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　過剰な免疫反応を監視し免疫にブレーキを
かける生体の恒常性維持機構を免疫チェック

ポイント機能という。がん細胞は免疫的な攻撃
によって排除される一方で、CTLA-4やPD-1、
PD-L1等の免疫チェックポイント分子を介して
免疫的排除機構からエスケープする。CTLA-4
抗体やPD-1/PD -L1抗体等の免疫チェック

ポイント阻害剤（immune checkpoint inhibitor, 
ICI）は、免疫監視機構をブロックすることに
より、猛烈な抗腫瘍免疫効果を発揮する新しい
がん免疫治療薬である。しかし、ICIは潜在的
に全身の免疫を活性化するため、免疫関連有害
作用（immune-related adverse event, irAE）
という好ましくない自己免疫疾患類似の副作用
を引き起こし、その標的は全身に及ぶ（図）。
リウマチ専門医には、これら自己免疫疾患類似
のリウマチ性irAEを早期に診断し的確な治療
を行う能力が求められている。そこで本稿では、
ICIによるリウマチ性irAEの中で特に頻度が
高い炎症性関節炎（inflammatory arthritis, 
IA）、筋炎、リウマチ性多発筋痛症（PMR）様
筋痛症状について概説する。

　筋骨格系症状はICIの臨床試験で比較的
多く報告された有害事象であるが1）、重症な
irAEしか報告していない臨床研究もあるため、
実際の発生件数が過小評価されている可能性
がある。2019年5月に発表されたメイヨークリ
ニックからの報告では、2011年1月から2018年
5月までの間にICIの投与を受けた1293名中、
リウマチ性irAEの診断を受けたのは61名
（4.7%）であった2）。IAが34名（2.6％）、筋痛や
筋力低下を認めたミオパチーが10名（0.8％）、

その他のリウマチ性irAEが17名であった。ICI
投与開始から発症までの期間の中央値は、IA
は9週、ミオパチーは6週であった。IAでは、罹患
関節が5カ所を超えたものが22名、5関節以下の
ものが12名で、リウマチ因子や抗CCP抗体は
全例が陰性であった。26名がプレドニゾロン
（PSL）治療を受け、このうち5名はDMARDが
併用された。関節症状が完全に消失したものは
16名、他の18名もirAEの改善を認めた。ICI中
断は3名であった。PSL投与期間は平均18週で
あった。ミオパチーでは5名が球脊髄症状を呈し
ており、4名が心筋炎を合併していた。PSL投与
期間は平均15週で、筋症状が消失したものは7名、
irAEによる死亡は2名であった。ジョンズホプキ
ンス大学やフランスの研究グループもリウマチ
性irAEの後方視的解析結果を発表しているが、
概ね類似した結果が示されており、特に、単剤の
ICIよりは2種類のICIを併用した患者において
irAEの発生頻度、重症度が高い傾向にある3）。

　リウマチ性irAEの診断は基本的には臨床
診断であり、特異的な自己抗体を認めることは
ほとんどない。関節痛や倦怠感などほとんどの
初期症状は比較的ありふれた症状であるが、
ICIの副作用を常に念頭に置きながら、併存
疾患（原病の転移や感染症の合併、潜在的な

図 免疫関連有害作用

1. はじめに

がんの免疫療法と自己免疫疾患関連副作用
（編集部より）開発著しいがんの免疫療法によって発生する副作用が問題となっていますが、それらは自己免疫疾患に似た症状のため、リウマチ医の治療
手腕に期待が集まっています。免疫病とがんの専門家である大沼圭氏に解説していただきました。

大沼 圭 氏／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 准教授

公益財団法人 日本リウマチ財団 代表理事　髙久 史麿
　新年あけましておめでとうございます。令和2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昭和62年
11月に設立後、今年で創立33年を迎えました。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。
　昨年4月30日に第125代明仁天皇が退位され、5月から徳仁
天皇のもとに「令和」となりました。今年は7月に東京オリン
ピック、8月にパラリンピックが開催され、世界中から日本が注目
される年になります。また、今年は「子（ねずみ）」年で、十二支の
一番目としてのスタートになります。我が国は、国際問題、経済
問題、災害対策、少子高齢化など、数々の課題を抱えています
が、令和新時代として良い時代になることを切に願っています。
　さて当財団は「我が国におけるリウマチ性疾患の征圧の
達成」を目的として活動してまいりましたが、身近な難病と言わ

れてきました「関節リウマチ」の治療は、従来痛みや腫れの対処
療法であったものが、平成11年にメトトレキサートの関節リウ
マチ保険適用、平成15年からの生物学的製剤の登場等により、
医学的な「寛解」が達成可能な状況へと大きく進歩いたしま
した。最近はＤＮＡワクチンによる新たな治療法も研究されて
おり、更なるリウマチ医療の進歩が期待されています。
　しかし、未だに関節リウマチの原因は判明せず、メトトレ
キサートや生物学的製剤は効果が大きい反面、強力な免疫
抑制作用による副作用も新たな問題であり、小児や妊娠、高齢
者に対する対応など、まだまだ多くの課題を抱えています。
このような状況の中、当財団ではリウマチ医療における「チーム
医療」の重要性に着目した事業を進めており、リウマチに関する
専門職として、「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」、令和元年度からは「リウマチ財団
登録理学・作業療法士制度」を立ち上げ、医療従事者の育成

事業を行っています。リウマチのチーム医療とは、リウマチ患者
さんに最適な医療を選択していただき、提供する医療により
患者さんが良好な経過を維持していただくために必要なことと
考えます。そのためには、治療の方針決定、医療スタッフの意思
統一、役割分担、多職種間の情報交換、経過のアセスメント、
フィードバック等が求められますが、当財団の登録制度による
専門職の皆様には、そのチーム医療の中核を担っていただき
たいと期待しています。
　今年は新しい元号となって2年目ですが、当財団も上述の
目的の達成に向け、新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・ご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。　
　皆様にとりまして本年が良い年になることを祈念いたしま
して年頭の挨拶とさせていただきます。
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自己免疫病態の顕在化）や併用薬の副作用の
可能性を丁寧に鑑別する必要がある。

（1）炎症性関節炎（IA）
　ICI投与開始後に認められる関節の炎症で、
臨床症状は関節痛に加えて関節の腫脹、熱感、
発赤あるいは30分以上の朝のこわばりや安静
後のこわばりである。これらの症状はNSAID
やPSLで改善するが、オピオイド等その他の
鎮痛剤には反応しないということもIAの特徴で
ある。IAを発症した患者のほとんどは抗CCP
抗体やリウマチ因子、抗核抗体は陰性であった
と報告されている。CRP上昇や血沈の亢進も認
められるが、原病のがんに伴う炎症反応との区
別はつかない。一方、MRIや超音波などの画像
検査では一般に、関節びらんや腱滑膜炎、パ
ワードップラー陽性の滑膜炎、関節液貯留など
が認められる。骨びらんや原病の骨転移を鑑
別するためにはレントゲン撮影も推奨される。
脊椎炎の症状を認めるときはHLA-B27の検査
を行う。専門家の統一見解に基づいたIAの
初期治療やICIの中断・再開について表1に
まとめた。痛みが強くADLが制限される場合は
入院管理が推奨される。PSLの長期投与が予測
される場合や他のirAEを併発するような場合
は、禁忌病態がなければ早めにDMARDの
併用を検討する。高用量PSL投与が12週を超え
るとき、あるいは、各施設基準にしたがって、
ニューモシスチス肺炎の予防を行う。

（2）筋炎
　筋炎の特徴的な所見は、筋力低下と血清CK
上昇である。筋痛は重症症例で認められる。

呼吸筋や心筋の障害は致命的となるため、可及
的速やかに集中治療に移行するべきである。
血液検査ではCKの他、AST、ALT、LDH、アル
ドラーゼ、CRP、血沈を測定して筋炎の評価
を行う。特徴的な自己抗体の上昇はないが、
重症筋無力症との鑑別のためには、抗AChR
抗体、抗MuSK抗体の測定を行う。筋電図や
筋MRIも診断には有用であるが、診断に迷う
ケースや神経合併症との鑑別が難しいときは
筋生検を考慮する。心筋障害は発見が遅れる
と命に関わるため、常に鑑別診断のリストに
おいて、心筋逸脱酵素や心電図、心エコー検査
を繰り返す。筋炎の初期治療やICIの中断・再
開について表2にまとめた。神経内科専門医や
循環器専門医にもコンサルテーションを行い、
適切な治療・管理を心がける。

（3）筋痛、あるいは、PMR様筋痛症状
　特徴的な症状は、上肢あるいは下肢の強い
痛みとこわばりであり、筋炎でみられる血清
CKの上昇や筋電図変化は認めない。また、可動
域制限は、疼痛やこわばりによるものであり、
基本的には筋力低下の所見は乏しい。他の
膠原病や自己免疫疾患の鑑別のため炎症反応
（CRP、血沈）や抗核抗体、リウマチ因子、抗
CCP抗体の評価を行う。また、滑膜包炎の診断
にはパワードップラーを利用した超音波検査が
有用である。頭痛や視力障害を認めた場合は側
頭動脈炎の合併を考慮して精査を進める。筋痛
やこわばりが主症状であるPMR様筋痛症状
の初期治療やICIの中断・再開について表3に
まとめた。痛みが強くADLが制限される場合は
入院管理が推奨される。

　これまで行われてきたICIの臨床試験では、
自己免疫疾患の既往がある患者は投与対象か
ら除外されてきたため、これらの患者に関する
詳細なデータは得られていない。ICI治療を
受けた自己免疫疾患既往者のirAEについて、
49論文から123症例が抽出されたメタ解析が
報告されている4）。既往の自己免疫疾患は乾癬
または乾癬性関節炎（28例）、関節リウマチ
（20例）、炎症性腸疾患（13例）、自己免疫性甲
状腺炎（11例）が上位を占めた。ICI治療によって
既往の自己免疫疾患が再燃したものは50例
（41％）であった。また、新規にirAEを発症した
ものは31例（25％）で、大腸炎と下垂体炎が最多
であった。関節リウマチの既往者20例中15例
でirAEを認めた。関節炎の再燃・増悪が7例、
新規のirAE発症が5例（大腸炎、甲状腺炎、
重症筋無力症）、関節炎の再燃・増悪に加えて
新規irAE併発が3例であった。13例がステロ
イドで治療を受け、新規の大腸炎の2例がTNF
阻害薬の投与を受けた。ICI中止は7例であった。
また、5例のサルコイドーシス既往者では全例
にirAEを認め、3例が再燃（高カルシウム血症、
腎不全、筋病変）、2例が新規のirAE（緑内障、
肺炎）で、全例ともステロイドで改善した。この
メタ解析では、CTLA-4抗体は新規irAEの
発症と、また、PD-1阻害剤は既往の自己免疫
疾患の再燃と関連があることが報告されている。
一方、この解析のもととなった論文の多くが
症例報告であるため、非典型的で重症な症例に
偏っている可能性もあると指摘している。その

他の後方視的な研究では、既往の自己免疫
疾患の再燃時の症状は概ね緩やかであり、
併存する自己免疫疾患が活動期の場合にはそ
の症状が悪化する傾向が指摘されている3）。ま
た、自己免疫疾患の既往者は、ICI治療後に
irAEで入院するリスクが高まり、PSL投与を
受ける機会が有意に増えたという結果が報告
されている5）。自己免疫疾患の既往はICIの絶対
禁忌ではないが、ICI治療を開始する前に十分
に自己免疫疾患の活動性や潜在性を精査して
治療の優先順位を判断することが重要である
といえる。

　今後ますます多くのICIの使用が見込まれて
おり、リウマチ専門医の役割は重要になってくる
であろう。リウマチ性irAEは遅発性の副作用
であることが多く、ICI投与開始2年を経過して
発症するものや、場合によっては、投与終了後に
発症する場合もあるが、ICIによるリウマチ性
irAEの早期診断と適切な治療を行うことにより、
がん患者の予後と生活の質を改善することが
可能となる。
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5） Kehl KL, et al. Cancer Immunol Immunother 68（6）; 
 917-926, 2019
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表1 炎症性関節炎（IA）

重症度
（CTCAE Grade）

1 炎症・紅斑・腫脹を伴う軽度の疼痛

（CTCAEではGrade 4の規定なし）

炎症・紅斑・腫脹を伴う中等度の疼痛、
身の回り以外のADLの制限

炎症・紅斑・腫脹を伴う高度の疼痛、不可逆的な
関節機能障害、身の回りのADLの制限

経口PSL 0.5-1mg/kg・４週間で改善したら漸減、
改善ないか悪化傾向なら免疫抑制剤投与

HBV・HCV・Tbcをチェックした上でMTX、LEF、
TNF阻害剤またはIL-6阻害剤（腸炎・消化管転移には
IL-6阻害剤は禁止）

一時中断、
Grade 1以下に症状が改善したらリウマチ専門医に
相談した上で再開を検討

NSAID増量、
PSL 10-20mg/日を4-6週間・改善したら漸減、
改善ないときはGrade 3の治療に移行

ステロイドは推奨されない、
アセトアミノフェンその他のNSAID 推奨されない

3ヶ月でPSL 10mg/日未満に出来ないときは
DMARD併用

一時中断、
症状改善しPSL 10mg/日以下に減量出来たら
再開可能

投与継続

2

3

4

治療・管理
ステロイド剤症状・徴候 免疫抑制剤 ICI治療

ADL, activities of daily living; CTCAE, Common Terminology Criteria for Adverse Events; DMARD, disease modifying anti-rheumatic drug; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; ICI, immune checkpoint inhibitor; 
LEF, leflunomide; MTX, methotrexate; NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug; PSL, prednisolone; Tbc, tuberculosis.

表2 筋炎

重症度
（CTCAE Grade）

1 軽度の筋力低下

（CTCAEではGrade 4の規定なし）

中等度の筋力低下を伴う疼痛、
身の回り以外のADLの制限

高度の筋力低下を伴う疼痛、
身の回りのADLの制限

PSL 1mg/kg、重症例ではMPL 1-2mg/kg静注
またはより高用量ボーラス投与

HBV・HCV・Tbcをチェックした上でMTX、AZA、
MMFを併用、4-6週間で改善ないときはRTX投与
を検討。血漿交換・IVIG療法を考慮

免疫抑制剤が中止できGrade １以下に症状が改善
するまで中断
心筋障害あれば永久中止

NSAID増量、CK上昇あれば
PSL 0.5-1mg/kgを3-4週間・改善したら漸減、
改善ないときはGrade ３の治療に移行

アセトアミノフェンその他のNSAID、CK上昇を伴う
筋力低下あればGrade 2に準じた経口PSL 推奨されない

推奨されない
一時中断、
症状や検査所見が改善しPSL 10mg/日未満に
減量出来たら再開可能、心筋障害あれば永久中止

投与継続
心筋障害あれば永久中止

2

3

4

治療・管理
ステロイド剤症状・徴候 免疫抑制剤 ICI治療

ADL, activities of daily living; AZA, azathioprine; CK, serum creatine kinase; CTCAE, Common Terminology Criteria for Adverse Events; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; ICI, immune checkpoint inhibitor; 
IVIG, intravenous immunoglobulin; MMF, mycophenolate mofetil; MPL, methylprednisolone; MTX, methotrexate; NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug; PSL, prednisolone; RTX, rituximab; Tbc, tuberculosis.

表3 PMR様筋痛症状

重症度
（CTCAE Grade）

1 軽度の疼痛・こわばり

（CTCAEではGrade 4の規定なし）

中等度の疼痛・こわばり、
身の回り以外のADLの制限

高度の疼痛・こわばり、身の回りのADLの制限 PSL 20mg/日、さらに高用量のPSLを要するか
減量が進まない場合は免疫抑制剤投与

HBV・HCV・Tbcをチェックした上でMTXやIL-6
阻害剤（腸炎・消化管転移にはIL-6阻害剤は禁止）

一時中断、
Grade １以下に症状が改善したらリウマチ専門医に
相談した上で再開を検討

PSL 20mg/日を3-4週間・改善したら漸減、
改善ないときはGrade 3の治療に移行

ステロイドは推奨されない、
アセトアミノフェンその他のNSAID 推奨されない

推奨されない
一時中断、
症状改善しPSL10mg/日未満に減量出来たら再開
可能

投与継続

2

3

4

治療・管理
ステロイド剤症状・徴候 免疫抑制剤 ICI治療

ADL, activities of daily living; CTCAE, Common Terminology Criteria for Adverse Events; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; ICI, immune checkpoint inhibitor; MTX, methotrexate; NSAID, non-steroidal 
anti-inflammatory drug; PSL, prednisolone; Tbc, tuberculosis.

2. リウマチ性irAEの
 発生頻度について

3. リウマチ性irAEの診断と
 治療について

4. リウマチ性疾患既往者のirAE

5. まとめ

Brahmer JR, et al. J Clin Oncol 36(17); 1714-1768, 2018より作成。

Brahmer JR, et al. J Clin Oncol 36(17); 1714-1768, 2018より作成。

Brahmer JR, et al. J Clin Oncol 36(17); 1714-1768, 2018より作成。
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　過剰な免疫反応を監視し免疫にブレーキを
かける生体の恒常性維持機構を免疫チェック

ポイント機能という。がん細胞は免疫的な攻撃
によって排除される一方で、CTLA-4やPD-1、
PD-L1等の免疫チェックポイント分子を介して
免疫的排除機構からエスケープする。CTLA-4
抗体やPD-1/PD -L1抗体等の免疫チェック

ポイント阻害剤（immune checkpoint inhibitor, 
ICI）は、免疫監視機構をブロックすることに
より、猛烈な抗腫瘍免疫効果を発揮する新しい
がん免疫治療薬である。しかし、ICIは潜在的
に全身の免疫を活性化するため、免疫関連有害
作用（immune-related adverse event, irAE）
という好ましくない自己免疫疾患類似の副作用
を引き起こし、その標的は全身に及ぶ（図）。
リウマチ専門医には、これら自己免疫疾患類似
のリウマチ性irAEを早期に診断し的確な治療
を行う能力が求められている。そこで本稿では、
ICIによるリウマチ性irAEの中で特に頻度が
高い炎症性関節炎（inflammatory arthritis, 
IA）、筋炎、リウマチ性多発筋痛症（PMR）様
筋痛症状について概説する。

　筋骨格系症状はICIの臨床試験で比較的
多く報告された有害事象であるが1）、重症な
irAEしか報告していない臨床研究もあるため、
実際の発生件数が過小評価されている可能性
がある。2019年5月に発表されたメイヨークリ
ニックからの報告では、2011年1月から2018年
5月までの間にICIの投与を受けた1293名中、
リウマチ性irAEの診断を受けたのは61名
（4.7%）であった2）。IAが34名（2.6％）、筋痛や
筋力低下を認めたミオパチーが10名（0.8％）、

その他のリウマチ性irAEが17名であった。ICI
投与開始から発症までの期間の中央値は、IA
は9週、ミオパチーは6週であった。IAでは、罹患
関節が5カ所を超えたものが22名、5関節以下の
ものが12名で、リウマチ因子や抗CCP抗体は
全例が陰性であった。26名がプレドニゾロン
（PSL）治療を受け、このうち5名はDMARDが
併用された。関節症状が完全に消失したものは
16名、他の18名もirAEの改善を認めた。ICI中
断は3名であった。PSL投与期間は平均18週で
あった。ミオパチーでは5名が球脊髄症状を呈し
ており、4名が心筋炎を合併していた。PSL投与
期間は平均15週で、筋症状が消失したものは7名、
irAEによる死亡は2名であった。ジョンズホプキ
ンス大学やフランスの研究グループもリウマチ
性irAEの後方視的解析結果を発表しているが、
概ね類似した結果が示されており、特に、単剤の
ICIよりは2種類のICIを併用した患者において
irAEの発生頻度、重症度が高い傾向にある3）。

　リウマチ性irAEの診断は基本的には臨床
診断であり、特異的な自己抗体を認めることは
ほとんどない。関節痛や倦怠感などほとんどの
初期症状は比較的ありふれた症状であるが、
ICIの副作用を常に念頭に置きながら、併存
疾患（原病の転移や感染症の合併、潜在的な

図 免疫関連有害作用

1. はじめに

がんの免疫療法と自己免疫疾患関連副作用
（編集部より）開発著しいがんの免疫療法によって発生する副作用が問題となっていますが、それらは自己免疫疾患に似た症状のため、リウマチ医の治療
手腕に期待が集まっています。免疫病とがんの専門家である大沼圭氏に解説していただきました。

大沼 圭 氏／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 准教授

公益財団法人 日本リウマチ財団 代表理事　髙久 史麿
　新年あけましておめでとうございます。令和2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昭和62年
11月に設立後、今年で創立33年を迎えました。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。
　昨年4月30日に第125代明仁天皇が退位され、5月から徳仁
天皇のもとに「令和」となりました。今年は7月に東京オリン
ピック、8月にパラリンピックが開催され、世界中から日本が注目
される年になります。また、今年は「子（ねずみ）」年で、十二支の
一番目としてのスタートになります。我が国は、国際問題、経済
問題、災害対策、少子高齢化など、数々の課題を抱えています
が、令和新時代として良い時代になることを切に願っています。
　さて当財団は「我が国におけるリウマチ性疾患の征圧の
達成」を目的として活動してまいりましたが、身近な難病と言わ

れてきました「関節リウマチ」の治療は、従来痛みや腫れの対処
療法であったものが、平成11年にメトトレキサートの関節リウ
マチ保険適用、平成15年からの生物学的製剤の登場等により、
医学的な「寛解」が達成可能な状況へと大きく進歩いたしま
した。最近はＤＮＡワクチンによる新たな治療法も研究されて
おり、更なるリウマチ医療の進歩が期待されています。
　しかし、未だに関節リウマチの原因は判明せず、メトトレ
キサートや生物学的製剤は効果が大きい反面、強力な免疫
抑制作用による副作用も新たな問題であり、小児や妊娠、高齢
者に対する対応など、まだまだ多くの課題を抱えています。
このような状況の中、当財団ではリウマチ医療における「チーム
医療」の重要性に着目した事業を進めており、リウマチに関する
専門職として、「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」、令和元年度からは「リウマチ財団
登録理学・作業療法士制度」を立ち上げ、医療従事者の育成

事業を行っています。リウマチのチーム医療とは、リウマチ患者
さんに最適な医療を選択していただき、提供する医療により
患者さんが良好な経過を維持していただくために必要なことと
考えます。そのためには、治療の方針決定、医療スタッフの意思
統一、役割分担、多職種間の情報交換、経過のアセスメント、
フィードバック等が求められますが、当財団の登録制度による
専門職の皆様には、そのチーム医療の中核を担っていただき
たいと期待しています。
　今年は新しい元号となって2年目ですが、当財団も上述の
目的の達成に向け、新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・ご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。　
　皆様にとりまして本年が良い年になることを祈念いたしま
して年頭の挨拶とさせていただきます。

令和2年　正月

自己免疫病態の顕在化）や併用薬の副作用の
可能性を丁寧に鑑別する必要がある。

（1）炎症性関節炎（IA）
　ICI投与開始後に認められる関節の炎症で、
臨床症状は関節痛に加えて関節の腫脹、熱感、
発赤あるいは30分以上の朝のこわばりや安静
後のこわばりである。これらの症状はNSAID
やPSLで改善するが、オピオイド等その他の
鎮痛剤には反応しないということもIAの特徴で
ある。IAを発症した患者のほとんどは抗CCP
抗体やリウマチ因子、抗核抗体は陰性であった
と報告されている。CRP上昇や血沈の亢進も認
められるが、原病のがんに伴う炎症反応との区
別はつかない。一方、MRIや超音波などの画像
検査では一般に、関節びらんや腱滑膜炎、パ
ワードップラー陽性の滑膜炎、関節液貯留など
が認められる。骨びらんや原病の骨転移を鑑
別するためにはレントゲン撮影も推奨される。
脊椎炎の症状を認めるときはHLA-B27の検査
を行う。専門家の統一見解に基づいたIAの
初期治療やICIの中断・再開について表1に
まとめた。痛みが強くADLが制限される場合は
入院管理が推奨される。PSLの長期投与が予測
される場合や他のirAEを併発するような場合
は、禁忌病態がなければ早めにDMARDの
併用を検討する。高用量PSL投与が12週を超え
るとき、あるいは、各施設基準にしたがって、
ニューモシスチス肺炎の予防を行う。

（2）筋炎
　筋炎の特徴的な所見は、筋力低下と血清CK
上昇である。筋痛は重症症例で認められる。

呼吸筋や心筋の障害は致命的となるため、可及
的速やかに集中治療に移行するべきである。
血液検査ではCKの他、AST、ALT、LDH、アル
ドラーゼ、CRP、血沈を測定して筋炎の評価
を行う。特徴的な自己抗体の上昇はないが、
重症筋無力症との鑑別のためには、抗AChR
抗体、抗MuSK抗体の測定を行う。筋電図や
筋MRIも診断には有用であるが、診断に迷う
ケースや神経合併症との鑑別が難しいときは
筋生検を考慮する。心筋障害は発見が遅れる
と命に関わるため、常に鑑別診断のリストに
おいて、心筋逸脱酵素や心電図、心エコー検査
を繰り返す。筋炎の初期治療やICIの中断・再
開について表2にまとめた。神経内科専門医や
循環器専門医にもコンサルテーションを行い、
適切な治療・管理を心がける。

（3）筋痛、あるいは、PMR様筋痛症状
　特徴的な症状は、上肢あるいは下肢の強い
痛みとこわばりであり、筋炎でみられる血清
CKの上昇や筋電図変化は認めない。また、可動
域制限は、疼痛やこわばりによるものであり、
基本的には筋力低下の所見は乏しい。他の
膠原病や自己免疫疾患の鑑別のため炎症反応
（CRP、血沈）や抗核抗体、リウマチ因子、抗
CCP抗体の評価を行う。また、滑膜包炎の診断
にはパワードップラーを利用した超音波検査が
有用である。頭痛や視力障害を認めた場合は側
頭動脈炎の合併を考慮して精査を進める。筋痛
やこわばりが主症状であるPMR様筋痛症状
の初期治療やICIの中断・再開について表3に
まとめた。痛みが強くADLが制限される場合は
入院管理が推奨される。

　これまで行われてきたICIの臨床試験では、
自己免疫疾患の既往がある患者は投与対象か
ら除外されてきたため、これらの患者に関する
詳細なデータは得られていない。ICI治療を
受けた自己免疫疾患既往者のirAEについて、
49論文から123症例が抽出されたメタ解析が
報告されている4）。既往の自己免疫疾患は乾癬
または乾癬性関節炎（28例）、関節リウマチ
（20例）、炎症性腸疾患（13例）、自己免疫性甲
状腺炎（11例）が上位を占めた。ICI治療によって
既往の自己免疫疾患が再燃したものは50例
（41％）であった。また、新規にirAEを発症した
ものは31例（25％）で、大腸炎と下垂体炎が最多
であった。関節リウマチの既往者20例中15例
でirAEを認めた。関節炎の再燃・増悪が7例、
新規のirAE発症が5例（大腸炎、甲状腺炎、
重症筋無力症）、関節炎の再燃・増悪に加えて
新規irAE併発が3例であった。13例がステロ
イドで治療を受け、新規の大腸炎の2例がTNF
阻害薬の投与を受けた。ICI中止は7例であった。
また、5例のサルコイドーシス既往者では全例
にirAEを認め、3例が再燃（高カルシウム血症、
腎不全、筋病変）、2例が新規のirAE（緑内障、
肺炎）で、全例ともステロイドで改善した。この
メタ解析では、CTLA-4抗体は新規irAEの
発症と、また、PD-1阻害剤は既往の自己免疫
疾患の再燃と関連があることが報告されている。
一方、この解析のもととなった論文の多くが
症例報告であるため、非典型的で重症な症例に
偏っている可能性もあると指摘している。その

他の後方視的な研究では、既往の自己免疫
疾患の再燃時の症状は概ね緩やかであり、
併存する自己免疫疾患が活動期の場合にはそ
の症状が悪化する傾向が指摘されている3）。ま
た、自己免疫疾患の既往者は、ICI治療後に
irAEで入院するリスクが高まり、PSL投与を
受ける機会が有意に増えたという結果が報告
されている5）。自己免疫疾患の既往はICIの絶対
禁忌ではないが、ICI治療を開始する前に十分
に自己免疫疾患の活動性や潜在性を精査して
治療の優先順位を判断することが重要である
といえる。

　今後ますます多くのICIの使用が見込まれて
おり、リウマチ専門医の役割は重要になってくる
であろう。リウマチ性irAEは遅発性の副作用
であることが多く、ICI投与開始2年を経過して
発症するものや、場合によっては、投与終了後に
発症する場合もあるが、ICIによるリウマチ性
irAEの早期診断と適切な治療を行うことにより、
がん患者の予後と生活の質を改善することが
可能となる。

参考文献
1） Wang Q, et al. JAMIA Open 2（1）; 173-178, 2019
2） Richter MD, et al. Arthritis Rheumatol 71（3）; 468-475, 
 2019
3） Ohnuma K, et al. Mod Rheumatol 29（5）; 721-732, 
 2019
4） Abdel-Wahab N, et al. Ann Intern Med 168（2）; 121-130, 
 2018
5） Kehl KL, et al. Cancer Immunol Immunother 68（6）; 
 917-926, 2019
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脳
脳炎
無菌性髄膜炎
脱髄性疾患

口腔
ドライマウス
口内炎

皮膚
強皮症
発疹
掻痒疹
乾癬
白斑症
スティーブン・ジョンソン症候群
類天疱瘡
DRESS症候群 血液・造血

溶血性貧血
再生不良性貧血
免疫性血小板減少症
好中球減少症
溶血性尿毒症症候群
血栓性血小板減少性紫斑病
後天性血友病

内分泌
下垂体炎
甲状腺機能亢進症
甲状腺機能低下症
副腎不全
1型糖尿病
性腺機能低下症

泌尿器
急性間質性腎炎
ループス腎炎
精巣炎

肝胆膵
肝炎・胆管炎
膵炎

眼
ぶどう膜炎
結膜炎
角膜炎
網膜炎

心臓・血管
心筋炎
心膜炎
血管炎
静脈血栓塞栓症

筋・骨格
関節炎
リウマチ性多発筋痛症
皮膚筋炎
多発性筋炎
筋膜炎
横紋筋融解症

末梢神経
ニューロパチー
ギラン・バレー症候群
ミエロパチー
重症筋無力症
横断性脊髄炎

呼吸器
間質性肺炎
胸膜炎
サルコイドーシス様肉芽腫症

消化管
腸炎
胃炎
十二指腸炎

表1 炎症性関節炎（IA）

重症度
（CTCAE Grade）

1 炎症・紅斑・腫脹を伴う軽度の疼痛

（CTCAEではGrade 4の規定なし）

炎症・紅斑・腫脹を伴う中等度の疼痛、
身の回り以外のADLの制限

炎症・紅斑・腫脹を伴う高度の疼痛、不可逆的な
関節機能障害、身の回りのADLの制限

経口PSL 0.5-1mg/kg・４週間で改善したら漸減、
改善ないか悪化傾向なら免疫抑制剤投与

HBV・HCV・Tbcをチェックした上でMTX、LEF、
TNF阻害剤またはIL-6阻害剤（腸炎・消化管転移には
IL-6阻害剤は禁止）

一時中断、
Grade 1以下に症状が改善したらリウマチ専門医に
相談した上で再開を検討

NSAID増量、
PSL 10-20mg/日を4-6週間・改善したら漸減、
改善ないときはGrade 3の治療に移行

ステロイドは推奨されない、
アセトアミノフェンその他のNSAID 推奨されない

3ヶ月でPSL 10mg/日未満に出来ないときは
DMARD併用

一時中断、
症状改善しPSL 10mg/日以下に減量出来たら
再開可能

投与継続

2

3

4

治療・管理
ステロイド剤症状・徴候 免疫抑制剤 ICI治療

ADL, activities of daily living; CTCAE, Common Terminology Criteria for Adverse Events; DMARD, disease modifying anti-rheumatic drug; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; ICI, immune checkpoint inhibitor; 
LEF, leflunomide; MTX, methotrexate; NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug; PSL, prednisolone; Tbc, tuberculosis.

表2 筋炎

重症度
（CTCAE Grade）

1 軽度の筋力低下

（CTCAEではGrade 4の規定なし）

中等度の筋力低下を伴う疼痛、
身の回り以外のADLの制限

高度の筋力低下を伴う疼痛、
身の回りのADLの制限

PSL 1mg/kg、重症例ではMPL 1-2mg/kg静注
またはより高用量ボーラス投与

HBV・HCV・Tbcをチェックした上でMTX、AZA、
MMFを併用、4-6週間で改善ないときはRTX投与
を検討。血漿交換・IVIG療法を考慮

免疫抑制剤が中止できGrade １以下に症状が改善
するまで中断
心筋障害あれば永久中止

NSAID増量、CK上昇あれば
PSL 0.5-1mg/kgを3-4週間・改善したら漸減、
改善ないときはGrade ３の治療に移行

アセトアミノフェンその他のNSAID、CK上昇を伴う
筋力低下あればGrade 2に準じた経口PSL 推奨されない

推奨されない
一時中断、
症状や検査所見が改善しPSL 10mg/日未満に
減量出来たら再開可能、心筋障害あれば永久中止

投与継続
心筋障害あれば永久中止

2

3

4

治療・管理
ステロイド剤症状・徴候 免疫抑制剤 ICI治療

ADL, activities of daily living; AZA, azathioprine; CK, serum creatine kinase; CTCAE, Common Terminology Criteria for Adverse Events; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; ICI, immune checkpoint inhibitor; 
IVIG, intravenous immunoglobulin; MMF, mycophenolate mofetil; MPL, methylprednisolone; MTX, methotrexate; NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug; PSL, prednisolone; RTX, rituximab; Tbc, tuberculosis.

表3 PMR様筋痛症状

重症度
（CTCAE Grade）

1 軽度の疼痛・こわばり

（CTCAEではGrade 4の規定なし）

中等度の疼痛・こわばり、
身の回り以外のADLの制限

高度の疼痛・こわばり、身の回りのADLの制限 PSL 20mg/日、さらに高用量のPSLを要するか
減量が進まない場合は免疫抑制剤投与

HBV・HCV・Tbcをチェックした上でMTXやIL-6
阻害剤（腸炎・消化管転移にはIL-6阻害剤は禁止）

一時中断、
Grade １以下に症状が改善したらリウマチ専門医に
相談した上で再開を検討

PSL 20mg/日を3-4週間・改善したら漸減、
改善ないときはGrade 3の治療に移行

ステロイドは推奨されない、
アセトアミノフェンその他のNSAID 推奨されない

推奨されない
一時中断、
症状改善しPSL10mg/日未満に減量出来たら再開
可能

投与継続

2

3

4

治療・管理
ステロイド剤症状・徴候 免疫抑制剤 ICI治療

ADL, activities of daily living; CTCAE, Common Terminology Criteria for Adverse Events; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; ICI, immune checkpoint inhibitor; MTX, methotrexate; NSAID, non-steroidal 
anti-inflammatory drug; PSL, prednisolone; Tbc, tuberculosis.
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Brahmer JR, et al. J Clin Oncol 36(17); 1714-1768, 2018より作成。

Brahmer JR, et al. J Clin Oncol 36(17); 1714-1768, 2018より作成。

Brahmer JR, et al. J Clin Oncol 36(17); 1714-1768, 2018より作成。
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　過剰な免疫反応を監視し免疫にブレーキを
かける生体の恒常性維持機構を免疫チェック

ポイント機能という。がん細胞は免疫的な攻撃
によって排除される一方で、CTLA-4やPD-1、
PD-L1等の免疫チェックポイント分子を介して
免疫的排除機構からエスケープする。CTLA-4
抗体やPD-1/PD -L1抗体等の免疫チェック

ポイント阻害剤（immune checkpoint inhibitor, 
ICI）は、免疫監視機構をブロックすることに
より、猛烈な抗腫瘍免疫効果を発揮する新しい
がん免疫治療薬である。しかし、ICIは潜在的
に全身の免疫を活性化するため、免疫関連有害
作用（immune-related adverse event, irAE）
という好ましくない自己免疫疾患類似の副作用
を引き起こし、その標的は全身に及ぶ（図）。
リウマチ専門医には、これら自己免疫疾患類似
のリウマチ性irAEを早期に診断し的確な治療
を行う能力が求められている。そこで本稿では、
ICIによるリウマチ性irAEの中で特に頻度が
高い炎症性関節炎（inflammatory arthritis, 
IA）、筋炎、リウマチ性多発筋痛症（PMR）様
筋痛症状について概説する。

　筋骨格系症状はICIの臨床試験で比較的
多く報告された有害事象であるが1）、重症な
irAEしか報告していない臨床研究もあるため、
実際の発生件数が過小評価されている可能性
がある。2019年5月に発表されたメイヨークリ
ニックからの報告では、2011年1月から2018年
5月までの間にICIの投与を受けた1293名中、
リウマチ性irAEの診断を受けたのは61名
（4.7%）であった2）。IAが34名（2.6％）、筋痛や
筋力低下を認めたミオパチーが10名（0.8％）、

その他のリウマチ性irAEが17名であった。ICI
投与開始から発症までの期間の中央値は、IA
は9週、ミオパチーは6週であった。IAでは、罹患
関節が5カ所を超えたものが22名、5関節以下の
ものが12名で、リウマチ因子や抗CCP抗体は
全例が陰性であった。26名がプレドニゾロン
（PSL）治療を受け、このうち5名はDMARDが
併用された。関節症状が完全に消失したものは
16名、他の18名もirAEの改善を認めた。ICI中
断は3名であった。PSL投与期間は平均18週で
あった。ミオパチーでは5名が球脊髄症状を呈し
ており、4名が心筋炎を合併していた。PSL投与
期間は平均15週で、筋症状が消失したものは7名、
irAEによる死亡は2名であった。ジョンズホプキ
ンス大学やフランスの研究グループもリウマチ
性irAEの後方視的解析結果を発表しているが、
概ね類似した結果が示されており、特に、単剤の
ICIよりは2種類のICIを併用した患者において
irAEの発生頻度、重症度が高い傾向にある3）。

　リウマチ性irAEの診断は基本的には臨床
診断であり、特異的な自己抗体を認めることは
ほとんどない。関節痛や倦怠感などほとんどの
初期症状は比較的ありふれた症状であるが、
ICIの副作用を常に念頭に置きながら、併存
疾患（原病の転移や感染症の合併、潜在的な

図 免疫関連有害作用

1. はじめに

がんの免疫療法と自己免疫疾患関連副作用
（編集部より）開発著しいがんの免疫療法によって発生する副作用が問題となっていますが、それらは自己免疫疾患に似た症状のため、リウマチ医の治療
手腕に期待が集まっています。免疫病とがんの専門家である大沼圭氏に解説していただきました。

大沼 圭 氏／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 准教授

公益財団法人 日本リウマチ財団 代表理事　髙久 史麿
　新年あけましておめでとうございます。令和2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昭和62年
11月に設立後、今年で創立33年を迎えました。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。
　昨年4月30日に第125代明仁天皇が退位され、5月から徳仁
天皇のもとに「令和」となりました。今年は7月に東京オリン
ピック、8月にパラリンピックが開催され、世界中から日本が注目
される年になります。また、今年は「子（ねずみ）」年で、十二支の
一番目としてのスタートになります。我が国は、国際問題、経済
問題、災害対策、少子高齢化など、数々の課題を抱えています
が、令和新時代として良い時代になることを切に願っています。
　さて当財団は「我が国におけるリウマチ性疾患の征圧の
達成」を目的として活動してまいりましたが、身近な難病と言わ

れてきました「関節リウマチ」の治療は、従来痛みや腫れの対処
療法であったものが、平成11年にメトトレキサートの関節リウ
マチ保険適用、平成15年からの生物学的製剤の登場等により、
医学的な「寛解」が達成可能な状況へと大きく進歩いたしま
した。最近はＤＮＡワクチンによる新たな治療法も研究されて
おり、更なるリウマチ医療の進歩が期待されています。
　しかし、未だに関節リウマチの原因は判明せず、メトトレ
キサートや生物学的製剤は効果が大きい反面、強力な免疫
抑制作用による副作用も新たな問題であり、小児や妊娠、高齢
者に対する対応など、まだまだ多くの課題を抱えています。
このような状況の中、当財団ではリウマチ医療における「チーム
医療」の重要性に着目した事業を進めており、リウマチに関する
専門職として、「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」、令和元年度からは「リウマチ財団
登録理学・作業療法士制度」を立ち上げ、医療従事者の育成

事業を行っています。リウマチのチーム医療とは、リウマチ患者
さんに最適な医療を選択していただき、提供する医療により
患者さんが良好な経過を維持していただくために必要なことと
考えます。そのためには、治療の方針決定、医療スタッフの意思
統一、役割分担、多職種間の情報交換、経過のアセスメント、
フィードバック等が求められますが、当財団の登録制度による
専門職の皆様には、そのチーム医療の中核を担っていただき
たいと期待しています。
　今年は新しい元号となって2年目ですが、当財団も上述の
目的の達成に向け、新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・ご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。　
　皆様にとりまして本年が良い年になることを祈念いたしま
して年頭の挨拶とさせていただきます。

令和2年　正月

自己免疫病態の顕在化）や併用薬の副作用の
可能性を丁寧に鑑別する必要がある。

（1）炎症性関節炎（IA）
　ICI投与開始後に認められる関節の炎症で、
臨床症状は関節痛に加えて関節の腫脹、熱感、
発赤あるいは30分以上の朝のこわばりや安静
後のこわばりである。これらの症状はNSAID
やPSLで改善するが、オピオイド等その他の
鎮痛剤には反応しないということもIAの特徴で
ある。IAを発症した患者のほとんどは抗CCP
抗体やリウマチ因子、抗核抗体は陰性であった
と報告されている。CRP上昇や血沈の亢進も認
められるが、原病のがんに伴う炎症反応との区
別はつかない。一方、MRIや超音波などの画像
検査では一般に、関節びらんや腱滑膜炎、パ
ワードップラー陽性の滑膜炎、関節液貯留など
が認められる。骨びらんや原病の骨転移を鑑
別するためにはレントゲン撮影も推奨される。
脊椎炎の症状を認めるときはHLA-B27の検査
を行う。専門家の統一見解に基づいたIAの
初期治療やICIの中断・再開について表1に
まとめた。痛みが強くADLが制限される場合は
入院管理が推奨される。PSLの長期投与が予測
される場合や他のirAEを併発するような場合
は、禁忌病態がなければ早めにDMARDの
併用を検討する。高用量PSL投与が12週を超え
るとき、あるいは、各施設基準にしたがって、
ニューモシスチス肺炎の予防を行う。

（2）筋炎
　筋炎の特徴的な所見は、筋力低下と血清CK
上昇である。筋痛は重症症例で認められる。

呼吸筋や心筋の障害は致命的となるため、可及
的速やかに集中治療に移行するべきである。
血液検査ではCKの他、AST、ALT、LDH、アル
ドラーゼ、CRP、血沈を測定して筋炎の評価
を行う。特徴的な自己抗体の上昇はないが、
重症筋無力症との鑑別のためには、抗AChR
抗体、抗MuSK抗体の測定を行う。筋電図や
筋MRIも診断には有用であるが、診断に迷う
ケースや神経合併症との鑑別が難しいときは
筋生検を考慮する。心筋障害は発見が遅れる
と命に関わるため、常に鑑別診断のリストに
おいて、心筋逸脱酵素や心電図、心エコー検査
を繰り返す。筋炎の初期治療やICIの中断・再
開について表2にまとめた。神経内科専門医や
循環器専門医にもコンサルテーションを行い、
適切な治療・管理を心がける。

（3）筋痛、あるいは、PMR様筋痛症状
　特徴的な症状は、上肢あるいは下肢の強い
痛みとこわばりであり、筋炎でみられる血清
CKの上昇や筋電図変化は認めない。また、可動
域制限は、疼痛やこわばりによるものであり、
基本的には筋力低下の所見は乏しい。他の
膠原病や自己免疫疾患の鑑別のため炎症反応
（CRP、血沈）や抗核抗体、リウマチ因子、抗
CCP抗体の評価を行う。また、滑膜包炎の診断
にはパワードップラーを利用した超音波検査が
有用である。頭痛や視力障害を認めた場合は側
頭動脈炎の合併を考慮して精査を進める。筋痛
やこわばりが主症状であるPMR様筋痛症状
の初期治療やICIの中断・再開について表3に
まとめた。痛みが強くADLが制限される場合は
入院管理が推奨される。

　これまで行われてきたICIの臨床試験では、
自己免疫疾患の既往がある患者は投与対象か
ら除外されてきたため、これらの患者に関する
詳細なデータは得られていない。ICI治療を
受けた自己免疫疾患既往者のirAEについて、
49論文から123症例が抽出されたメタ解析が
報告されている4）。既往の自己免疫疾患は乾癬
または乾癬性関節炎（28例）、関節リウマチ
（20例）、炎症性腸疾患（13例）、自己免疫性甲
状腺炎（11例）が上位を占めた。ICI治療によって
既往の自己免疫疾患が再燃したものは50例
（41％）であった。また、新規にirAEを発症した
ものは31例（25％）で、大腸炎と下垂体炎が最多
であった。関節リウマチの既往者20例中15例
でirAEを認めた。関節炎の再燃・増悪が7例、
新規のirAE発症が5例（大腸炎、甲状腺炎、
重症筋無力症）、関節炎の再燃・増悪に加えて
新規irAE併発が3例であった。13例がステロ
イドで治療を受け、新規の大腸炎の2例がTNF
阻害薬の投与を受けた。ICI中止は7例であった。
また、5例のサルコイドーシス既往者では全例
にirAEを認め、3例が再燃（高カルシウム血症、
腎不全、筋病変）、2例が新規のirAE（緑内障、
肺炎）で、全例ともステロイドで改善した。この
メタ解析では、CTLA-4抗体は新規irAEの
発症と、また、PD-1阻害剤は既往の自己免疫
疾患の再燃と関連があることが報告されている。
一方、この解析のもととなった論文の多くが
症例報告であるため、非典型的で重症な症例に
偏っている可能性もあると指摘している。その

他の後方視的な研究では、既往の自己免疫
疾患の再燃時の症状は概ね緩やかであり、
併存する自己免疫疾患が活動期の場合にはそ
の症状が悪化する傾向が指摘されている3）。ま
た、自己免疫疾患の既往者は、ICI治療後に
irAEで入院するリスクが高まり、PSL投与を
受ける機会が有意に増えたという結果が報告
されている5）。自己免疫疾患の既往はICIの絶対
禁忌ではないが、ICI治療を開始する前に十分
に自己免疫疾患の活動性や潜在性を精査して
治療の優先順位を判断することが重要である
といえる。

　今後ますます多くのICIの使用が見込まれて
おり、リウマチ専門医の役割は重要になってくる
であろう。リウマチ性irAEは遅発性の副作用
であることが多く、ICI投与開始2年を経過して
発症するものや、場合によっては、投与終了後に
発症する場合もあるが、ICIによるリウマチ性
irAEの早期診断と適切な治療を行うことにより、
がん患者の予後と生活の質を改善することが
可能となる。

参考文献
1） Wang Q, et al. JAMIA Open 2（1）; 173-178, 2019
2） Richter MD, et al. Arthritis Rheumatol 71（3）; 468-475, 
 2019
3） Ohnuma K, et al. Mod Rheumatol 29（5）; 721-732, 
 2019
4） Abdel-Wahab N, et al. Ann Intern Med 168（2）; 121-130, 
 2018
5） Kehl KL, et al. Cancer Immunol Immunother 68（6）; 
 917-926, 2019
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表1 炎症性関節炎（IA）

重症度
（CTCAE Grade）

1 炎症・紅斑・腫脹を伴う軽度の疼痛

（CTCAEではGrade 4の規定なし）

炎症・紅斑・腫脹を伴う中等度の疼痛、
身の回り以外のADLの制限

炎症・紅斑・腫脹を伴う高度の疼痛、不可逆的な
関節機能障害、身の回りのADLの制限

経口PSL 0.5-1mg/kg・４週間で改善したら漸減、
改善ないか悪化傾向なら免疫抑制剤投与

HBV・HCV・Tbcをチェックした上でMTX、LEF、
TNF阻害剤またはIL-6阻害剤（腸炎・消化管転移には
IL-6阻害剤は禁止）

一時中断、
Grade 1以下に症状が改善したらリウマチ専門医に
相談した上で再開を検討

NSAID増量、
PSL 10-20mg/日を4-6週間・改善したら漸減、
改善ないときはGrade 3の治療に移行

ステロイドは推奨されない、
アセトアミノフェンその他のNSAID 推奨されない

3ヶ月でPSL 10mg/日未満に出来ないときは
DMARD併用

一時中断、
症状改善しPSL 10mg/日以下に減量出来たら
再開可能

投与継続

2

3

4

治療・管理
ステロイド剤症状・徴候 免疫抑制剤 ICI治療

ADL, activities of daily living; CTCAE, Common Terminology Criteria for Adverse Events; DMARD, disease modifying anti-rheumatic drug; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; ICI, immune checkpoint inhibitor; 
LEF, leflunomide; MTX, methotrexate; NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug; PSL, prednisolone; Tbc, tuberculosis.

表2 筋炎

重症度
（CTCAE Grade）

1 軽度の筋力低下

（CTCAEではGrade 4の規定なし）

中等度の筋力低下を伴う疼痛、
身の回り以外のADLの制限

高度の筋力低下を伴う疼痛、
身の回りのADLの制限

PSL 1mg/kg、重症例ではMPL 1-2mg/kg静注
またはより高用量ボーラス投与

HBV・HCV・Tbcをチェックした上でMTX、AZA、
MMFを併用、4-6週間で改善ないときはRTX投与
を検討。血漿交換・IVIG療法を考慮

免疫抑制剤が中止できGrade １以下に症状が改善
するまで中断
心筋障害あれば永久中止

NSAID増量、CK上昇あれば
PSL 0.5-1mg/kgを3-4週間・改善したら漸減、
改善ないときはGrade ３の治療に移行

アセトアミノフェンその他のNSAID、CK上昇を伴う
筋力低下あればGrade 2に準じた経口PSL 推奨されない

推奨されない
一時中断、
症状や検査所見が改善しPSL 10mg/日未満に
減量出来たら再開可能、心筋障害あれば永久中止

投与継続
心筋障害あれば永久中止

2

3

4

治療・管理
ステロイド剤症状・徴候 免疫抑制剤 ICI治療

ADL, activities of daily living; AZA, azathioprine; CK, serum creatine kinase; CTCAE, Common Terminology Criteria for Adverse Events; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; ICI, immune checkpoint inhibitor; 
IVIG, intravenous immunoglobulin; MMF, mycophenolate mofetil; MPL, methylprednisolone; MTX, methotrexate; NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug; PSL, prednisolone; RTX, rituximab; Tbc, tuberculosis.

表3 PMR様筋痛症状

重症度
（CTCAE Grade）

1 軽度の疼痛・こわばり

（CTCAEではGrade 4の規定なし）

中等度の疼痛・こわばり、
身の回り以外のADLの制限

高度の疼痛・こわばり、身の回りのADLの制限 PSL 20mg/日、さらに高用量のPSLを要するか
減量が進まない場合は免疫抑制剤投与

HBV・HCV・Tbcをチェックした上でMTXやIL-6
阻害剤（腸炎・消化管転移にはIL-6阻害剤は禁止）

一時中断、
Grade １以下に症状が改善したらリウマチ専門医に
相談した上で再開を検討

PSL 20mg/日を3-4週間・改善したら漸減、
改善ないときはGrade 3の治療に移行

ステロイドは推奨されない、
アセトアミノフェンその他のNSAID 推奨されない

推奨されない
一時中断、
症状改善しPSL10mg/日未満に減量出来たら再開
可能

投与継続

2

3

4

治療・管理
ステロイド剤症状・徴候 免疫抑制剤 ICI治療

ADL, activities of daily living; CTCAE, Common Terminology Criteria for Adverse Events; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; ICI, immune checkpoint inhibitor; MTX, methotrexate; NSAID, non-steroidal 
anti-inflammatory drug; PSL, prednisolone; Tbc, tuberculosis.

2. リウマチ性irAEの
 発生頻度について

3. リウマチ性irAEの診断と
 治療について

4. リウマチ性疾患既往者のirAE

5. まとめ

Brahmer JR, et al. J Clin Oncol 36(17); 1714-1768, 2018より作成。

Brahmer JR, et al. J Clin Oncol 36(17); 1714-1768, 2018より作成。

Brahmer JR, et al. J Clin Oncol 36(17); 1714-1768, 2018より作成。
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A1. 臨床写真では、手指から上腕にかけてやや紅色調を帯びて、特
に指背では細かい皺が消失している。丘疹、

漿液性丘疹、点状痂皮、鱗屑（直径0.5～1mm
環状鱗屑もない）、びらんは見られない。明瞭
な紅斑は見られない。爪上皮の延長、爪上

A2. 所見「全指の指関節背面に胼胝様の角化性変化が見られる」は
ゴットロンのサインとも言えること、筋力
低下を訴えていること、前腕と腫脹とリベド
様紅斑と腫脹があることから、表皮基底層

の液状変性があること、血管病変があるこ
とが推察され、合わせて皮膚筋炎が疑われる。
しかし、皮膚筋炎では爪上皮の延長、爪上
皮下点状出血、爪隔の角化は通常見られる。
そこで、血液検査と皮膚生検をしたところ抗

Q1. 皮疹を詳細に観察し、視診所見を記載して、手湿疹
 でない（運送業では見られる可能性高い）と言う
 根拠を述べてください。
 日本リウマチ財団ニュース、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、2018，10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8回

症例：50歳代男性。職業：運送業。2000年2月下旬より両手指にレイノー症状が出
現。同年９月頃より両肩部の疼痛及び筋力低下を認めたため近医皮膚科より11月
22日当科紹介受診された。両前腕が何となく張った感じがするとのことであった。

Q2. 鑑別診断をあげてください。

●リウマチ医になったわけ
　大学４年生で受けた膠原病の講義で、後に上司
となる故坂根剛先生が全身性エリテマトーデスの
免疫異常（特にサプレッサーT細胞機能）の話を
ずっとされており、難しさを感じましたが興味も
持ちました。その他の講義はされず学生が分担で
調べ発表したのですが、私は自己免疫性溶血性
貧血を担当することになり、その発症機序を勉強
するうちに臨床免疫学が面白いと感じました。
病棟実習で若い患者さんが闘病する姿を見て、
難病の原因を解明したいと思い当時の島根医科
大学内科学第三に入局しました。私の手で原因
解明することはできませんでしたが、家族ではない
けれど患者さんの一生に関わり、やり甲斐があり
喜びが大きい仕事だと思います。

●女性医師で
よかったこと

　経過の長い疾患の診
療では、患者さんと医師
（男でも女でも）の信頼関
係が重要だと思います。
リウマチ性疾患は女性の
患者さんが多く、月経異常、
婦人科疾患の症状、避妊
や不妊の話など女性特
有のことを気軽に相談
しやすいかもしれません。

時には、“お嫁さんが何もしてくれないから大変”
などという愚痴を伺うこともありますが……。転居
などで紹介先を探す時に「女の先生がいい」と
言って下さる患者さんがいますが、私の診療に
満足して下さっていたのかな、とホッとしています。
　日本リウマチ学会で女性会員支援小委員会
（男女共同参画委員会の前身）が立ち上げられ
た時に当時は女性だからということで招集して
いただきました。そこで多くの魅力的な医師と新
たに知り合えたことも大きな喜びです。

●ひとりごと
　以前、関節リウマチ発症後数年でアミロイドー
シスで亡くなった30歳代の患者さんを経験しま
した。生物学的製剤があの頃あれば救えたのに、

と思います。以前は痛がっていて暗めな表情を
していたリウマチの患者さんが多かったと思い
ますが、今では診察室からコールするとタッタッタ
と足音が聞こえてきて笑顔でお話ししてくださる
患者さんが増え、治療の進歩に感謝しています。
島根が東西に長く交通の便も悪く専門医も少な
いため、10年前は生物学的製剤ばかりか、MTX
も十分に使われていませんでした。リウマチネット
と称した病診連携の会を立ち上げ、患者さんの
勉強会も行い、今日的な治療を広めることが
できるようになり連携の重要性を感じています。
　島根に留学などを経て戻ってきた時に、以前は
膠原病が主流であった第三内科でしたが、膠原

病スタッフは皆退職されており、留学および基礎
講座の勤務で臨床経験が決して長いとは言えな
いにも関わらず、30歳後半で大学病院の膠原病
のトップとして働く状況になりました。地方都市で
勉強家の若いスタッフに支えられながら、書物を
頼りに与えられた仕事をこなしていました。そんな
時、縁もない他県の先生方が引き立てて下さり
ました。大変感謝をするとともに、私も微力では
ありますが若い世代の力になりたいと考えます。

◎（編集部より）「女性リウマチ医のひとりごと」は
次号で最終回となります。最終回を飾るのは、愛媛
大学医学部小児科・中野直子先生です。

リレー連載

２０１９年中国四国女性リウマチ医の会（W-ing）: 松江市
「杉浦智子先生、中川夏子先生、笹井蘭先生に講演していただきました」（村川氏）

島根大学医学部内科学講座第三
島根大学医学部附属病院膠原病内科 診療教授
難病総合治療センター センター長
村川 洋子 氏

第14回

皮下点状出血も見られない。爪隔の角化は
見られないが、全指の指関節背面に胼胝様
の角化性変化が見られる。前腕外側は淡い紅
色調を帯び、やや浮腫状に腫脹しているよう
に見え、触診上張っている感じ、やや硬い触
感を得る。軽度リベド様所見がある。

　手湿疹については、「丘疹、漿液性丘疹、点
状痂皮、鱗屑（直径0.5～1mm環状鱗屑も
ない）、びらんは見られない。明瞭な紅斑は
見られない」ことから表皮主体の病変（湿疹
は表皮の主体の疾患）ではないと解釈され、
否定される。

核抗体1280倍、CK 909U/L、ALD 29.3U/L、
ミオグロビン 390ng/mlと筋原酵素、蛋白
の上昇があった。病理組織では横紋の消失、
融解した筋線維、リンパ球の筋線維束間
への明らかな浸潤が有り（図2a）、皮膚筋
炎と診断した。
　指背と前腕の腫脹、硬化の触感から全身
性強皮症も疑い前腕1/3遠位の部分から皮

膚生検を行ったところ、軽度浮腫と膠原線
維の増生が認められ（図2b）、全身性強皮症
の浮腫性硬化期も疑われた。そこでその3
年後再び生検したところ、明らかな膠原線維
の硬化と真皮の部分的浮腫が認められた
（図2c）ことから、手指、前腕の腫脹は皮膚
筋炎の一症状よりは全身性強皮症の合併と
確定診断された。

図２ a, 左三角筋の初診時生検（HE染色）　b, 左前腕遠位1/3部位の皮膚生検（2000年12月、HE染色）　c, 左前腕遠位1/3部位の皮膚生検（2003年12月、HE染色）

図1 50歳代男性の手背と右前腕外側　数ヶ月前から続く所見

a b c2000年12月 2000年12月 2003年12月

左三角筋 左前腕 左前腕
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A1. 臨床写真では、手指から上腕にかけてやや紅色調を帯びて、特
に指背では細かい皺が消失している。丘疹、

漿液性丘疹、点状痂皮、鱗屑（直径0.5～1mm
環状鱗屑もない）、びらんは見られない。明瞭
な紅斑は見られない。爪上皮の延長、爪上

A2. 所見「全指の指関節背面に胼胝様の角化性変化が見られる」は
ゴットロンのサインとも言えること、筋力
低下を訴えていること、前腕と腫脹とリベド
様紅斑と腫脹があることから、表皮基底層

の液状変性があること、血管病変があるこ
とが推察され、合わせて皮膚筋炎が疑われる。
しかし、皮膚筋炎では爪上皮の延長、爪上
皮下点状出血、爪隔の角化は通常見られる。
そこで、血液検査と皮膚生検をしたところ抗

Q1. 皮疹を詳細に観察し、視診所見を記載して、手湿疹
 でない（運送業では見られる可能性高い）と言う
 根拠を述べてください。
 日本リウマチ財団ニュース、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、2018，10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。
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皮膚科

第8回

症例：50歳代男性。職業：運送業。2000年2月下旬より両手指にレイノー症状が出
現。同年９月頃より両肩部の疼痛及び筋力低下を認めたため近医皮膚科より11月
22日当科紹介受診された。両前腕が何となく張った感じがするとのことであった。

Q2. 鑑別診断をあげてください。

●リウマチ医になったわけ
　大学４年生で受けた膠原病の講義で、後に上司
となる故坂根剛先生が全身性エリテマトーデスの
免疫異常（特にサプレッサーT細胞機能）の話を
ずっとされており、難しさを感じましたが興味も
持ちました。その他の講義はされず学生が分担で
調べ発表したのですが、私は自己免疫性溶血性
貧血を担当することになり、その発症機序を勉強
するうちに臨床免疫学が面白いと感じました。
病棟実習で若い患者さんが闘病する姿を見て、
難病の原因を解明したいと思い当時の島根医科
大学内科学第三に入局しました。私の手で原因
解明することはできませんでしたが、家族ではない
けれど患者さんの一生に関わり、やり甲斐があり
喜びが大きい仕事だと思います。

●女性医師で
よかったこと

　経過の長い疾患の診
療では、患者さんと医師
（男でも女でも）の信頼関
係が重要だと思います。
リウマチ性疾患は女性の
患者さんが多く、月経異常、
婦人科疾患の症状、避妊
や不妊の話など女性特
有のことを気軽に相談
しやすいかもしれません。

時には、“お嫁さんが何もしてくれないから大変”
などという愚痴を伺うこともありますが……。転居
などで紹介先を探す時に「女の先生がいい」と
言って下さる患者さんがいますが、私の診療に
満足して下さっていたのかな、とホッとしています。
　日本リウマチ学会で女性会員支援小委員会
（男女共同参画委員会の前身）が立ち上げられ
た時に当時は女性だからということで招集して
いただきました。そこで多くの魅力的な医師と新
たに知り合えたことも大きな喜びです。

●ひとりごと
　以前、関節リウマチ発症後数年でアミロイドー
シスで亡くなった30歳代の患者さんを経験しま
した。生物学的製剤があの頃あれば救えたのに、

と思います。以前は痛がっていて暗めな表情を
していたリウマチの患者さんが多かったと思い
ますが、今では診察室からコールするとタッタッタ
と足音が聞こえてきて笑顔でお話ししてくださる
患者さんが増え、治療の進歩に感謝しています。
島根が東西に長く交通の便も悪く専門医も少な
いため、10年前は生物学的製剤ばかりか、MTX
も十分に使われていませんでした。リウマチネット
と称した病診連携の会を立ち上げ、患者さんの
勉強会も行い、今日的な治療を広めることが
できるようになり連携の重要性を感じています。
　島根に留学などを経て戻ってきた時に、以前は
膠原病が主流であった第三内科でしたが、膠原

病スタッフは皆退職されており、留学および基礎
講座の勤務で臨床経験が決して長いとは言えな
いにも関わらず、30歳後半で大学病院の膠原病
のトップとして働く状況になりました。地方都市で
勉強家の若いスタッフに支えられながら、書物を
頼りに与えられた仕事をこなしていました。そんな
時、縁もない他県の先生方が引き立てて下さり
ました。大変感謝をするとともに、私も微力では
ありますが若い世代の力になりたいと考えます。

◎（編集部より）「女性リウマチ医のひとりごと」は
次号で最終回となります。最終回を飾るのは、愛媛
大学医学部小児科・中野直子先生です。

リレー連載

２０１９年中国四国女性リウマチ医の会（W-ing）: 松江市
「杉浦智子先生、中川夏子先生、笹井蘭先生に講演していただきました」（村川氏）

島根大学医学部内科学講座第三
島根大学医学部附属病院膠原病内科 診療教授
難病総合治療センター センター長
村川 洋子 氏

第14回

皮下点状出血も見られない。爪隔の角化は
見られないが、全指の指関節背面に胼胝様
の角化性変化が見られる。前腕外側は淡い紅
色調を帯び、やや浮腫状に腫脹しているよう
に見え、触診上張っている感じ、やや硬い触
感を得る。軽度リベド様所見がある。

　手湿疹については、「丘疹、漿液性丘疹、点
状痂皮、鱗屑（直径0.5～1mm環状鱗屑も
ない）、びらんは見られない。明瞭な紅斑は
見られない」ことから表皮主体の病変（湿疹
は表皮の主体の疾患）ではないと解釈され、
否定される。

核抗体1280倍、CK 909U/L、ALD 29.3U/L、
ミオグロビン 390ng/mlと筋原酵素、蛋白
の上昇があった。病理組織では横紋の消失、
融解した筋線維、リンパ球の筋線維束間
への明らかな浸潤が有り（図2a）、皮膚筋
炎と診断した。
　指背と前腕の腫脹、硬化の触感から全身
性強皮症も疑い前腕1/3遠位の部分から皮

膚生検を行ったところ、軽度浮腫と膠原線
維の増生が認められ（図2b）、全身性強皮症
の浮腫性硬化期も疑われた。そこでその3
年後再び生検したところ、明らかな膠原線維
の硬化と真皮の部分的浮腫が認められた
（図2c）ことから、手指、前腕の腫脹は皮膚
筋炎の一症状よりは全身性強皮症の合併と
確定診断された。

図２ a, 左三角筋の初診時生検（HE染色）　b, 左前腕遠位1/3部位の皮膚生検（2000年12月、HE染色）　c, 左前腕遠位1/3部位の皮膚生検（2003年12月、HE染色）

図1 50歳代男性の手背と右前腕外側　数ヶ月前から続く所見

a b c2000年12月 2000年12月 2003年12月

左三角筋 左前腕 左前腕
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推奨することが不可能 ： リドカイン塗り薬、プレガバリン、ガバペンチン、SSRI、SNRI（デュロキセチン以外）、
  三環系抗うつ薬、抗Nerve growth factor agents

　アトランタはACRの本部のある都市である。
歴史を振り返ると、最初のACRミーティングは
85年前にオハイオ州クリーブランドで行われ、
参加者はたったの75人、11個の発表であった。
それが、現在ではとても大きな学会となって
おり、今回も1万6千人以上が30ヵ国以上の国
から参加した国際色が豊かな学会となって
いる。
　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、ACR2019自体
に参加できなかった医師も12ヵ月間で＄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。また、現地に行けな
くてもACR beyond liveという形で、オンライン
にてリアルタイムに参加することが可能である。
また、質問もアプリから送ることが可能であり、
来年以降現地に行くのは難しいという方にも
時差さえ気にならなければ、リアルタイムで参
加する雰囲気を味わえる。
https://www.rheumatology.org/Learning-
Center/ACR-Beyond

　アメリカリウマチ学会の変形性関節症の推奨
は2012年に発表されたものが最終であった。

今回、最終日の午前中に草案として出された。
12月に正式に論文化される予定となっている。
　今回の推奨では強く推奨（ S t r o n g  
r e c o m m e n d a t i o n ）、状況により推奨
（Conditional recommendation）の2種類が
ある。強く推奨は、強いエビデンスがあり、得ら
れる利益が害よりも明らかに勝り、ほぼ全員
の患者が利益を得られるようなものである。
それに対して、状況により推奨では、エビデンス
の質が低く、利益と不利益の差があまりない
ものであり、多くの患者には当てはまるものの、
その推奨が当てはまらないものもいる。今回の
推奨では49の推奨がなされ、11個の強く推奨
と9個のしないことを強く推奨する項目があり、
これらの強い推奨ならびにしないことを強く
推奨する項目は前回の2012年のガイドライン
よりも増加している。
　また、薬物療法以外の治療法を、非薬物療
法（non-pharmacologic therapy）と呼ばず、
教育的、行動的、心理社会的、心身的、身体的
アプローチ（Educat iona l ,  B ehav iora l ,  
Psycho soc i a l ,  M ind -B ody,  Phys ic a l  
Approach）と呼ぶことになった。
　今回の推奨を表に示す。誌面の都合上、薬物
療法のみコメントするが、2012年には状況に
より推奨であったNSA I D s塗り薬、経口
NSAIDs、ステロイドの関節内注射が2019年
では強く推奨へと変更になった。またデュロ
キセチンは2012年時には特に推奨もなかった
が、2019年では状況により推奨になり、カプサ

イシン塗り薬（膝）は状況により推奨しないで
あったのが、今回は状況により推奨へと変更
された。これらに引き換え、2012年に状況によ
り推奨とされていたヒアルロン酸の関節内注射
（膝）は、状況により推奨しないへと変更になり、
グルコサミンやコンドロイチンは、状況により
推奨にしないであったのが強く推奨しないへ
と変更になっている。

　痛風のガイドラインも5年ごとに改定される
ことになっており、2020年ACRガイドラインと
して発表される予定である。痛風のガイドライン
も最終日の午前中に発表となった。ガイドライン
の推奨に関しては、症例ベースで紹介され実際
に推奨をどのように当てはめていくのかがわか
りやすくなるように発表が工夫されていた。
　注目すべき点としては、フェブキソスタット
の扱いであろう。アロプリノールとフェブキソ
スタットを心血管病ならびに痛風がある患者
さんに対して使用し、心血管イベントを評価した
無作為ランダム化試験で、アロプリノール群に
比べてフェブキソスタット群では心血管関連の
死亡（アロプリノール群3.2％、フェブキソスタッ
ト群4 . 3％、ハザード比1. 3 4 9 5％信頼区間 
1.03-1.73）や、あらゆる原因による死亡（アロプ
リノール群6.4％、フェブキソスタット群7.8％、
ハザード比1.22 95％信頼区間 1.10 -1.47）が
高かった1）。ただ、この試験はプラセボ群がない
試験であり、実際にプラセボと比較して心血管
イベントが増えるかは不明である。ガイドライン
ではフェブキソスタットを使用中の患者で心血
管病の既往がある或いは新たな心血管病が
起きた際には可能であれば、その他の経口尿
酸降下療法へ変更するように推奨されている。
他方で米国の退役軍人病院のデータを使用し
た研究では、アロプリノール使用者とフェブキ
ソスタット使用者を比べてみると大きく心血管
イベントに差がなかったという報告も今回の
ACRでなされていた2）。
　もう一点注目すべき点としては、尿酸のマネー
ジメントをTreat to Targetで行い、さらに目標

値まで到達するのにプロトコールを利用した非
医師による治療の強化が勧められている点で
ある。日本ではいわゆるmid-level provider 
（ナースプラクティショナーやフィジシャンアシ
スタント）の制度が確立していないため実現は
困難かとは思われるが、効率的に目標を達成す
る手段としては重要である。また、今後はAIな
どがこういったところに関与してくるようになる
のかもしれない。

　今まで、アメリカリウマチ学会からは血管炎
のガイドラインは出たことがなかった。今回の
学会で初めて、原発性血管炎と呼ばれるカテ
ゴリーの主な疾患に関するガイドラインが発表
された。ANCA関連血管炎に関しては、多発血
管炎性肉芽腫症（GPA）/顕微鏡的多発血管炎
（MPA）と好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
（EGPA）のガイドラインの二つが発表され、大型
血管炎としては巨細胞性動脈炎（GCA）と高安
動脈炎（TAK）のガイドラインがそれぞれ発表
された。また、中型血管炎である結節性多発動
脈炎（PAN）のガイドラインも発表された。これ
らの分野では質の高いエビデンスにかける部分
も多く、エキスパートの意見に基づく部分も非
常に多いが、血管炎のエキスパートが日常的に
行っている診療が文章化されたという点で評
価に値すると思われる。
　ハイライトとしていくつか取り上げる。一つ目
としては、GPA/ MPAの重症な患者でのリツキ
シマブの立ち位置である。GPA/MPAで重篤な
臓器病変がある際には高用量のステロイドとシ
クロフォスファミドが長年使われてきたが、2010
年のRAVE試験3）の結果からリツキシマブが
シクロフォスファミドの代わりに使われるように
なってきた。今までのガイドラインではシクロ
フォスファミドとリツキシマブは併記であったが、
このACRのガイドラインではリツキシマブを優
先させる表記となっている。また、維持療法でも、
伝統的に使われてきたアザチオプリンやメトト
レキサートよりもリツキシマブを優先させるよう
な推奨となっている。

アメリカリウマチ学会（ACR） 2019学会速報

2019年11月8日から13日までの6日間にわたり、アメリカ合衆国ジョージア州のアトランタにてACR 2019が
開催された。今回はガイドラインの発表が目白押しであり、3つの疾患カテゴリーの診断やマネージメントの
推奨が発表された。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れらを共有したい。（田巻弘道）

表 変形性関節症（OA）治療の推奨

田巻 弘道 氏／聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 医長
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

夕闇のアトランタオリンピック公園

会場の様子

はじめに

1. 変形性関節症の推奨

2. 痛風治療の推奨の発表
3. 血管炎のガイドラインの発表

強く推奨 条件付き推奨 しないことを条件付き推奨 しないことを強く推奨
運動（有酸素、筋力、
筋神経、水中）

バランストレーニング
（股関節、膝）

Modified shoes（膝） 経皮的電気神経刺激
（膝、股関節）

減量（膝、股関節） ヨガ（膝） 内側または外側ウェッジ
インソール（股関節、膝）

自己効力・
自己管理プログラム

認知行動療法 マッサージ（股関節、膝）

太極拳（膝、股関節） キネシオテープ
（1stCMC、膝）

運動を伴う用手療法
（股関節、膝）

杖の使用 その他の手の装具 イオントフォレーシス
（1st CMC）

第1CMC装具 膝蓋大腿装具 パルス振動療法（knee）

NSAIDsの塗薬 NSAIDｓの塗薬（手） カプサイシン塗薬（手） ビスフォスフォネート
経口NSAIDs カプサイシン塗薬（膝） オピオイド 硫酸グルコサミン
ステロイド関節内注射
（膝、股関節）

関節内ステロイド注射
（手）

コルヒチン 硫酸コンドロイチン
（股関節、膝）

画像ガイド下の関節注射
（股関節）

他の関節内注射薬より
ステロイド関節注射

アセトアミノフェン ヒアルロン酸関節内注射
（1stCMC、膝）

Platelet  rich plasma注射
（股関節、膝）

デュロキセチン（膝） 関節内ボツリヌス毒素
（股関節、膝）

ヒアルロン酸関節内注射
（股関節）

Fish oil グルコサミン/コンドロイ
チンの組み合わせ

コンドロイチン（手） ビタミンD ヒドロキシクロロキン

トラマドール 増殖療法（股関節、膝） 幹細胞注射（股関節/膝）
メトトレキサート
TNF阻害薬
IL-1阻害薬

脛骨大腿骨膝装具 針治療
温熱療法
ラジオ波焼灼（膝）

11月1日に規則を改定しました。詳しくは財団ホームページでご確認ください。

　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。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に」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。

　振り返りますと、昨年は心躍る話題が多

かったように思います。新しい元号「令和」、

ラグビー・ワールドカップでの日本代表の

活躍、渋野日向子選手の全英女子オープン

ゴルフでの優勝など、たくさんの勇気と感動

を頂きました。その一方で、相次ぐ台風など

災害の多い年でもありました。被災された

方々には心からのお見舞いを申し上げます。

一日も早く元の生活に近づけることを願って

おります。

　今年は7月に東京オリンピック・パラリン

ピックが開催されます。日本で56年ぶりに

開催されるスポーツと平和の祭典に今から

胸躍る思いです。さて令和2年の新年号では、

聖路加国際病院の田巻 弘道先生に、昨年11

月にアトランタで行われた米国リウマチ学会

2019のトピックスをいち早く報告して頂きま

した。今回はガイドラインの発表が目白押し

で、変形性関節症、痛風、血管炎の3つの疾

患の診断やマネージメントの推奨が発表され

ています。順天堂大学の大沼 圭先生には

「がんの免疫療法と自己免疫疾患関連副作

用」について詳しく解説して頂きました。国民

の2名に1名が癌になる現代において貴重な

お話であると思います。また、これまで14名

の先生方に登場していただいた「女性リウマ

チ医のひとりごと」は好評のうちに次号で終

了しますが、これに代わる新たな企画も準備

しています。今度は全国各地域で活躍する

看護師・薬剤師の皆さんに登場していただく

予定です。ご期待ください。

　ところでこの編集後記を書いている折、令

和元年の新語流行語大賞に「ONE TEAM」

が選ばれたというニュースが入ってきました。

リウマチ治療においてはチーム医療、トータ

ルマネージメントという言葉はずいぶん前か

ら使われていますが、「ONE TEAM」という

言葉でまた新たな気持ちでリウマチ治療に

取り組んでいきたいという思いが強くなりま

した。

　皆様にとりまして本年が良い年になること

を祈念致しまして令和２年最初の編集後記と

させていただきます。本年もよろしくお願い

いたします。

編集後記

令和元年11月 企画運営委員会議事報告
令和元年11月開催企画運営委員会の審議概要を下記の通り報告します。
企画運営委員会委員長　西岡久寿樹
日　時：令和元年11月12日（火）18：00～19：00

【報告事項】
1. 委員会等の開催について
 医療情報委員会（10月29日）：財団ホームページのアクセス数は順調に増加しており、今後
 もリウマチ性疾患の正しい知識の普及・啓発に一層努めていくとした。
2. 研修会の報告について
 今年度6地区のうち3地区終了し、参加者数は順調に伸びているとした。
3. 令和元年度リウマチケア看護師ならびにリウマチ財団登録薬剤師の申請状況について
 新規申請者は順調に増えているが、更新率を高く維持することが必要であるとした。
4. 令和元年度日欧リウマチ外科交換派遣医の報告（派遣）について
 今年度は1か月間日本から欧州に2名を派遣し、多くの経験を積める貴重な研修となった。
5. 法人賛助会員セミナー（11月20日）
 財団会議室において、賛助会員を対象に竹内勤先生、川合眞一先生による2題の講演を実施。

【審議事項】
1. 国際学会(ACR2019)におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助成者の選考について
 5名から申請があり、審議の結果、2名に助成を行うことを決定した。
2. 令和2年度海外派遣医の推薦方依頼について
 海外派遣医募集要項により来年度の募集を行うことが承認された。
3. 令和2年度日本リウマチ財団福祉賞の推薦方依頼について
 例年通り日本リウマチ友の会に推薦依頼を行うことが承認された。
4. 令和2年度リウマチ月間リウマチ講演会について
 令和2年6月28日に大手町サンケイプラザで開催するプログラムの概要について検討。
 新しい「日本リウマチ財団登録リウマチ専門職表彰制度」による受賞者報告を行うとしたため、
 式典・受賞記念講演の時間配分を再検討するとした。

候補者募集

ご寄付いただいた方 11月

● 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
● 海外派遣医 締め切り 令和2年3月31日
● 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 2020年
募集要項等詳細は財団ホームページをご覧ください。

仲村一郎
帝京平成大学健康メディカル学部 教授
JCHO 湯河原病院リウマチ科

令和2年度リウマチ財団登録医

申請受付期間 令和2年3月1日～5月31日
■新規登録医募集
資格（要件）

1. 申請時に3年以上の臨床経験が有り、現在に至るまで通算1年以上リウマチ性疾患の診療
 に関わっている。なお、平成16年以降医師資格取得者は初期臨床研修修了者であること。
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） 財団が主催し又は認定する教育研修会に出席し、教育研修単位20単位以上
  （治験等教育研修単位に充当できる単位があります。）
  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

■資格再審査・更新手続き
令和2年度資格更新該当者は、下記年度にリウマチ財団登録医を取得された方です。
昭和61年度、平成1、4、7、10、13、16、19、22、27年度

11月1日に規則を改定しました。詳しくは財団ホームページでご確認ください。

令和2年度リウマチ財団登録理学・作業療法士募集

申請受付期間 令和2年2月1日～4月31日
資格(要件)　

1. 申請時に3年以上の理学・作業療法士実務経験が有り、直近5年間において通算1年以上
 リウマチ性疾患のリハビリテーションに従事している。
2. 直近の5年間において
 （1） リウマチ性疾患のリハビリの指導患者名簿 10例＊

 （2） リウマチ性疾患リハビリ指導記録（上記名簿のうち） 5例＊

  ＊関節リウマチ症例を含むことが望ましい

 （3） 財団が主催し又は認定する教育研修会に参加（発表） 3回(経過措置)
  経過措置は、令和5年度の新規申請（令和5年4月30日）までの期間限定
  審査料（申請時） 1万円　　登録料（審査に合格後） 5千円

申請方法、申請書類や教育研修単位の取得方法等は財団ホームページをご覧ください。

大田 富士子 様

　二つ目としては、GCAの治療におけるトシリ
ズマブの立ち位置である。本邦の保険適応上
はステロイドによる治療抵抗性、再発性、或い
はステロイドの副作用によりステロイドの使用
が困難な場合に適応が通っている。実際、最
新のEULAR推奨である2018年の大型血管炎
のマネージメントのアップデートでもトシリズマ
ブは同様の立ち位置である。しかしながら、今
回のACRのGCAのガイドラインでは、トシリズ
マブを初期から使用することを推奨している。
確かに、トシリズマブの効果を証明し、各国での

承認のもととなった臨床試験であるGiACTA
試験4）では、トシリズマブは初期から導入され
るという形式の試験デザインであり、ステロイド
単剤での治療では52週の時点で寛解維持がで
きるのは少数であった。また、今回のACRでも
発表になっていたが、GiACTAのパート2のデー
タでは、トシリズマブを使用し52週時点で寛解
維持ができ、その後治療がないまま2年間経過
観察された患者のうち、42％は薬物療法を再開
することなく寛解が維持できていたということ
もこの推奨につながった要因の一つであろう。

開催地区 開催日 開催場所 世話人

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

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」

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
教授 岡山 昭彦

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、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
検索
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Strong for（強く推奨）
・ 強いエビデンスがあり、利益が害よりも明らかに上回る
・ ガイドラインの投票メンバーが望む効果が潜在的な害や負担よりも上回ると確信している
・ ほぼ全員の患者に当てはまる
Strong against（しないことを強く推奨）
・ 効果がない強いエビデンスがある、或いは利益が害を上回らない
Conditional（条件付き）
・ エビデンスの質が低い/とても低い、または利益と害/負担のバランスが近い
・ 共有意思決定を行う
・ 多くの患者に当てはまるが、当てはまらないものもいる

　以上、紙面の都合上、限られた情
報のみの紹介となってしまったが、
よりよいリウマチ膠原病疾患の治
療を実現するためにとても有益な
学会であった。

1） White WB, et al. N Engl J Med 378（13）; 
 1200-1210, 2018
2） Zembrzuska H, et al. Arthritis Rheumatol 
 71（suppl 10）; abstract 355, 2019
3） Stone JH, et al. N Engl J Med 363（3）; 
 221-232, 2010
4） Stone JH, et al. N Engl J Med 377（4）; 
 317-328, 2017

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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推奨することが不可能 ： リドカイン塗り薬、プレガバリン、ガバペンチン、SSRI、SNRI（デュロキセチン以外）、
  三環系抗うつ薬、抗Nerve growth factor agents

　アトランタはACRの本部のある都市である。
歴史を振り返ると、最初のACRミーティングは
85年前にオハイオ州クリーブランドで行われ、
参加者はたったの75人、11個の発表であった。
それが、現在ではとても大きな学会となって
おり、今回も1万6千人以上が30ヵ国以上の国
から参加した国際色が豊かな学会となって
いる。
　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、ACR2019自体
に参加できなかった医師も12ヵ月間で＄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。また、現地に行けな
くてもACR beyond liveという形で、オンライン
にてリアルタイムに参加することが可能である。
また、質問もアプリから送ることが可能であり、
来年以降現地に行くのは難しいという方にも
時差さえ気にならなければ、リアルタイムで参
加する雰囲気を味わえる。
https://www.rheumatology.org/Learning-
Center/ACR-Beyond

　アメリカリウマチ学会の変形性関節症の推奨
は2012年に発表されたものが最終であった。

今回、最終日の午前中に草案として出された。
12月に正式に論文化される予定となっている。
　今回の推奨では強く推奨（ S t r o n g  
r e c o m m e n d a t i o n ）、状況により推奨
（Conditional recommendation）の2種類が
ある。強く推奨は、強いエビデンスがあり、得ら
れる利益が害よりも明らかに勝り、ほぼ全員
の患者が利益を得られるようなものである。
それに対して、状況により推奨では、エビデンス
の質が低く、利益と不利益の差があまりない
ものであり、多くの患者には当てはまるものの、
その推奨が当てはまらないものもいる。今回の
推奨では49の推奨がなされ、11個の強く推奨
と9個のしないことを強く推奨する項目があり、
これらの強い推奨ならびにしないことを強く
推奨する項目は前回の2012年のガイドライン
よりも増加している。
　また、薬物療法以外の治療法を、非薬物療
法（non-pharmacologic therapy）と呼ばず、
教育的、行動的、心理社会的、心身的、身体的
アプローチ（Educat iona l ,  B ehav iora l ,  
Psycho soc i a l ,  M ind -B ody,  Phys ic a l  
Approach）と呼ぶことになった。
　今回の推奨を表に示す。誌面の都合上、薬物
療法のみコメントするが、2012年には状況に
より推奨であったNSA I D s塗り薬、経口
NSAIDs、ステロイドの関節内注射が2019年
では強く推奨へと変更になった。またデュロ
キセチンは2012年時には特に推奨もなかった
が、2019年では状況により推奨になり、カプサ

イシン塗り薬（膝）は状況により推奨しないで
あったのが、今回は状況により推奨へと変更
された。これらに引き換え、2012年に状況によ
り推奨とされていたヒアルロン酸の関節内注射
（膝）は、状況により推奨しないへと変更になり、
グルコサミンやコンドロイチンは、状況により
推奨にしないであったのが強く推奨しないへ
と変更になっている。

　痛風のガイドラインも5年ごとに改定される
ことになっており、2020年ACRガイドラインと
して発表される予定である。痛風のガイドライン
も最終日の午前中に発表となった。ガイドライン
の推奨に関しては、症例ベースで紹介され実際
に推奨をどのように当てはめていくのかがわか
りやすくなるように発表が工夫されていた。
　注目すべき点としては、フェブキソスタット
の扱いであろう。アロプリノールとフェブキソ
スタットを心血管病ならびに痛風がある患者
さんに対して使用し、心血管イベントを評価した
無作為ランダム化試験で、アロプリノール群に
比べてフェブキソスタット群では心血管関連の
死亡（アロプリノール群3.2％、フェブキソスタッ
ト群4 . 3％、ハザード比1. 3 4 9 5％信頼区間 
1.03-1.73）や、あらゆる原因による死亡（アロプ
リノール群6.4％、フェブキソスタット群7.8％、
ハザード比1.22 95％信頼区間 1.10 -1.47）が
高かった1）。ただ、この試験はプラセボ群がない
試験であり、実際にプラセボと比較して心血管
イベントが増えるかは不明である。ガイドライン
ではフェブキソスタットを使用中の患者で心血
管病の既往がある或いは新たな心血管病が
起きた際には可能であれば、その他の経口尿
酸降下療法へ変更するように推奨されている。
他方で米国の退役軍人病院のデータを使用し
た研究では、アロプリノール使用者とフェブキ
ソスタット使用者を比べてみると大きく心血管
イベントに差がなかったという報告も今回の
ACRでなされていた2）。
　もう一点注目すべき点としては、尿酸のマネー
ジメントをTreat to Targetで行い、さらに目標

値まで到達するのにプロトコールを利用した非
医師による治療の強化が勧められている点で
ある。日本ではいわゆるmid-level provider 
（ナースプラクティショナーやフィジシャンアシ
スタント）の制度が確立していないため実現は
困難かとは思われるが、効率的に目標を達成す
る手段としては重要である。また、今後はAIな
どがこういったところに関与してくるようになる
のかもしれない。

　今まで、アメリカリウマチ学会からは血管炎
のガイドラインは出たことがなかった。今回の
学会で初めて、原発性血管炎と呼ばれるカテ
ゴリーの主な疾患に関するガイドラインが発表
された。ANCA関連血管炎に関しては、多発血
管炎性肉芽腫症（GPA）/顕微鏡的多発血管炎
（MPA）と好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
（EGPA）のガイドラインの二つが発表され、大型
血管炎としては巨細胞性動脈炎（GCA）と高安
動脈炎（TAK）のガイドラインがそれぞれ発表
された。また、中型血管炎である結節性多発動
脈炎（PAN）のガイドラインも発表された。これ
らの分野では質の高いエビデンスにかける部分
も多く、エキスパートの意見に基づく部分も非
常に多いが、血管炎のエキスパートが日常的に
行っている診療が文章化されたという点で評
価に値すると思われる。
　ハイライトとしていくつか取り上げる。一つ目
としては、GPA/ MPAの重症な患者でのリツキ
シマブの立ち位置である。GPA/MPAで重篤な
臓器病変がある際には高用量のステロイドとシ
クロフォスファミドが長年使われてきたが、2010
年のRAVE試験3）の結果からリツキシマブが
シクロフォスファミドの代わりに使われるように
なってきた。今までのガイドラインではシクロ
フォスファミドとリツキシマブは併記であったが、
このACRのガイドラインではリツキシマブを優
先させる表記となっている。また、維持療法でも、
伝統的に使われてきたアザチオプリンやメトト
レキサートよりもリツキシマブを優先させるよう
な推奨となっている。

アメリカリウマチ学会（ACR） 2019学会速報

2019年11月8日から13日までの6日間にわたり、アメリカ合衆国ジョージア州のアトランタにてACR 2019が
開催された。今回はガイドラインの発表が目白押しであり、3つの疾患カテゴリーの診断やマネージメントの
推奨が発表された。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れらを共有したい。（田巻弘道）

表 変形性関節症（OA）治療の推奨

田巻 弘道 氏／聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 医長
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

夕闇のアトランタオリンピック公園

会場の様子

はじめに

1. 変形性関節症の推奨

2. 痛風治療の推奨の発表
3. 血管炎のガイドラインの発表

強く推奨 条件付き推奨 しないことを条件付き推奨 しないことを強く推奨
運動（有酸素、筋力、
筋神経、水中）

バランストレーニング
（股関節、膝）

Modified shoes（膝） 経皮的電気神経刺激
（膝、股関節）

減量（膝、股関節） ヨガ（膝） 内側または外側ウェッジ
インソール（股関節、膝）

自己効力・
自己管理プログラム

認知行動療法 マッサージ（股関節、膝）

太極拳（膝、股関節） キネシオテープ
（1stCMC、膝）

運動を伴う用手療法
（股関節、膝）

杖の使用 その他の手の装具 イオントフォレーシス
（1st CMC）

第1CMC装具 膝蓋大腿装具 パルス振動療法（knee）

NSAIDsの塗薬 NSAIDｓの塗薬（手） カプサイシン塗薬（手） ビスフォスフォネート
経口NSAIDs カプサイシン塗薬（膝） オピオイド 硫酸グルコサミン
ステロイド関節内注射
（膝、股関節）

関節内ステロイド注射
（手）

コルヒチン 硫酸コンドロイチン
（股関節、膝）

画像ガイド下の関節注射
（股関節）

他の関節内注射薬より
ステロイド関節注射

アセトアミノフェン ヒアルロン酸関節内注射
（1stCMC、膝）

Platelet  rich plasma注射
（股関節、膝）

デュロキセチン（膝） 関節内ボツリヌス毒素
（股関節、膝）

ヒアルロン酸関節内注射
（股関節）

Fish oil グルコサミン/コンドロイ
チンの組み合わせ

コンドロイチン（手） ビタミンD ヒドロキシクロロキン

トラマドール 増殖療法（股関節、膝） 幹細胞注射（股関節/膝）
メトトレキサート
TNF阻害薬
IL-1阻害薬

脛骨大腿骨膝装具 針治療
温熱療法
ラジオ波焼灼（膝）

11月1日に規則を改定しました。詳しくは財団ホームページでご確認ください。

　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。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に」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。

　振り返りますと、昨年は心躍る話題が多

かったように思います。新しい元号「令和」、

ラグビー・ワールドカップでの日本代表の

活躍、渋野日向子選手の全英女子オープン

ゴルフでの優勝など、たくさんの勇気と感動

を頂きました。その一方で、相次ぐ台風など

災害の多い年でもありました。被災された

方々には心からのお見舞いを申し上げます。

一日も早く元の生活に近づけることを願って

おります。

　今年は7月に東京オリンピック・パラリン

ピックが開催されます。日本で56年ぶりに

開催されるスポーツと平和の祭典に今から

胸躍る思いです。さて令和2年の新年号では、

聖路加国際病院の田巻 弘道先生に、昨年11

月にアトランタで行われた米国リウマチ学会

2019のトピックスをいち早く報告して頂きま

した。今回はガイドラインの発表が目白押し

で、変形性関節症、痛風、血管炎の3つの疾

患の診断やマネージメントの推奨が発表され

ています。順天堂大学の大沼 圭先生には

「がんの免疫療法と自己免疫疾患関連副作

用」について詳しく解説して頂きました。国民

の2名に1名が癌になる現代において貴重な

お話であると思います。また、これまで14名

の先生方に登場していただいた「女性リウマ

チ医のひとりごと」は好評のうちに次号で終

了しますが、これに代わる新たな企画も準備

しています。今度は全国各地域で活躍する

看護師・薬剤師の皆さんに登場していただく

予定です。ご期待ください。

　ところでこの編集後記を書いている折、令

和元年の新語流行語大賞に「ONE TEAM」

が選ばれたというニュースが入ってきました。

リウマチ治療においてはチーム医療、トータ

ルマネージメントという言葉はずいぶん前か

ら使われていますが、「ONE TEAM」という

言葉でまた新たな気持ちでリウマチ治療に

取り組んでいきたいという思いが強くなりま

した。

　皆様にとりまして本年が良い年になること

を祈念致しまして令和２年最初の編集後記と

させていただきます。本年もよろしくお願い

いたします。

編集後記

令和元年11月 企画運営委員会議事報告
令和元年11月開催企画運営委員会の審議概要を下記の通り報告します。
企画運営委員会委員長　西岡久寿樹
日　時：令和元年11月12日（火）18：00～19：00

【報告事項】
1. 委員会等の開催について
 医療情報委員会（10月29日）：財団ホームページのアクセス数は順調に増加しており、今後
 もリウマチ性疾患の正しい知識の普及・啓発に一層努めていくとした。
2. 研修会の報告について
 今年度6地区のうち3地区終了し、参加者数は順調に伸びているとした。
3. 令和元年度リウマチケア看護師ならびにリウマチ財団登録薬剤師の申請状況について
 新規申請者は順調に増えているが、更新率を高く維持することが必要であるとした。
4. 令和元年度日欧リウマチ外科交換派遣医の報告（派遣）について
 今年度は1か月間日本から欧州に2名を派遣し、多くの経験を積める貴重な研修となった。
5. 法人賛助会員セミナー（11月20日）
 財団会議室において、賛助会員を対象に竹内勤先生、川合眞一先生による2題の講演を実施。

【審議事項】
1. 国際学会(ACR2019)におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助成者の選考について
 5名から申請があり、審議の結果、2名に助成を行うことを決定した。
2. 令和2年度海外派遣医の推薦方依頼について
 海外派遣医募集要項により来年度の募集を行うことが承認された。
3. 令和2年度日本リウマチ財団福祉賞の推薦方依頼について
 例年通り日本リウマチ友の会に推薦依頼を行うことが承認された。
4. 令和2年度リウマチ月間リウマチ講演会について
 令和2年6月28日に大手町サンケイプラザで開催するプログラムの概要について検討。
 新しい「日本リウマチ財団登録リウマチ専門職表彰制度」による受賞者報告を行うとしたため、
 式典・受賞記念講演の時間配分を再検討するとした。

候補者募集

ご寄付いただいた方 11月

● 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
● 海外派遣医 締め切り 令和2年3月31日
● 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 2020年
募集要項等詳細は財団ホームページをご覧ください。

仲村一郎
帝京平成大学健康メディカル学部 教授
JCHO 湯河原病院リウマチ科

令和2年度リウマチ財団登録医

申請受付期間 令和2年3月1日～5月31日
■新規登録医募集
資格（要件）

1. 申請時に3年以上の臨床経験が有り、現在に至るまで通算1年以上リウマチ性疾患の診療
 に関わっている。なお、平成16年以降医師資格取得者は初期臨床研修修了者であること。
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） 財団が主催し又は認定する教育研修会に出席し、教育研修単位20単位以上
  （治験等教育研修単位に充当できる単位があります。）
  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

■資格再審査・更新手続き
令和2年度資格更新該当者は、下記年度にリウマチ財団登録医を取得された方です。
昭和61年度、平成1、4、7、10、13、16、19、22、27年度

11月1日に規則を改定しました。詳しくは財団ホームページでご確認ください。

令和2年度リウマチ財団登録理学・作業療法士募集

申請受付期間 令和2年2月1日～4月31日
資格(要件)　

1. 申請時に3年以上の理学・作業療法士実務経験が有り、直近5年間において通算1年以上
 リウマチ性疾患のリハビリテーションに従事している。
2. 直近の5年間において
 （1） リウマチ性疾患のリハビリの指導患者名簿 10例＊

 （2） リウマチ性疾患リハビリ指導記録（上記名簿のうち） 5例＊

  ＊関節リウマチ症例を含むことが望ましい

 （3） 財団が主催し又は認定する教育研修会に参加（発表） 3回(経過措置)
  経過措置は、令和5年度の新規申請（令和5年4月30日）までの期間限定
  審査料（申請時） 1万円　　登録料（審査に合格後） 5千円

申請方法、申請書類や教育研修単位の取得方法等は財団ホームページをご覧ください。

大田 富士子 様

　二つ目としては、GCAの治療におけるトシリ
ズマブの立ち位置である。本邦の保険適応上
はステロイドによる治療抵抗性、再発性、或い
はステロイドの副作用によりステロイドの使用
が困難な場合に適応が通っている。実際、最
新のEULAR推奨である2018年の大型血管炎
のマネージメントのアップデートでもトシリズマ
ブは同様の立ち位置である。しかしながら、今
回のACRのGCAのガイドラインでは、トシリズ
マブを初期から使用することを推奨している。
確かに、トシリズマブの効果を証明し、各国での

承認のもととなった臨床試験であるGiACTA
試験4）では、トシリズマブは初期から導入され
るという形式の試験デザインであり、ステロイド
単剤での治療では52週の時点で寛解維持がで
きるのは少数であった。また、今回のACRでも
発表になっていたが、GiACTAのパート2のデー
タでは、トシリズマブを使用し52週時点で寛解
維持ができ、その後治療がないまま2年間経過
観察された患者のうち、42％は薬物療法を再開
することなく寛解が維持できていたということ
もこの推奨につながった要因の一つであろう。

開催地区 開催日 開催場所 世話人

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

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」

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
教授 岡山 昭彦

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、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
検索
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Strong for（強く推奨）
・ 強いエビデンスがあり、利益が害よりも明らかに上回る
・ ガイドラインの投票メンバーが望む効果が潜在的な害や負担よりも上回ると確信している
・ ほぼ全員の患者に当てはまる
Strong against（しないことを強く推奨）
・ 効果がない強いエビデンスがある、或いは利益が害を上回らない
Conditional（条件付き）
・ エビデンスの質が低い/とても低い、または利益と害/負担のバランスが近い
・ 共有意思決定を行う
・ 多くの患者に当てはまるが、当てはまらないものもいる

　以上、紙面の都合上、限られた情
報のみの紹介となってしまったが、
よりよいリウマチ膠原病疾患の治
療を実現するためにとても有益な
学会であった。

1） White WB, et al. N Engl J Med 378（13）; 
 1200-1210, 2018
2） Zembrzuska H, et al. Arthritis Rheumatol 
 71（suppl 10）; abstract 355, 2019
3） Stone JH, et al. N Engl J Med 363（3）; 
 221-232, 2010
4） Stone JH, et al. N Engl J Med 377（4）; 
 317-328, 2017

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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推奨することが不可能 ： リドカイン塗り薬、プレガバリン、ガバペンチン、SSRI、SNRI（デュロキセチン以外）、
  三環系抗うつ薬、抗Nerve growth factor agents

　アトランタはACRの本部のある都市である。
歴史を振り返ると、最初のACRミーティングは
85年前にオハイオ州クリーブランドで行われ、
参加者はたったの75人、11個の発表であった。
それが、現在ではとても大きな学会となって
おり、今回も1万6千人以上が30ヵ国以上の国
から参加した国際色が豊かな学会となって
いる。
　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、ACR2019自体
に参加できなかった医師も12ヵ月間で＄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。また、現地に行けな
くてもACR beyond liveという形で、オンライン
にてリアルタイムに参加することが可能である。
また、質問もアプリから送ることが可能であり、
来年以降現地に行くのは難しいという方にも
時差さえ気にならなければ、リアルタイムで参
加する雰囲気を味わえる。
https://www.rheumatology.org/Learning-
Center/ACR-Beyond

　アメリカリウマチ学会の変形性関節症の推奨
は2012年に発表されたものが最終であった。

今回、最終日の午前中に草案として出された。
12月に正式に論文化される予定となっている。
　今回の推奨では強く推奨（ S t r o n g  
r e c o m m e n d a t i o n ）、状況により推奨
（Conditional recommendation）の2種類が
ある。強く推奨は、強いエビデンスがあり、得ら
れる利益が害よりも明らかに勝り、ほぼ全員
の患者が利益を得られるようなものである。
それに対して、状況により推奨では、エビデンス
の質が低く、利益と不利益の差があまりない
ものであり、多くの患者には当てはまるものの、
その推奨が当てはまらないものもいる。今回の
推奨では49の推奨がなされ、11個の強く推奨
と9個のしないことを強く推奨する項目があり、
これらの強い推奨ならびにしないことを強く
推奨する項目は前回の2012年のガイドライン
よりも増加している。
　また、薬物療法以外の治療法を、非薬物療
法（non-pharmacologic therapy）と呼ばず、
教育的、行動的、心理社会的、心身的、身体的
アプローチ（Educat iona l ,  B ehav iora l ,  
Psycho soc i a l ,  M ind -B ody,  Phys ic a l  
Approach）と呼ぶことになった。
　今回の推奨を表に示す。誌面の都合上、薬物
療法のみコメントするが、2012年には状況に
より推奨であったNSA I D s塗り薬、経口
NSAIDs、ステロイドの関節内注射が2019年
では強く推奨へと変更になった。またデュロ
キセチンは2012年時には特に推奨もなかった
が、2019年では状況により推奨になり、カプサ

イシン塗り薬（膝）は状況により推奨しないで
あったのが、今回は状況により推奨へと変更
された。これらに引き換え、2012年に状況によ
り推奨とされていたヒアルロン酸の関節内注射
（膝）は、状況により推奨しないへと変更になり、
グルコサミンやコンドロイチンは、状況により
推奨にしないであったのが強く推奨しないへ
と変更になっている。

　痛風のガイドラインも5年ごとに改定される
ことになっており、2020年ACRガイドラインと
して発表される予定である。痛風のガイドライン
も最終日の午前中に発表となった。ガイドライン
の推奨に関しては、症例ベースで紹介され実際
に推奨をどのように当てはめていくのかがわか
りやすくなるように発表が工夫されていた。
　注目すべき点としては、フェブキソスタット
の扱いであろう。アロプリノールとフェブキソ
スタットを心血管病ならびに痛風がある患者
さんに対して使用し、心血管イベントを評価した
無作為ランダム化試験で、アロプリノール群に
比べてフェブキソスタット群では心血管関連の
死亡（アロプリノール群3.2％、フェブキソスタッ
ト群4 . 3％、ハザード比1. 3 4 9 5％信頼区間 
1.03-1.73）や、あらゆる原因による死亡（アロプ
リノール群6.4％、フェブキソスタット群7.8％、
ハザード比1.22 95％信頼区間 1.10 -1.47）が
高かった1）。ただ、この試験はプラセボ群がない
試験であり、実際にプラセボと比較して心血管
イベントが増えるかは不明である。ガイドライン
ではフェブキソスタットを使用中の患者で心血
管病の既往がある或いは新たな心血管病が
起きた際には可能であれば、その他の経口尿
酸降下療法へ変更するように推奨されている。
他方で米国の退役軍人病院のデータを使用し
た研究では、アロプリノール使用者とフェブキ
ソスタット使用者を比べてみると大きく心血管
イベントに差がなかったという報告も今回の
ACRでなされていた2）。
　もう一点注目すべき点としては、尿酸のマネー
ジメントをTreat to Targetで行い、さらに目標

値まで到達するのにプロトコールを利用した非
医師による治療の強化が勧められている点で
ある。日本ではいわゆるmid-level provider 
（ナースプラクティショナーやフィジシャンアシ
スタント）の制度が確立していないため実現は
困難かとは思われるが、効率的に目標を達成す
る手段としては重要である。また、今後はAIな
どがこういったところに関与してくるようになる
のかもしれない。

　今まで、アメリカリウマチ学会からは血管炎
のガイドラインは出たことがなかった。今回の
学会で初めて、原発性血管炎と呼ばれるカテ
ゴリーの主な疾患に関するガイドラインが発表
された。ANCA関連血管炎に関しては、多発血
管炎性肉芽腫症（GPA）/顕微鏡的多発血管炎
（MPA）と好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
（EGPA）のガイドラインの二つが発表され、大型
血管炎としては巨細胞性動脈炎（GCA）と高安
動脈炎（TAK）のガイドラインがそれぞれ発表
された。また、中型血管炎である結節性多発動
脈炎（PAN）のガイドラインも発表された。これ
らの分野では質の高いエビデンスにかける部分
も多く、エキスパートの意見に基づく部分も非
常に多いが、血管炎のエキスパートが日常的に
行っている診療が文章化されたという点で評
価に値すると思われる。
　ハイライトとしていくつか取り上げる。一つ目
としては、GPA/ MPAの重症な患者でのリツキ
シマブの立ち位置である。GPA/MPAで重篤な
臓器病変がある際には高用量のステロイドとシ
クロフォスファミドが長年使われてきたが、2010
年のRAVE試験3）の結果からリツキシマブが
シクロフォスファミドの代わりに使われるように
なってきた。今までのガイドラインではシクロ
フォスファミドとリツキシマブは併記であったが、
このACRのガイドラインではリツキシマブを優
先させる表記となっている。また、維持療法でも、
伝統的に使われてきたアザチオプリンやメトト
レキサートよりもリツキシマブを優先させるよう
な推奨となっている。

アメリカリウマチ学会（ACR） 2019学会速報

2019年11月8日から13日までの6日間にわたり、アメリカ合衆国ジョージア州のアトランタにてACR 2019が
開催された。今回はガイドラインの発表が目白押しであり、3つの疾患カテゴリーの診断やマネージメントの
推奨が発表された。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れらを共有したい。（田巻弘道）

表 変形性関節症（OA）治療の推奨

田巻 弘道 氏／聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 医長
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

夕闇のアトランタオリンピック公園

会場の様子

はじめに

1. 変形性関節症の推奨

2. 痛風治療の推奨の発表
3. 血管炎のガイドラインの発表

強く推奨 条件付き推奨 しないことを条件付き推奨 しないことを強く推奨
運動（有酸素、筋力、
筋神経、水中）

バランストレーニング
（股関節、膝）

Modified shoes（膝） 経皮的電気神経刺激
（膝、股関節）

減量（膝、股関節） ヨガ（膝） 内側または外側ウェッジ
インソール（股関節、膝）

自己効力・
自己管理プログラム

認知行動療法 マッサージ（股関節、膝）

太極拳（膝、股関節） キネシオテープ
（1stCMC、膝）

運動を伴う用手療法
（股関節、膝）

杖の使用 その他の手の装具 イオントフォレーシス
（1st CMC）

第1CMC装具 膝蓋大腿装具 パルス振動療法（knee）

NSAIDsの塗薬 NSAIDｓの塗薬（手） カプサイシン塗薬（手） ビスフォスフォネート
経口NSAIDs カプサイシン塗薬（膝） オピオイド 硫酸グルコサミン
ステロイド関節内注射
（膝、股関節）

関節内ステロイド注射
（手）

コルヒチン 硫酸コンドロイチン
（股関節、膝）

画像ガイド下の関節注射
（股関節）

他の関節内注射薬より
ステロイド関節注射

アセトアミノフェン ヒアルロン酸関節内注射
（1stCMC、膝）

Platelet  rich plasma注射
（股関節、膝）

デュロキセチン（膝） 関節内ボツリヌス毒素
（股関節、膝）

ヒアルロン酸関節内注射
（股関節）

Fish oil グルコサミン/コンドロイ
チンの組み合わせ

コンドロイチン（手） ビタミンD ヒドロキシクロロキン

トラマドール 増殖療法（股関節、膝） 幹細胞注射（股関節/膝）
メトトレキサート
TNF阻害薬
IL-1阻害薬

脛骨大腿骨膝装具 針治療
温熱療法
ラジオ波焼灼（膝）

11月1日に規則を改定しました。詳しくは財団ホームページでご確認ください。

　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。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に」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。

　振り返りますと、昨年は心躍る話題が多

かったように思います。新しい元号「令和」、

ラグビー・ワールドカップでの日本代表の

活躍、渋野日向子選手の全英女子オープン

ゴルフでの優勝など、たくさんの勇気と感動

を頂きました。その一方で、相次ぐ台風など

災害の多い年でもありました。被災された

方々には心からのお見舞いを申し上げます。

一日も早く元の生活に近づけることを願って

おります。

　今年は7月に東京オリンピック・パラリン

ピックが開催されます。日本で56年ぶりに

開催されるスポーツと平和の祭典に今から

胸躍る思いです。さて令和2年の新年号では、

聖路加国際病院の田巻 弘道先生に、昨年11

月にアトランタで行われた米国リウマチ学会

2019のトピックスをいち早く報告して頂きま

した。今回はガイドラインの発表が目白押し

で、変形性関節症、痛風、血管炎の3つの疾

患の診断やマネージメントの推奨が発表され

ています。順天堂大学の大沼 圭先生には

「がんの免疫療法と自己免疫疾患関連副作

用」について詳しく解説して頂きました。国民

の2名に1名が癌になる現代において貴重な

お話であると思います。また、これまで14名

の先生方に登場していただいた「女性リウマ

チ医のひとりごと」は好評のうちに次号で終

了しますが、これに代わる新たな企画も準備

しています。今度は全国各地域で活躍する

看護師・薬剤師の皆さんに登場していただく

予定です。ご期待ください。

　ところでこの編集後記を書いている折、令

和元年の新語流行語大賞に「ONE TEAM」

が選ばれたというニュースが入ってきました。

リウマチ治療においてはチーム医療、トータ

ルマネージメントという言葉はずいぶん前か

ら使われていますが、「ONE TEAM」という

言葉でまた新たな気持ちでリウマチ治療に

取り組んでいきたいという思いが強くなりま

した。

　皆様にとりまして本年が良い年になること

を祈念致しまして令和２年最初の編集後記と

させていただきます。本年もよろしくお願い

いたします。

編集後記

令和元年11月 企画運営委員会議事報告
令和元年11月開催企画運営委員会の審議概要を下記の通り報告します。
企画運営委員会委員長　西岡久寿樹
日　時：令和元年11月12日（火）18：00～19：00

【報告事項】
1. 委員会等の開催について
 医療情報委員会（10月29日）：財団ホームページのアクセス数は順調に増加しており、今後
 もリウマチ性疾患の正しい知識の普及・啓発に一層努めていくとした。
2. 研修会の報告について
 今年度6地区のうち3地区終了し、参加者数は順調に伸びているとした。
3. 令和元年度リウマチケア看護師ならびにリウマチ財団登録薬剤師の申請状況について
 新規申請者は順調に増えているが、更新率を高く維持することが必要であるとした。
4. 令和元年度日欧リウマチ外科交換派遣医の報告（派遣）について
 今年度は1か月間日本から欧州に2名を派遣し、多くの経験を積める貴重な研修となった。
5. 法人賛助会員セミナー（11月20日）
 財団会議室において、賛助会員を対象に竹内勤先生、川合眞一先生による2題の講演を実施。

【審議事項】
1. 国際学会(ACR2019)におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助成者の選考について
 5名から申請があり、審議の結果、2名に助成を行うことを決定した。
2. 令和2年度海外派遣医の推薦方依頼について
 海外派遣医募集要項により来年度の募集を行うことが承認された。
3. 令和2年度日本リウマチ財団福祉賞の推薦方依頼について
 例年通り日本リウマチ友の会に推薦依頼を行うことが承認された。
4. 令和2年度リウマチ月間リウマチ講演会について
 令和2年6月28日に大手町サンケイプラザで開催するプログラムの概要について検討。
 新しい「日本リウマチ財団登録リウマチ専門職表彰制度」による受賞者報告を行うとしたため、
 式典・受賞記念講演の時間配分を再検討するとした。

候補者募集

ご寄付いただいた方 11月

● 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
● 海外派遣医 締め切り 令和2年3月31日
● 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 2020年
募集要項等詳細は財団ホームページをご覧ください。

仲村一郎
帝京平成大学健康メディカル学部 教授
JCHO 湯河原病院リウマチ科

令和2年度リウマチ財団登録医

申請受付期間 令和2年3月1日～5月31日
■新規登録医募集
資格（要件）

1. 申請時に3年以上の臨床経験が有り、現在に至るまで通算1年以上リウマチ性疾患の診療
 に関わっている。なお、平成16年以降医師資格取得者は初期臨床研修修了者であること。
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） 財団が主催し又は認定する教育研修会に出席し、教育研修単位20単位以上
  （治験等教育研修単位に充当できる単位があります。）
  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

■資格再審査・更新手続き
令和2年度資格更新該当者は、下記年度にリウマチ財団登録医を取得された方です。
昭和61年度、平成1、4、7、10、13、16、19、22、27年度

11月1日に規則を改定しました。詳しくは財団ホームページでご確認ください。

令和2年度リウマチ財団登録理学・作業療法士募集

申請受付期間 令和2年2月1日～4月31日
資格(要件)　

1. 申請時に3年以上の理学・作業療法士実務経験が有り、直近5年間において通算1年以上
 リウマチ性疾患のリハビリテーションに従事している。
2. 直近の5年間において
 （1） リウマチ性疾患のリハビリの指導患者名簿 10例＊

 （2） リウマチ性疾患リハビリ指導記録（上記名簿のうち） 5例＊

  ＊関節リウマチ症例を含むことが望ましい

 （3） 財団が主催し又は認定する教育研修会に参加（発表） 3回(経過措置)
  経過措置は、令和5年度の新規申請（令和5年4月30日）までの期間限定
  審査料（申請時） 1万円　　登録料（審査に合格後） 5千円

申請方法、申請書類や教育研修単位の取得方法等は財団ホームページをご覧ください。

大田 富士子 様

　二つ目としては、GCAの治療におけるトシリ
ズマブの立ち位置である。本邦の保険適応上
はステロイドによる治療抵抗性、再発性、或い
はステロイドの副作用によりステロイドの使用
が困難な場合に適応が通っている。実際、最
新のEULAR推奨である2018年の大型血管炎
のマネージメントのアップデートでもトシリズマ
ブは同様の立ち位置である。しかしながら、今
回のACRのGCAのガイドラインでは、トシリズ
マブを初期から使用することを推奨している。
確かに、トシリズマブの効果を証明し、各国での

承認のもととなった臨床試験であるGiACTA
試験4）では、トシリズマブは初期から導入され
るという形式の試験デザインであり、ステロイド
単剤での治療では52週の時点で寛解維持がで
きるのは少数であった。また、今回のACRでも
発表になっていたが、GiACTAのパート2のデー
タでは、トシリズマブを使用し52週時点で寛解
維持ができ、その後治療がないまま2年間経過
観察された患者のうち、42％は薬物療法を再開
することなく寛解が維持できていたということ
もこの推奨につながった要因の一つであろう。

開催地区 開催日 開催場所 世話人

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

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」

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
教授 岡山 昭彦

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、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
検索
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Strong for（強く推奨）
・ 強いエビデンスがあり、利益が害よりも明らかに上回る
・ ガイドラインの投票メンバーが望む効果が潜在的な害や負担よりも上回ると確信している
・ ほぼ全員の患者に当てはまる
Strong against（しないことを強く推奨）
・ 効果がない強いエビデンスがある、或いは利益が害を上回らない
Conditional（条件付き）
・ エビデンスの質が低い/とても低い、または利益と害/負担のバランスが近い
・ 共有意思決定を行う
・ 多くの患者に当てはまるが、当てはまらないものもいる

　以上、紙面の都合上、限られた情
報のみの紹介となってしまったが、
よりよいリウマチ膠原病疾患の治
療を実現するためにとても有益な
学会であった。

1） White WB, et al. N Engl J Med 378（13）; 
 1200-1210, 2018
2） Zembrzuska H, et al. Arthritis Rheumatol 
 71（suppl 10）; abstract 355, 2019
3） Stone JH, et al. N Engl J Med 363（3）; 
 221-232, 2010
4） Stone JH, et al. N Engl J Med 377（4）; 
 317-328, 2017

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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