
図1 60歳代男性。手指の軽度腫脹（a）と淡い紅斑、および、手指背から手背にかけて見られた
境界明瞭な紅斑と鱗屑（b1, b2）。

A1. 　臨床写真aでは、手指全体がやや紅色調を帯びて、特に指背で
は細かい皺が消失して軽度浮腫がある。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）、びらんはない。指関節背面
に紅斑、角化など皮疹はない。爪上皮の延長、
爪上皮下点状出血もない。爪隔の角化もない。
　一方、写真bでは、一部のMP関節部と関節
間皮膚に境界明瞭な紅斑が見られ、薄く剥が
れる鱗屑が付着している｡角質は浅くひび割
れている｡紅斑辺縁に治癒したと推測される
やや白色調の縁がある。これらの所見から表
皮主体の皮膚病変と言える。しかし、湿疹は、
表皮主体の皮膚病変であるが、「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。」ことか
ら否定される。従って、写真bのごとくアレ
ルギー性接触皮膚炎以外の表皮が主病変で
ある皮疹を伴う皮膚疾患となり、その代表疾
患として、脂漏性皮膚炎、皮脂欠乏性皮膚炎、
尋常性乾癬があげられる。（ボーエン病、日光
角化症など表皮内癌も疑われるが、ステロ
イド軟膏の外用で皮疹に対して消失・再発
があったことから否定される。）
　ほかに、DIPから爪母にかけて鱗屑を伴わ
ない淡い紅斑と軽度腫脹が有り、DIP側面か
ら挟むと軽度であるが圧痛を認める。
　日本リウマチ財団ニュース No148,150, 

A2. 　所見「幾つかの指の指関節間背面皮膚に薄く剥がれる鱗屑を
伴った角化性変化を伴う境界明瞭な紅斑が
見られる。」は皮疹が指関節間皮膚にある点
と薄く剥がれる鱗屑の所見からゴットロン
のサインを否定し、爪隔の角化や爪上皮下の
点状紫斑がないことと合わせて皮膚筋炎は
否定される。
　A1で述べた「脂漏性皮膚炎、皮脂欠乏性皮膚
炎、尋常性乾癬があげられる。」と言う鑑別診断
に関して、皮脂欠乏性皮膚炎では紅斑のない部
分の広い範囲に白色の鱗屑が見られるがこの
例では見られないので否定される。脂漏性皮膚
炎では鱗屑が細かくやや湿っていて（この例の
ように白色調でない）脂漏部位に生じるが手背、
指には生じないので否定される。指関節部と
関節間皮膚に見られる境界明瞭な紅斑はやや
扁平に隆起し、表皮が肥厚したように腫れる｡

また、表面には薄く剥がれる白色調の鱗屑が
付着している｡角質は浅くひび割れて白色を
呈している｡紅斑辺縁に治癒したと推測され
るやや白色調の縁が見られる。この様な所見
は、角層が一定の厚さで一定の小片として剥
がれる所見で有り、これは表皮のターンオー
バーが加速し、角層が堆積すると同時にその
剝離が顕著になる所見である（写真2a）。これ
は表皮角層内のセリンプロテアーゼ（カリク
レイン）の活性化が起きていて、堆積した角
層が剝離してくる所見である。この様な表皮
の病変を呈する疾患として乾癬がもっとも考
えられる。角層下に多核白血球の浸潤、微傷
膿瘍の形成は乾癬の診断に重要な所見である
（写真b）。表皮のターンオーバーが加速する
と、表皮の肥厚が生じ表皮突起が延長する（扁
平隆起性紅斑でやや厚く触れる皮疹）。これら
から乾癬と診断される。DIP, PIPに腫脹、限局

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（農業では見られる可能性が高い）と言う根拠
 を述べ、また、その他鑑別診断をあげてください。

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
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症例：60歳代男性。職業：農業。1年ほど前から手指に軽度腫脹（a）と皮疹（b1, b2）が生じたので内科系近医受診、湿疹と言うことでステロイド軟膏の外用治療を受けて
いたが、治癒、再発を繰り返していた。同時期に指関節が痛くなり近位整形外科でリウマチではないが軽い関節炎といわれてNSAID内服を受けていた。

Q2. もっとも可能性の高い診断名とその根拠をあげて
 ください。

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、関連した
詳細な皮疹の記載に関する解説があります。

した紅斑はないが、関節間の軽度紅斑と腫脹
は乾癬性関節炎のごく初期も合併していると

考えられる（リウマチの初期はリウマチ反応
陰性という前医の結果も合わせて否定）。

図2 a：皮疹部の生検（HE染色）。表皮突起が真皮に向かって肥厚し、幾つかは棍棒状を呈している。
角質の中層で広く剝離して一部で付着している（皮疹としては角層間に空気が入り白色の鱗屑
を呈する）。角層は不全角化（角層細胞に角化が残る現象）。これらは表皮のターンオーバーの
亢進を示唆している。真皮乳頭の血管は拡張している。b：角層直下に多核白血球が集簇して
いる（ムンローの微小膿瘍という）。表皮間に浮腫はない。以上から乾癬と診断できる。
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日本リウマチ財団では6月を「リウマチ月間」とし、毎年「リウマチ講演会」を開催しております。生物学的製剤登場後、リウマチの治療には高度
なチーム医療が求められるようになり、また、当財団は関節リウマチに限らず広範的な「リウマチ性疾患」を対象に活動しているため、この
「リウマチ講演会」は非常に重要なイベントであると考えております。令和元年度からは、新たに日本リウマチ財団登録理学療法士・作業療法士
の制度もスタートしました。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

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、リウマチ財団登録理学・作業療法士（経過
措置期間 研修会参加実績）終日参加8単位取得。

※他学会単位取得予定

森本　松本先生は、わが国において線維筋痛
症があまりなじみのなかった時代から研究や
診療に取り組んでこられました。本日、さまざま
なお話をおうかがいするにあたって、最初に
線維筋痛症の疾患概念をご紹介ください。
松本　線維筋痛症は、身体の広汎な部位に
起こる原因不明の慢性疼痛と体のこわばりを
主症状とし、随伴症状として激しい疲労、抑う
つ気分、睡眠障害、認知障害など多彩な身体・
精神症状を伴う疾患です。圧痛やアロディニア
（異痛症）などの身体所見以外に、一般的な臨
床検査や画像検査において症状を説明できる
ような異常は認められませんが、その病態には、
脳内ミクログリア活性化症候群の1つである脳
内神経炎症（neuroinflammation）が関与して
いることが明らかにされつつあります。
森本　日本では、線維筋痛症はリウマチ性疾
患であることが十分には理解されてこなかった
ように感じます。
松本　そうですね。欧米ではリウマチ性疾患の
１つとして広く認知されていたのですが、日本
ではなかなか浸透せず、患者さんはどこの
診療科に行っていいのか困っていました。そう
した状況を打開すべく、2003年に厚生労働省
がわが国における実態調査や診療体制の整備
などを目的に西岡久寿樹先生を班長とする

「実態調査に基づいた疾患概念の確立に関す
る研究班」を発足させ、以後、国の対策として
疫学調査や基礎研究などが行われてきました。

森本　線維筋痛症の疫学には、どのような特
徴が認められるのでしょう。
松本　欧米における疫学調査では、有病率は
2%前後、男女比は1対8～9とされています。
わが国においてもこれまでいくつかの調査が
行われており、2005年の厚生労働省研究班によ
る住民調査1）では人口比1.7％（大都市部2.2％、
地方部1.2％）と推計されました。これは人口
1億2,000万人のうち200万人の線維筋痛症患
者さんが存在するということで、驚くべき数字
でした。
　さらに2011年に行われたインターネット調査2）

でも有病率は2.1～2.4％であり、いずれの調査
結果からも欧米と同様の有病率であることが
明らかになりました。男女比に関しては1対4.8
で、欧米の1対8～9に比べて男性の比率が高く、
また有病者年齢は51.5±16 .9（11～84）歳で、
推定発症年齢は43.8±16.3（11～77）歳でした1）。
　これらの調査結果から、わが国における線維
筋痛症の疫学像の特徴は、中年以降の女性に
好発する特殊なリウマチ性疾患であるという
ことが言えます。

森本　次に、線維筋痛症診療の実際について
うかがいます。松本先生は2017年に刊行された
『線維筋痛症診断ガイドライン2017』の作成に
おいても中心的な役割を果たされていますが、
現在はどのような診断基準が用いられている
のでしょうか。
松本　線維筋痛症の診断基準として国際的に
広く用いられているのが、1990年に米国リウ
マチ学会（ACR）が作成した診断（分類）基準
（表1）です。線維筋痛症の病態を疼痛性疾患
であるという視点から痛みの分布に重きを
おいたもので、慢性疼痛に加えて、18カ所の圧
痛点のうち11カ所以上に疼痛を確認するもの
とされています。

　また2010年には同じくACRにより、リウマチ
専門医だけでなくプライマリケア医も診断が
可能であることを重視した予備診断基準（図1）
が発表されています。本基準では痛みだけで

あらためて「線維筋痛症とは」 診断基準の使い方のポイント

女性に好発する
意外と頻度の高い疾患

リウマチ医でも苦手な“痛みの疾患”

「線維筋痛症」の現在
診断バイオマーカーが存在する他のリウマチ性疾患に対し、線維筋痛症は様々な疾患を否定した結果として診断
されること、精神疾患などを併発し症状の訴えが複雑であることから、診断には困難が伴います。過去には、「日本の
リウマチ医は線維筋痛症の診療を意識的に避けている可能性がある」という報告もありました＊。一方で近年、社会
の線維筋痛症に対する認知度が高まっています。今回は、長きにわたり本疾患の研究・診療に携わってこられた松本
美富士氏に森本編集員が聞きました。
＊日本リウマチ財団登録医を対象とした診療実態調査（2004年、2010年）

《話し手》 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
《聞き手》 森本 幾夫 編集員／順天堂大学大学院医学研究科免疫病・がん先端治療学講座 教授

なく、線維筋痛症に特徴的な臨床症状の組み
合わせからスコア化をして診断しようとする点
に特徴があります。
　その後、2010年版をより簡略化した改訂基準
（2011年）が提案されていますが、先の2つの
基準に比べると診断における疼痛のウエイト
は低く、それ以外の随伴症状に重きがおかれ
ていることから精神疾患との混乱を招くとの
指摘もあります。
　これらの特徴を踏まえて、2010年の基準を
用いてスクリーニングを行った後、診察で圧痛
点を確認して1990年の基準に基づいて診断す
ることが推奨されます。

森本　鑑別診断が大きなポイントになると思い
ますが、これについてはいかがでしょうか。
松本　全身性かつ慢性に痛みを訴える種々の
疾患との鑑別が必要です。最終的に線維筋痛
症と診断されるまでに疑われた、あるいは臨床
診断された疾患名に関する調査では、3分の2
は他のリウマチ性疾患と診断されており、その
うち4割を関節リウマチが占めていた（表2）
との報告もあり、リウマチ性疾患との鑑別は
とても重要だといえます。
森本　線維筋痛症との鑑別がとりわけ困難な
疾患にはどのようなものが挙げられますか。
松本　慢性疼痛性障害です。身体表現性障害
（DSM-IV TR）、あるいは身体症状症（DSM 
-5）で痛みを繰り返し訴えるような人がいらっ
しゃいます。精神科領域の視点からは疼痛性
障害ということになりますが、線維筋痛症との
区別がつきません。われわれはミクログリアの
活性化の有無で診断ができるのではないかと
推測しているのですが、まだ結論は出ていま
せん。

森本　線維筋痛症の病因は不明とされてきま
したが、その病態について現在はどのように
理解されているのでしょうか。
松本　これまで神経学的、精神医学的、内分
泌学的、免疫学的あるいは形態学的など、さま
ざまな検討が行われてきました。なかでも注目
されたのが、線維筋痛症の痛みは神経因性疼
痛であり、痛みの伝達経路の障害により脳の
中枢性感作・過敏状態が生じるという仮説3）で
す。すなわち、疼痛刺激が脳に達したときに抑
制的に働く痛みの経路の機能が低下し、他方の
疼痛を増幅する経路が過剰興奮した状態であ
り、いわばアクセルを踏みっぱなしでブレーキ
が壊れたような脳の状態、それが線維筋痛症だ
ということです。こうした仮説に基づいて、過剰
活性化を抑制する薬剤として抗痙攣薬（抗てん
かん薬）が用いられ、ブレーキの働きを強化す
るために脳内のセロトニンやノルアドレナリンを
増やす抗うつ薬やオピオイド系の薬剤が治療に
用いられてきたわけです。
　また、線維筋痛症の病態を動物モデルやヒト
での画像解析により捉えようという試みも行わ
れています。脳PETによる画像解析では、健常
人に比べて線維筋痛症患者では特定の領域
での機能障害の存在が確認されています4）。
それぞれの領域が関連する症状は疼痛を含む
線維筋痛症のさまざまな症状と一致しており、
責任病巣であることが示唆されています。
森本　先ほどから脳内ミクログリアの関与に
ついて触れておられますが、どのようなことが
わかっているのでしょうか。
松本　動物モデルやヒトでの画像解析におい
て脳内ミクログリアの集積と活性化が疼痛や
慢性疲労などと関連した部位にみられること
から、中枢神経系における疼痛形成のメカニ

ズムに脳内神経炎症が重要な役割を果たして
いることが明らかにされつつあります。
　線維筋痛症を併発した慢性疲労症候群患者
を対象に行われた活性化ミクログリアに特異
的なリガンド〔11C（R）-PK11195〕を用いた脳
PET画像解析では特定の領域におけるミクロ
グリアの活性化が相関していることが示され、
線維筋痛症あるいは慢性疲労症候群でみら
れる症状は、痛みのプロセッシングに関わる
領域などのミクログリアの活性化（神経炎症）
で説明できることが示唆されています 5）。
　今後、さらなる研究の進展による病態の解
明が望まれます。
 

森本　これまで線維筋痛症は原因不明である
ことから特異的な治療法はなく、抗うつ薬と
抗痙攣薬（抗てんかん薬）を主体に漢方薬を
含む様々な薬物療法や、鍼灸療法などを含む
各種非薬物療法、すなわち統合医療が行われ
てきましたが、病態解明が進んだことで新たな
治療法開発の可能性が期待されます。現時点
でどのような治療法が検討されていますか。
松本　脳内神経炎症を抑制するための治療薬
として、従来薬からの探索がすでに行われてい
ますが、いまのところ有力な候補は見つかってい
ません。新規薬の開発についてはミクログリアを
ターゲットとする抗炎症薬、ミクログリアを産
生・分泌するサイトカインをターゲットとする炎症
性サイトカイン抑制薬などが検討されています。
　ほかに疼痛神経経路をリセットするアプ
ローチをはじめ、様々な可能性が検討されてい
ます（表3）。最近注目を集めている腸管・脳関
連では、腸内細菌叢と慢性疼痛の関連につい
てのデータが集積されつつあり、将来的には
線維筋痛症への応用も期待されます。
森本　線維筋痛症の研究・治療をより発展させ、
充実したものにしていくための課題について
お考えをお聞かせください。
松本　疼痛以外にも精神面を含め多彩で複雑
に絡み合った症状を探るための問診や、圧痛点
を確認するための触診が必要とされるなど、
線維筋痛症の診察は長時間を要するため、
診療報酬を適正化するための取り組みが必要
だと考えています。医師主導の治験を積極的に
行うことも求められます。また、その時々のエビ
デンスを反映させるためにも、ガイドラインの
定期的な改定は必須です。さらに、全国規模の
AMED研究を行うことも重要で、こうした疾患
に関わる医療者には積極的に協力していただ
きたいと思います。

森本　最後に、リウマチ医へのメッセージを
お願いします。
松本　線維筋痛症は頻度の高いリウマチ性
疾患ですから、リウマチ医が積極的に責任を
もって診察すべきでしょう。日本リウマチ財団
や日本リウマチ学会の働きかけにも期待したい
ところです。
　器質的なリウマチ性疾患とは異なり、患者
さんの訴えにはopen endingな傾聴・共感する
態度が大切です。そうでなければ患者さんは
ドロップアウトしてしまいます。そして、自己流
の治療を持ち込まないこと。エビデンスに基づ
く治療が望まれます。また、患者さんの訴えの
多さから複数の検査が行われ、その結果ポリ
ファーマシーに陥りがちですが、適正な保険
医療の枠組みのなかで必要な臨床検査や治療
をしていただく努力が必要です。医療費削減
が求められる時代ですから、線維筋痛症患者
さんが必要な医療を受けられる体制を潰して
しまいかねないということを心していただきた
いと思います。
森本　わが国の線維筋痛症患者さんは人口の
1.7%（約200万人）と比較的頻度が高く、多くの
患者さんが適切な治療を必要としていること、
またリウマチ性疾患と診断された患者さんのな
かに多くの線維筋痛症患者さんが含まれている
実態などをうかがい、リウマチ医は従来にも増
して本疾患に関する十分な知識の習得が求め
られていると改めて感じました。病態の解明や
治療法の可能性に関するお話は、患者さんだけ
でなく医療者にとっても勇気づけられるもので
した。本日は、どうもありがとうございました。

令和２年度リウマチ月間リウマチ講演会
「多職種エキスパートによるリウマチ医療を目指して」

開 催 日 時 ： 令和2年6月28日（日） 10：00～16：45（予定）
開 催 場 所 ： 大手町サンケイプラザ（東京都千代田区大手町1丁目7-2）
実行委員長 ： 川合 眞一　公益財団法人日本リウマチ財団理事　東邦大学 名誉教授 医学部炎症・疼痛制御学講座 教授
プログラム、申し込み方法等詳細は、財団ホームページに随時掲載します。

Wolfe F, et al: Arthritis Care Res（Hoboken）62: 600-610, 2010 より作成
日本線維筋痛症学会・日本医療研究開発機構線維筋痛症研究班 編: 線維筋痛症診療ガイドライン, 日本医事新報社, 東京, 2017

widespread pain index（WPI）：19ヵ所
過去1週間の疼痛範囲数

＊感度：89.2%（ACR）
＊本邦人 ： 感度82%、
  特異度91%

＊わが国では身体症候：1：少数（1-5）、2：中等度（6-20）、3：多数（21-41）とする

以下の3項目を満たすものを線維筋痛症と診断する

他の疼痛を示す疾患ではない

少なくとも３ヵ月症候が続く

WPI ７以上+SS ５以上または　WPI ３～６+SS ９以上

WPI
合計：　　　点
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①肥満症例への対応
40代女性。線維筋痛症と診断され、プレガバリン、デュロキセチンで治療継続中。10年ほど前に会社勤めをやめてから、肥満が進行。有酸素運動をすすめるが、なかなか改善がみられない。
松本　肥満は線維筋痛症の増悪因子であることが疫学的に報告されています。ただし、減量により症状が改善したという報告はありません。
線維筋痛症の治療薬には浮腫や肥満を生じる薬剤があること、また運動量が不足しがちであることから、肥満例は多くみられます。有酸素運動が有効ですが、治療ヨガとして開発されたアイソメト
リックヨガをすすめてみてはいかがでしょうか。私自身は、インターネットで配信されている動画を見ながらできる瞑想的運動(ヨガなど)にトライしてみるよう指導しています。

②疼痛の訴えの真偽が疑われる症例への対応
50代女性。他院からの紹介例。遠方からの通院による負担軽減のため自宅近くの医師を紹介して転院したが、2年後に自ら希望して再度当院を受診。普段は近所に買い物に出かけただけで
寝込んでしまうような状態だと話すが、公共交通機関を乗り継ぎ数時間もかけて通院してくることから、触診では圧痛を認めるものの本当に痛いのかどうか疑わしく感じている。
松本　線維筋痛症では精神症状を伴うケースが多いことをよく説明して、心療内科の受診をすすめてはいかがでしょうか。また、いろいろ問診をしながら、突然圧痛点に触れて反応を見るのも効果
的です。患者さんに気づかれないように、胸から下の圧痛点を試されるのがよいでしょう。

③レイノー現象が認められるものの基礎疾患がみつからない症例への対応
疼痛を主訴に線維筋痛症疑いで来院された女性。レイノー現象もみられたが、顔貌から混合性結合組織病（MCTD）や強皮症は疑われず、抗核抗体などを調べても異常はなかった。メトトレ
キサート投与で効果が得られたことから特殊な自己抗体の出現も疑われたが、今後どのように診察を進めるべきか。
松本　抗体陰性のシェーグレン症候群、あるいはSAPHO症候群、脊椎関節炎（SpA）が隠れているかもしれません。これら疾患は線維筋痛症が併存することが比較的高いと言わており、注意すべき
併存疾患となります。

症例相談 日常診療で出会うことのある例に対し、松本氏にご回答いただきました。

表1 線維筋痛症の診断（分類）基準 ACR1990

Wolfe F, et al: Arthritis Rheum 33: 160-172, 1990

表2 線維筋痛症の臨床診断名および疑診名（本邦233例）

松本美富士ほか: 臨床リウマチ 27; 239-252, 2015

表3 線維筋痛症の新規治療薬、治療法開発

作成／松本美富士氏

図1 線維筋痛症の診断予備規準 ACR2010

1. 広範囲にわたる疼痛の病歴
 定義 ： 広範囲とは右・左上半身、右・左下半身、体軸部（頸椎、前胸部、 胸椎、腰椎）

2. 指を用いた触診により、18ヵ所の圧痛点のうち11ヵ所以上に疼痛を認める。
 定義 ： 両側後頭部・頸椎下方部・僧帽筋上縁部・棘上筋・第２肋骨・肘外側上顆・臀部・大転子部・
   膝関節部
指を用いた触診は4Kgの圧力で実施（術者の爪が白くなる程度）
圧痛点の判定：圧痛でなく、患者自身が疼痛を訴える。
判定：広範囲な疼痛が3ヵ月以上持続し、上記の両基準を満たす場合。第二の疾患が存在して
もよい。

異常なし 5.6%

診断不明 15.9%

リウマチ性疾患
　関節リウマチ
　シェーグレン症候群
　多発性筋炎
　膠原病
　全身性エリテマトーデス
　変形性関節症
　リウマチ性多発筋痛症
　線維筋痛症
　その他

76.4%
41.0%
14.6
12.9
10.7
4.5
3.4
2.8
2.8
7.3

神経疾患（頭痛､その他） 3.9%

慢性疼痛疾患
　頸椎症
　頸肩腕症候群
　腰痛症
　その他

15.0%
25.7%
20.0
11.4
42.9

精神疾患
　うつ病
　自律神経失調症
　神経症
　心身症

15.9%
40.5%
18.9
13.5
13.5

・ 脳内神経炎症の抑制
 従来薬からの探索（Drug Repositioning: DR）：ミノサイクリンなど脳内移行薬剤
 新規薬の開発：抗炎症薬、炎症性サイトカイン抑制薬など

・ 痛み神経系のreset
 電気痙攣療法
 経頭蓋磁気刺激療法(TMS）、反復性経頭蓋磁気刺激療法（rTMS）

・ 温熱療法（WAON療法）
 乾式医療用サウナ

・ 腸内細菌叢とディスバイオシス（dysbiosis）などマイクロバイオーム（microbiome）
 からのアプローチ（腸管・脳連関）

鑑別に気を付けたい疾患

進む病態の解明と「ミクログリア」

研究・治療の進展に向けて

あざが
できやすい 抜け毛 頻尿 排尿痛 膀胱痙攣

筋肉痛 過敏性
腸症候群 疲労感・疲れ 思考・記憶障害 筋力低下 頭痛

上部腹痛 嘔気 神経質 胸痛 視力障害 発熱

下　痢 ドライマウス かゆみ 喘鳴 レイノー現象 じん麻疹

耳鳴り 嘔吐 胸やけ 口腔内潰瘍 味覚障害 痙攣

ドライアイ 息切れ 食欲低下 発疹 光線過敏 難聴

腹痛
腹部痙攣

しびれ・
刺痛 めまい 睡眠障害 うつ症状 便秘

SS一般的な身体症候 0：なし 1：少数 2：中等度 3：多数

合計：　　　　　点

合計：　　症候　　　　　点　＋　　身体症候　　　　　点＝　　　　　点

本疾患を専門とする松本氏

本誌編集員の森本氏
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図1 60歳代男性。手指の軽度腫脹（a）と淡い紅斑、および、手指背から手背にかけて見られた
境界明瞭な紅斑と鱗屑（b1, b2）。

A1. 　臨床写真aでは、手指全体がやや紅色調を帯びて、特に指背で
は細かい皺が消失して軽度浮腫がある。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）、びらんはない。指関節背面
に紅斑、角化など皮疹はない。爪上皮の延長、
爪上皮下点状出血もない。爪隔の角化もない。
　一方、写真bでは、一部のMP関節部と関節
間皮膚に境界明瞭な紅斑が見られ、薄く剥が
れる鱗屑が付着している｡角質は浅くひび割
れている｡紅斑辺縁に治癒したと推測される
やや白色調の縁がある。これらの所見から表
皮主体の皮膚病変と言える。しかし、湿疹は、
表皮主体の皮膚病変であるが、「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。」ことか
ら否定される。従って、写真bのごとくアレ
ルギー性接触皮膚炎以外の表皮が主病変で
ある皮疹を伴う皮膚疾患となり、その代表疾
患として、脂漏性皮膚炎、皮脂欠乏性皮膚炎、
尋常性乾癬があげられる。（ボーエン病、日光
角化症など表皮内癌も疑われるが、ステロ
イド軟膏の外用で皮疹に対して消失・再発
があったことから否定される。）
　ほかに、DIPから爪母にかけて鱗屑を伴わ
ない淡い紅斑と軽度腫脹が有り、DIP側面か
ら挟むと軽度であるが圧痛を認める。
　日本リウマチ財団ニュース No148,150, 

A2. 　所見「幾つかの指の指関節間背面皮膚に薄く剥がれる鱗屑を
伴った角化性変化を伴う境界明瞭な紅斑が
見られる。」は皮疹が指関節間皮膚にある点
と薄く剥がれる鱗屑の所見からゴットロン
のサインを否定し、爪隔の角化や爪上皮下の
点状紫斑がないことと合わせて皮膚筋炎は
否定される。
　A1で述べた「脂漏性皮膚炎、皮脂欠乏性皮膚
炎、尋常性乾癬があげられる。」と言う鑑別診断
に関して、皮脂欠乏性皮膚炎では紅斑のない部
分の広い範囲に白色の鱗屑が見られるがこの
例では見られないので否定される。脂漏性皮膚
炎では鱗屑が細かくやや湿っていて（この例の
ように白色調でない）脂漏部位に生じるが手背、
指には生じないので否定される。指関節部と
関節間皮膚に見られる境界明瞭な紅斑はやや
扁平に隆起し、表皮が肥厚したように腫れる｡

また、表面には薄く剥がれる白色調の鱗屑が
付着している｡角質は浅くひび割れて白色を
呈している｡紅斑辺縁に治癒したと推測され
るやや白色調の縁が見られる。この様な所見
は、角層が一定の厚さで一定の小片として剥
がれる所見で有り、これは表皮のターンオー
バーが加速し、角層が堆積すると同時にその
剝離が顕著になる所見である（写真2a）。これ
は表皮角層内のセリンプロテアーゼ（カリク
レイン）の活性化が起きていて、堆積した角
層が剝離してくる所見である。この様な表皮
の病変を呈する疾患として乾癬がもっとも考
えられる。角層下に多核白血球の浸潤、微傷
膿瘍の形成は乾癬の診断に重要な所見である
（写真b）。表皮のターンオーバーが加速する
と、表皮の肥厚が生じ表皮突起が延長する（扁
平隆起性紅斑でやや厚く触れる皮疹）。これら
から乾癬と診断される。DIP, PIPに腫脹、限局

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（農業では見られる可能性が高い）と言う根拠
 を述べ、また、その他鑑別診断をあげてください。

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9回

症例：60歳代男性。職業：農業。1年ほど前から手指に軽度腫脹（a）と皮疹（b1, b2）が生じたので内科系近医受診、湿疹と言うことでステロイド軟膏の外用治療を受けて
いたが、治癒、再発を繰り返していた。同時期に指関節が痛くなり近位整形外科でリウマチではないが軽い関節炎といわれてNSAID内服を受けていた。

Q2. もっとも可能性の高い診断名とその根拠をあげて
 ください。

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、関連した
詳細な皮疹の記載に関する解説があります。

した紅斑はないが、関節間の軽度紅斑と腫脹
は乾癬性関節炎のごく初期も合併していると

考えられる（リウマチの初期はリウマチ反応
陰性という前医の結果も合わせて否定）。

図2 a：皮疹部の生検（HE染色）。表皮突起が真皮に向かって肥厚し、幾つかは棍棒状を呈している。
角質の中層で広く剝離して一部で付着している（皮疹としては角層間に空気が入り白色の鱗屑
を呈する）。角層は不全角化（角層細胞に角化が残る現象）。これらは表皮のターンオーバーの
亢進を示唆している。真皮乳頭の血管は拡張している。b：角層直下に多核白血球が集簇して
いる（ムンローの微小膿瘍という）。表皮間に浮腫はない。以上から乾癬と診断できる。

a

a

b

b1

b2
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159号の主な内容
● 「線維筋痛症」の現在
● 皮膚科・歯科とリウマチ性疾患 第9回
● 第3回法人賛助会員セミナー 報告
● 世界炎症学会 報告
● リウマチクリニックの配布資料
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日本リウマチ財団では6月を「リウマチ月間」とし、毎年「リウマチ講演会」を開催しております。生物学的製剤登場後、リウマチの治療には高度
なチーム医療が求められるようになり、また、当財団は関節リウマチに限らず広範的な「リウマチ性疾患」を対象に活動しているため、この
「リウマチ講演会」は非常に重要なイベントであると考えております。令和元年度からは、新たに日本リウマチ財団登録理学療法士・作業療法士
の制度もスタートしました。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

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、リウマチ財団登録理学・作業療法士（経過
措置期間 研修会参加実績）終日参加8単位取得。

※他学会単位取得予定

森本　松本先生は、わが国において線維筋痛
症があまりなじみのなかった時代から研究や
診療に取り組んでこられました。本日、さまざま
なお話をおうかがいするにあたって、最初に
線維筋痛症の疾患概念をご紹介ください。
松本　線維筋痛症は、身体の広汎な部位に
起こる原因不明の慢性疼痛と体のこわばりを
主症状とし、随伴症状として激しい疲労、抑う
つ気分、睡眠障害、認知障害など多彩な身体・
精神症状を伴う疾患です。圧痛やアロディニア
（異痛症）などの身体所見以外に、一般的な臨
床検査や画像検査において症状を説明できる
ような異常は認められませんが、その病態には、
脳内ミクログリア活性化症候群の1つである脳
内神経炎症（neuroinflammation）が関与して
いることが明らかにされつつあります。
森本　日本では、線維筋痛症はリウマチ性疾
患であることが十分には理解されてこなかった
ように感じます。
松本　そうですね。欧米ではリウマチ性疾患の
１つとして広く認知されていたのですが、日本
ではなかなか浸透せず、患者さんはどこの
診療科に行っていいのか困っていました。そう
した状況を打開すべく、2003年に厚生労働省
がわが国における実態調査や診療体制の整備
などを目的に西岡久寿樹先生を班長とする

「実態調査に基づいた疾患概念の確立に関す
る研究班」を発足させ、以後、国の対策として
疫学調査や基礎研究などが行われてきました。

森本　線維筋痛症の疫学には、どのような特
徴が認められるのでしょう。
松本　欧米における疫学調査では、有病率は
2%前後、男女比は1対8～9とされています。
わが国においてもこれまでいくつかの調査が
行われており、2005年の厚生労働省研究班によ
る住民調査1）では人口比1.7％（大都市部2.2％、
地方部1.2％）と推計されました。これは人口
1億2,000万人のうち200万人の線維筋痛症患
者さんが存在するということで、驚くべき数字
でした。
　さらに2011年に行われたインターネット調査2）

でも有病率は2.1～2.4％であり、いずれの調査
結果からも欧米と同様の有病率であることが
明らかになりました。男女比に関しては1対4.8
で、欧米の1対8～9に比べて男性の比率が高く、
また有病者年齢は51.5±16 .9（11～84）歳で、
推定発症年齢は43.8±16.3（11～77）歳でした1）。
　これらの調査結果から、わが国における線維
筋痛症の疫学像の特徴は、中年以降の女性に
好発する特殊なリウマチ性疾患であるという
ことが言えます。

森本　次に、線維筋痛症診療の実際について
うかがいます。松本先生は2017年に刊行された
『線維筋痛症診断ガイドライン2017』の作成に
おいても中心的な役割を果たされていますが、
現在はどのような診断基準が用いられている
のでしょうか。
松本　線維筋痛症の診断基準として国際的に
広く用いられているのが、1990年に米国リウ
マチ学会（ACR）が作成した診断（分類）基準
（表1）です。線維筋痛症の病態を疼痛性疾患
であるという視点から痛みの分布に重きを
おいたもので、慢性疼痛に加えて、18カ所の圧
痛点のうち11カ所以上に疼痛を確認するもの
とされています。

　また2010年には同じくACRにより、リウマチ
専門医だけでなくプライマリケア医も診断が
可能であることを重視した予備診断基準（図1）
が発表されています。本基準では痛みだけで

あらためて「線維筋痛症とは」 診断基準の使い方のポイント

女性に好発する
意外と頻度の高い疾患

リウマチ医でも苦手な“痛みの疾患”

「線維筋痛症」の現在
診断バイオマーカーが存在する他のリウマチ性疾患に対し、線維筋痛症は様々な疾患を否定した結果として診断
されること、精神疾患などを併発し症状の訴えが複雑であることから、診断には困難が伴います。過去には、「日本の
リウマチ医は線維筋痛症の診療を意識的に避けている可能性がある」という報告もありました＊。一方で近年、社会
の線維筋痛症に対する認知度が高まっています。今回は、長きにわたり本疾患の研究・診療に携わってこられた松本
美富士氏に森本編集員が聞きました。
＊日本リウマチ財団登録医を対象とした診療実態調査（2004年、2010年）

《話し手》 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
《聞き手》 森本 幾夫 編集員／順天堂大学大学院医学研究科免疫病・がん先端治療学講座 教授

なく、線維筋痛症に特徴的な臨床症状の組み
合わせからスコア化をして診断しようとする点
に特徴があります。
　その後、2010年版をより簡略化した改訂基準
（2011年）が提案されていますが、先の2つの
基準に比べると診断における疼痛のウエイト
は低く、それ以外の随伴症状に重きがおかれ
ていることから精神疾患との混乱を招くとの
指摘もあります。
　これらの特徴を踏まえて、2010年の基準を
用いてスクリーニングを行った後、診察で圧痛
点を確認して1990年の基準に基づいて診断す
ることが推奨されます。

森本　鑑別診断が大きなポイントになると思い
ますが、これについてはいかがでしょうか。
松本　全身性かつ慢性に痛みを訴える種々の
疾患との鑑別が必要です。最終的に線維筋痛
症と診断されるまでに疑われた、あるいは臨床
診断された疾患名に関する調査では、3分の2
は他のリウマチ性疾患と診断されており、その
うち4割を関節リウマチが占めていた（表2）
との報告もあり、リウマチ性疾患との鑑別は
とても重要だといえます。
森本　線維筋痛症との鑑別がとりわけ困難な
疾患にはどのようなものが挙げられますか。
松本　慢性疼痛性障害です。身体表現性障害
（DSM-IV TR）、あるいは身体症状症（DSM 
-5）で痛みを繰り返し訴えるような人がいらっ
しゃいます。精神科領域の視点からは疼痛性
障害ということになりますが、線維筋痛症との
区別がつきません。われわれはミクログリアの
活性化の有無で診断ができるのではないかと
推測しているのですが、まだ結論は出ていま
せん。

森本　線維筋痛症の病因は不明とされてきま
したが、その病態について現在はどのように
理解されているのでしょうか。
松本　これまで神経学的、精神医学的、内分
泌学的、免疫学的あるいは形態学的など、さま
ざまな検討が行われてきました。なかでも注目
されたのが、線維筋痛症の痛みは神経因性疼
痛であり、痛みの伝達経路の障害により脳の
中枢性感作・過敏状態が生じるという仮説3）で
す。すなわち、疼痛刺激が脳に達したときに抑
制的に働く痛みの経路の機能が低下し、他方の
疼痛を増幅する経路が過剰興奮した状態であ
り、いわばアクセルを踏みっぱなしでブレーキ
が壊れたような脳の状態、それが線維筋痛症だ
ということです。こうした仮説に基づいて、過剰
活性化を抑制する薬剤として抗痙攣薬（抗てん
かん薬）が用いられ、ブレーキの働きを強化す
るために脳内のセロトニンやノルアドレナリンを
増やす抗うつ薬やオピオイド系の薬剤が治療に
用いられてきたわけです。
　また、線維筋痛症の病態を動物モデルやヒト
での画像解析により捉えようという試みも行わ
れています。脳PETによる画像解析では、健常
人に比べて線維筋痛症患者では特定の領域
での機能障害の存在が確認されています4）。
それぞれの領域が関連する症状は疼痛を含む
線維筋痛症のさまざまな症状と一致しており、
責任病巣であることが示唆されています。
森本　先ほどから脳内ミクログリアの関与に
ついて触れておられますが、どのようなことが
わかっているのでしょうか。
松本　動物モデルやヒトでの画像解析におい
て脳内ミクログリアの集積と活性化が疼痛や
慢性疲労などと関連した部位にみられること
から、中枢神経系における疼痛形成のメカニ

ズムに脳内神経炎症が重要な役割を果たして
いることが明らかにされつつあります。
　線維筋痛症を併発した慢性疲労症候群患者
を対象に行われた活性化ミクログリアに特異
的なリガンド〔11C（R）-PK11195〕を用いた脳
PET画像解析では特定の領域におけるミクロ
グリアの活性化が相関していることが示され、
線維筋痛症あるいは慢性疲労症候群でみら
れる症状は、痛みのプロセッシングに関わる
領域などのミクログリアの活性化（神経炎症）
で説明できることが示唆されています 5）。
　今後、さらなる研究の進展による病態の解
明が望まれます。
 

森本　これまで線維筋痛症は原因不明である
ことから特異的な治療法はなく、抗うつ薬と
抗痙攣薬（抗てんかん薬）を主体に漢方薬を
含む様々な薬物療法や、鍼灸療法などを含む
各種非薬物療法、すなわち統合医療が行われ
てきましたが、病態解明が進んだことで新たな
治療法開発の可能性が期待されます。現時点
でどのような治療法が検討されていますか。
松本　脳内神経炎症を抑制するための治療薬
として、従来薬からの探索がすでに行われてい
ますが、いまのところ有力な候補は見つかってい
ません。新規薬の開発についてはミクログリアを
ターゲットとする抗炎症薬、ミクログリアを産
生・分泌するサイトカインをターゲットとする炎症
性サイトカイン抑制薬などが検討されています。
　ほかに疼痛神経経路をリセットするアプ
ローチをはじめ、様々な可能性が検討されてい
ます（表3）。最近注目を集めている腸管・脳関
連では、腸内細菌叢と慢性疼痛の関連につい
てのデータが集積されつつあり、将来的には
線維筋痛症への応用も期待されます。
森本　線維筋痛症の研究・治療をより発展させ、
充実したものにしていくための課題について
お考えをお聞かせください。
松本　疼痛以外にも精神面を含め多彩で複雑
に絡み合った症状を探るための問診や、圧痛点
を確認するための触診が必要とされるなど、
線維筋痛症の診察は長時間を要するため、
診療報酬を適正化するための取り組みが必要
だと考えています。医師主導の治験を積極的に
行うことも求められます。また、その時々のエビ
デンスを反映させるためにも、ガイドラインの
定期的な改定は必須です。さらに、全国規模の
AMED研究を行うことも重要で、こうした疾患
に関わる医療者には積極的に協力していただ
きたいと思います。

森本　最後に、リウマチ医へのメッセージを
お願いします。
松本　線維筋痛症は頻度の高いリウマチ性
疾患ですから、リウマチ医が積極的に責任を
もって診察すべきでしょう。日本リウマチ財団
や日本リウマチ学会の働きかけにも期待したい
ところです。
　器質的なリウマチ性疾患とは異なり、患者
さんの訴えにはopen endingな傾聴・共感する
態度が大切です。そうでなければ患者さんは
ドロップアウトしてしまいます。そして、自己流
の治療を持ち込まないこと。エビデンスに基づ
く治療が望まれます。また、患者さんの訴えの
多さから複数の検査が行われ、その結果ポリ
ファーマシーに陥りがちですが、適正な保険
医療の枠組みのなかで必要な臨床検査や治療
をしていただく努力が必要です。医療費削減
が求められる時代ですから、線維筋痛症患者
さんが必要な医療を受けられる体制を潰して
しまいかねないということを心していただきた
いと思います。
森本　わが国の線維筋痛症患者さんは人口の
1.7%（約200万人）と比較的頻度が高く、多くの
患者さんが適切な治療を必要としていること、
またリウマチ性疾患と診断された患者さんのな
かに多くの線維筋痛症患者さんが含まれている
実態などをうかがい、リウマチ医は従来にも増
して本疾患に関する十分な知識の習得が求め
られていると改めて感じました。病態の解明や
治療法の可能性に関するお話は、患者さんだけ
でなく医療者にとっても勇気づけられるもので
した。本日は、どうもありがとうございました。

令和２年度リウマチ月間リウマチ講演会
「多職種エキスパートによるリウマチ医療を目指して」

開 催 日 時 ： 令和2年6月28日（日） 10：00～16：45（予定）
開 催 場 所 ： 大手町サンケイプラザ（東京都千代田区大手町1丁目7-2）
実行委員長 ： 川合 眞一　公益財団法人日本リウマチ財団理事　東邦大学 名誉教授 医学部炎症・疼痛制御学講座 教授
プログラム、申し込み方法等詳細は、財団ホームページに随時掲載します。

Wolfe F, et al: Arthritis Care Res（Hoboken）62: 600-610, 2010 より作成
日本線維筋痛症学会・日本医療研究開発機構線維筋痛症研究班 編: 線維筋痛症診療ガイドライン, 日本医事新報社, 東京, 2017

widespread pain index（WPI）：19ヵ所
過去1週間の疼痛範囲数

＊感度：89.2%（ACR）
＊本邦人 ： 感度82%、
  特異度91%

＊わが国では身体症候：1：少数（1-5）、2：中等度（6-20）、3：多数（21-41）とする

以下の3項目を満たすものを線維筋痛症と診断する

他の疼痛を示す疾患ではない

少なくとも３ヵ月症候が続く
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①肥満症例への対応
40代女性。線維筋痛症と診断され、プレガバリン、デュロキセチンで治療継続中。10年ほど前に会社勤めをやめてから、肥満が進行。有酸素運動をすすめるが、なかなか改善がみられない。
松本　肥満は線維筋痛症の増悪因子であることが疫学的に報告されています。ただし、減量により症状が改善したという報告はありません。
線維筋痛症の治療薬には浮腫や肥満を生じる薬剤があること、また運動量が不足しがちであることから、肥満例は多くみられます。有酸素運動が有効ですが、治療ヨガとして開発されたアイソメト
リックヨガをすすめてみてはいかがでしょうか。私自身は、インターネットで配信されている動画を見ながらできる瞑想的運動(ヨガなど)にトライしてみるよう指導しています。

②疼痛の訴えの真偽が疑われる症例への対応
50代女性。他院からの紹介例。遠方からの通院による負担軽減のため自宅近くの医師を紹介して転院したが、2年後に自ら希望して再度当院を受診。普段は近所に買い物に出かけただけで
寝込んでしまうような状態だと話すが、公共交通機関を乗り継ぎ数時間もかけて通院してくることから、触診では圧痛を認めるものの本当に痛いのかどうか疑わしく感じている。
松本　線維筋痛症では精神症状を伴うケースが多いことをよく説明して、心療内科の受診をすすめてはいかがでしょうか。また、いろいろ問診をしながら、突然圧痛点に触れて反応を見るのも効果
的です。患者さんに気づかれないように、胸から下の圧痛点を試されるのがよいでしょう。

③レイノー現象が認められるものの基礎疾患がみつからない症例への対応
疼痛を主訴に線維筋痛症疑いで来院された女性。レイノー現象もみられたが、顔貌から混合性結合組織病（MCTD）や強皮症は疑われず、抗核抗体などを調べても異常はなかった。メトトレ
キサート投与で効果が得られたことから特殊な自己抗体の出現も疑われたが、今後どのように診察を進めるべきか。
松本　抗体陰性のシェーグレン症候群、あるいはSAPHO症候群、脊椎関節炎（SpA）が隠れているかもしれません。これら疾患は線維筋痛症が併存することが比較的高いと言わており、注意すべき
併存疾患となります。

症例相談 日常診療で出会うことのある例に対し、松本氏にご回答いただきました。

表1 線維筋痛症の診断（分類）基準 ACR1990

Wolfe F, et al: Arthritis Rheum 33: 160-172, 1990

表2 線維筋痛症の臨床診断名および疑診名（本邦233例）

松本美富士ほか: 臨床リウマチ 27; 239-252, 2015

表3 線維筋痛症の新規治療薬、治療法開発

作成／松本美富士氏

図1 線維筋痛症の診断予備規準 ACR2010

1. 広範囲にわたる疼痛の病歴
 定義 ： 広範囲とは右・左上半身、右・左下半身、体軸部（頸椎、前胸部、 胸椎、腰椎）

2. 指を用いた触診により、18ヵ所の圧痛点のうち11ヵ所以上に疼痛を認める。
 定義 ： 両側後頭部・頸椎下方部・僧帽筋上縁部・棘上筋・第２肋骨・肘外側上顆・臀部・大転子部・
   膝関節部
指を用いた触診は4Kgの圧力で実施（術者の爪が白くなる程度）
圧痛点の判定：圧痛でなく、患者自身が疼痛を訴える。
判定：広範囲な疼痛が3ヵ月以上持続し、上記の両基準を満たす場合。第二の疾患が存在して
もよい。

異常なし 5.6%

診断不明 15.9%

リウマチ性疾患
　関節リウマチ
　シェーグレン症候群
　多発性筋炎
　膠原病
　全身性エリテマトーデス
　変形性関節症
　リウマチ性多発筋痛症
　線維筋痛症
　その他

76.4%
41.0%
14.6
12.9
10.7
4.5
3.4
2.8
2.8
7.3

神経疾患（頭痛､その他） 3.9%

慢性疼痛疾患
　頸椎症
　頸肩腕症候群
　腰痛症
　その他

15.0%
25.7%
20.0
11.4
42.9

精神疾患
　うつ病
　自律神経失調症
　神経症
　心身症

15.9%
40.5%
18.9
13.5
13.5

・ 脳内神経炎症の抑制
 従来薬からの探索（Drug Repositioning: DR）：ミノサイクリンなど脳内移行薬剤
 新規薬の開発：抗炎症薬、炎症性サイトカイン抑制薬など

・ 痛み神経系のreset
 電気痙攣療法
 経頭蓋磁気刺激療法(TMS）、反復性経頭蓋磁気刺激療法（rTMS）

・ 温熱療法（WAON療法）
 乾式医療用サウナ

・ 腸内細菌叢とディスバイオシス（dysbiosis）などマイクロバイオーム（microbiome）
 からのアプローチ（腸管・脳連関）

鑑別に気を付けたい疾患

進む病態の解明と「ミクログリア」

研究・治療の進展に向けて

あざが
できやすい 抜け毛 頻尿 排尿痛 膀胱痙攣

筋肉痛 過敏性
腸症候群 疲労感・疲れ 思考・記憶障害 筋力低下 頭痛

上部腹痛 嘔気 神経質 胸痛 視力障害 発熱

下　痢 ドライマウス かゆみ 喘鳴 レイノー現象 じん麻疹

耳鳴り 嘔吐 胸やけ 口腔内潰瘍 味覚障害 痙攣

ドライアイ 息切れ 食欲低下 発疹 光線過敏 難聴

腹痛
腹部痙攣

しびれ・
刺痛 めまい 睡眠障害 うつ症状 便秘

SS一般的な身体症候 0：なし 1：少数 2：中等度 3：多数

合計：　　　　　点

合計：　　症候　　　　　点　＋　　身体症候　　　　　点＝　　　　　点

本疾患を専門とする松本氏

本誌編集員の森本氏
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図1 60歳代男性。手指の軽度腫脹（a）と淡い紅斑、および、手指背から手背にかけて見られた
境界明瞭な紅斑と鱗屑（b1, b2）。

A1. 　臨床写真aでは、手指全体がやや紅色調を帯びて、特に指背で
は細かい皺が消失して軽度浮腫がある。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）、びらんはない。指関節背面
に紅斑、角化など皮疹はない。爪上皮の延長、
爪上皮下点状出血もない。爪隔の角化もない。
　一方、写真bでは、一部のMP関節部と関節
間皮膚に境界明瞭な紅斑が見られ、薄く剥が
れる鱗屑が付着している｡角質は浅くひび割
れている｡紅斑辺縁に治癒したと推測される
やや白色調の縁がある。これらの所見から表
皮主体の皮膚病変と言える。しかし、湿疹は、
表皮主体の皮膚病変であるが、「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。」ことか
ら否定される。従って、写真bのごとくアレ
ルギー性接触皮膚炎以外の表皮が主病変で
ある皮疹を伴う皮膚疾患となり、その代表疾
患として、脂漏性皮膚炎、皮脂欠乏性皮膚炎、
尋常性乾癬があげられる。（ボーエン病、日光
角化症など表皮内癌も疑われるが、ステロ
イド軟膏の外用で皮疹に対して消失・再発
があったことから否定される。）
　ほかに、DIPから爪母にかけて鱗屑を伴わ
ない淡い紅斑と軽度腫脹が有り、DIP側面か
ら挟むと軽度であるが圧痛を認める。
　日本リウマチ財団ニュース No148,150, 

A2. 　所見「幾つかの指の指関節間背面皮膚に薄く剥がれる鱗屑を
伴った角化性変化を伴う境界明瞭な紅斑が
見られる。」は皮疹が指関節間皮膚にある点
と薄く剥がれる鱗屑の所見からゴットロン
のサインを否定し、爪隔の角化や爪上皮下の
点状紫斑がないことと合わせて皮膚筋炎は
否定される。
　A1で述べた「脂漏性皮膚炎、皮脂欠乏性皮膚
炎、尋常性乾癬があげられる。」と言う鑑別診断
に関して、皮脂欠乏性皮膚炎では紅斑のない部
分の広い範囲に白色の鱗屑が見られるがこの
例では見られないので否定される。脂漏性皮膚
炎では鱗屑が細かくやや湿っていて（この例の
ように白色調でない）脂漏部位に生じるが手背、
指には生じないので否定される。指関節部と
関節間皮膚に見られる境界明瞭な紅斑はやや
扁平に隆起し、表皮が肥厚したように腫れる｡

また、表面には薄く剥がれる白色調の鱗屑が
付着している｡角質は浅くひび割れて白色を
呈している｡紅斑辺縁に治癒したと推測され
るやや白色調の縁が見られる。この様な所見
は、角層が一定の厚さで一定の小片として剥
がれる所見で有り、これは表皮のターンオー
バーが加速し、角層が堆積すると同時にその
剝離が顕著になる所見である（写真2a）。これ
は表皮角層内のセリンプロテアーゼ（カリク
レイン）の活性化が起きていて、堆積した角
層が剝離してくる所見である。この様な表皮
の病変を呈する疾患として乾癬がもっとも考
えられる。角層下に多核白血球の浸潤、微傷
膿瘍の形成は乾癬の診断に重要な所見である
（写真b）。表皮のターンオーバーが加速する
と、表皮の肥厚が生じ表皮突起が延長する（扁
平隆起性紅斑でやや厚く触れる皮疹）。これら
から乾癬と診断される。DIP, PIPに腫脹、限局

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（農業では見られる可能性が高い）と言う根拠
 を述べ、また、その他鑑別診断をあげてください。

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9回

症例：60歳代男性。職業：農業。1年ほど前から手指に軽度腫脹（a）と皮疹（b1, b2）が生じたので内科系近医受診、湿疹と言うことでステロイド軟膏の外用治療を受けて
いたが、治癒、再発を繰り返していた。同時期に指関節が痛くなり近位整形外科でリウマチではないが軽い関節炎といわれてNSAID内服を受けていた。

Q2. もっとも可能性の高い診断名とその根拠をあげて
 ください。

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、関連した
詳細な皮疹の記載に関する解説があります。

した紅斑はないが、関節間の軽度紅斑と腫脹
は乾癬性関節炎のごく初期も合併していると

考えられる（リウマチの初期はリウマチ反応
陰性という前医の結果も合わせて否定）。

図2 a：皮疹部の生検（HE染色）。表皮突起が真皮に向かって肥厚し、幾つかは棍棒状を呈している。
角質の中層で広く剝離して一部で付着している（皮疹としては角層間に空気が入り白色の鱗屑
を呈する）。角層は不全角化（角層細胞に角化が残る現象）。これらは表皮のターンオーバーの
亢進を示唆している。真皮乳頭の血管は拡張している。b：角層直下に多核白血球が集簇して
いる（ムンローの微小膿瘍という）。表皮間に浮腫はない。以上から乾癬と診断できる。

a

a

b

b1

b2
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日本リウマチ財団では6月を「リウマチ月間」とし、毎年「リウマチ講演会」を開催しております。生物学的製剤登場後、リウマチの治療には高度
なチーム医療が求められるようになり、また、当財団は関節リウマチに限らず広範的な「リウマチ性疾患」を対象に活動しているため、この
「リウマチ講演会」は非常に重要なイベントであると考えております。令和元年度からは、新たに日本リウマチ財団登録理学療法士・作業療法士
の制度もスタートしました。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

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、リウマチ財団登録理学・作業療法士（経過
措置期間 研修会参加実績）終日参加8単位取得。

※他学会単位取得予定

森本　松本先生は、わが国において線維筋痛
症があまりなじみのなかった時代から研究や
診療に取り組んでこられました。本日、さまざま
なお話をおうかがいするにあたって、最初に
線維筋痛症の疾患概念をご紹介ください。
松本　線維筋痛症は、身体の広汎な部位に
起こる原因不明の慢性疼痛と体のこわばりを
主症状とし、随伴症状として激しい疲労、抑う
つ気分、睡眠障害、認知障害など多彩な身体・
精神症状を伴う疾患です。圧痛やアロディニア
（異痛症）などの身体所見以外に、一般的な臨
床検査や画像検査において症状を説明できる
ような異常は認められませんが、その病態には、
脳内ミクログリア活性化症候群の1つである脳
内神経炎症（neuroinflammation）が関与して
いることが明らかにされつつあります。
森本　日本では、線維筋痛症はリウマチ性疾
患であることが十分には理解されてこなかった
ように感じます。
松本　そうですね。欧米ではリウマチ性疾患の
１つとして広く認知されていたのですが、日本
ではなかなか浸透せず、患者さんはどこの
診療科に行っていいのか困っていました。そう
した状況を打開すべく、2003年に厚生労働省
がわが国における実態調査や診療体制の整備
などを目的に西岡久寿樹先生を班長とする

「実態調査に基づいた疾患概念の確立に関す
る研究班」を発足させ、以後、国の対策として
疫学調査や基礎研究などが行われてきました。

森本　線維筋痛症の疫学には、どのような特
徴が認められるのでしょう。
松本　欧米における疫学調査では、有病率は
2%前後、男女比は1対8～9とされています。
わが国においてもこれまでいくつかの調査が
行われており、2005年の厚生労働省研究班によ
る住民調査1）では人口比1.7％（大都市部2.2％、
地方部1.2％）と推計されました。これは人口
1億2,000万人のうち200万人の線維筋痛症患
者さんが存在するということで、驚くべき数字
でした。
　さらに2011年に行われたインターネット調査2）

でも有病率は2.1～2.4％であり、いずれの調査
結果からも欧米と同様の有病率であることが
明らかになりました。男女比に関しては1対4.8
で、欧米の1対8～9に比べて男性の比率が高く、
また有病者年齢は51.5±16 .9（11～84）歳で、
推定発症年齢は43.8±16.3（11～77）歳でした1）。
　これらの調査結果から、わが国における線維
筋痛症の疫学像の特徴は、中年以降の女性に
好発する特殊なリウマチ性疾患であるという
ことが言えます。

森本　次に、線維筋痛症診療の実際について
うかがいます。松本先生は2017年に刊行された
『線維筋痛症診断ガイドライン2017』の作成に
おいても中心的な役割を果たされていますが、
現在はどのような診断基準が用いられている
のでしょうか。
松本　線維筋痛症の診断基準として国際的に
広く用いられているのが、1990年に米国リウ
マチ学会（ACR）が作成した診断（分類）基準
（表1）です。線維筋痛症の病態を疼痛性疾患
であるという視点から痛みの分布に重きを
おいたもので、慢性疼痛に加えて、18カ所の圧
痛点のうち11カ所以上に疼痛を確認するもの
とされています。

　また2010年には同じくACRにより、リウマチ
専門医だけでなくプライマリケア医も診断が
可能であることを重視した予備診断基準（図1）
が発表されています。本基準では痛みだけで

あらためて「線維筋痛症とは」 診断基準の使い方のポイント

女性に好発する
意外と頻度の高い疾患

リウマチ医でも苦手な“痛みの疾患”

「線維筋痛症」の現在
診断バイオマーカーが存在する他のリウマチ性疾患に対し、線維筋痛症は様々な疾患を否定した結果として診断
されること、精神疾患などを併発し症状の訴えが複雑であることから、診断には困難が伴います。過去には、「日本の
リウマチ医は線維筋痛症の診療を意識的に避けている可能性がある」という報告もありました＊。一方で近年、社会
の線維筋痛症に対する認知度が高まっています。今回は、長きにわたり本疾患の研究・診療に携わってこられた松本
美富士氏に森本編集員が聞きました。
＊日本リウマチ財団登録医を対象とした診療実態調査（2004年、2010年）

《話し手》 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
《聞き手》 森本 幾夫 編集員／順天堂大学大学院医学研究科免疫病・がん先端治療学講座 教授

なく、線維筋痛症に特徴的な臨床症状の組み
合わせからスコア化をして診断しようとする点
に特徴があります。
　その後、2010年版をより簡略化した改訂基準
（2011年）が提案されていますが、先の2つの
基準に比べると診断における疼痛のウエイト
は低く、それ以外の随伴症状に重きがおかれ
ていることから精神疾患との混乱を招くとの
指摘もあります。
　これらの特徴を踏まえて、2010年の基準を
用いてスクリーニングを行った後、診察で圧痛
点を確認して1990年の基準に基づいて診断す
ることが推奨されます。

森本　鑑別診断が大きなポイントになると思い
ますが、これについてはいかがでしょうか。
松本　全身性かつ慢性に痛みを訴える種々の
疾患との鑑別が必要です。最終的に線維筋痛
症と診断されるまでに疑われた、あるいは臨床
診断された疾患名に関する調査では、3分の2
は他のリウマチ性疾患と診断されており、その
うち4割を関節リウマチが占めていた（表2）
との報告もあり、リウマチ性疾患との鑑別は
とても重要だといえます。
森本　線維筋痛症との鑑別がとりわけ困難な
疾患にはどのようなものが挙げられますか。
松本　慢性疼痛性障害です。身体表現性障害
（DSM-IV TR）、あるいは身体症状症（DSM 
-5）で痛みを繰り返し訴えるような人がいらっ
しゃいます。精神科領域の視点からは疼痛性
障害ということになりますが、線維筋痛症との
区別がつきません。われわれはミクログリアの
活性化の有無で診断ができるのではないかと
推測しているのですが、まだ結論は出ていま
せん。

森本　線維筋痛症の病因は不明とされてきま
したが、その病態について現在はどのように
理解されているのでしょうか。
松本　これまで神経学的、精神医学的、内分
泌学的、免疫学的あるいは形態学的など、さま
ざまな検討が行われてきました。なかでも注目
されたのが、線維筋痛症の痛みは神経因性疼
痛であり、痛みの伝達経路の障害により脳の
中枢性感作・過敏状態が生じるという仮説3）で
す。すなわち、疼痛刺激が脳に達したときに抑
制的に働く痛みの経路の機能が低下し、他方の
疼痛を増幅する経路が過剰興奮した状態であ
り、いわばアクセルを踏みっぱなしでブレーキ
が壊れたような脳の状態、それが線維筋痛症だ
ということです。こうした仮説に基づいて、過剰
活性化を抑制する薬剤として抗痙攣薬（抗てん
かん薬）が用いられ、ブレーキの働きを強化す
るために脳内のセロトニンやノルアドレナリンを
増やす抗うつ薬やオピオイド系の薬剤が治療に
用いられてきたわけです。
　また、線維筋痛症の病態を動物モデルやヒト
での画像解析により捉えようという試みも行わ
れています。脳PETによる画像解析では、健常
人に比べて線維筋痛症患者では特定の領域
での機能障害の存在が確認されています4）。
それぞれの領域が関連する症状は疼痛を含む
線維筋痛症のさまざまな症状と一致しており、
責任病巣であることが示唆されています。
森本　先ほどから脳内ミクログリアの関与に
ついて触れておられますが、どのようなことが
わかっているのでしょうか。
松本　動物モデルやヒトでの画像解析におい
て脳内ミクログリアの集積と活性化が疼痛や
慢性疲労などと関連した部位にみられること
から、中枢神経系における疼痛形成のメカニ

ズムに脳内神経炎症が重要な役割を果たして
いることが明らかにされつつあります。
　線維筋痛症を併発した慢性疲労症候群患者
を対象に行われた活性化ミクログリアに特異
的なリガンド〔11C（R）-PK11195〕を用いた脳
PET画像解析では特定の領域におけるミクロ
グリアの活性化が相関していることが示され、
線維筋痛症あるいは慢性疲労症候群でみら
れる症状は、痛みのプロセッシングに関わる
領域などのミクログリアの活性化（神経炎症）
で説明できることが示唆されています 5）。
　今後、さらなる研究の進展による病態の解
明が望まれます。
 

森本　これまで線維筋痛症は原因不明である
ことから特異的な治療法はなく、抗うつ薬と
抗痙攣薬（抗てんかん薬）を主体に漢方薬を
含む様々な薬物療法や、鍼灸療法などを含む
各種非薬物療法、すなわち統合医療が行われ
てきましたが、病態解明が進んだことで新たな
治療法開発の可能性が期待されます。現時点
でどのような治療法が検討されていますか。
松本　脳内神経炎症を抑制するための治療薬
として、従来薬からの探索がすでに行われてい
ますが、いまのところ有力な候補は見つかってい
ません。新規薬の開発についてはミクログリアを
ターゲットとする抗炎症薬、ミクログリアを産
生・分泌するサイトカインをターゲットとする炎症
性サイトカイン抑制薬などが検討されています。
　ほかに疼痛神経経路をリセットするアプ
ローチをはじめ、様々な可能性が検討されてい
ます（表3）。最近注目を集めている腸管・脳関
連では、腸内細菌叢と慢性疼痛の関連につい
てのデータが集積されつつあり、将来的には
線維筋痛症への応用も期待されます。
森本　線維筋痛症の研究・治療をより発展させ、
充実したものにしていくための課題について
お考えをお聞かせください。
松本　疼痛以外にも精神面を含め多彩で複雑
に絡み合った症状を探るための問診や、圧痛点
を確認するための触診が必要とされるなど、
線維筋痛症の診察は長時間を要するため、
診療報酬を適正化するための取り組みが必要
だと考えています。医師主導の治験を積極的に
行うことも求められます。また、その時々のエビ
デンスを反映させるためにも、ガイドラインの
定期的な改定は必須です。さらに、全国規模の
AMED研究を行うことも重要で、こうした疾患
に関わる医療者には積極的に協力していただ
きたいと思います。

森本　最後に、リウマチ医へのメッセージを
お願いします。
松本　線維筋痛症は頻度の高いリウマチ性
疾患ですから、リウマチ医が積極的に責任を
もって診察すべきでしょう。日本リウマチ財団
や日本リウマチ学会の働きかけにも期待したい
ところです。
　器質的なリウマチ性疾患とは異なり、患者
さんの訴えにはopen endingな傾聴・共感する
態度が大切です。そうでなければ患者さんは
ドロップアウトしてしまいます。そして、自己流
の治療を持ち込まないこと。エビデンスに基づ
く治療が望まれます。また、患者さんの訴えの
多さから複数の検査が行われ、その結果ポリ
ファーマシーに陥りがちですが、適正な保険
医療の枠組みのなかで必要な臨床検査や治療
をしていただく努力が必要です。医療費削減
が求められる時代ですから、線維筋痛症患者
さんが必要な医療を受けられる体制を潰して
しまいかねないということを心していただきた
いと思います。
森本　わが国の線維筋痛症患者さんは人口の
1.7%（約200万人）と比較的頻度が高く、多くの
患者さんが適切な治療を必要としていること、
またリウマチ性疾患と診断された患者さんのな
かに多くの線維筋痛症患者さんが含まれている
実態などをうかがい、リウマチ医は従来にも増
して本疾患に関する十分な知識の習得が求め
られていると改めて感じました。病態の解明や
治療法の可能性に関するお話は、患者さんだけ
でなく医療者にとっても勇気づけられるもので
した。本日は、どうもありがとうございました。

令和２年度リウマチ月間リウマチ講演会
「多職種エキスパートによるリウマチ医療を目指して」

開 催 日 時 ： 令和2年6月28日（日） 10：00～16：45（予定）
開 催 場 所 ： 大手町サンケイプラザ（東京都千代田区大手町1丁目7-2）
実行委員長 ： 川合 眞一　公益財団法人日本リウマチ財団理事　東邦大学 名誉教授 医学部炎症・疼痛制御学講座 教授
プログラム、申し込み方法等詳細は、財団ホームページに随時掲載します。

Wolfe F, et al: Arthritis Care Res（Hoboken）62: 600-610, 2010 より作成
日本線維筋痛症学会・日本医療研究開発機構線維筋痛症研究班 編: 線維筋痛症診療ガイドライン, 日本医事新報社, 東京, 2017

widespread pain index（WPI）：19ヵ所
過去1週間の疼痛範囲数

＊感度：89.2%（ACR）
＊本邦人 ： 感度82%、
  特異度91%

＊わが国では身体症候：1：少数（1-5）、2：中等度（6-20）、3：多数（21-41）とする

以下の3項目を満たすものを線維筋痛症と診断する

他の疼痛を示す疾患ではない

少なくとも３ヵ月症候が続く

WPI ７以上+SS ５以上または　WPI ３～６+SS ９以上

WPI
合計：　　　点
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疲労感 0 1 2 3
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右
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右
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①肥満症例への対応
40代女性。線維筋痛症と診断され、プレガバリン、デュロキセチンで治療継続中。10年ほど前に会社勤めをやめてから、肥満が進行。有酸素運動をすすめるが、なかなか改善がみられない。
松本　肥満は線維筋痛症の増悪因子であることが疫学的に報告されています。ただし、減量により症状が改善したという報告はありません。
線維筋痛症の治療薬には浮腫や肥満を生じる薬剤があること、また運動量が不足しがちであることから、肥満例は多くみられます。有酸素運動が有効ですが、治療ヨガとして開発されたアイソメト
リックヨガをすすめてみてはいかがでしょうか。私自身は、インターネットで配信されている動画を見ながらできる瞑想的運動(ヨガなど)にトライしてみるよう指導しています。

②疼痛の訴えの真偽が疑われる症例への対応
50代女性。他院からの紹介例。遠方からの通院による負担軽減のため自宅近くの医師を紹介して転院したが、2年後に自ら希望して再度当院を受診。普段は近所に買い物に出かけただけで
寝込んでしまうような状態だと話すが、公共交通機関を乗り継ぎ数時間もかけて通院してくることから、触診では圧痛を認めるものの本当に痛いのかどうか疑わしく感じている。
松本　線維筋痛症では精神症状を伴うケースが多いことをよく説明して、心療内科の受診をすすめてはいかがでしょうか。また、いろいろ問診をしながら、突然圧痛点に触れて反応を見るのも効果
的です。患者さんに気づかれないように、胸から下の圧痛点を試されるのがよいでしょう。

③レイノー現象が認められるものの基礎疾患がみつからない症例への対応
疼痛を主訴に線維筋痛症疑いで来院された女性。レイノー現象もみられたが、顔貌から混合性結合組織病（MCTD）や強皮症は疑われず、抗核抗体などを調べても異常はなかった。メトトレ
キサート投与で効果が得られたことから特殊な自己抗体の出現も疑われたが、今後どのように診察を進めるべきか。
松本　抗体陰性のシェーグレン症候群、あるいはSAPHO症候群、脊椎関節炎（SpA）が隠れているかもしれません。これら疾患は線維筋痛症が併存することが比較的高いと言わており、注意すべき
併存疾患となります。

症例相談 日常診療で出会うことのある例に対し、松本氏にご回答いただきました。

表1 線維筋痛症の診断（分類）基準 ACR1990

Wolfe F, et al: Arthritis Rheum 33: 160-172, 1990

表2 線維筋痛症の臨床診断名および疑診名（本邦233例）

松本美富士ほか: 臨床リウマチ 27; 239-252, 2015

表3 線維筋痛症の新規治療薬、治療法開発

作成／松本美富士氏

図1 線維筋痛症の診断予備規準 ACR2010

1. 広範囲にわたる疼痛の病歴
 定義 ： 広範囲とは右・左上半身、右・左下半身、体軸部（頸椎、前胸部、 胸椎、腰椎）

2. 指を用いた触診により、18ヵ所の圧痛点のうち11ヵ所以上に疼痛を認める。
 定義 ： 両側後頭部・頸椎下方部・僧帽筋上縁部・棘上筋・第２肋骨・肘外側上顆・臀部・大転子部・
   膝関節部
指を用いた触診は4Kgの圧力で実施（術者の爪が白くなる程度）
圧痛点の判定：圧痛でなく、患者自身が疼痛を訴える。
判定：広範囲な疼痛が3ヵ月以上持続し、上記の両基準を満たす場合。第二の疾患が存在して
もよい。

異常なし 5.6%

診断不明 15.9%

リウマチ性疾患
　関節リウマチ
　シェーグレン症候群
　多発性筋炎
　膠原病
　全身性エリテマトーデス
　変形性関節症
　リウマチ性多発筋痛症
　線維筋痛症
　その他

76.4%
41.0%
14.6
12.9
10.7
4.5
3.4
2.8
2.8
7.3

神経疾患（頭痛､その他） 3.9%

慢性疼痛疾患
　頸椎症
　頸肩腕症候群
　腰痛症
　その他

15.0%
25.7%
20.0
11.4
42.9

精神疾患
　うつ病
　自律神経失調症
　神経症
　心身症

15.9%
40.5%
18.9
13.5
13.5

・ 脳内神経炎症の抑制
 従来薬からの探索（Drug Repositioning: DR）：ミノサイクリンなど脳内移行薬剤
 新規薬の開発：抗炎症薬、炎症性サイトカイン抑制薬など

・ 痛み神経系のreset
 電気痙攣療法
 経頭蓋磁気刺激療法(TMS）、反復性経頭蓋磁気刺激療法（rTMS）

・ 温熱療法（WAON療法）
 乾式医療用サウナ

・ 腸内細菌叢とディスバイオシス（dysbiosis）などマイクロバイオーム（microbiome）
 からのアプローチ（腸管・脳連関）

鑑別に気を付けたい疾患

進む病態の解明と「ミクログリア」

研究・治療の進展に向けて

あざが
できやすい 抜け毛 頻尿 排尿痛 膀胱痙攣

筋肉痛 過敏性
腸症候群 疲労感・疲れ 思考・記憶障害 筋力低下 頭痛

上部腹痛 嘔気 神経質 胸痛 視力障害 発熱

下　痢 ドライマウス かゆみ 喘鳴 レイノー現象 じん麻疹

耳鳴り 嘔吐 胸やけ 口腔内潰瘍 味覚障害 痙攣

ドライアイ 息切れ 食欲低下 発疹 光線過敏 難聴

腹痛
腹部痙攣

しびれ・
刺痛 めまい 睡眠障害 うつ症状 便秘

SS一般的な身体症候 0：なし 1：少数 2：中等度 3：多数

合計：　　　　　点

合計：　　症候　　　　　点　＋　　身体症候　　　　　点＝　　　　　点

本疾患を専門とする松本氏

本誌編集員の森本氏
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● 投与量増量/投与期間短縮
● 最適標的の個別化とバイオマーカー

● 新規標的に対するbDMARDsの開発

● MTX以外のcsDMARDsを追加
● bDMARDsの同時併用、シークエンス併用
● bDMARDsをJAKiに変更、併用をMTXからJAKiに切り替え

New treatment strategy
 ・ 新規標的に対するbDMARDs（new single, two combination, ……）
 ・ 新規の抗体分子（re-cycling ab, bi-specific ab, ……）
 ・ 新規標的に対する低分子化合物（BTK, ……）
 ・ 新規分子（peptides, nucleotides, sugars, ……）
 ・ 抗炎症・免疫サイトカイン（low dose IL-2, ……）
 ・ 細胞治療（infusion of regulatory cells, MSC, ……）

作成／竹内勤氏

　リウマチ医療は、関節破壊の進行が止まり、
身体機能障害のない状態である「臨床的寛解」
を目指して進歩してきたといわれるが、一方で、
100％の寛解達成は難しいといわれている。日本
リウマチ友の会の調査によれば、半数近くの患
者にバイオ製剤が使われている2015年でさえ、
寛解に達していたのはわずか6.7％であった。
しかし、そもそも「寛解」がリウマチ治療の目標
になったのは、バイオ製剤の登場以降のことで
あり、その点で、バイオ製剤がリウマチ医療全
体のレベルアップに貢献してきたことは間違い
ない事実である。
　竹内氏は、バイオ製剤、JAK阻害薬の今後の
行方や、標準的治療によっても寛解が得られな
い難治例（DT-RA；Difficult to Treat RA）の
問題、関節リウマチと診断される前の段階から
の介入による発症進展予防の試みなどにつき、

研究の最新動向、試験の結果などを紹介した。
　これまでメトトレキサート（MTX）と数種の
バイオ製剤を軸として展開されてきたリウマチ
薬物療法は、JAK阻害薬が登場してから新しい
局面を迎えた。欧州リウマチ学会（EULAR）の
リウマチ治療推奨2016年版では、フェーズ1
のMTX不応例に対するフェーズ2の治療で、
「（現状では）バイオ製剤、またはJAK阻害薬を
追加」となっているが、同2019年版では「（現状
では）」が削除され、バイオ製剤とJAK阻害薬
の位置付けが同等になる見込みである。
　今日のリウマチ医療の大きな課題は、 MTX、
バイオ製剤、JAK阻害薬を用いる標準治療に
よっても寛解を得られず、低疾患活動性にすら
達しない「DT-RA」をどうするべきか、という
問題である。これについては、「治療機会の窓」
すなわち初期症状の発現から3ヵ月以内にMTX
を始めるかどうかがその後の治療経過を大きく
左右することが知られ、この事実にヒントを
得て、関節リウマチと診断される前の段階から
MTXによる介入を始めてはどうかが検討され
ている。
　この考え方を発展させて、unclass ified 
arthritisや、さらにその前の段階から薬物で
介入することにより関節リウマチへの発症進展
を抑制できないかを検証するさまざまな試験が

行われている。これまでにMTXをはじめ、ヒド
ロキシクロロキン、ステロイド筋注、アバタセプ
ト、リツキシマブなど、バイオ製剤を含むさまざ
まな薬剤の発症進展抑制効果が調べられたが、
残念ながら、いずれもリウマチへの進展を抑制
することはできなかった。
　では、この困難な状況の解決の糸口をどこに
求めるべきか。既存の製剤の投与量増量や投与
期間の短縮、DT-RAやPre-RAなど各々の状態
に特異的なバイオマーカーを特定することなど
が直ちに考えられるが、世界的に求められてい
るのは、やはり新規の治療標的に対する新しい
バイオ製剤の開発である（図1）。
　竹内氏はこの後、現在米国で官民が協力して
進めている関節リウマチとSLE（全身性エリテ
マトーデス）治療に関する大規模なシーズ探索

の現況と成果の一部を紹介し、最後に、日本の
製薬企業がリウマチ治療の現状に満足すること
なく、より良いリウマチ治療のストラテジーに
則って新しい治療標的を見出し、新しいバイオ
製剤を生み出すことへの期待を述べて、講演
を結んだ。

令和元年度の法人賛助会員セミナーが11月20日、東京・港区の当財団事務局会議室で、多くの賛助会員の参加を得て開催された。はじめに髙久史麿代表理事が挨拶を述べ、今後展開
されるべきリウマチ・チーム医療の人材育成を担う当財団登録リウマチ専門職制度に対して理解と支援を求めた後、西岡久寿樹常務理事が当日の講演についての趣旨説明を行い、日々
高度化・複雑化するリウマチ医療との関連において傾聴すべきポイントを提示した。続いて、慶應義塾大学医学部リウマチ・膠原病内科教授の竹内勤氏と、東邦大学名誉教授／医学部
炎症・疼痛制御学講座教授の川合眞一氏がそれぞれ講演を行った。

図1 DT-RAに対する治療戦略

図2 全身性エリテマトーデスの治療アルゴリズム

リウマチ性疾患に対するバイオ治療の展開について
演者 ： 竹内 勤 氏
　  日本リウマチ財団学術助成委員会委員長
　  慶應義塾大学医学部リウマチ・膠原病内科　教授
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　はじめに川合氏は、2011年3月の東日本大震
災の後、医療ボランティアチームの一員として
被災地へ赴いた際の体験を写真とともに披露
した。内科医・リウマチ医の川合氏のほか、内科
医1名、看護師1名、薬剤師1名、計4名のチーム
で出向いた陸前高田市の仮設診療所では、薬
の処方を希望する慢性疾患の患者が多かった
ことから、とりわけ薬剤師の働きに助けられた
という。川合氏は、「医療は医師一人の力ではで
きないことを、被災地の不自由な環境の中で改
めて実感した」と述べて、チーム医療の重要性
を強調した後、当日の本題に入った。
　日本リウマチ財団では、日本リウマチ財団登

録医、同登録リウマチケア看護師、同リウマチ
登録薬剤師、同登録理学療法士・作業療法士と
いう4つの専門職制度を運営し、リウマチの
チーム医療を支える人材の育成に努めている。
当財団が自らその担い手の養成に力を注ぐほ
どチーム医療を重視しているのは、リウマチ性
疾患そのものの特性によるところが大きい。
　関節リウマチを例に取ると、まず、その病態
の複雑さに応じて、治療が複雑である。特に薬
物療法は、使用する薬剤の種類も数も多く、そ
の一方、メトトレキサート（MTX）に代表される
ように、投与に際して安全性の面から細心の注
意を要する薬が多い。最近はここへ抗TNFα抗
体薬、抗IL-6抗体薬などのバイオ製剤が加わり、
さらにJAK阻害薬が加わって、状況はますます
錯綜し、医師一人ですべての担当患者の薬物治
療を管理することは困難になっている。
　全身性エリテマトーデス（SLE）でも事情は
同様であり、ヒドロキシクロロキン、プレドニゾ
ロンなどがキードラッグの位置を占める一方、
ベリムマブ、リツキシマブなどのバイオ製剤も
使用されている（図2）。

　ここで重要になるのが、多職種で編成され
たケアチームによるチーム医療である。例えば
リウマチ薬物治療の専門知識を持った薬剤師
がチームに加わることにより、医師は薬物療法
を一人で管理することの負担から解放される
一方、薬剤師は自分の専門性を発揮して患者
や医師と関わり合うことで、よりきめ細かな服
薬指導を行ったり処方相談に応じたりするこ
とが可能になる。

　最後に川合氏は、当財団の登録リウマチ専
門職制度の概要と、各専門職の登録者数の現
状を紹介した。また、医師を除く3つの専門職
の中からそれぞれ、リウマチ性疾患に対する
医療・ケアの向上に大きく貢献した人を讃える
表彰制度を準備中であることを報告し、専門
職制度に対するいっそうの理解と協力を参加
者に訴えて講演を結んだ。

リウマチ性疾患に対する
エキスパートケアシステムについて
演者 ： 川合 眞一 氏
  日本リウマチ財団リウマチ月間リウマチ講演会実行委員会委員長
  東邦大学名誉教授／医学部炎症・疼痛制御学講座　教授
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趣旨説明をする西岡常務理事

日本リウマチ学会全身性エリテマトーデス（SLE）の診療ガイドライン 学会HPより

第3回法人賛助会員セミナー 報告
日時：令和元年11月20日
場所：日本リウマチ財団会議室

髙久代表理事の話にうなずく参加者たち

ACR分類基準もしくはSLICC分類基準を参考にSLEを診断
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● 投与量増量/投与期間短縮
● 最適標的の個別化とバイオマーカー

● 新規標的に対するbDMARDsの開発

● MTX以外のcsDMARDsを追加
● bDMARDsの同時併用、シークエンス併用
● bDMARDsをJAKiに変更、併用をMTXからJAKiに切り替え

New treatment strategy
 ・ 新規標的に対するbDMARDs（new single, two combination, ……）
 ・ 新規の抗体分子（re-cycling ab, bi-specific ab, ……）
 ・ 新規標的に対する低分子化合物（BTK, ……）
 ・ 新規分子（peptides, nucleotides, sugars, ……）
 ・ 抗炎症・免疫サイトカイン（low dose IL-2, ……）
 ・ 細胞治療（infusion of regulatory cells, MSC, ……）

作成／竹内勤氏
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　2019年9月15日～19日までの合計5日間、オース
トラリア、シドニーで世界炎症学会（WCI: World 
Congress on Inflammation）が開催されました。
この学会は名前の通り、炎症を中心に幅広い免
疫学の領域をトピックとする学会です。動物園や
水族館などが位置しており、シドニー屈指の観
光地としても有名なDarling harborの港に面し
たInternational Convention Centreが会場でし
た。南半球では上着がないとまだ肌寒い初春で
したが、オーストラリア、アメリカ、ヨーロッパを
含む世界各地から参加者が集まりました。規模
としては中規模で、P l e n a r y  s e s s i o n /  
Symposiumが20題、 Oral presentationが約
100題、Flash talkが約30題、ポスターがおよそ
200題あり、私もポスター発表を行いました。筆
者の感覚としては、基礎研究に従事している参
加者が多く、日本からの参加は10名程度であっ
たように思います。この学会の特徴は分野にとら
われない横断的な炎症・免疫のトピックを扱うこ
とで、普段あまり関わらない領域の最新のトピッ
クに触れられるエキサイティングな学会でした。

　先に述べたとおり、横断的に炎症を扱うため、
基礎研究から臨床研究、感染症から自己免疫

疾患、腫瘍免疫、慢性炎症と生活習慣まで幅広
い発表が行われました。昨年、心筋梗塞後の患
者におけるコルヒチンがその後の血管イベント
リスクを減らす報告1）がされましたが、本学会
でも、NALP3-Inflammasomeを中心とした炎
症や免疫と生活習慣病、心血管イベントに関す
る発表やレクチャーが多い印象があり、この領
域のマーケットの大きさを改めて実感しました。
　関節炎や膠原病に関連する発表もありました。
変形性関節症のモデルマウスの滑膜組織中
でGM-CSFとIRF4依存性にCCL17が産生さ
れており、CCL17の中和で疼痛や病勢が改善
した報告2）。Axial spondyloarthritisの患者
血清を真菌抗原を用いて刺激すると、mucosal 
associated invariant T（MAIT）細胞からの
IL-17A産生が最も多く、γδT細胞、CD4+T細
胞、CD8+T細胞が続き、MAIT細胞がCulprit 
cellとして示唆された報告3）。シェーグレン症候
群患者の血液中のリウマチ因子（RF）産生B 
cellにおいて、Lymphomaに特徴的なSomatic 
mutationが多く観察され、RF産生B細胞が
シェーグレン症候群に関連したリンパ腫の原因
細胞であることを示唆する報告4）などがありま
した。また感染症のセッションではChikungunya 
virusやRoss River Virusが関節炎を引き起
こすメカニズムとしてCD4陽性T細胞および
マクロファージが重要な役割を果たしており、
間質性膀胱炎に使われるpentosan polysulfate 
sodiumが有効である報告5）がありました。
　また市民が参加するPublic Lectureでは、

「Inflammation: a new approach to obesity 
and depression」という題名で、慢性炎症がイン
スリン抵抗性や肥満、うつを引き起こすメカニ
ズム、慢性炎症を減らすための生活習慣（地中
海食、Fasting、運動、口腔内衛生）の重要性など
が説明されました6）。オーストラリアは肥満大国
で、参加者の関心も非常に高く、自身の食生活
の問題点や運動習慣などについての質問が多
く寄せられ、時間がなくなるほどでした。

　WCIは２年に1度開催されるため、次回は
2021年（開催場所は未発表）に開催されます。
幅広い領域で「炎症、免疫」を学ぶ絶好の機
会であり、参加を検討してみてはいかがでしょ
うか？

世界炎症学会（World Congress on Inflammation）報告

福井 翔 氏／聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 専攻医
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

1. 本学会の特色 3. 最後に

2. 学会の内容について

財団ホームページにて本記事のロングバージョンが閲覧できます。

■引用文献・引用演題
1. Tardif JC, N Engl J Med 2019; 381:2497-2505
2. Ming-chin Lee, Morning Symposia 1　“CCL17 Blockade as A Therapy for Osteoarthritis Pain and Disease”
3. Nicolas Rosine, Morning Symposia 11, T3-3  “Who is the culprit? Characterization of the IL-17 producing cells in
 Axial Spondyloarthritis” 
4. Joanne Reed, Morning Symposia 11 T3-1 “Evolution of Pathogenic Autoantibody by Lymphoma Mutations in Rogue B
 Cell Clones” 
5. Suresh Mahalingam, Afternoon Symposia 7, T1 “Understanding how viruses cause arthritis”
6. Michael Mosley, Public Lecture,  “Inflammation: a new approach to obesity and depression”

市民参加のPublic Lectureの様子（小路の左側は全て市民参加者）

資料を見せながら患者さんと話す新井氏。

「風邪をひいたが熱がなかったのでいつも通り内服（注射）した」
「どの薬をお休みするかわからなかったので全部やめておいた」
「そもそも休薬の説明をされていない」
　これは私達がよく出会う患者さんの声です。そこで当院では免疫
抑制剤を開始する時にどんなタイミングで、どの薬の休薬が必要か、
患者さんが正しく理解できるようにこの資料を作成しました。患者さん
のほとんどが薬の名前も効能も知らない現実の中、私達がすべきこと
は薬の指導を繰り返すことです。そのために患者さんが分かる言葉や
ツールを用いて、情報を共有していくことが非常に大切になります。
　患者さん本人が判断に迷った時のバックアップとしては24時間リウ
マチコール（院長と私が持つ電話、いつでも患者様と繋がる双方向の
安心と安全のために）を実施しています。
　医療スタッフに求められることは、患者さんが外来を離れ、私達に
見えないところにおいても薬と体調の自己管理ができるように導くこ
とに尽きます。

リウマチクリニックの配布資料
あずまリウマチ・内科クリニック（埼玉）
街のリウマチクリニックが患者さんに配布している資料には、スタッフと患者さんの距離が近いクリニックだから
こその工夫や独自性がみられます。本誌ではそんな「リウマチクリニックの配布資料」を今回初めてご紹介します。
まずは「24時間リウマチコール」の取り組みでも知られる「あずまリウマチ・内科クリニック」の登場です。

《話》
医療法人リウマチ謙恵会
あずまリウマチ・内科クリニック
看護師長
新井 由美子 氏

◎ この資料がダウンロードできます。（ご施設の治療内容に応じて、適宜調整してご使用ください。）
 あずまリウマチ・内科クリニック Webサイト
 「リウマチ治療情報コラム」（2020.2.1）
 http://azuma-rheumatology-clinic.jp/blog/ra-nurse-lecture/
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令和2年1月 企画運営委員会議事録
令和２年1月開催企画運営委員会の審議概要を下記のとおり報告します。
企画運営委員会委員長　西岡久寿樹
日　時：令和2年1月14日（火）18：00～19：20

【報告事項】
1. 第3回法人賛助会員セミナーの開催について
 令和元年11月20日に開催し19社36名の参加があり、講演２題を実施。
2. 薬剤師関係事前検討会の開催について（12月3日）
 当財団の登録薬剤師を公的な制度で活用できないかについて、薬機法改正で新設された
 専門医療機関連携薬局制度等に関連して検討。
3. リウマチ専門職委員会の開催について（12月15日）
 登録薬剤師、リウマチケア看護師の更新、新規申請に関する資格審査、並びにリウマチ専門職
 制度に関する諸問題の検討。
4. リウマチの治療とケア教育研修会の状況報告について
 今年度は全国6地区6会場開催とし、4か所が終了し参加者は391名。

【審議事項】
1. 令和2年度リウマチ月間リウマチ講演会について
 6月28日（日）開催のプログラム等について検討の結果、講演内容等が決定した。
2. リウマチケア看護師（第10期新規/第5期更新）の登録申請について
 更新申請者45名、新規申請者159名について登録を承認。その結果リウマチケア看護師
 総数は1,551名となる。
3. リウマチ財団登録薬剤師（第6期新規/第1期更新）の登録申請について
 更新申請者185名、新規申請者128名について登録を承認。その結果、登録薬剤師総数は
 597名となる。
4. 「リウマチ病学テキスト第2版」の改訂版作成について
 前回同様、財団の教育研修委員会と日本リウマチ学会の生涯教育委員会との合同により
 進めることを決定した。

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（ACR2019）

候補者募集

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

● 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。

河原 恭子／川崎医科大学 リウマチ・膠原病学
　今回私は、ジョージア州アトランタで開催されたアメリカリウマチ学会（ACR2019）に参加し、
“The role of adapter protein SH3BP2 in a murine systemic lupus erythematosus 
model”という演題でポスター発表を行った。
　SH3BP2（Src homology 3 binding protein 2）は、主に免疫担当細胞に広く発現し、シグナル
伝達調節に関与しているアダプター蛋白である。これまでに、自己免疫疾患モデルとしてコラー
ゲン誘導性関節炎モデルマウスを用いた研究において、SH3BP2欠損によりII型コラーゲン
に対する抗体産生が有意に低下し、関節炎発症を著明に抑制することが報告されている。
我々は、自己抗体が病態に関与する他の自己免疫疾患としてLupusモデルマウス（Faslprマウス）を
使用し、SH3BP2を欠損させることによりLupusの病態にどのように影響しうるか、その役
割を検討した。35週齢まで観察し解析を行った結果、Faslp rマウスで認められた脾腫大、抗
dsDNA抗体価・IgM型リウマトイド因子の上昇、腎増殖性糸球体病変、脾臓のCD3+B220+ 

CD4-CD8-（double negative）T cell蓄積の割合増加は、SH3BP2を欠損させることにより有意
に軽減することが示された。これらの実験結果より、LupusモデルマウスにおけるSH3BP2欠失
は、Lupusの臓器病変進展を抑制しうると考えている。学会会場では多くの専門分野の研究者
の方々から意見を頂くことができ、またLupusに関連した研究をしている他の施設での研究成
果や実験手法などについて新たな知識を学び、取り入れることができた。今後、SH3BP2の免疫
担当細胞における詳細な役割を検討していく必要があると考え、コンディショナルノックアウト
マウスや分離細胞を用いたB細胞・T細胞の機能解析、I型インターフェロンの評価など含め、解析
を進めていく所存である。

土田 奈緒美／横浜市立大学医学部　血液・免疫・感染症内科
　「Novel nonsense variant and entire deletion of TNFAIP3 cause haploinsufficiency of 
A20 clinically distinct from Behçet’s disease」の演題でポスター発表を行った。
　A20ハプロ不全症（HA20）はTNFAIP3遺伝子の機能喪失変異によって生じる疾患である。
HA20は当初、ベーチェット病（BD）様症状を呈する複数の家系例から見出され、BDとHA20
には臨床的に類似点が多いことが知られている。HA20の表現型と遺伝型は未だに明らかで
ない点も多く、HA20とBDの違いを明らかにすることを目的とした。
　今回我々は、12家系25例のベーチェット病患者を集積し、各家系の発端者やその家族の全
エクソーム解析を行った。その結果、2家系でTNFAIP3遺伝子に2つの新規病的変異を認めた
（16.7%、12家系中2家系）。家系1では、ナンセンス変異［c.1434C>A:p.（Cys478*）］を、家系
2では6q23.3上のTNFAIP3遺伝子を含む236kbの欠失を検出した。家系2のコピー数多型
（CNV）の解析には、全エクソーム解析データを利用した2種類のプログラム（eXome-Hidden 
Markov Model［XHMM］、Nordらによるrelative depth of coverage ratios）を用いて、本欠失
を検出した。家系1のナンセンス変異について、患者由来株化リンパ芽球細胞から抽出した
mRNAでRT-PCR解析を行い、ナンセンス変異依存mRNA分解機構が起きていることが示唆
された。これら2家系4例のHA20患者は、いずれも小児発症の再発性の口内炎と陰部潰瘍を
呈し、当初はBDと診断・治療されていた。
　今回新たに同定した症例と既報症例を合わせた54例のHA20症例と2つのBDコホート（横浜
市立大学附属病院の520例の日本人BD患者、Kone-Paut I.らによるthe Pediatric Behçet’s 
disease（PEDBD） studyの小児BD患者）の臨床像を比較した。いずれでも再発性の口内炎・
陰部潰瘍、皮膚病変、眼病変、筋骨格系病変、消化管病変の頻度が高かった。一方で、早期発症・
家族性・発熱発作・消化管病変はHA20により特徴的で、HA20では眼病変の頻度は低い傾向
であった。以上より、早期発症で発熱発作を伴う家族性のベーチェット病様患者では、TNFAIP3
遺伝子のスクリーニングを考慮する必要がある。
　今回、ポスター会場ではBDやHA20診療に携わる各国の内科医・小児科医と意見交換の
機会を得ることができた。様々な知見を広めた成果と経験を糧に、今後も引き続き研究を進めて
いきたい。

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30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。

　連日、新型コロナウイルス感染症の
ニュースでもちきりとなっています。外来
診療の際に、患者さんから不安の声をお聞
きすることも多いです。一般的な手洗いう
がいの話をしつつ、不安に理解を示してい
くことが大切かなと思っています。この号
が発行される頃には事態が収束している
ことを願ってやみません。

　さて、今回線維筋痛症について松本
美富士先生にお話をいただきました。診断
や治療のみならず、病態の解明から新規治
療法が検討されているとの内容で興味深
く拝読いたしました。症例相談では、日常
で多く経験する例に対してエキスパート
がどのように対応しているのかの答えが
記されており、臨床にすぐに役立つ内容と
思いました。
　法人賛助会員セミナーの中で、川合眞一
先生がお話しくださったエキスパートケア

システムは、時代に先駆けてリウマチ財団
が構築した仕組みと言えると思います。私
は、157号で登録薬剤師の方々と対談いた
しました。専門性が現場に活かされること
が本人たちの大きな喜びとなっており、
プライドを持って働いておられることが
印象的でした。今後、財団登録の理学・作業
療法士も合わさり、リウマチのチーム医療
が益々発展することが期待されます。
　今回初めて登場したリウマチクリニック
の配布資料は、各クリニックで工夫されて

いる便利な配布物をご紹介するコーナー
です。URLを公開し、ご興味をもった先生
方にご利用いただけるというのも画期的
ではないかなと感じております。
　これからも新しくてためになる企画を
出していければ！と意気込みをお伝え
しつつ本号の締めとさせていただきます。

編集後記

後藤 美賀子
国立成育医療研究センター
妊娠と薬情報センター
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