆症に対して
使用可能な分子標的薬剤についても解説した。

講演
全身性エリテマトーデス治療の進歩
座長／山本 一彦
国立研究開発法人理化学研究所
生命医科学研究センター 副センター長
演者／田村 直人 氏（写真）
順天堂大学医学部膠原病内科 教授

　全身性エリテマトーデス
（SLE）は依然、難治性病
態の存在、再燃の頻度の
高さなどの問題を残してい
る。田村氏は、SLEの治療
法としてヒドロキシクロロ
キンが基礎治療薬として確立されつつあるほか、
免疫抑制剤としてタクロリムス、ミコフェノール
酸モフェチルなども有効に用いられ、さらに生物
学的製剤のBAFF阻害薬ベリムマブが使用され
ている現状を紹介した。また、今後は遺伝子発
現や末梢血免疫細胞サブセットに着目した患者
の層別化による治療アプローチなどの推進が望
まれていると述べた。

講演
リウマチ医療と人工知能
－がんゲノム医療研究での経験から

　がんゲノム医療研究の
根幹をなすヒトゲノム解析
技術はこの数年、ハード・
ソフト両面で飛躍的な進
歩を遂げた。解析の高速化
と低コスト化も進み、がん
臨床においては、今や全ゲノム解析が標準ツー
ルとなりつつある。問題は、指数関数的に増え続
けるゲノム情報および関連する臨床的知見をい
かに高速に整理・解釈し、実臨床に結び付けて
いくかという点にあり、これこそ人工知能（AI）
の活躍が最も期待される場面である。

座長／高林 克日己 氏
千葉大学 名誉教授
演者／宮野 悟 氏（写真）
東京大学医科学研究所
ヒトゲノム解析センター 教授

シンポジウム1
リウマチ性疾患の
トータルマネジメント

スポンサードセミナーⅠ
共催：旭化成ファーマ株式会社

関節リウマチの治療と
リハビリテーション
座長／中村 耕三 氏
日本リウマチ財団 常務理事
演者／酒井 良忠 氏
神戸大学大学院医学研究科 外科系講座
リハビリテーション機能回復学 特命教授

　リハビリテーション治療は日常生活動作
（ADL）を向上させ機能的寛解を得るためにも
重要であるが、患者、医師の多くが方法を知らな
い現状がある。酒井氏はリウマチ性疾患におけ
るリハビリテーション治療の意義と、理学療法、
作業療法などのエビデンスについて検討し、リウ
マチ患者のリハビリテーション治療は厳しい保
険診療の環境においても重要であると述べた。

ランチョンセミナーⅡ
共催：中外製薬株式会社

慢性の痛み・特に運動器の痛み

◆慢性疼痛の病態・分類と対応
演者／牛田 享宏 氏
愛知医科大学医学部 学際的痛みセンター 教授

　慢性疼痛の多くは運動器の長引く痛みである
が、整形外科を受診する患者の多くに精神科的
な病名がつくことも報告されている。多くの患者
が器質的な問題と精神心理的問題を抱えて苦
しんでおり、身体と精神心理面への同時並行的
な治療が必要である。牛田氏は、患者の特性・
病態を多方面から分析した上で、薬物療法、心
理アプローチと、痛みを乗り越えるための身体
づくりとしてのリハビリテーションを同時に進め
る必要があると述べた。

◆運動器慢性疼痛の治療方針の考え方
演者／住谷 昌彦 氏
東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部／
麻酔科・痛みセンター 准教授

　運動器慢性疼痛の治療を成功させるには、
痛みを理解し、病態だけでなく患者の心理社
会的修飾と行動戦略を評価し治療対象と認識
しなければならない。診療現場では、病態に応
じた薬剤選択、心理社会的要因への対応など
を基本とし、運動改善のための手術療法も選
択肢に加えておくことが望ましい。住谷氏は、運
動器慢性疼痛はcommon diseaseであるため、
受診しやすい地域医療機関での診療継続と社
会保障整備が最も重要と述べた。

スポンサードセミナーⅡ
共催：あゆみ製薬株式会社

若年性特発性関節炎のUPDATE

　若年性特発性関節炎は小児期リウマチ性疾
患の中で最も頻度が高く、自己炎症の要素が強
い全身型と液性免疫の関与が強い関節型に大
別される。近年サイトカイン関与による発症メカ
ニズムが明らかになってきた。森氏は本疾患の
治療として、全身型ではステロイド、関節型では
メトトレキサートがキードラッグとして使用され、
難治例では生物学的製剤の導入により著しく予
後が改善されているなどの現状を紹介した。

ランチョンセミナーⅠ
共催：田辺三菱製薬株式会社

乾癬性関節炎診療 UPDATE
座長／西岡 久寿樹 氏
日本リウマチ財団常務理事
演者／岸本 暢将 氏
聖路加国際病院
Immuno- Rheumatology Center 医長

患者が関節リウマチや手指変形性関節症、痛
風性関節炎などと診断されている例も少なくな
い。岸本氏は、各種の生物学的製剤が使用可
能となっている現在では早期の診断が重要で
あると指摘し、PsA鑑別のポイントを詳細に紹
介した。

　乾癬性関節炎（PsA）のわが国での有病率
は従来、欧米に比べ低いとされてきたが、PsA

座長／松本 美富士 氏
桑名市総合医療センター

スポンサードセミナーⅣ
共催：ファイザー株式会社

リウマチ先端医療において
重要性を増す医薬情報担当者
（MR）の役割について

　製薬企業MR（医薬情報担当者）の資質向上
と地位確立を図って、1996年に今日の「公益財団
法人MR認定センター」の前身である「日本MR
教育センター」が発足し、翌1997年から「MR認
定試験」が始まった。髙久氏は、MR認定試験の
受験者数が昨今やや低迷している一方で、薬の
適正使用に関する情報の提供者としてのMRの
役割がますます重要になっている現状を指摘し、
特にリウマチ医療にこのことが当てはまることを
強調した。

スポンサードセミナーⅢ
共催：エーザイ株式会社

シンポジウム2
リウマチ性疾患の合併症
座長／川合 眞一 氏
東邦大学医学部炎症・疼痛制御学講座 教授

座長／西岡 久寿樹 氏
日本リウマチ財団 常務理事
演者／髙久 史麿 氏
日本リウマチ財団 代表理事

左から田辺智子氏（御池クリニックレディースドック長・京都府立大学客員講師）、矢野晴美氏（国際医療福祉大学
医学部・医学教育統括センター教授・感染症学教授）、金城氏。

しつつある当財団のリウマチ専門職養成制度
などの現状を紹介した。

◆発表2
看護師の目指す
リウマチケア
演者／神﨑 初美 氏
兵庫医療大学看護学部 
教授

　リウマチ患者のトータルマネジメントを効
果的に遂行するためには、常に適切な情報
を患者に提供し、患者の意思決定を支援し
ていくことが重要である。欧州リウマチ学会
は2012年、リウマチ医療に従事する看護師
が実践すべき10項目のrecom- mendation
を呈示した。神﨑氏はこの10項目を実践する
ための前提として、患者の身体心理社会的
援助ができる看護師の育成、患者擁護がで
きる看護師の育成、看護実践に関するエビ
デンスの蓄積などを提案し、患者との面接時
に尋ねるべき質問項目や状態評価スケール
などを示しながら具体的に解説した。

◆発表3
薬剤師の目指す
リウマチ薬学的管理
演者／安野 伸浩 氏
帝京大学薬学部 教授

　近年、生物学的製剤の登場により関節リウ
マチに対する薬物療法の選択肢が増え、寛解
を目指すことも可能になった反面、高い薬価や
副作用などの問題のため、薬剤師によるきめ細
かなマネジメントや、薬剤師の直接介入が求め
られる場面が増えてきた。例えば、患者が高い
薬価を理由に生物学的製剤による治療を躊躇
している状況では、その製剤を使用する意義の
説明、高額療養費制度利用の提案と事務方へ
の連絡、より安価なバイオシミラーへの切り替え
の提案など、薬剤師の行うべき仕事は多い。

◆発表4
理学療法士の目指す
リウマチリハビリ
演者／木藤 伸宏 氏
広島国際大学
総合リハビリテーション学部
教授

　関節リウマチ患者に対する理学療法の効果
と有効性については現在、明確なエビデンスが
存在していない。リウマチ患者の適度な身体活
動は、リウマチ患者に合併しやすい心血管疾患

座長／幸田 正孝 氏
日本リウマチ財団 副理事長
座長／村澤 章 氏
新潟県立リウマチセンター 名誉院長

◆発表1
わが国のリウマチ対策
演者／松本 美富士 氏
桑名市総合医療センター
膠原病リウマチ内科 顧問

　わが国のリウマチ対策は、疾患の予防・治療
法の確立から、疾患活動性の制御、長期的
QOLの改善、患者の社会生活やライフイベント
に対応したきめ細かい支援などへと拡大してき
た。これらの広汎な目標を達する手段として、
患者本人および家族をメンバーとして含むトー
タルケアチームの構築や、患者の闘病生活に資
する十分な情報提供が不可欠である。松本氏
は、そのような体制の確立に重要な貢献を果た

のリスク低減、身体能力の向上、QOLの改善な
どにつながり、過剰になると、関節や筋、結合
組織の損傷などを来すともいわれる。しかし、
身体活動の強度を一日の歩行の歩数などで
代表させ、その大小に応じて調整を図るなどの
考えは、今日では紙の上の議論の域を出ない。
理学療法士には、患者の訴えを親身に聞き、
個別に対策を考えることが求められている。

井上病院（群馬県）の看護師、富沢さんと髙橋さん。
「リウマチ財団リウマチケア看護師です。患者さんのために
資格を活かす、具体的なヒントが見つかるのではないかと
シンポジウム１に注目しています（富沢さん）」

「乾癬性関節炎を取り上げた講演は少ないので、とくに期待し
て参加しました（髙橋さん）」

上都賀総合病院（栃木県）の作業療法士、清水さん。
「リウマチ財団登録作業療法士を目指しています。面白かった
のは変形性関節症と骨粗鬆症の講演で、薬剤についても勉強
したくなりました。また理学療法士の木藤伸宏さんの講演に
大変共感しました。リウマチに関しては、先行事例が少ない
ことが作業療法士の悩みです」

講演
IgG4関連疾患 UPDATE

  IgG4関連疾患は、中高
年男性に好発し、さまざま
な部位に腫大、腫瘤、結節、
壁肥厚を呈する慢性炎症
性の全身疾患である。川
野氏は、本疾患が単一の
疾患と考えられるようになった経緯を述べた
後、2017年に作成された国際分類基準に沿っ
て、その診断のプロセスを解説した。特徴的な
臨床所見として、発熱を認めず、症状は無いか、

伴う合併症として重要である。免疫抑制療法は
生体の感染性微生物に対する防御機構である
免疫システムに影響し、さまざまな感染症に罹
患しやすくする。また、これらの治療薬の長期投
与を余儀なくされる疾患では、結核菌や真菌、
ウィルスなどによる日和見感染も大きな問題に
なる。川合氏は、これらの感染症の各々の特徴
と予防法を解説した。

◆発表2
間質性肺疾患
演者／桑名 正隆 氏
日本医科大学付属病院
リウマチ膠原病内科 教授

　関節リウマチの関節外症状である呼吸器障
害は頻度が高く、間質性肺疾患はリウマチ患者
の死因の10～20％を占める。間質性肺疾患は
臨床上、通常型間質性肺炎、非特異性間質性
肺炎、器質化肺炎、びまん性肺胞障害に分類さ
れ、予後不良な例も多い。桑名氏は関節リウマ
チの疾患活動性を抑制することで間質性肺疾
患の進行を防げる可能性を示し、疾患の評価、
モニタリング、必要に応じた加療が関節リウマ
チ治療成功の鍵となると述べた。

◆発表3
骨粗鬆症
演者／宗圓 聰 氏
近畿大学医学部奈良病院
整形外科・リウマチ科 教授

　関節リウマチや、ステロイドの使用は続発性
骨粗鬆症の原因となる。骨粗鬆症の治療目標は
脆弱性骨折の予防である。原発性骨粗鬆症、男
性骨粗鬆症、ステロイド骨粗鬆症における椎体
骨折抑制効果が確認されている薬剤はいくつ
かあるが、関節リウマチに伴う骨粗鬆症では一
部のビスホスホネート製剤と、骨密度効果が確
認されているデノスマブに限られる。宗圓氏は
治療が長期にわたるため薬剤選択には注意が
必要であると述べた。

◆発表4
ロコモティブシンドローム
『立てる』、『歩ける』の
大切さとフレイルとの異同
演者／中村 耕三 氏
日本リウマチ財団 常務理事

　ロコモティブシンドロームは運動器の障害に

より歩行機能低下を来した状態をいう。運動機
能の低下は、移動性機能の低下、家事での困難
さ、身辺処理の困難さへと進む。超高齢社会を
迎え運動器を長持ちさせる工夫が必要となった。
ロコモはその対策を人々に伝える新しい概念で
ある。中村氏は運動器に特化したロコモのほか、
筋肉に特化したサルコペニア、多元的要素を含
むフレイルの3つの特徴を考えた対策が重要で
あると述べた。

座長／狩野 庄吾 氏
自治医科大学 名誉教授
演者／川野 充弘 氏（写真）
金沢大学附属病院リウマチ・膠原病内科
臨床教授

あっても軽度で、アレルギー疾患を合併しやす
く、ステロイドが著効を示すなどの点が挙げら
れる。これらの所見の有無に加え、頭頸部から
胸腹部まで5つの部位の臓器病変が診断の重
要ポイントとなる。また、鑑別診断として、悪性
腫瘍やANCA関連血管炎などに注意が必要
である。

沖縄県中部病院 リウマチ・膠原病・内分泌科 金城 光代 氏

座長／岡田 正人 氏
聖路加国際病院
Immuno-Rheumatology Center センター長
演者／森　雅亮 氏
東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科生涯免疫難病学講座 教授
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●リウマチ医になったわけ
　日本のリウマチ診療は内科・整形外科の幅広
い領域から支えられ素晴らしい枠組みを持ってい
ることを誇りに思います。内科側からリウマチとい
う分野に入った私には、病歴と身体診察から診断
に迫っていくというアプローチが総合内科とつな
がっており、魅力的でした。じっくりと患者さんに関
わることが楽しいと感じた研修医時代の感触は、
医師として長期的に関わることができるリウマチ
膠原病の分野に自然と親和性を見出していまし
た。疼痛を抱えて日々 を過ごしている患者さんたち
の生き様に触れながら、患者さんのアウトカムが自
分の診療の結果として直接フィードバックを受けて
いるのだということを日々 知らされ、やりがいのある
分野と思います。指導医からリウマチ診療の奥深
い楽しさを教えていただき、自分が研修医の時代
から現在までのほんの十数年間に免疫学の応用
により様 な々治療選択肢が出て、患者さんのアウト

カムが劇的に向上するの
を目撃できて本当に感慨
深いです。

●女性医師で
よかったこと

　女性医師であることを
日常診療でとくに意識し
ているかどうかわかりま
せんが、患者さんから「女

の先生だと話しやすくてよかった」と言われること
があるのはプラスと捉えていいのかもしれませ
ん。リウマチ膠原病科フェローに応募を考えてい
たとき、「リウマチ医は女性にとって仕事を続けて
いきやすい分野だと思いますよ」と、米国の指導
医にアドバイスをいただいたことがあります。
実際、子どもたちが幼かった時期に、子育てとの
バランスをとるため外来を中心とした形にさせて
いただき、仕事を継続しやすかったと感じます。
結婚・子育て・キャリアプランには様々な道が
あってよいと思いますが、最近は若手女性医師
から人生のそれぞれのステージごとに助言を求
められたりすることも増え、自分自身の振り返りの
チャンスにもなっています。

●ひとりごと
　京都で開かれたACP（American College of 
Physicians） 日本支部年次総会にて、同時期に

米国で内科初期研修をともにした先生方に久し
ぶりにお目にかかりました（写真）。研修時代に
医師の原型といえるものが自分の中に形作られ
ていき、その苦労した時期を一緒に過ごした仲
間がそれぞれの道で活躍されている姿を誇りに
思いました。私自身は総合内科とリウマチ膠原
病科の間で日々研修医と関わりながら仕事させ
ていただいていますが、どのようにリウマチ診療
の魅力が研修医の先生たちに伝わるのかいろ
いろ試行錯誤しています。ここ数年で研修医制
度はいろいろ動いていますが、内科研修を行い

ながらリウマチ診療に興味を持ってもらうのに
は、実際にリウマチ膠原病疾患を持つ患者さん
の主治医となり、指導医とともに診療に主体的に
関わっていくのが望ましいと感じます。初期研修
医を終え内科の基礎ができて診療の幅が広
がってくる時期の若手にリウマチ膠原病診療の
魅力が一番感じてもらえると思います。また、指
導医も教える立場にいることがモチベーションの
維持になります。今後も指導医・研修医がお互
いに育って学んでいける環境をみんなでつくって
いくことが目標です。

2019 年 9月号 令和元年 9月 1日発行

156号の主な内容
● リウマチ月間リウマチ講演会レポート
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（公財）日本リウマチ財団の「リウマチ月間」を象徴する

最大のイベントが6月23日、東京・大手町の大手町サンケイ

プラザで開催された。今回も2つのホールを使用し、午前

10時から午後4時半にかけて9つの講演・セミナーと、2つ

のシンポジウムが開かれたほか、式典、リウマチ研究・教育・

福祉の功労者に当財団から贈られる賞の授賞式と、受賞者

による記念講演も行われた。

2019リウマチ月間リウマチ講演会 「進化するリウマチ医療」をテーマに開催

参加者の声

◆発表1
感染症
演者／川合 眞一 氏

　リウマチ性疾患の合併
症の中でも感染症は、ステ
ロイドや生物学的製剤などの免疫抑制療法に

リレー連載

第13回

講演
変形性関節症と骨粗鬆症
座長／井上 博 氏
井上病院 理事長
演者／仲村 一郎 氏（写真）
帝京平成大学大学院
健康科学研究科 専攻長 教授

　超高齢社会・日本で注目
度が増している変形性関
節症と骨粗鬆症は、関節リ
ウマチとも密接な関連が
ある。変形性関節症の好
発部位のうち膝関節、指関
節は関節リウマチの好発部位と同じであるため、
両者の鑑別が重要である。また、骨粗鬆症は関
節リウマチに併発する場合、重症化する。仲村
氏はリウマチ患者の骨の健康を守る対策と、デ
ノスマブ、ロモソズマブなど骨粗鬆症に対して
使用可能な分子標的薬剤についても解説した。

講演
全身性エリテマトーデス治療の進歩
座長／山本 一彦
国立研究開発法人理化学研究所
生命医科学研究センター 副センター長
演者／田村 直人 氏（写真）
順天堂大学医学部膠原病内科 教授

　全身性エリテマトーデス
（SLE）は依然、難治性病
態の存在、再燃の頻度の
高さなどの問題を残してい
る。田村氏は、SLEの治療
法としてヒドロキシクロロ
キンが基礎治療薬として確立されつつあるほか、
免疫抑制剤としてタクロリムス、ミコフェノール
酸モフェチルなども有効に用いられ、さらに生物
学的製剤のBAFF阻害薬ベリムマブが使用され
ている現状を紹介した。また、今後は遺伝子発
現や末梢血免疫細胞サブセットに着目した患者
の層別化による治療アプローチなどの推進が望
まれていると述べた。

講演
リウマチ医療と人工知能
－がんゲノム医療研究での経験から

　がんゲノム医療研究の
根幹をなすヒトゲノム解析
技術はこの数年、ハード・
ソフト両面で飛躍的な進
歩を遂げた。解析の高速化
と低コスト化も進み、がん
臨床においては、今や全ゲノム解析が標準ツー
ルとなりつつある。問題は、指数関数的に増え続
けるゲノム情報および関連する臨床的知見をい
かに高速に整理・解釈し、実臨床に結び付けて
いくかという点にあり、これこそ人工知能（AI）
の活躍が最も期待される場面である。

座長／高林 克日己 氏
千葉大学 名誉教授
演者／宮野 悟 氏（写真）
東京大学医科学研究所
ヒトゲノム解析センター 教授

シンポジウム1
リウマチ性疾患の
トータルマネジメント

スポンサードセミナーⅠ
共催：旭化成ファーマ株式会社

関節リウマチの治療と
リハビリテーション
座長／中村 耕三 氏
日本リウマチ財団 常務理事
演者／酒井 良忠 氏
神戸大学大学院医学研究科 外科系講座
リハビリテーション機能回復学 特命教授

　リハビリテーション治療は日常生活動作
（ADL）を向上させ機能的寛解を得るためにも
重要であるが、患者、医師の多くが方法を知らな
い現状がある。酒井氏はリウマチ性疾患におけ
るリハビリテーション治療の意義と、理学療法、
作業療法などのエビデンスについて検討し、リウ
マチ患者のリハビリテーション治療は厳しい保
険診療の環境においても重要であると述べた。

ランチョンセミナーⅡ
共催：中外製薬株式会社

慢性の痛み・特に運動器の痛み

◆慢性疼痛の病態・分類と対応
演者／牛田 享宏 氏
愛知医科大学医学部 学際的痛みセンター 教授

　慢性疼痛の多くは運動器の長引く痛みである
が、整形外科を受診する患者の多くに精神科的
な病名がつくことも報告されている。多くの患者
が器質的な問題と精神心理的問題を抱えて苦
しんでおり、身体と精神心理面への同時並行的
な治療が必要である。牛田氏は、患者の特性・
病態を多方面から分析した上で、薬物療法、心
理アプローチと、痛みを乗り越えるための身体
づくりとしてのリハビリテーションを同時に進め
る必要があると述べた。

◆運動器慢性疼痛の治療方針の考え方
演者／住谷 昌彦 氏
東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部／
麻酔科・痛みセンター 准教授

　運動器慢性疼痛の治療を成功させるには、
痛みを理解し、病態だけでなく患者の心理社
会的修飾と行動戦略を評価し治療対象と認識
しなければならない。診療現場では、病態に応
じた薬剤選択、心理社会的要因への対応など
を基本とし、運動改善のための手術療法も選
択肢に加えておくことが望ましい。住谷氏は、運
動器慢性疼痛はcommon diseaseであるため、
受診しやすい地域医療機関での診療継続と社
会保障整備が最も重要と述べた。

スポンサードセミナーⅡ
共催：あゆみ製薬株式会社

若年性特発性関節炎のUPDATE

　若年性特発性関節炎は小児期リウマチ性疾
患の中で最も頻度が高く、自己炎症の要素が強
い全身型と液性免疫の関与が強い関節型に大
別される。近年サイトカイン関与による発症メカ
ニズムが明らかになってきた。森氏は本疾患の
治療として、全身型ではステロイド、関節型では
メトトレキサートがキードラッグとして使用され、
難治例では生物学的製剤の導入により著しく予
後が改善されているなどの現状を紹介した。

ランチョンセミナーⅠ
共催：田辺三菱製薬株式会社

乾癬性関節炎診療 UPDATE
座長／西岡 久寿樹 氏
日本リウマチ財団常務理事
演者／岸本 暢将 氏
聖路加国際病院
Immuno- Rheumatology Center 医長

患者が関節リウマチや手指変形性関節症、痛
風性関節炎などと診断されている例も少なくな
い。岸本氏は、各種の生物学的製剤が使用可
能となっている現在では早期の診断が重要で
あると指摘し、PsA鑑別のポイントを詳細に紹
介した。

　乾癬性関節炎（PsA）のわが国での有病率
は従来、欧米に比べ低いとされてきたが、PsA

座長／松本 美富士 氏
桑名市総合医療センター

スポンサードセミナーⅣ
共催：ファイザー株式会社

リウマチ先端医療において
重要性を増す医薬情報担当者
（MR）の役割について

　製薬企業MR（医薬情報担当者）の資質向上
と地位確立を図って、1996年に今日の「公益財団
法人MR認定センター」の前身である「日本MR
教育センター」が発足し、翌1997年から「MR認
定試験」が始まった。髙久氏は、MR認定試験の
受験者数が昨今やや低迷している一方で、薬の
適正使用に関する情報の提供者としてのMRの
役割がますます重要になっている現状を指摘し、
特にリウマチ医療にこのことが当てはまることを
強調した。

スポンサードセミナーⅢ
共催：エーザイ株式会社

シンポジウム2
リウマチ性疾患の合併症
座長／川合 眞一 氏
東邦大学医学部炎症・疼痛制御学講座 教授

座長／西岡 久寿樹 氏
日本リウマチ財団 常務理事
演者／髙久 史麿 氏
日本リウマチ財団 代表理事

左から田辺智子氏（御池クリニックレディースドック長・京都府立大学客員講師）、矢野晴美氏（国際医療福祉大学
医学部・医学教育統括センター教授・感染症学教授）、金城氏。

しつつある当財団のリウマチ専門職養成制度
などの現状を紹介した。

◆発表2
看護師の目指す
リウマチケア
演者／神﨑 初美 氏
兵庫医療大学看護学部 
教授

　リウマチ患者のトータルマネジメントを効
果的に遂行するためには、常に適切な情報
を患者に提供し、患者の意思決定を支援し
ていくことが重要である。欧州リウマチ学会
は2012年、リウマチ医療に従事する看護師
が実践すべき10項目のrecom- mendation
を呈示した。神﨑氏はこの10項目を実践する
ための前提として、患者の身体心理社会的
援助ができる看護師の育成、患者擁護がで
きる看護師の育成、看護実践に関するエビ
デンスの蓄積などを提案し、患者との面接時
に尋ねるべき質問項目や状態評価スケール
などを示しながら具体的に解説した。

◆発表3
薬剤師の目指す
リウマチ薬学的管理
演者／安野 伸浩 氏
帝京大学薬学部 教授

　近年、生物学的製剤の登場により関節リウ
マチに対する薬物療法の選択肢が増え、寛解
を目指すことも可能になった反面、高い薬価や
副作用などの問題のため、薬剤師によるきめ細
かなマネジメントや、薬剤師の直接介入が求め
られる場面が増えてきた。例えば、患者が高い
薬価を理由に生物学的製剤による治療を躊躇
している状況では、その製剤を使用する意義の
説明、高額療養費制度利用の提案と事務方へ
の連絡、より安価なバイオシミラーへの切り替え
の提案など、薬剤師の行うべき仕事は多い。

◆発表4
理学療法士の目指す
リウマチリハビリ
演者／木藤 伸宏 氏
広島国際大学
総合リハビリテーション学部
教授

　関節リウマチ患者に対する理学療法の効果
と有効性については現在、明確なエビデンスが
存在していない。リウマチ患者の適度な身体活
動は、リウマチ患者に合併しやすい心血管疾患

座長／幸田 正孝 氏
日本リウマチ財団 副理事長
座長／村澤 章 氏
新潟県立リウマチセンター 名誉院長

◆発表1
わが国のリウマチ対策
演者／松本 美富士 氏
桑名市総合医療センター
膠原病リウマチ内科 顧問

　わが国のリウマチ対策は、疾患の予防・治療
法の確立から、疾患活動性の制御、長期的
QOLの改善、患者の社会生活やライフイベント
に対応したきめ細かい支援などへと拡大してき
た。これらの広汎な目標を達する手段として、
患者本人および家族をメンバーとして含むトー
タルケアチームの構築や、患者の闘病生活に資
する十分な情報提供が不可欠である。松本氏
は、そのような体制の確立に重要な貢献を果た

のリスク低減、身体能力の向上、QOLの改善な
どにつながり、過剰になると、関節や筋、結合
組織の損傷などを来すともいわれる。しかし、
身体活動の強度を一日の歩行の歩数などで
代表させ、その大小に応じて調整を図るなどの
考えは、今日では紙の上の議論の域を出ない。
理学療法士には、患者の訴えを親身に聞き、
個別に対策を考えることが求められている。

井上病院（群馬県）の看護師、富沢さんと髙橋さん。
「リウマチ財団リウマチケア看護師です。患者さんのために
資格を活かす、具体的なヒントが見つかるのではないかと
シンポジウム１に注目しています（富沢さん）」

「乾癬性関節炎を取り上げた講演は少ないので、とくに期待し
て参加しました（髙橋さん）」

上都賀総合病院（栃木県）の作業療法士、清水さん。
「リウマチ財団登録作業療法士を目指しています。面白かった
のは変形性関節症と骨粗鬆症の講演で、薬剤についても勉強
したくなりました。また理学療法士の木藤伸宏さんの講演に
大変共感しました。リウマチに関しては、先行事例が少ない
ことが作業療法士の悩みです」

講演
IgG4関連疾患 UPDATE

  IgG4関連疾患は、中高
年男性に好発し、さまざま
な部位に腫大、腫瘤、結節、
壁肥厚を呈する慢性炎症
性の全身疾患である。川
野氏は、本疾患が単一の
疾患と考えられるようになった経緯を述べた
後、2017年に作成された国際分類基準に沿っ
て、その診断のプロセスを解説した。特徴的な
臨床所見として、発熱を認めず、症状は無いか、

伴う合併症として重要である。免疫抑制療法は
生体の感染性微生物に対する防御機構である
免疫システムに影響し、さまざまな感染症に罹
患しやすくする。また、これらの治療薬の長期投
与を余儀なくされる疾患では、結核菌や真菌、
ウィルスなどによる日和見感染も大きな問題に
なる。川合氏は、これらの感染症の各々の特徴
と予防法を解説した。

◆発表2
間質性肺疾患
演者／桑名 正隆 氏
日本医科大学付属病院
リウマチ膠原病内科 教授

　関節リウマチの関節外症状である呼吸器障
害は頻度が高く、間質性肺疾患はリウマチ患者
の死因の10～20％を占める。間質性肺疾患は
臨床上、通常型間質性肺炎、非特異性間質性
肺炎、器質化肺炎、びまん性肺胞障害に分類さ
れ、予後不良な例も多い。桑名氏は関節リウマ
チの疾患活動性を抑制することで間質性肺疾
患の進行を防げる可能性を示し、疾患の評価、
モニタリング、必要に応じた加療が関節リウマ
チ治療成功の鍵となると述べた。

◆発表3
骨粗鬆症
演者／宗圓 聰 氏
近畿大学医学部奈良病院
整形外科・リウマチ科 教授

　関節リウマチや、ステロイドの使用は続発性
骨粗鬆症の原因となる。骨粗鬆症の治療目標は
脆弱性骨折の予防である。原発性骨粗鬆症、男
性骨粗鬆症、ステロイド骨粗鬆症における椎体
骨折抑制効果が確認されている薬剤はいくつ
かあるが、関節リウマチに伴う骨粗鬆症では一
部のビスホスホネート製剤と、骨密度効果が確
認されているデノスマブに限られる。宗圓氏は
治療が長期にわたるため薬剤選択には注意が
必要であると述べた。

◆発表4
ロコモティブシンドローム
『立てる』、『歩ける』の
大切さとフレイルとの異同
演者／中村 耕三 氏
日本リウマチ財団 常務理事

　ロコモティブシンドロームは運動器の障害に

より歩行機能低下を来した状態をいう。運動機
能の低下は、移動性機能の低下、家事での困難
さ、身辺処理の困難さへと進む。超高齢社会を
迎え運動器を長持ちさせる工夫が必要となった。
ロコモはその対策を人々に伝える新しい概念で
ある。中村氏は運動器に特化したロコモのほか、
筋肉に特化したサルコペニア、多元的要素を含
むフレイルの3つの特徴を考えた対策が重要で
あると述べた。

座長／狩野 庄吾 氏
自治医科大学 名誉教授
演者／川野 充弘 氏（写真）
金沢大学附属病院リウマチ・膠原病内科
臨床教授

あっても軽度で、アレルギー疾患を合併しやす
く、ステロイドが著効を示すなどの点が挙げら
れる。これらの所見の有無に加え、頭頸部から
胸腹部まで5つの部位の臓器病変が診断の重
要ポイントとなる。また、鑑別診断として、悪性
腫瘍やANCA関連血管炎などに注意が必要
である。

沖縄県中部病院 リウマチ・膠原病・内分泌科 金城 光代 氏

座長／岡田 正人 氏
聖路加国際病院
Immuno-Rheumatology Center センター長
演者／森　雅亮 氏
東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科生涯免疫難病学講座 教授
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a b a b

A1. 症例1の図1aの広範囲の臨床写真では、前頸部全体に辺縁の境
界が不明瞭な紅斑（症例2は境界明瞭）が見
られる。頸の上部から下部にかけて縦に線状
紅斑が何本か見られる。特に頸部の右端（写
真1aの頸の左端）に二本の平行なほぼ同じ
幅の紅斑が見られる。前頸部紅斑の上部にも
線状紅斑が数本認識出来る。前頸部中央より
部位では幅の広い線状紅斑が不明瞭ながら
認められる。紅斑の上に0.5～1mm以下の
点状痂皮、漿液性丘疹鱗屑は認められない。
拡大写真でも0.5～1mm以下の点状痂皮、
漿液性丘疹が無いことが確認出来るが、紅斑
の中央部に鱗屑が認められる。紅斑の境界は
不明瞭である。
　症例2の広範囲臨床写真では、顎から前頸
部にかけて全体に境界明瞭な紅斑が見られ

る。紅斑の外側に扁平な米粒大から小豆大ま
でのやや隆起した小斑状の紅斑が見られる。
一部は扁平な紅斑を伴った丘疹とも言える。

A2. 　症例１、２のどの部分の皮膚にも、漿液性丘疹は無く、0.5～1ｍ
ｍ程度の点状の痂皮も無く、直径0 .5～
1mm環状鱗屑も無いことから、日常使って
いるシャンプーや化粧品類による慢性のアレ
ルギー性接触皮膚炎（いわゆる湿疹）は否定
できる（日本リウマチ財団ニュース、No148、
150、 151、153の画像クイズを参照）。
　症例１について、前頸部の紅斑は境界不明
瞭で鱗屑が見当たらないことから内因性の
皮疹と考えられる。頸の上部から下部にかけ
て縦に線状紅斑が何本か見られる。特に頸部
の右端（図1a）に二本の平行なほぼ同じ幅の
紅斑が見られる。人差し指と中指で掻爬した
結果の紅斑である。頸部紅斑の上部に見られ

る線状紅斑も同様に指での掻爬によると考
えられる。これらの線状紅斑は週単位で持続
する。この週単位で持続する線状紅斑は皮膚
筋炎に特徴的である。その理由は図3に示す
様に紅斑部皮膚では表皮基底細胞の液状変
性（一本矢印）があり、表皮回転が遅く表皮
自体が耐性疲労状態にあり、軽度の掻爬に
よっても表皮基底細胞､有棘細胞の変性（そ
れぞれ一本矢印､二本矢印）を起こし､炎症
性のサイトカインが分泌されその近接した
血管周囲に炎症細胞の集簇（矢尻）を来し､紅
斑を生じるためである。したがって一過性の
血管拡張でなく､変性した表皮細胞が週単位
で存在する。症例1は発症後数週であるが､1月
以上になると図4aのようになる。この時期に

症例1と同様に紅斑の上に0.5～1mm以下
の点状痂皮、漿液性丘疹鱗屑は認められない。
拡大写真でも0.5～1mm以下の点状痂皮、

漿液性丘疹が無いことが確認出来るが、丘疹
様の扁平紅斑も含め紅斑の辺縁から鱗屑が
認められる。紅斑の境界は明瞭である。

なると表皮基底細胞がほぼ全面的に液状変
性を来し､有棘細胞も変性している（図4b）。
角層は陳旧化し粗造になっている（図4b）。
表皮は極端に脆弱化してこの臨床（図4a）を
呈する。これは治癒すると基底細胞からメラ
ニン色素が真皮に滴落し、線状色素沈着と
なる（図4c）。したがって、診断は表皮基底細
胞液状変性を来す代表的な疾患である皮膚
筋炎がもっとも疑われる。同様に、基底細胞
の液状変性を来すSLE、抗がん剤の副作用、
GVDH、薬疹（Ⅱ型アレルギー反応のタイプ）
も鑑別診断に入る。
　症例２について、紅斑の境界が明瞭である
ことと鱗屑が紅斑の辺縁から見られること
から表皮内の炎症が原因の紅斑を考えるのが

妥当である（「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）。
さらに紅斑周辺に扁平な丘疹様の紅斑が見ら
れるが、鱗屑を伴っていることから表皮自体
の疾患と言える。これは毛嚢開口部の炎症に
よる鱗屑であり、分泌過多になった皮脂が酸
化して刺激性脂肪酸となり、表皮を直接刺激
して表皮回転を亢進させて炎症と鱗屑が出来
る状態である。この酸化した皮脂がとなりの
毛嚢開口部のそれと融合して前頸部全体の
紅斑となっている。この様な皮膚炎（湿疹と
も言われる）を脂漏性皮膚炎という。皮膚筋
炎の顔面､前頸部の皮疹とよく似ていること
がしばしばある。詳細はいずれクイズで提供
したいと考えている。

図3
症例1の前頸部の病理組織像。一本矢印：基底細胞の液状変性、
二本矢印：有棘細胞の変性、矢尻：毛細血管周囲のリンパ球浸潤。
初期であるため角層はほぼ正常である。

図4
（a） 一見、アレルギー性（Ⅳ型）の発疹に
 見えるが、0.5mm以下の円形の痂皮
 ではなく、微小ながらも四角、三角の
 いびつな大小の痂皮と、鱗屑も環状
 でない、鱗屑、痂皮のない紅斑が多い｡
 したがって、表皮内に海綿状態はない。
 基底細胞脆弱型（基底細胞疲労性）
 皮疹である。すなわち、表皮全体の
 ターンオーバー時間が延長し、表皮
 自体が陳旧化脆弱化して、掻爬に
 弱くなり紅斑、落屑、角層/表皮が
 剝離し、鱗屑、びらんが線状に生じる。
（b） 病理組織像は強い基底細胞の液状
 変性､有棘細胞の変性､角層の不規
 則な肥厚と断裂（脆弱化を示唆）と
 真皮上層の強い浮腫を伴っている。
（c） 治療により炎症が消退すると色素
 沈着が顕著に残る（基底細胞の液状
 変性によってメラニン色素が真皮に
 滴落した結果）。a c

b

Q1. 皮疹を詳細に観察し、視診所見を記載して、その違いを列挙してください（図1. 2.）。日本財団リウマチ
 ニュース、No148,150,153の画像クイズあるいは「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」を参考にしていただくと、詳細な皮疹の記載に関する解説があります。

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7回
症例１、２は共に50才代女性、主婦である。症例１は、首、顔が軽く赤くなってかゆいこと、引っ掻くと赤い線状になって残ること、この状態が数ヵ月間続
いていること、変わった慢性の湿疹、アトピーかもしれないと言われて治療を受けたが良くならないと言うことで来院された。顕著な全身的な症状は
ないが、最近だるく疲れやすいとのことである。
症例２も首、顔が軽く赤くなってかゆいが、症例1のようにひっかくと赤い線状になって残ると言うことはない。しかし、この状態が数ヵ月間続いている
こと、慢性の湿疹、アトピーかもしれないと言われて治療を受けたが良くならないと言うことで来院された。全身的な症状はない。　

Q2. 前医の診断と同じく湿疹であるか、そうでないか皮疹所見からの根拠を説明してからそれぞれ症例1, 2
 の診断、鑑別診断をしてください。

図1（症例1）
50才代女性の前頸部の
搔痒を伴う数ヵ月間以上
続く紅斑

図2（症例2）
おなじく50才代女性の
前頸部の搔痒を伴う
数ヵ月間以上続く紅斑
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A1. 症例1の図1aの広範囲の臨床写真では、前頸部全体に辺縁の境
界が不明瞭な紅斑（症例2は境界明瞭）が見
られる。頸の上部から下部にかけて縦に線状
紅斑が何本か見られる。特に頸部の右端（写
真1aの頸の左端）に二本の平行なほぼ同じ
幅の紅斑が見られる。前頸部紅斑の上部にも
線状紅斑が数本認識出来る。前頸部中央より
部位では幅の広い線状紅斑が不明瞭ながら
認められる。紅斑の上に0.5～1mm以下の
点状痂皮、漿液性丘疹鱗屑は認められない。
拡大写真でも0.5～1mm以下の点状痂皮、
漿液性丘疹が無いことが確認出来るが、紅斑
の中央部に鱗屑が認められる。紅斑の境界は
不明瞭である。
　症例2の広範囲臨床写真では、顎から前頸
部にかけて全体に境界明瞭な紅斑が見られ

る。紅斑の外側に扁平な米粒大から小豆大ま
でのやや隆起した小斑状の紅斑が見られる。
一部は扁平な紅斑を伴った丘疹とも言える。

A2. 　症例１、２のどの部分の皮膚にも、漿液性丘疹は無く、0.5～1ｍ
ｍ程度の点状の痂皮も無く、直径0 .5～
1mm環状鱗屑も無いことから、日常使って
いるシャンプーや化粧品類による慢性のアレ
ルギー性接触皮膚炎（いわゆる湿疹）は否定
できる（日本リウマチ財団ニュース、No148、
150、 151、153の画像クイズを参照）。
　症例１について、前頸部の紅斑は境界不明
瞭で鱗屑が見当たらないことから内因性の
皮疹と考えられる。頸の上部から下部にかけ
て縦に線状紅斑が何本か見られる。特に頸部
の右端（図1a）に二本の平行なほぼ同じ幅の
紅斑が見られる。人差し指と中指で掻爬した
結果の紅斑である。頸部紅斑の上部に見られ

る線状紅斑も同様に指での掻爬によると考
えられる。これらの線状紅斑は週単位で持続
する。この週単位で持続する線状紅斑は皮膚
筋炎に特徴的である。その理由は図3に示す
様に紅斑部皮膚では表皮基底細胞の液状変
性（一本矢印）があり、表皮回転が遅く表皮
自体が耐性疲労状態にあり、軽度の掻爬に
よっても表皮基底細胞､有棘細胞の変性（そ
れぞれ一本矢印､二本矢印）を起こし､炎症
性のサイトカインが分泌されその近接した
血管周囲に炎症細胞の集簇（矢尻）を来し､紅
斑を生じるためである。したがって一過性の
血管拡張でなく､変性した表皮細胞が週単位
で存在する。症例1は発症後数週であるが､1月
以上になると図4aのようになる。この時期に

症例1と同様に紅斑の上に0.5～1mm以下
の点状痂皮、漿液性丘疹鱗屑は認められない。
拡大写真でも0.5～1mm以下の点状痂皮、

漿液性丘疹が無いことが確認出来るが、丘疹
様の扁平紅斑も含め紅斑の辺縁から鱗屑が
認められる。紅斑の境界は明瞭である。

なると表皮基底細胞がほぼ全面的に液状変
性を来し､有棘細胞も変性している（図4b）。
角層は陳旧化し粗造になっている（図4b）。
表皮は極端に脆弱化してこの臨床（図4a）を
呈する。これは治癒すると基底細胞からメラ
ニン色素が真皮に滴落し、線状色素沈着と
なる（図4c）。したがって、診断は表皮基底細
胞液状変性を来す代表的な疾患である皮膚
筋炎がもっとも疑われる。同様に、基底細胞
の液状変性を来すSLE、抗がん剤の副作用、
GVDH、薬疹（Ⅱ型アレルギー反応のタイプ）
も鑑別診断に入る。
　症例２について、紅斑の境界が明瞭である
ことと鱗屑が紅斑の辺縁から見られること
から表皮内の炎症が原因の紅斑を考えるのが

妥当である（「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）。
さらに紅斑周辺に扁平な丘疹様の紅斑が見ら
れるが、鱗屑を伴っていることから表皮自体
の疾患と言える。これは毛嚢開口部の炎症に
よる鱗屑であり、分泌過多になった皮脂が酸
化して刺激性脂肪酸となり、表皮を直接刺激
して表皮回転を亢進させて炎症と鱗屑が出来
る状態である。この酸化した皮脂がとなりの
毛嚢開口部のそれと融合して前頸部全体の
紅斑となっている。この様な皮膚炎（湿疹と
も言われる）を脂漏性皮膚炎という。皮膚筋
炎の顔面､前頸部の皮疹とよく似ていること
がしばしばある。詳細はいずれクイズで提供
したいと考えている。

図3
症例1の前頸部の病理組織像。一本矢印：基底細胞の液状変性、
二本矢印：有棘細胞の変性、矢尻：毛細血管周囲のリンパ球浸潤。
初期であるため角層はほぼ正常である。

図4
（a） 一見、アレルギー性（Ⅳ型）の発疹に
 見えるが、0.5mm以下の円形の痂皮
 ではなく、微小ながらも四角、三角の
 いびつな大小の痂皮と、鱗屑も環状
 でない、鱗屑、痂皮のない紅斑が多い｡
 したがって、表皮内に海綿状態はない。
 基底細胞脆弱型（基底細胞疲労性）
 皮疹である。すなわち、表皮全体の
 ターンオーバー時間が延長し、表皮
 自体が陳旧化脆弱化して、掻爬に
 弱くなり紅斑、落屑、角層/表皮が
 剝離し、鱗屑、びらんが線状に生じる。
（b） 病理組織像は強い基底細胞の液状
 変性､有棘細胞の変性､角層の不規
 則な肥厚と断裂（脆弱化を示唆）と
 真皮上層の強い浮腫を伴っている。
（c） 治療により炎症が消退すると色素
 沈着が顕著に残る（基底細胞の液状
 変性によってメラニン色素が真皮に
 滴落した結果）。a c

b

Q1. 皮疹を詳細に観察し、視診所見を記載して、その違いを列挙してください（図1. 2.）。日本財団リウマチ
 ニュース、No148,150,153の画像クイズあるいは「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」を参考にしていただくと、詳細な皮疹の記載に関する解説があります。

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7回
症例１、２は共に50才代女性、主婦である。症例１は、首、顔が軽く赤くなってかゆいこと、引っ掻くと赤い線状になって残ること、この状態が数ヵ月間続
いていること、変わった慢性の湿疹、アトピーかもしれないと言われて治療を受けたが良くならないと言うことで来院された。顕著な全身的な症状は
ないが、最近だるく疲れやすいとのことである。
症例２も首、顔が軽く赤くなってかゆいが、症例1のようにひっかくと赤い線状になって残ると言うことはない。しかし、この状態が数ヵ月間続いている
こと、慢性の湿疹、アトピーかもしれないと言われて治療を受けたが良くならないと言うことで来院された。全身的な症状はない。　

Q2. 前医の診断と同じく湿疹であるか、そうでないか皮疹所見からの根拠を説明してからそれぞれ症例1, 2
 の診断、鑑別診断をしてください。

図1（症例1）
50才代女性の前頸部の
搔痒を伴う数ヵ月間以上
続く紅斑

図2（症例2）
おなじく50才代女性の
前頸部の搔痒を伴う
数ヵ月間以上続く紅斑
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1－1. 全身性エリテマトーデス（SLE）の診断、
治療推奨

　こちらは既に論文化されていたが（Ann 
Rheum Dis 2019; 78: 736-745.）、2019年に改定
された治療推奨が発表された。大きな変更点
としては、皮膚症状のみのSLE症状に対する治
療が記載されたこと（グルココルチコイド（GC）
またはカルシニューリン阻害薬の軟膏、ヒドロ
キシクロロキン（HCQ）＋-内服GC）、抗リン脂質
抗体症候群（APS）合併SLEに対する一次予防
としてのアスピリンの記載が出たこと、ベリム
マブの立ち位置が明確になったこと（重症度
が中等度で、ミコフェノール酸モフェチル
（MMF）などの第一選択治療に抵抗性の場合
に追加する）、治療が長期にわたる場合のGC
量の目標を7.5㎎以下にすること、ループス腎炎
でのCNIの使用の記載がされたこと（膜性腎症、
podocytopathy、または3～6ヵ月の標準治療
で反応が乏しい場合の2nd lineとしてMMFと
併用）、治療の達成目標として、寛解と同列で
Lupus Low Disease Activity （Lupus LDA）
が設定されたことが挙げられる（図）。

1－2. APS
　こちらも既報の通りであるが（Ann Rheum 
Dis 2019; 0: 1-9.）、かいつまんで重要な点として
は、APSの一次予防では、SLE合併、産科的
APSの既往のある非妊娠中患者に低用量アス
ピリンが推奨された。また、静脈血栓歴のある
患者の二次予防として、VTEがprovokedかどう
か、また再発性かどうかで治療の強さの分類を
行い、また動脈血栓歴のある患者でも初回か
再発性かどうかで治療の強さを分類した。

1－3. 大血管炎（巨細胞性動脈炎（GCA）と
高安動脈炎（TA））の診断、治療推奨

　EULAR後すぐに論文化された内容である
が（Ann Rheum Dis 2019; 0: 1-12.）、Update
された点をまとめると下記のようになる。まず維
持期のGCの漸減速度が明確化され、2～3ヵ月
以内に15-20㎎/日以下に減量、そして1年後に
は、GCAでは5㎎/日以内、TAでは10㎎/日以

下にするよう推奨された。GCAへのトシリズマ
ブ（TCZ）の追加治療は、治療抵抗性・再発性・
GC関連の有害事象や合併症の高リスク患者
に使用されるべきで、メトトレキサート（MTX）
を代替として用いることも可とされた（念のた
め、本邦では保険は通っていない）。これらの
治療薬に対する姿勢はヨーロッパとアメリカで
やや異なるだろう。また、抗血小板薬のルーチ
ンの使用は推奨されず、心血管リスクが高い人
など症例を選んで適用されることが推奨され
た。

1－4. 全身性強皮症（SSc）に伴う間質性肺炎
（ILD）の管理推奨

　間質性肺炎のリスクが、抗トポイソメラーゼI
抗体陽性、男性、diffuse  typeであること、
SSc-ILD患者は全員、HRCTと肺機能検査を受
けてその重症度を評価すること、重症患者は
MMFやシクロフォスファミド（CyC）での治療を
考慮すること、それでも不応の場合は肺移植や
造血幹細胞移植などを考慮することなど、ごくご
く総論的な内容にとどまった。

1－5. その他疾患の推奨
　上記以外にも、関節リウマチ（RA）、乾癬性
関節炎（PsA）、シェーグレン症候群（SS）の治療
推奨が発表された。しかしこれらの疾患の推奨
は現段階ではpreliminaryであって複製も禁止
ということであり、おそらく今年度のアメリカリ
ウマチ学会などでの正式な発表になると思わ
れる。従って本レポートに掲載するのが難しい
ことをご了承されたい。

　RA領域では、JAK阻害剤のウパダシチニブ
（UPA）とTNF阻害剤のアダリムマブ（ADA）
でそれぞれの初期治療に反応がない場合の
スイッチの試験結果が発表された（OP 0029）。 
SELECT-COMARE試験で、ACR20達成でき
なかった患者を、UPA→ADA、ADA→UPAへ
の変更による有効性を比較。結果は、ACR20/ 
50/70/DAS28 -CRP<3 . 2達成者の割合は、
UPA→ADA群で59%/26%/12%/35%、ADA

→UPA群で75%/49%/24%/54%で、どちらの
変更も有効性があった。
　SSでは、同じセッションで発表された2つの
アバタセプト（ABT）の治験の結果（OP 0039、
OP0045）が異なるという面白い展開となった。
前者はやや長期罹患（平均罹患年数 5年）かつ、
他治療併用率が高い（CS 25%, HCQ 40%）患
者が対象で、後者は発症早期（平均罹患年数2
年）かつ他治療併用率が低い（CS 3%, HCQ 
0%）がenrol lされていた。結果は、どちらも
primary endpointは達成しなかったものの、後
者で12週時点のESSDAIやDAS28（CRP）は
ABT群で有意に低値であった（実は前者でも
IgGは有意に減少し、関節症状のみの解析では
症状改善傾向を認めたので、リンパ球に対する
抑制作用は働いたと推察される）。発症早期の
特に関節症状が強い症例ではABTが有用な可
能性はあるかもしれない。
　SLEでは、難治性の患者15人にリツキシマブ
（RTX）とベリムマブ（BLM）を併用したsingle 
arm試験の2年の長期結果が公表された。RTX
を0、2、4週に、BLMを4、6、8週＋以後4週間ごと
に104週まで投与した。24週時点では67%の患
者がLLDASを達成（=responder）し（J Auto-
immun 2018; 91: 45-54.）、その大半は長期に
LLDASを維持した。2年間のフォローでdsDNA
抗体はすべて陰性化し、CD19陽性B細胞は平
均で97%消失していた。Non-responderでは、
CD27-IgD-で定義されるdouble negative（DN）
B細胞のpopulationが投与12週より増加傾向を
認めた。難治性SLEに対してDN B細胞の関与
が示唆される結果となった。
　血管炎領域では、GCAに対するTCZ SCの
効果を検証したGiACTA study （N Engl J 
Med 2017; 377: 317-28.）の3年の長期フォロー
の結果が発表された（OP 140）。52週の治療期
間後、4群（①PBO+26週GC漸減、②PBO＋52
週GC漸減、③TCZ qwk＋26週GC漸減、④
TCZ q2wk＋26週GC漸減）ともTCZは打ち切
られ、施設ごとの判断で治療が調節された。52
週時に寛解していた59名の患者のうち、41%は
無治療でも156週時に寛解維持されていた。再
発群では、いずれもTCZの再開で1-2週間以内

に再度寛解した。初期治療がGCのみ群では
GCが再投与され、平均5週間で寛解した。3年
間でのGC総投与量は各群で①5.2g ②5.2g 
③2.9g ④3.7gであり、TCZ使用群で有意に減
少が見られたほか、TCZ不使用の場合GCの
漸減スピードによる長期的GC投与量の差は見
られなかった。　
　Late breaking abstractでもいくつかの興
味深い発表があった。まず、PsAに対するADA 
vs IXEのhead to headの結果が公表された
（LB 0005）。Primary endpointをACR50 + 
PASI100を両方満たした割合としており、確か
にIXEがわずかに勝っているが（36% vs  
28%）、ACR50単独では有意差なしなので、関
節に関しては大きな差はなく、皮膚が悪いPsA
ではTNFi<IL-17という程度に考えてよいだろ
う。次に、PsAに対してSEKのradiographic 
progression予防効果が公表された。SEK 
300mg、150mg、150mg （loading doseなし）
の3群で2年後のmTSS≦0.5 （臨床的に変化が
ないと見做せる値）だった割合は、それぞれ
89.5%、82.3%、81.1%と非常に高く、コントロー
ルはないもののIL-17iの骨破壊予防効果を示
唆する結果となった。また、OAに対するbiolog-
icsのstudyは尽く失敗に終わってきたが、この
たびTanezumab （神経成長因子に対するモノ
クローナル抗体）のOAに対するRCTの結果が
公表された（LB 0007）。Tanezumab 5mgは
WOMAC pain score、WOMAC physical 
function、PGA-OAの３つのco-primary end-
pointのすべてにおいてplaceboを上回った。次
に、RA患者にABTとADAのどちらが効くか、
HLA-DRB1のshared epitope (SE)が存在す
るかどうかで予測する研究の結果も公表され
た（LB 0008）。結果、SE-群では2 つのbiolog-
icsの効果に差はでなかったが、SE+群では、
ACR20、50、70、DAS28 remissionの4つの
outcome全てにおいてABT群がADA群を上
回った。今後、bio l og i c sの選択において、
HLA-DRB1のSEの存在の有無が重要となる
可能性がある。
　その他にも個人的に興味深かったセッション
は多数あり、有意義なマドリード滞在となった。

欧州リウマチ学会 2019速報

2019年6月12日から15日までの4日間にわたり、スペインの首都マドリードにてEULAR 2019が開催された。1万5千人
以上が参加する最も参加者の多いリウマチ関連学会であり、今回も基礎研究から実臨床に直結する疾患ごとの推奨な
ど多くの発表がなされた。その全てをご紹介することは到底不可能だが、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。（須田万勢）

Reproduced from ［Fanouriakis A, et al: Ann Rheum Dis 78（6）; 736-745, 2019］ withpermission from BMJ Publishing Group Ltd.

図 SLE治療推奨 EULAR 2019年

須田 万勢 氏／諏訪中央病院 リウマチ・膠原病内科
責任編集：岡田 正人 編集員／聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center センター長

会場となったマドリードのIFEMA。最高気温は30℃を超えたが、湿気が少ないためさほど暑さを感じなかった。

1. 各疾患の推奨の改定

2. 新しく発表された臨床試験の結果

リツキシマブ、MXTは、本邦にて SLEに適応外
CNI、MMFは本邦にてループス腎炎以外のSLEには適応外

軽症の定義：軽度の皮疹、関節炎、血小板5－10万、SLEDAI 6以下
中等症の定義：中等度の皮疹、 関節炎、血小板2-5万、SLEDAI 7-12
重症の定義：主要臓器障害（腎, CNS, ILD, 腸炎など）、血小板2万未満、SLEDAI 13以上

質問をする著者。大舞台での質問経験は国際学会での発表の際に生かされる。

ループス腎炎を除くSLEの治療推奨

軽症

MTX/AZA

第一選択 不応例 第一選択 不応例 第一選択 不応例

BEL

RTX

カルシニューリン阻害薬

MMF

CYC

中等症＊

Grade A Grade B Grade C Grade D

重症＊

ヒドロキシクロロキン

ステロイド経口/筋注 ステロイド経口/静注

補助療法
UVケア
ワクチン
運動
禁煙
体重、血圧、
脂質、
血糖管理

APS
抗血小板
抗凝固

治療目標

寛解
SLEDAI ‒
HCQ
ステロイドなし

低疾患活動性
SLEDAI 4以下
HCQ
PSL<7.5mg
（0.1mg/kg）
免疫抑制薬
（安定量で認容）

この記事の完成版は、財団ホームページで読むことができます。
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1－1. 全身性エリテマトーデス（SLE）の診断、
治療推奨

　こちらは既に論文化されていたが（Ann 
Rheum Dis 2019; 78: 736-745.）、2019年に改定
された治療推奨が発表された。大きな変更点
としては、皮膚症状のみのSLE症状に対する治
療が記載されたこと（グルココルチコイド（GC）
またはカルシニューリン阻害薬の軟膏、ヒドロ
キシクロロキン（HCQ）＋-内服GC）、抗リン脂質
抗体症候群（APS）合併SLEに対する一次予防
としてのアスピリンの記載が出たこと、ベリム
マブの立ち位置が明確になったこと（重症度
が中等度で、ミコフェノール酸モフェチル
（MMF）などの第一選択治療に抵抗性の場合
に追加する）、治療が長期にわたる場合のGC
量の目標を7.5㎎以下にすること、ループス腎炎
でのCNIの使用の記載がされたこと（膜性腎症、
podocytopathy、または3～6ヵ月の標準治療
で反応が乏しい場合の2nd lineとしてMMFと
併用）、治療の達成目標として、寛解と同列で
Lupus Low Disease Activity （Lupus LDA）
が設定されたことが挙げられる（図）。

1－2. APS
　こちらも既報の通りであるが（Ann Rheum 
Dis 2019; 0: 1-9.）、かいつまんで重要な点として
は、APSの一次予防では、SLE合併、産科的
APSの既往のある非妊娠中患者に低用量アス
ピリンが推奨された。また、静脈血栓歴のある
患者の二次予防として、VTEがprovokedかどう
か、また再発性かどうかで治療の強さの分類を
行い、また動脈血栓歴のある患者でも初回か
再発性かどうかで治療の強さを分類した。

1－3. 大血管炎（巨細胞性動脈炎（GCA）と
高安動脈炎（TA））の診断、治療推奨

　EULAR後すぐに論文化された内容である
が（Ann Rheum Dis 2019; 0: 1-12.）、Update
された点をまとめると下記のようになる。まず維
持期のGCの漸減速度が明確化され、2～3ヵ月
以内に15-20㎎/日以下に減量、そして1年後に
は、GCAでは5㎎/日以内、TAでは10㎎/日以

下にするよう推奨された。GCAへのトシリズマ
ブ（TCZ）の追加治療は、治療抵抗性・再発性・
GC関連の有害事象や合併症の高リスク患者
に使用されるべきで、メトトレキサート（MTX）
を代替として用いることも可とされた（念のた
め、本邦では保険は通っていない）。これらの
治療薬に対する姿勢はヨーロッパとアメリカで
やや異なるだろう。また、抗血小板薬のルーチ
ンの使用は推奨されず、心血管リスクが高い人
など症例を選んで適用されることが推奨され
た。

1－4. 全身性強皮症（SSc）に伴う間質性肺炎
（ILD）の管理推奨

　間質性肺炎のリスクが、抗トポイソメラーゼI
抗体陽性、男性、diffuse  typeであること、
SSc-ILD患者は全員、HRCTと肺機能検査を受
けてその重症度を評価すること、重症患者は
MMFやシクロフォスファミド（CyC）での治療を
考慮すること、それでも不応の場合は肺移植や
造血幹細胞移植などを考慮することなど、ごくご
く総論的な内容にとどまった。

1－5. その他疾患の推奨
　上記以外にも、関節リウマチ（RA）、乾癬性
関節炎（PsA）、シェーグレン症候群（SS）の治療
推奨が発表された。しかしこれらの疾患の推奨
は現段階ではpreliminaryであって複製も禁止
ということであり、おそらく今年度のアメリカリ
ウマチ学会などでの正式な発表になると思わ
れる。従って本レポートに掲載するのが難しい
ことをご了承されたい。

　RA領域では、JAK阻害剤のウパダシチニブ
（UPA）とTNF阻害剤のアダリムマブ（ADA）
でそれぞれの初期治療に反応がない場合の
スイッチの試験結果が発表された（OP 0029）。 
SELECT-COMARE試験で、ACR20達成でき
なかった患者を、UPA→ADA、ADA→UPAへ
の変更による有効性を比較。結果は、ACR20/ 
50/70/DAS28 -CRP<3 . 2達成者の割合は、
UPA→ADA群で59%/26%/12%/35%、ADA

→UPA群で75%/49%/24%/54%で、どちらの
変更も有効性があった。
　SSでは、同じセッションで発表された2つの
アバタセプト（ABT）の治験の結果（OP 0039、
OP0045）が異なるという面白い展開となった。
前者はやや長期罹患（平均罹患年数 5年）かつ、
他治療併用率が高い（CS 25%, HCQ 40%）患
者が対象で、後者は発症早期（平均罹患年数2
年）かつ他治療併用率が低い（CS 3%, HCQ 
0%）がenrol lされていた。結果は、どちらも
primary endpointは達成しなかったものの、後
者で12週時点のESSDAIやDAS28（CRP）は
ABT群で有意に低値であった（実は前者でも
IgGは有意に減少し、関節症状のみの解析では
症状改善傾向を認めたので、リンパ球に対する
抑制作用は働いたと推察される）。発症早期の
特に関節症状が強い症例ではABTが有用な可
能性はあるかもしれない。
　SLEでは、難治性の患者15人にリツキシマブ
（RTX）とベリムマブ（BLM）を併用したsingle 
arm試験の2年の長期結果が公表された。RTX
を0、2、4週に、BLMを4、6、8週＋以後4週間ごと
に104週まで投与した。24週時点では67%の患
者がLLDASを達成（=responder）し（J Auto-
immun 2018; 91: 45-54.）、その大半は長期に
LLDASを維持した。2年間のフォローでdsDNA
抗体はすべて陰性化し、CD19陽性B細胞は平
均で97%消失していた。Non-responderでは、
CD27-IgD-で定義されるdouble negative（DN）
B細胞のpopulationが投与12週より増加傾向を
認めた。難治性SLEに対してDN B細胞の関与
が示唆される結果となった。
　血管炎領域では、GCAに対するTCZ SCの
効果を検証したGiACTA study （N Engl J 
Med 2017; 377: 317-28.）の3年の長期フォロー
の結果が発表された（OP 140）。52週の治療期
間後、4群（①PBO+26週GC漸減、②PBO＋52
週GC漸減、③TCZ qwk＋26週GC漸減、④
TCZ q2wk＋26週GC漸減）ともTCZは打ち切
られ、施設ごとの判断で治療が調節された。52
週時に寛解していた59名の患者のうち、41%は
無治療でも156週時に寛解維持されていた。再
発群では、いずれもTCZの再開で1-2週間以内

に再度寛解した。初期治療がGCのみ群では
GCが再投与され、平均5週間で寛解した。3年
間でのGC総投与量は各群で①5.2g ②5.2g 
③2.9g ④3.7gであり、TCZ使用群で有意に減
少が見られたほか、TCZ不使用の場合GCの
漸減スピードによる長期的GC投与量の差は見
られなかった。　
　Late breaking abstractでもいくつかの興
味深い発表があった。まず、PsAに対するADA 
vs IXEのhead to headの結果が公表された
（LB 0005）。Primary endpointをACR50 + 
PASI100を両方満たした割合としており、確か
にIXEがわずかに勝っているが（36% vs  
28%）、ACR50単独では有意差なしなので、関
節に関しては大きな差はなく、皮膚が悪いPsA
ではTNFi<IL-17という程度に考えてよいだろ
う。次に、PsAに対してSEKのradiographic 
progression予防効果が公表された。SEK 
300mg、150mg、150mg （loading doseなし）
の3群で2年後のmTSS≦0.5 （臨床的に変化が
ないと見做せる値）だった割合は、それぞれ
89.5%、82.3%、81.1%と非常に高く、コントロー
ルはないもののIL-17iの骨破壊予防効果を示
唆する結果となった。また、OAに対するbiolog-
icsのstudyは尽く失敗に終わってきたが、この
たびTanezumab （神経成長因子に対するモノ
クローナル抗体）のOAに対するRCTの結果が
公表された（LB 0007）。Tanezumab 5mgは
WOMAC pain score、WOMAC physical 
function、PGA-OAの３つのco-primary end-
pointのすべてにおいてplaceboを上回った。次
に、RA患者にABTとADAのどちらが効くか、
HLA-DRB1のshared epitope (SE)が存在す
るかどうかで予測する研究の結果も公表され
た（LB 0008）。結果、SE-群では2 つのbiolog-
icsの効果に差はでなかったが、SE+群では、
ACR20、50、70、DAS28 remissionの4つの
outcome全てにおいてABT群がADA群を上
回った。今後、bio l og i c sの選択において、
HLA-DRB1のSEの存在の有無が重要となる
可能性がある。
　その他にも個人的に興味深かったセッション
は多数あり、有意義なマドリード滞在となった。

欧州リウマチ学会 2019速報

2019年6月12日から15日までの4日間にわたり、スペインの首都マドリードにてEULAR 2019が開催された。1万5千人
以上が参加する最も参加者の多いリウマチ関連学会であり、今回も基礎研究から実臨床に直結する疾患ごとの推奨な
ど多くの発表がなされた。その全てをご紹介することは到底不可能だが、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。（須田万勢）

Reproduced from ［Fanouriakis A, et al: Ann Rheum Dis 78（6）; 736-745, 2019］ withpermission from BMJ Publishing Group Ltd.

図 SLE治療推奨 EULAR 2019年

須田 万勢 氏／諏訪中央病院 リウマチ・膠原病内科
責任編集：岡田 正人 編集員／聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center センター長

会場となったマドリードのIFEMA。最高気温は30℃を超えたが、湿気が少ないためさほど暑さを感じなかった。

1. 各疾患の推奨の改定

2. 新しく発表された臨床試験の結果

リツキシマブ、MXTは、本邦にて SLEに適応外
CNI、MMFは本邦にてループス腎炎以外のSLEには適応外

軽症の定義：軽度の皮疹、関節炎、血小板5－10万、SLEDAI 6以下
中等症の定義：中等度の皮疹、 関節炎、血小板2-5万、SLEDAI 7-12
重症の定義：主要臓器障害（腎, CNS, ILD, 腸炎など）、血小板2万未満、SLEDAI 13以上

質問をする著者。大舞台での質問経験は国際学会での発表の際に生かされる。

ループス腎炎を除くSLEの治療推奨

軽症

MTX/AZA

第一選択 不応例 第一選択 不応例 第一選択 不応例

BEL

RTX

カルシニューリン阻害薬

MMF

CYC

中等症＊

Grade A Grade B Grade C Grade D

重症＊

ヒドロキシクロロキン

ステロイド経口/筋注 ステロイド経口/静注

補助療法
UVケア
ワクチン
運動
禁煙
体重、血圧、
脂質、
血糖管理

APS
抗血小板
抗凝固

治療目標

寛解
SLEDAI ‒
HCQ
ステロイドなし

低疾患活動性
SLEDAI 4以下
HCQ
PSL<7.5mg
（0.1mg/kg）
免疫抑制薬
（安定量で認容）
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　リウマチ月間講演会では多くの教育講

演が各分野のエキスパートの先生方に

よって行われ、チーム医療でのより良い

リウマチ患者さんへのケアを目指す会と

なりました。

　令和元年にリウマチ財団登録医となら

れた先生が誌面で紹介されています。実は

東京の6人のうち4人は私の所属するセン

ターの若手です。4年目から専門外来を始

めますが、専門医取得まではすべての患者

さんを専門医資格のあるスタッフが一緒

に予習して診療計画を作ります。それでも

病院のホームページなどで調べてくる患

者さんには「専門医じゃないのですか」と

言われてしまうこともあり、安心を与える

意味でも若手医師には登録医となること

を勧めています。

　財団ニュースでは最新情報を凝縮した

学会レポートを積極的に掲載することに

しています。今回は諏訪中央病院の須田

先生に欧州リウマチ学会レポートを寄稿

していただきました。リウマチ膠原病分野

のできるだけ広い分野をカバーしていた

だいていますが、誌面には限りがあります

ので、財団ホームページでは学会レポート

のロングバージョンを公開して、登録医の

先生方の診療に役立てていただく企画と

なっています。

　週末にウィーンに行ってきました。パリ

などの大都市ではテロ対策でセキュリティ

が厳しくなっているので、どこに行っても

長蛇の列になっていて時間がかかってしま

うのですが、ウィーンではお土産のザッハ

トルテを買いにカフェザッハに行ったとき

だけ行列に並びました。EULARが大きく

なりすぎて、決まった数箇所の大都市で

しか開催されなくなったのはとても残念

です。

編集後記

令和元年7月 企画運営委員会議事録
令和元年7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：令和元年7月9日（火）18：00～

【報告事項】
1．委員会等の開催について
 ・ リウマチ専門職委員会（7月7日）：リウマチ財団登録医の新規並びに更新申請、リウマチ
  財団登録理学療法士・作業療法士の第１期新規申請に対する資格審査の実施、財団の登録
  制度４職種の規則の見直し等について検討した内容が報告された。
 ・ 医療保険部会（7月7日）：次期診療報酬改定における要望事項の検討を行った旨の報告が
  あった。
2. 2019年度リウマチ月間リウマチ講演会の報告について
  6月23日に大手町サンケイプラザで「進化するリウマチ医療」をテーマに開催し、平成30年度
  の参加人数432名に対し、今年度は536名と約100名も多い参加で、盛会であったことが
  報告された。

【審議事項】
1. 令和元年度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）の募集について
2. 令和2年度ノバルティス・リウマチ医学賞の募集について
3. 令和2年度リウマチ月間行事開催日程及び実行委員会の設置について
4. リウマチ財団登録医（第34期新規）及びリウマチ財団登録・作業療法士（第1期新規）の登録
 申請について
 登録医は新規31名、更新794名並びに第1期登録理学・作業療法士155名（理学療法士85名・
 作業療法士70名）について登録を承認した。
5. 公益財団法人日本リウマチ財団登録リウマチ専門職表彰制度（案）の創設について
 リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師、リウマチ財団登録理学・作業療法士を対象に
 優れた実践活動等を行った者を対象とする表彰制度について検討した。
6. 消費税増税に伴う料金改定について
 今年10月に予定されている消費税10％の施行にともない、当財団の登録制度の審査料等の
 改定を検討することとなった。
7. 令和元年度法人賛助会員セミナーについて
 11月20日（水）に財団事務所で開催することが決まった。

　欧州リウマチ学会（EULAR 2019）への参加に際し、日本リウマチ財団から「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」を賜りましたので、ここに
ご報告申し上げます。 
　今回、“Response to biologic therapy is influenced by the body mass index in 
patients with rheumatoid arthritis” との表題で発表を行いました。関節リウマチ治
療において、生物学的製剤は高い効果を期待して導入されますが、その有効性は概し
て均一ではないという問題点があります。市中病院での日常診療で使用できるような
治療効果予測マーカーは存在せず、また、Body Mass Index（BMI）の生物学的製剤
の有効性への影響については一部議論があります。そこで、生物学的製剤の治療反応
性に影響する因子をBMIも含め検討致しました。
　2011年1月から2016年12月の間に四日市羽津医療センター（三重県 病床数 
226床）膠原病内科で生物学的製剤が導入された関節リウマチ患者（バイオナイー
ブ）を対象としました。同治療開始6ヵ月後の EULAR response criteria で治療反
応性を評価し、それをBaseline characteristics（性別、年齢、罹病期間、BMI、圧痛関
節数、腫脹関節数、Patient’s visual analog scale、 Doctor’s visual analog 
scale、赤血球沈降速度、CRP、DAS28、mHAQ、メトトレキサート使用、プレドニゾ
ロン使用）で比較・検討致しました。その結果、EULAR response criteria の “Good 
or Moderate response” と “No response” の患者群間で、BMI及び罹病期間に有
意差が確認されました。同結果は生物学的製剤間で一部異なり、今後の薬剤選択の
参考になると考えられました。
　最後になりましたが、今回の学会参加に際し日本リウマチ財団より多大なるご支援
を賜りましたことに深謝申し上げます。

国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表に対する
助成者報告書（EULAR 2019）
桑名市総合医療センター 膠原病リウマチ内科 医長　小寺 仁 氏

医学賞等候補者を募集

開催地区 開催日 開催場所

関東・
甲信越

9/29
（日）

丸ビルホール
＆コンファレンススクエア
7F「ホール」

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
2/2（日）

ミッドランドスクエア
オフィスタワー5Ｆ
「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 11/24
（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

九州・
沖縄

令和2年
1/26（日）ホテルJALシティ宮崎

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

世話人

北海道 加藤　将

中村　浩之

古崎　章

山形 土屋　登嗣

栃木 有馬　雅史

岐阜 川上　太郎

大阪 今中　俊爾

川戸　明広

嶋津　秀紀

兵庫 水口　貴雄

三輪　篤子

奈良 内藤　浩平

岡山 松本　佳則

山村　裕理子

広島 川西　啓生

大分 橋口　智光

沖縄 冨着　泉

福岡 西田　顕二郎

萩尾　友宣

藤原　稔史

松田　光太郎静岡 山﨑　賢士

愛知 桃原　真理子

滋賀 日野　拓耶

京都 吉富　啓之

東京 小澤　廣記

川添　麻衣

木戸口　元気

中井　健宏

福井　翔

矢野　紘一郎

令和元年度 リウマチの治療とケア教育研修会 開催予定

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

日本リウマチ財団ホームページ

令和元年度 新規リウマチ財団登録医一覧

検索

● ノバルティス・リウマチ医学賞
 締め切り 令和 2年1月31日

● リウマチ性疾患調査・研究助成
 締め切り 令和 元年11月30日
※ 今年度5件予定。その中から、「三浦記念リウマチ
 学術研究賞」と「塩川美奈子・膠原病研究奨励賞」
 を特に1件ずつ選考する。詳細は財団ホームページをご覧ください。

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