
新型コロナウイルス感染の拡大並びに、４月7日に政府より緊急事態宣言が発出された状況から、6月28日（日）に予定しておりました『令和2年度リウマチ月間リウマチ
講演会』は中止といたしましたのでお知らせいたします。

令和2年度リウマチ月間リウマチ講演会開催中止のお知らせ

に重要とされています。寛解の定義ではステロ
イドは中止しなければならず、これは現在の実
臨床では半数の患者でも達成が困難と考えら
れていますが、次回の推奨では実際の目標と
なるかもしれません。
　またSLEに関しては、分類基準も改定されて
います1）。EULAR/ACRによる正式なもので
あり、今後日本でも難病申請などでも正式に採
用される可能性が高いと考えられます。しかし、
抗核抗体80倍以上が必須など特異度を上げる
工夫がされており2）、これまでの分類基準と同
様にあくまで研究用の基準であり診断基準で
ないことは実臨床で留意するべきと考えられます。

　2020年の新型コロナウイルス感染において、
フランスからヒドロキシクロロキンの有用性が
報告され米国のFDAが迅速承認を下したこと
から、SLE患者にとって最も重要な薬剤の供給
不足が懸念される事態になっています。米国を
代表する大学の一つであるYale大学のアルゴ
リズム3）でも酸素飽和度93％以下、もしくは
基礎疾患のある症例では投与となっています。
さらに、重症患者においてはトシリズマブを1回
投与することとなっていることも、免疫疾患を
専門とするリウマチ医にとっては認知しておく
べきことと考えられます。

MTX開始2

bDMARD5,7または
JAK阻害薬5をを追加する

第2のcsDMARDに変更または追加
LEF or SSZ単剤またはcsDMARDs併用6

（+グルココルチコイド）

bDMARDまたはJAK阻害薬5,9を変更する
（異なるまたは同じクラスから）

継続 持続的寛解4であれば漸減
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　2019年の推奨（図1）は2016年からの僅かな
改定ですが、日本の臨床にも参考になる記述
があります。MTXに関しては、MTXを必要に
応じて治療量（最大0.3mg/kg/週）まで4－6週
以内に増量すること、生物学的製剤との併用で
は多くの場合10mg/週程度で十分であること
が書かれています。ステロイドに関しては低用
量は7.5mgまでであり、治療に使用する場合で
も3カ月以内に漸減中止することとされています。
レフルノミドは欧米ではローディングは一般的に

行わず20mg（もしくは10mg）で使用することで
安全性が高いためか、MTX以外のcsDMARD
として大きく取り上げられています。

　シェーグレン症候群においては、まだまだ
疾患修飾という段階には達しておらず、外分泌
腺症状と腺外症状ともに、それぞれの早期発
見と早期治療が試みられている段階です。多く
の患者さんでのQOLに影響する症状である
倦怠感などに関しても病態の理解も十分では

ないため治療も不十分です。しかしながら、
不可逆的な障害を残すような重度の臓器障害
に関しては、ある程度免疫系の薬剤によって
治療は可能であり、今回の推奨（表）でもこれ
までの専門医の意見をある程度まとめた形に
なっています。ステロイドを最小限かつ十分な
量で最短で使用するというのは共通した認識
になっており、それに加えて主にB細胞を標的
とした治療が取り上げられています。

　SLEの診療においては、社会的QOLを確保
するために入院が必要な場合でも期間は２週間
以下として外来診療を中心とすること、長期的
なDamage（慢性腎不全、大腿骨頭壊死、圧迫
骨折、白内障など）を防止することが重要と考え
られています。今回の推奨（図2）でも、Damage
を起こさないアプローチとしてLLDAS（Lupus 
Low Disease Activity State ; SLEにおける
低疾患活動性）の維持が取り上げられています。
関節リウマチと異なる点としては、低疾患活動
性の定義にステロイドの用量（プレドニゾロン
換算 0.1mg/kg未満）が挙げられます。SLEの
Damageの20％はSLEの疾患活動性自体に由
来しますが、80％はステロイドの副作用とされ
ており、この最低限のステロイドで病態をコン
トロールするLLDASを保つことが長期の予後

関節リウマチ（RA）

シェーグレン症候群

全身性エリテマトーデス（SLE）

最後に

－RA、シェーグレン症候群、SLE－リウマチ膠原病疾患の診療ガイドラインのポイント

2019年から2020年にかけて、欧州リウマチ学会（EULAR）から関節リウマチ、シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデスの診療に対する推奨が発表されました。
関節リウマチのように前回の推奨から僅かな改定になっているものから、シェーグレン症候群のように初めての推奨までその実地臨床におけるインパクトは異なりますが、リウ
マチ膠原病疾患のなかで患者数の多い代表的疾患に対する最近のエビデンスをまとめ専門医の意見を集約した推奨は、一読の価値があると考えられます。
誌面の関係からそれぞれを簡単な図表と解説でまとめてお伝えします。（岡田正人）

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

Fanouriakis A, et al. Ann Rheum Dis 2019; 78: 736-745.Ramos-Casals M, et al. Ann Rheum Dis 2020; 79: 3-18.

図1 EULAR リコメンデーション 2019　聖路加国際病院IRC 木戸口元気 氏 作成

Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2020; 0: 1-15. doi:10.1136/annrheumdis-2019-216655

図2 SLE治療推奨 EULAR 2019

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

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

ループス腎炎を除くSLEの治療推奨

軽症

MTX/AZA

第一選択 不応例 第一選択 不応例 第一選択 不応例

BEL

RTX

カルシニューリン阻害薬

CYC

中等症

Grade A Grade B Grade C Grade D

重症

ヒドロキシクロロキン

ステロイド経口/筋注 ステロイド経口/経口

補助療法
UVケア
ワクチン
運動
禁煙
体重、血圧、
脂質、
血糖管理

APS
抗血小板
抗凝固

治療目標

寛解
SLEDAI ‒
HCQ
ステロイドなし

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

1） Aringer M, et al. Ann Rheum Dis 2019; 78: 1151-1159. 
2） Suda M, et al. Clin Rheumatol https://doi.org/10.1007/s10067-019-04848-z
3） https://files-profile.medicine.yale.edu/documents/7801c631-3dcc-48fc-a438-3aa18f3b7130（2020.4.3時点での治療アルゴリズム）

本邦での保険適応に関しては添付文書を参考にしてください
RTX　リツキシマブ　BLM　ベリムマブ　HCQ　ヒドロキシクロロキン　AZA　アザチオプリン
MMF　ミコフェノール酸モフェチル　CyA　シクロスポリン　IVCY　シクロホスファミド静注

軽度　1st
対症療法

HCQ＋NSAID
ステロイド
ステロイド
ステロイド

免疫グロブリン
ステロイド

中等度 2nd
ステロイド

HCQ+ステロイド
AZA, MMF, CyA or RTX
AZA, MMF, CyA
RTXまたはIVCY
パルスステロイド
免疫グロブリン

重度 3rd
RTX、BLM
免疫抑制薬

IVCY+/-血漿交換
RTXまたはIVCY
血漿交換
IVCY
RTX

唾液腺・涙腺腫脹
関節炎
皮膚血管炎
間質性肺炎
間質性腎炎
末梢神経障害
溶血性貧血

1 ： 早期RAの診断に2010年ACR/EULARの
  分類基準を用いる
2 ： MTXは第一選択とすべき
3 ： 寛解が難しければ低疾患活動性を目指す。
  3ヵ月時点で改善が50%未満の場合は治療
  を変更する
4 ： 6ヵ月以上ACR/EULARのindex-based
  またはBooleanの寛解基準を達成する

5 ： 禁忌とリスクを考慮 
6 ： 最もよく使われる組み合わせは、
  MTX,SSZ,HCQ
7 ： csDMARDが併用困難の場合、
  IL-6阻害薬、tsDMARDsが有効

8 ： bDMARDやtsDMARDの漸減や投与間隔の延長
  は安全に行うことができる。
  中止は再燃のリスクがあるが、同じ薬の再開で再寛解
  が望める。
9 ： JAK阻害薬→bDMARD、tsDMARD→IL-6阻害薬、
  JAK阻害薬→他のJAK阻害薬といった薬剤変更に
  関する効果と安全性は分かっていない。

YES

NO

NOPhase Ⅲ　　　　　　

Phase Ⅰ

Phase Ⅱ

NO

MTXの禁忌がない

予後不良因子あり 予後不良因子なし

MTXの禁忌がある
関節リウマチの臨床診断1

短期的にグルココルチコイドを併用

3ヵ月以内に改善
6ヵ月以内に
目標達成3

3ヵ月以内に
改善

6ヵ月以内に
目標達成3

＋ ＋ LEF oe SSZ開始

継続 持続的寛解4であれば漸減/
投与間隔延長8

YES

3ヵ月以内に
改善

6ヵ月以内に
目標達成3

継続 持続的寛解4であれば漸減/
投与間隔延長8

YES

（RF/抗CCP抗体陽性、高値高疾患活動性、
早期の関節破壊2剤以上のcsDMARDs不応）

MMF
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Q1. 皮疹を詳細に観察し、視診所見を比較して記載してください。

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10回

80歳代女性。職業：主婦。全身症状はない。半年ほど前に顔面に紅斑と痒みがでた
ので近医受診した。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｡効果
はあったが、中止する4～5日後から再発するために外用を中止できなかったので
来院した。

20歳代女性。職業：事務。全身症状はない。半年ほど前に顔面に紅斑ができたので
近医受診したところ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｡効果
はあるのかないのか分からないので、時々外用したもののほとんど塗ってなかった。
少しずつ紅斑が強くなるので、来科した。

A1. 症例1では、鼻先端部/鼻翼を含め鼻背全体に紅斑があるもの
の両頬部左右対称に蝶形に紅斑が見られる。
紅斑の範囲に痂皮を伴わない紅色丘疹（b）
および小片状のやや黄色調の鱗屑（a,d）が

多数見られる。丘疹は丘疹の立ち上がりの
側面（スロープ）が見られる（毛嚢性丘疹：痤瘡
と言える）。紅斑の上には同様な微小な丘疹が
多発している（c）。しかし、漿液性丘疹および
直径0.5～1ｍｍ以下の点状痂皮、環状鱗屑

はない。びらんは見られない。
　一方、症例2では、鼻根に近い鼻梁部から両
頬部左右対称に蝶形に紅斑が見られる。gを
見ると紅斑は丘疹と言うより扁平なやや隆
起し浸潤を軽く触れると扁平な直径数ミリ
の紅斑の集簇からなる紅斑である。丘疹様扁
平紅斑には立ち上がりの側面（スロープ）が
見られない。頂上はスムースで肌理がない。

漿液性丘疹および直径0.5～1ｍｍ以下の点
状痂皮、環状鱗屑、鱗屑はない。丘疹様扁平紅
斑の配列はランダムではなく樹状（珊瑚状）と
言える。また、弱拡大で平坦な痂皮状に見える
丘疹様紅斑は頂上が壊死かあるいは紫斑かも
知れない所見である（f）。eに見られるような
丘疹の立ち上がりの側面が見られる毛嚢性
（痤瘡様）丘疹も一個確認できた。

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。

A2. まず、両症例共に「漿液性丘疹および直径0.5～1ｍｍ以下の点状
痂皮、環状鱗屑はない」ので、アレルギー性
接触皮膚炎は否定される。
　症例1では、淡い紅斑の上にさらに強い紅
斑を伴った毛嚢性丘疹（痤瘡）が多発し、丘疹
からさらに丘疹間に小片状の黄色調の鱗屑

が付着している。ステロイド軟膏を断続的に
長期間外用したことと考え合わせると酒皶
様皮膚炎（ステロイド外用の副作用）と診断
できる。初期の酒皶様皮膚炎では鱗屑は見ら
れないが、後期では脂漏性皮膚炎あるいは刺
激性皮膚炎が合併して鱗屑が伴うこともあ
り、この症例はこれに相当する。この症例で

はステロイド外用を中止することによって
数ヵ月で完治した。
　症例2では、鼻根に近い鼻梁部から両頬部
左右対称に蝶形に紅斑が見られる。これは典
型的な蝶形紅斑と言える（症例1では鼻翼部、
鼻先端部に毛嚢一致性の紅斑丘疹（毛嚢炎）
があり蝶形紅斑にあたらない）。症例2の紅斑
の拡大図で毛嚢性の丘疹の所見がなく、酒皶
様皮膚炎は否定される｡鱗屑がなく脂漏性
皮膚炎や刺激性皮膚炎も否定される。「丘疹

様扁平紅斑の配列はランダムではなく樹状
（珊瑚状）と言える」ことは血管病変のあるこ
とを示唆し、扁平な丘疹で表面がスムーズな
（肌理がない）ことは表皮基底細胞の変性
（液状変性）のあることを示唆する。この2つ
の所見から膠原病、とくにSLEがもっとも
疑われる。一方、eに見られた毛嚢性（痤瘡様）
丘疹はステロイド外用の影響かも知れない。

＊血管病変や基底細胞変性の皮膚所見のロジックについては、本誌No.148,150の類似した画像クイズおよび「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」を参考にして下さい。

症例1 症例2

b d
c

a

e f

g

仲村　本日はよろしくお願いいたします。整形
外科のメインターゲットの一つである膝関節に
ついて、藤川先生のお話を伺えることを楽しみ
に参りました。
藤川　こちらこそよろしくお願いします。膝関節
は関節リウマチに限らず、変形性膝関節症
（以下OA）も入れれば圧倒的な数の人が罹患
している関節です。その理由は歩くということ、
すなわち荷重を常に受ける関節であるという
ことが一つ、さらに関節可動域が他の関節より
も大きいということがもう一つの理由です。
仲村　日本人の場合は正座もしますし、より
大きな可動域を保っていなければいけないと
いう意味で、重要な関節だということですね。
藤川　当院は、入院人数は急性期45人、回復期
30人という規模です。僕が去年1年間に実施
した膝の人工関節手術は256膝、そのうちリウ
マチの方は1名2膝だけでほとんどがOAの方
となります。私がこの施設へ来て10年くらいに
なるのですが、いわゆる“リウマチの悪い人”を
診ることが減ってきています。当時は生物学的
製剤が出始めた頃で、「リウマチは良くなった
けれど曲がった膝が痛くて」「膝を手術して旅行
に行きたい」、そんな方が結構いらっしゃいま
した。しかし今では生物学的製剤が広まり、
病勢の強い方には発症早期からバイオ製剤を
導入することが多くなったので、膝関節の手術
をする機会は確実に少なくなってきていますね。
仲村　生物学的製剤の登場以来、関節の手術
がどんどん減ってきているという先生の印象は、
東京女子医科大学のIORRAや国内1万5千人
規模のデータベースNinJa（National Database 
of Rheumatic Diseases by iR-net in Japan）
の報告1-2）と同様ということですね。

●レントゲンを見る、撮る
仲村　膝の単純X線を撮ったときに、「これ
だったらリウマチを疑え」という特徴は何かあ
りますか。
藤川　まず、外反している変形はリウマチが
疑われます（図1）。特に両下肢ともに外反して

いる場合（X脚）は、ほぼリウマチといっていい
くらいです。もう一つは、両下肢とも膝関節の
関節裂隙が内側、外側ともに狭小化・消失して
いる場合です（図2）。OAの場合は9割が内反型
なので、内外側の関節裂隙が消失していること
はまずありません。
　また、単純X線を撮るときに心がけていただ
きたいのが荷重位、つまり体重をかけた状態で
撮るということです。なぜかというと、軟骨は
単純X線には写らないために、関節裂隙の幅
を軟骨の量として捉えるわけですが、臥位では
関節裂隙は開いてしまいます。そうすると「まだ、
そんなに悪くないよ」という判断になってしまい
ますから、単純X線を撮影するときは体重を
かけた状態で撮るというのが大切なポイントに
なります。

●触診と歩き方
仲村　実際に膝関節の病変を見逃さないため
に、どんなことに注意すべきでしょうか。
藤川　第一に触ってみる、圧痛点を確認する
ことです。患者さんは専門家ではありませんか
ら的確に痛みの場所を表現できるとは限りま
せん。ですから我々専門家が、「ここ押されてど
うですか」「こう動かして痛みは出ませんか」と
いうことを確実にやっていくことが、痛みの訴
えの原因に早くたどり着ける大切な方法だと
思います。
仲村　膝が痛いといっても股関節疾患の関連
痛として膝が痛いこともあるし、脊椎―いわゆる
神経根症状で痛いこともあるから、“実際に
触る”“動かして触れてみる”のが重要ですね。
特に“膝蓋跳動”といって膝関節の腫脹を触知
する診察法が大切です。あと、診察室に入って
きてからの歩き方を見るのも基本的なことです
が大事ですね。
藤川　そうです。車椅子で入ってこられても、
必ずベッドに移ってもらいます。その際、「ご自分
で移れますか？」「移れなければお手伝いしま
しょうか」と、どれくらいの介助が必要なのか
を見ておくことも参考になります。

 

●ヒアルロン酸とステロイド療法
仲村　膝に腫脹や痛みがあって、単純X線で関

今回「膝関節」をテーマにお話を伺ったのは、3Dプリンターで作製した関節の立体模型による手術支援やPRP（Platelet-Rich Plasma、多血小板血漿）療法など先進医療にもいち早く取り組ま

れている明野中央病院 こつ・かんせつ・リウマチセンター長 藤川陽祐氏です。手術以前に患者さんの「心の準備」が何より大切であること、病病連携における紹介のタイミングなど、同じ整形

外科医である仲村一郎編集長も大いに共感し話は尽きませんでした。

節裂隙の狭小化はあるけれど、手術にはまだ
ちょっと早いなという患者さんに対して、どのよ
うにアプローチされていますか。
藤川　ヒアルロン酸の関節内注射を行ってい
ます。腫脹がとても強い場合には、最初にステ
ロイド注射をして、その後ヒアルロン酸を使用
します。もちろん膝を含めてリウマチの全体的
なコントロールが薬物治療できちんとなされて
いるかをチェックしながら、膝が痛くて歩けない
という人に対してステロイド注射を行います。
その際、ケナコルトは懸濁性なので、それだけで
関節炎を起こす人が稀にいらっしゃるため、
最初はデキサートを使っています。
仲村　ステロイドの関節内注射はあくまで薬物
療法が軌道に乗るまでということですか。
藤川　そうです。ステロイド剤は抗炎症効果が
ありますから。痛みが軽減するかどうかをみる
ために最初にデキサートを使って、2、3日しか
効き目がもたなかったら次にケナコルトを単回
投与します。そのケナコルトが4週間以上効か
なければステロイド療法は“有効ではない”とい
う判断です。たとえば、その患者さんが3ヵ月後
にもう一度やって来て、「このあいだの注射が
よかったです」と言えば、「まだこの注射で頑
張れているから同じ注射をしましょう」となる
わけです。ACRでも薬物療法中で疾患活動
性が中等度～高い場合は低用量・短期間のス
テロイド使用を推奨しています3）。もちろん糖
尿病等の合併症がないとか使用にあたって
の諸条件はいろいろありますけれど。
仲村　1ヵ月もたなければ「注射以外のことを考
えなくてはいけないな」、3ヵ月もてば「まだこれ
（ステロイド注射）でいける」ということですね。
なかには注射が1ヵ月もたなくて、それでも手術

にはまだちょっと早いという方もいて、なかなか
難しいところですよね。

●筋力、ダイエット、生活環境
藤川　当院の場合は今日手術を申し込まれた
としても、手術できるのは４か月くらい先になり
ます。ですから、注射以外にも手術の前にでき
ることの一つとして、お住まいの近くの病院や
クリニックにお願いして大腿四頭筋を中心とし
た筋力増強トレーニングをしてもらっています。
自宅で黙 と々トレーニングはなかなか頑張れま
せんからね。
　もう一つ、当院から近くの範囲であればリハ
ビリの先生に患者さんの家に行ってもらって、
生活環境を見せて頂いたりしています。階段
の段差が急なら、ブロックなどの補助具を置く
だけで、「小股で歩けるようになって楽になりま
した」という方もいらっしゃいます。
　そしてもう一つ、ダイエットを指導します。歩く
時に膝関節にかかる体重は実体重の約4、5倍と
言われていて、少し減量しただけで3ヵ月後の手
術の頃には「もうあまり痛くない」となって、手術
をキャンセルすることもあります。

 

藤川　患者さんの多くは、こちらが手術したほ
うがいいと思っても、手術を先延ばしにしたい、
できるならしたくないと思っています。ですから、
前もって手術という選択肢があることを話して、
心の準備をして頂くということが大切になり
ます。
仲村　いきなり「手術ですよ」と言われると患者
さんも困惑しますしね。
藤川　「この患者さんの膝、いずれ必ず手術に
なるだろうな」とわかる場合がよくあります。
たとえば60歳の患者さんであれば、「あなたの
将来設計として、いつ、どこのタイミングで手術
するのがいいか、今から一緒に考えておきま
しょう」「急に悪くなって慌てることのほうが
大変ですよ」と、早い段階から心の準備から始
めてもらうことが大切なんです。人によっては、
お子さんが卒業するのを待って3月の終わりが
いいといった事情もありますし、社会的なタイ
ミングも様々です。図３は典型的な人工膝関節
置換術の術後単純X線です。
仲村　実際に手術を考えるきっかけというのは、
歩行能力が問題になったときだと思うのですが。
藤川　歩行能力というのは、時系列と平行に来
てくれるといいのですが、あるときガタンと落ち

るんですね。そうなる前に、計画を立てておかな
いといけません。
仲村　たとえば今まで近くのスーパーまで歩い
て行けたのに、最近だんだん辛くなってきた。
それが一つの目安ですね。
藤川　ある時に一歩も動けなくなる、それを考
えている人と考えていない人では、いざとなった
ときに全然違ってくるわけです。「遂にこのとき
が来たか」と。その際、患者さんが訴える痛み
と単純X線写真とにどうしてもギャップがある
場合には、「念のためにMRIを撮ってください」
と患者さんにお願いしています。骨壊死が起
こっている可能性があるからです。
仲村　痛みはもちろん、自分のADL（日常生活
動作）に対して「自分はここだけできればいい」
というものも、一人ひとり違うわけですし、社会

的なタイミングもある。手術のタイミングは非常
に難しいですね。
藤川　リウマチは多臓器疾患ですからタイミ
ングを逃すともう手術ができないということも
起こるので、その点は考えますし悩みもします。
全身状態はよいか、つまり薬物治療がどれくら
い奏効しているかが重要になってきます。肺合
併症がないかという点も重要です。

藤川　手術は最終手段です。患者さんが「歩い
て買い物に行くのがつらくなった」と訴えたら、
気軽な気持ちで整形外科への受診を勧めて
くださいと内科の先生方にお話しています。
もちろん、最終的に手術を決める権利はすべて

患者さんにあります
から、「手術はまだ
希望しません」と話
していいことを、患
者さんにもわかって
頂くことが大切です。
また、仮に紹介され
た患者さんを診さ
せていただいて、手
術にはちょっと早い
としても、1回診てお
くことに意味がある
というのが私のスタ
ンスです。

仲村　むしろその時点で診察しておくことは
大切ですね。その際、「まだ早い」ではなく、
「痛みが強くなった時点でもう一度ご紹介くだ
さい」とお話するのが私もいいと思います。
藤川　そういうことです。「まだ手術には早い
のに」とは絶対に言いませんし、言ってはいけ
ないと思っています。最後に、こうなる前に紹介
いただきたい難治症例をご紹介します。
　まず、屈曲拘縮が非常に強い症例です
（図4）。膝が曲がってもう伸ばせないというこ
とが明らかです。伸びない膝は手術に時間も
要しますし、手技も非常に難しくなるのです。
もう1例が先程もご紹介した典型的なリウマチ
の外反膝です（図1）。これは特に外反の強い
症例です。一般的に膝の手術は内側からアプ
ローチするのですが、こちらは外反が強すぎて
外側からのアプローチになりました。

仲村　屈曲拘縮が30度にもなるような膝や、
あまりにもX脚が強い膝の場合では、特別な
手技が必要になってきますし手術の難易度が
高くなる。そういう方は、特に早めに来てくださ
いということですね。
藤川　人工関節自体の進歩と整形外科的手技
の熟練によって、難治症例であってもなんとか
することはできるのですが、手術の難易度が
上がるということはその分リスクも高まるという
ことです。とにかく紹介いただくのに早すぎる
ということはないので、1回患者さんを拝見させ
て頂きたいと思います。
仲村　本日はありがとうございました。

実地リウマチ医のための簡便ですぐ役に立つ手引き

リウマチ膝の
手術のタイミング

図1 リウマチ膝の典型例
 －外反膝

図2 リウマチ膝の典型例
 －内外側の関節裂隙の消失

図3 図2の症例の術後単純X線像
 （人工膝関節置換術）

図4 屈曲拘縮例術前　歩行の肉眼所見

対談中の仲村編集長（左）と藤川氏（右）

1） Momohara, et al. J Rheumatol. 41; 862-866, 2014
2） Matsumoto T, et al. J Rheumatol. 44; 1575-1582, 
 2017
3） Singh JA, et al. Arthritis Care Res（Hoboken）. 68: 
 1-25, 2016

本誌編集長の仲村氏年間250件もの人工膝関節手術を執刀する藤川氏

リウマチ膝関節手術
―最近の傾向

膝破壊の様式と
見逃さないためのポイント

手術の前にできること

手術のタイミング：
心の準備が大切

紹介のタイミング：
早すぎるということはない

話し手：藤川 陽祐 氏／明野中央病院 こつ・かんせつ・リウマチセンター長
聞き手：仲村 一郎 編集長／帝京平成大学大学院健康科学研究科 専攻長・教授
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Q1. 皮疹を詳細に観察し、視診所見を比較して記載してください。

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10回

80歳代女性。職業：主婦。全身症状はない。半年ほど前に顔面に紅斑と痒みがでた
ので近医受診した。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｡効果
はあったが、中止する4～5日後から再発するために外用を中止できなかったので
来院した。

20歳代女性。職業：事務。全身症状はない。半年ほど前に顔面に紅斑ができたので
近医受診したところ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｡効果
はあるのかないのか分からないので、時々外用したもののほとんど塗ってなかった。
少しずつ紅斑が強くなるので、来科した。

A1. 症例1では、鼻先端部/鼻翼を含め鼻背全体に紅斑があるもの
の両頬部左右対称に蝶形に紅斑が見られる。
紅斑の範囲に痂皮を伴わない紅色丘疹（b）
および小片状のやや黄色調の鱗屑（a,d）が

多数見られる。丘疹は丘疹の立ち上がりの
側面（スロープ）が見られる（毛嚢性丘疹：痤瘡
と言える）。紅斑の上には同様な微小な丘疹が
多発している（c）。しかし、漿液性丘疹および
直径0.5～1ｍｍ以下の点状痂皮、環状鱗屑

はない。びらんは見られない。
　一方、症例2では、鼻根に近い鼻梁部から両
頬部左右対称に蝶形に紅斑が見られる。gを
見ると紅斑は丘疹と言うより扁平なやや隆
起し浸潤を軽く触れると扁平な直径数ミリ
の紅斑の集簇からなる紅斑である。丘疹様扁
平紅斑には立ち上がりの側面（スロープ）が
見られない。頂上はスムースで肌理がない。

漿液性丘疹および直径0.5～1ｍｍ以下の点
状痂皮、環状鱗屑、鱗屑はない。丘疹様扁平紅
斑の配列はランダムではなく樹状（珊瑚状）と
言える。また、弱拡大で平坦な痂皮状に見える
丘疹様紅斑は頂上が壊死かあるいは紫斑かも
知れない所見である（f）。eに見られるような
丘疹の立ち上がりの側面が見られる毛嚢性
（痤瘡様）丘疹も一個確認できた。

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。

A2. まず、両症例共に「漿液性丘疹および直径0.5～1ｍｍ以下の点状
痂皮、環状鱗屑はない」ので、アレルギー性
接触皮膚炎は否定される。
　症例1では、淡い紅斑の上にさらに強い紅
斑を伴った毛嚢性丘疹（痤瘡）が多発し、丘疹
からさらに丘疹間に小片状の黄色調の鱗屑

が付着している。ステロイド軟膏を断続的に
長期間外用したことと考え合わせると酒皶
様皮膚炎（ステロイド外用の副作用）と診断
できる。初期の酒皶様皮膚炎では鱗屑は見ら
れないが、後期では脂漏性皮膚炎あるいは刺
激性皮膚炎が合併して鱗屑が伴うこともあ
り、この症例はこれに相当する。この症例で

はステロイド外用を中止することによって
数ヵ月で完治した。
　症例2では、鼻根に近い鼻梁部から両頬部
左右対称に蝶形に紅斑が見られる。これは典
型的な蝶形紅斑と言える（症例1では鼻翼部、
鼻先端部に毛嚢一致性の紅斑丘疹（毛嚢炎）
があり蝶形紅斑にあたらない）。症例2の紅斑
の拡大図で毛嚢性の丘疹の所見がなく、酒皶
様皮膚炎は否定される｡鱗屑がなく脂漏性
皮膚炎や刺激性皮膚炎も否定される。「丘疹

様扁平紅斑の配列はランダムではなく樹状
（珊瑚状）と言える」ことは血管病変のあるこ
とを示唆し、扁平な丘疹で表面がスムーズな
（肌理がない）ことは表皮基底細胞の変性
（液状変性）のあることを示唆する。この2つ
の所見から膠原病、とくにSLEがもっとも
疑われる。一方、eに見られた毛嚢性（痤瘡様）
丘疹はステロイド外用の影響かも知れない。

＊血管病変や基底細胞変性の皮膚所見のロジックについては、本誌No.148,150の類似した画像クイズおよび「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」を参考にして下さい。

症例1 症例2

b d
c

a

e f

g

仲村　本日はよろしくお願いいたします。整形
外科のメインターゲットの一つである膝関節に
ついて、藤川先生のお話を伺えることを楽しみ
に参りました。
藤川　こちらこそよろしくお願いします。膝関節
は関節リウマチに限らず、変形性膝関節症
（以下OA）も入れれば圧倒的な数の人が罹患
している関節です。その理由は歩くということ、
すなわち荷重を常に受ける関節であるという
ことが一つ、さらに関節可動域が他の関節より
も大きいということがもう一つの理由です。
仲村　日本人の場合は正座もしますし、より
大きな可動域を保っていなければいけないと
いう意味で、重要な関節だということですね。
藤川　当院は、入院人数は急性期45人、回復期
30人という規模です。僕が去年1年間に実施
した膝の人工関節手術は256膝、そのうちリウ
マチの方は1名2膝だけでほとんどがOAの方
となります。私がこの施設へ来て10年くらいに
なるのですが、いわゆる“リウマチの悪い人”を
診ることが減ってきています。当時は生物学的
製剤が出始めた頃で、「リウマチは良くなった
けれど曲がった膝が痛くて」「膝を手術して旅行
に行きたい」、そんな方が結構いらっしゃいま
した。しかし今では生物学的製剤が広まり、
病勢の強い方には発症早期からバイオ製剤を
導入することが多くなったので、膝関節の手術
をする機会は確実に少なくなってきていますね。
仲村　生物学的製剤の登場以来、関節の手術
がどんどん減ってきているという先生の印象は、
東京女子医科大学のIORRAや国内1万5千人
規模のデータベースNinJa（National Database 
of Rheumatic Diseases by iR-net in Japan）
の報告1-2）と同様ということですね。

●レントゲンを見る、撮る
仲村　膝の単純X線を撮ったときに、「これ
だったらリウマチを疑え」という特徴は何かあ
りますか。
藤川　まず、外反している変形はリウマチが
疑われます（図1）。特に両下肢ともに外反して

いる場合（X脚）は、ほぼリウマチといっていい
くらいです。もう一つは、両下肢とも膝関節の
関節裂隙が内側、外側ともに狭小化・消失して
いる場合です（図2）。OAの場合は9割が内反型
なので、内外側の関節裂隙が消失していること
はまずありません。
　また、単純X線を撮るときに心がけていただ
きたいのが荷重位、つまり体重をかけた状態で
撮るということです。なぜかというと、軟骨は
単純X線には写らないために、関節裂隙の幅
を軟骨の量として捉えるわけですが、臥位では
関節裂隙は開いてしまいます。そうすると「まだ、
そんなに悪くないよ」という判断になってしまい
ますから、単純X線を撮影するときは体重を
かけた状態で撮るというのが大切なポイントに
なります。

●触診と歩き方
仲村　実際に膝関節の病変を見逃さないため
に、どんなことに注意すべきでしょうか。
藤川　第一に触ってみる、圧痛点を確認する
ことです。患者さんは専門家ではありませんか
ら的確に痛みの場所を表現できるとは限りま
せん。ですから我々専門家が、「ここ押されてど
うですか」「こう動かして痛みは出ませんか」と
いうことを確実にやっていくことが、痛みの訴
えの原因に早くたどり着ける大切な方法だと
思います。
仲村　膝が痛いといっても股関節疾患の関連
痛として膝が痛いこともあるし、脊椎―いわゆる
神経根症状で痛いこともあるから、“実際に
触る”“動かして触れてみる”のが重要ですね。
特に“膝蓋跳動”といって膝関節の腫脹を触知
する診察法が大切です。あと、診察室に入って
きてからの歩き方を見るのも基本的なことです
が大事ですね。
藤川　そうです。車椅子で入ってこられても、
必ずベッドに移ってもらいます。その際、「ご自分
で移れますか？」「移れなければお手伝いしま
しょうか」と、どれくらいの介助が必要なのか
を見ておくことも参考になります。

 

●ヒアルロン酸とステロイド療法
仲村　膝に腫脹や痛みがあって、単純X線で関

今回「膝関節」をテーマにお話を伺ったのは、3Dプリンターで作製した関節の立体模型による手術支援やPRP（Platelet-Rich Plasma、多血小板血漿）療法など先進医療にもいち早く取り組ま

れている明野中央病院 こつ・かんせつ・リウマチセンター長 藤川陽祐氏です。手術以前に患者さんの「心の準備」が何より大切であること、病病連携における紹介のタイミングなど、同じ整形

外科医である仲村一郎編集長も大いに共感し話は尽きませんでした。

節裂隙の狭小化はあるけれど、手術にはまだ
ちょっと早いなという患者さんに対して、どのよ
うにアプローチされていますか。
藤川　ヒアルロン酸の関節内注射を行ってい
ます。腫脹がとても強い場合には、最初にステ
ロイド注射をして、その後ヒアルロン酸を使用
します。もちろん膝を含めてリウマチの全体的
なコントロールが薬物治療できちんとなされて
いるかをチェックしながら、膝が痛くて歩けない
という人に対してステロイド注射を行います。
その際、ケナコルトは懸濁性なので、それだけで
関節炎を起こす人が稀にいらっしゃるため、
最初はデキサートを使っています。
仲村　ステロイドの関節内注射はあくまで薬物
療法が軌道に乗るまでということですか。
藤川　そうです。ステロイド剤は抗炎症効果が
ありますから。痛みが軽減するかどうかをみる
ために最初にデキサートを使って、2、3日しか
効き目がもたなかったら次にケナコルトを単回
投与します。そのケナコルトが4週間以上効か
なければステロイド療法は“有効ではない”とい
う判断です。たとえば、その患者さんが3ヵ月後
にもう一度やって来て、「このあいだの注射が
よかったです」と言えば、「まだこの注射で頑
張れているから同じ注射をしましょう」となる
わけです。ACRでも薬物療法中で疾患活動
性が中等度～高い場合は低用量・短期間のス
テロイド使用を推奨しています3）。もちろん糖
尿病等の合併症がないとか使用にあたって
の諸条件はいろいろありますけれど。
仲村　1ヵ月もたなければ「注射以外のことを考
えなくてはいけないな」、3ヵ月もてば「まだこれ
（ステロイド注射）でいける」ということですね。
なかには注射が1ヵ月もたなくて、それでも手術

にはまだちょっと早いという方もいて、なかなか
難しいところですよね。

●筋力、ダイエット、生活環境
藤川　当院の場合は今日手術を申し込まれた
としても、手術できるのは４か月くらい先になり
ます。ですから、注射以外にも手術の前にでき
ることの一つとして、お住まいの近くの病院や
クリニックにお願いして大腿四頭筋を中心とし
た筋力増強トレーニングをしてもらっています。
自宅で黙 と々トレーニングはなかなか頑張れま
せんからね。
　もう一つ、当院から近くの範囲であればリハ
ビリの先生に患者さんの家に行ってもらって、
生活環境を見せて頂いたりしています。階段
の段差が急なら、ブロックなどの補助具を置く
だけで、「小股で歩けるようになって楽になりま
した」という方もいらっしゃいます。
　そしてもう一つ、ダイエットを指導します。歩く
時に膝関節にかかる体重は実体重の約4、5倍と
言われていて、少し減量しただけで3ヵ月後の手
術の頃には「もうあまり痛くない」となって、手術
をキャンセルすることもあります。

 

藤川　患者さんの多くは、こちらが手術したほ
うがいいと思っても、手術を先延ばしにしたい、
できるならしたくないと思っています。ですから、
前もって手術という選択肢があることを話して、
心の準備をして頂くということが大切になり
ます。
仲村　いきなり「手術ですよ」と言われると患者
さんも困惑しますしね。
藤川　「この患者さんの膝、いずれ必ず手術に
なるだろうな」とわかる場合がよくあります。
たとえば60歳の患者さんであれば、「あなたの
将来設計として、いつ、どこのタイミングで手術
するのがいいか、今から一緒に考えておきま
しょう」「急に悪くなって慌てることのほうが
大変ですよ」と、早い段階から心の準備から始
めてもらうことが大切なんです。人によっては、
お子さんが卒業するのを待って3月の終わりが
いいといった事情もありますし、社会的なタイ
ミングも様々です。図３は典型的な人工膝関節
置換術の術後単純X線です。
仲村　実際に手術を考えるきっかけというのは、
歩行能力が問題になったときだと思うのですが。
藤川　歩行能力というのは、時系列と平行に来
てくれるといいのですが、あるときガタンと落ち

るんですね。そうなる前に、計画を立てておかな
いといけません。
仲村　たとえば今まで近くのスーパーまで歩い
て行けたのに、最近だんだん辛くなってきた。
それが一つの目安ですね。
藤川　ある時に一歩も動けなくなる、それを考
えている人と考えていない人では、いざとなった
ときに全然違ってくるわけです。「遂にこのとき
が来たか」と。その際、患者さんが訴える痛み
と単純X線写真とにどうしてもギャップがある
場合には、「念のためにMRIを撮ってください」
と患者さんにお願いしています。骨壊死が起
こっている可能性があるからです。
仲村　痛みはもちろん、自分のADL（日常生活
動作）に対して「自分はここだけできればいい」
というものも、一人ひとり違うわけですし、社会

的なタイミングもある。手術のタイミングは非常
に難しいですね。
藤川　リウマチは多臓器疾患ですからタイミ
ングを逃すともう手術ができないということも
起こるので、その点は考えますし悩みもします。
全身状態はよいか、つまり薬物治療がどれくら
い奏効しているかが重要になってきます。肺合
併症がないかという点も重要です。

藤川　手術は最終手段です。患者さんが「歩い
て買い物に行くのがつらくなった」と訴えたら、
気軽な気持ちで整形外科への受診を勧めて
くださいと内科の先生方にお話しています。
もちろん、最終的に手術を決める権利はすべて

患者さんにあります
から、「手術はまだ
希望しません」と話
していいことを、患
者さんにもわかって
頂くことが大切です。
また、仮に紹介され
た患者さんを診さ
せていただいて、手
術にはちょっと早い
としても、1回診てお
くことに意味がある
というのが私のスタ
ンスです。

仲村　むしろその時点で診察しておくことは
大切ですね。その際、「まだ早い」ではなく、
「痛みが強くなった時点でもう一度ご紹介くだ
さい」とお話するのが私もいいと思います。
藤川　そういうことです。「まだ手術には早い
のに」とは絶対に言いませんし、言ってはいけ
ないと思っています。最後に、こうなる前に紹介
いただきたい難治症例をご紹介します。
　まず、屈曲拘縮が非常に強い症例です
（図4）。膝が曲がってもう伸ばせないというこ
とが明らかです。伸びない膝は手術に時間も
要しますし、手技も非常に難しくなるのです。
もう1例が先程もご紹介した典型的なリウマチ
の外反膝です（図1）。これは特に外反の強い
症例です。一般的に膝の手術は内側からアプ
ローチするのですが、こちらは外反が強すぎて
外側からのアプローチになりました。

仲村　屈曲拘縮が30度にもなるような膝や、
あまりにもX脚が強い膝の場合では、特別な
手技が必要になってきますし手術の難易度が
高くなる。そういう方は、特に早めに来てくださ
いということですね。
藤川　人工関節自体の進歩と整形外科的手技
の熟練によって、難治症例であってもなんとか
することはできるのですが、手術の難易度が
上がるということはその分リスクも高まるという
ことです。とにかく紹介いただくのに早すぎる
ということはないので、1回患者さんを拝見させ
て頂きたいと思います。
仲村　本日はありがとうございました。

実地リウマチ医のための簡便ですぐ役に立つ手引き

リウマチ膝の
手術のタイミング

図1 リウマチ膝の典型例
 －外反膝

図2 リウマチ膝の典型例
 －内外側の関節裂隙の消失

図3 図2の症例の術後単純X線像
 （人工膝関節置換術）

図4 屈曲拘縮例術前　歩行の肉眼所見

対談中の仲村編集長（左）と藤川氏（右）

1） Momohara, et al. J Rheumatol. 41; 862-866, 2014
2） Matsumoto T, et al. J Rheumatol. 44; 1575-1582, 
 2017
3） Singh JA, et al. Arthritis Care Res（Hoboken）. 68: 
 1-25, 2016

本誌編集長の仲村氏年間250件もの人工膝関節手術を執刀する藤川氏

リウマチ膝関節手術
―最近の傾向

膝破壊の様式と
見逃さないためのポイント

手術の前にできること

手術のタイミング：
心の準備が大切

紹介のタイミング：
早すぎるということはない

話し手：藤川 陽祐 氏／明野中央病院 こつ・かんせつ・リウマチセンター長
聞き手：仲村 一郎 編集長／帝京平成大学大学院健康科学研究科 専攻長・教授
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インターン反対運動に
耽り過ぎて

米国留学時代にリウマチ診療の
面白さに目覚める

球児たちの肩・肘を守れ
―医学的な見地から推し進めた高校野球改革

患者さんの悲痛な叫びに
突き動かされて

現役でいる以上は一生懸命に

大組織のリーダーとして

さまざまな関節の手術経験を
生かすべくリウマチ診療の道へ

された臨床研究センター長を併任し、その後
2003年に病院長の専任となられました。国立
相模原病院へは、国立のリウマチセンター開設
を構想しての招聘だったのでしょうか。
越智：厚生労働省のリウマチ・アレルギー医療
の拠点である国立相模原病院をセンター化する
構想があったようですが、国立相模原病院には
すでにリウマチ・アレルギー疾患の研究を担う
臨床研究センターがあったので、病院をリウマチ
センターにする必要があるのか疑問でした。
経営的にみて、膠原病やリウマチを主体とすれ
ば赤字になると考え、病院名は国立相模原病院
のまま、従来どおり総合医療施設として継続
することにしました。臨床研究センターは研究
中心の施設として併存させ、全体として黒字
経営にすることができました。
　2007年3月には国立相模原病院院長を定年
退職し、「管理職はもうたくさん。本来の臨床医
に戻りたい」と、若き日にお世話になった行岡病
院に再び勤務して幸せでしたが、ご縁があって
同年9月より大阪警察病院で管理職を続ける
ことになりました。
羽生：大阪警察病院ではハイブリッド手術室を
開設するなど、積極的に最新設備を導入されて
いる印象が強くあります。

越智：手術支援ロボット・ダヴィ
ンチや、血管撮影装置・CT機
能・手術支援機器を統合したハ
イブリッド手術室など、常に最
新機器の導入を検討しています。
高度医療を提供することで患者
さんの満足感が得られるだけで
なく、多くの医師が最新機器の
使用や修得を希望して集まって
きますし、それに伴ってより多く
の患者さんが来院されるので、
結果的に病院経営にもメリット
をもたらすと考えています。

　2018年にはNTT西日本大阪病院との統合が
決まり、現在は二病院（双方の建物が稼働して
いる）体制ですが、数年後には両病院の職員が
一緒に働くレベルの高い大きな新病院の建設を
目指して計画を進めているところです。

羽生：越智先生が日本高等学校野球連盟（高野
連）の副会長を務めておられたことを知る方は
多いと思いますが、野球との関わりはいつごろ
からですか。
越智：大阪厚生年金病院勤務時代の1997年ご
ろです。右手指粉砕骨折直後の阪神タイガース
の選手の治療を先輩から頼まれました。幸い、
手術することなく腱が繋がったのですが、怪我
の直後から左手での竹刀の素振りを続けるよう
に指示したのが良かったのでしょうか。復帰後、
打率が上がり大活躍したので、球団からチーム
ドクターを依頼されました。チームドクターとし
て選手たちと関わるうちに、将来を嘱望されて
入団したばかりなのに肩や肘の故障により活躍
できずに終わる高卒投手に、成長期に壊した
痕跡を見るにつけ、大きな問題だと思うようにな
りました。こうした選手たちの肘のXPでは、成長

羽生：私が越智先生と最初に親しくお話をさせ
ていただいたのは、神戸大学教授だった広畑
和志先生（故人）が立ち上げられた六甲でのリウ
マチの会に参加した翌日の朝食の席でした。
いまでも懐かしく覚えています。
　越智先生は整形外科医として外傷外科、
そして関節リウマチを専門に数多くの難しい
手術を手がけられ、また関節リウマチに関して
は、とりわけ病態に関する研究を積み重ねて
こられました。先生が医師を志されたきっかけ
は何だったのでしょうか。
越智：実のところ、私はとくに医師を希望して
いたわけではありませんでした。理科系志望で、
自分の適性からすれば工学部に進むのがよい
のではないかと考えていましたが、学生生活を
ゆっくり送りたいと考えて6年制の医学部に進
学することにしたのです。
　私が大阪大学で学んだ1960年代は学生運動
が盛んな時代でした。私はインターン制度反対
運動に参加して、教授を頂点にした医局制度を
批判するビラを熱心に作ったりしていました。
ですから卒業後すぐに阪大病院の医局には
入局しづらく、当時中之島地区にあった阪大
病院を離れて、千里キャンパスの細菌学教室
で4年間の大学院生活を過ごしました。
　大学院を修了すれば新たな立場で入局できる
と考えていましたが、学生運動に関わった私は
推薦状を書いてもらうことができず、当時教授
が空席で推薦状が不要だった整形外科に入局
することにしました。こうした経緯があったので、
大学の医局に長くいるのは難しいだろうと考え
た私は、大学医局以外の医療の現場でこそ腕
を磨くことができる外傷外科を専門にしようと
救急病院（行岡病院）で数年間を過ごし、そこ
で数多くの手術を経験しました。来る日も来る
日も手術を重ねるうち、「自己流になってはいけ

ない」という思いから、質の高い整形外科診療
で知られた大阪厚生年金病院で1年学んでは、
翌年救急病院に戻ることを繰り返しながら外
傷外科に徹していました。

羽生：外傷外科に徹する日々から関節リウマチ
を専門にするまでには、どのような経緯があった
のでしょうか。
越智：救急医療の第一線での診療は過酷で、
ほとんど眠る時間のない当直を2日連続、時には
3日連続という日々を過ごすうちに、大阪厚生
年金病院時代の1977年はじめに結核性胸膜炎
をおこして約1カ月間の入院を余儀なくされま
した。入院中の私を見舞ってくださった大阪
大学整形外科の小野啓郎教授から「大学に
戻って体を治しなさい」と言っていただき、その
夏から大阪大学に勤務することになりました。
　翌春には異動することを考えながら大学院生
の仕事を手伝っていると、小野教授から「外傷
外科で首から足先までさまざまな関節の手術を
たくさんこなしてきた君なら、リウマチの手術も
できるだろう」と、長く助教授を務められた七川
歓次先生が滋賀医科大学教授へご栄転された
後で医師不足だったリウマチ診療に加わるよう
命じられました。これが、私がリウマチ診療に携
わるようになったきっかけです。正直なところ、
あまり気乗りがしないままのスタートでした。

羽生：リウマチ財団の派遣医としてテキサス
大学に留学されました。
越智：1979年に七川先生から日本リウマチ財団
の派遣医を薦められ、留学先を探していたときに、
神戸大学の広畑教授がテキサス大学ダラス校

のジフ教授（Dr. Morris Ziff）を紹介してくだ
さいました。当初短期間の見学のつもりで出か
けたのですが、ジフ教授の勧めもあり、2年間リ
ウマチ学の研究に携わり、リウマチ膠原病の
臨床もしっかりと学びました。ジフ教授の教え
を受け、私はすっかりリウマチ学の面白さに魅
せられてしまいました。それまで経験のなかっ
た細胞免疫の研究をして論文にまとめ、J Clin 
Investに発表することもできました。その後、私
がリウマチ学を専攻科目に挙げることができ
たのは、ジフ教授のおかげです。帰国後も毎年
演題をもってアメリカリウマチ学会（ACR）に参
加し続けましたが、ジフ教授は必ず私の発表の
場所に来てくださって、適切なご指導をいただ
きました。
　また、当時准教授だったリプスキー先生（Dr. 
Peter E. Lipsky）との出会いも、私にとっては
かけがえのないものになりました。リプスキー
先生は、ジフ教授に対して好きなことを言い
盾突く私に親近感を覚えたようで（笑）、二人で
相談しながらたくさんの仕事を手がけました。
彼とは今でも共同研究を手がけています。

羽生：テキサス大学でのご経験が、その後の
リウマチ診療への熱心なお取り組みにつな
がったのですね。
越智：ええ。そして何よりも、患者さんの悲痛な
叫びが私を診療に没頭させました。現在のよう
に薬物治療が進歩していなかった時代です。
重症例では関節が次々と破壊され、機能障害
を抱える患者さんが続発していました。
　そうした患者さんの一人で、膝関節、股関節、
肘関節などが次々と急速に破壊されて複数の
人工関節手術をした中年女性患者さんに新た

に脛骨遠位1/3くらいの最も固い部分の骨幹部
骨折と足関節の破壊が見つかったときは、X線
撮影（XP）を見ながら唖然として、しばらく言葉
が出ませんでした。患者さんは半泣きになって
「先生なぜ黙っているの？　いつも手術をして
くれているじゃない。今度も手術をしてくだ
さい！」と叫びました。最後まで歩こうと努力し
続けられましたが、呼吸器疾患の併発で亡くな
りました。あのときの悲痛な叫びは、今でも耳
に残っています。
　当時、私が積極的に勧めていたのは、重症
リウマチで手が破壊され、手指が屈曲して脱臼
した患者さんへの手指の再建手術でした。いず
れ両手の障害に陥る経過をたどるので、将来
も自分で食事ができるように片手だけでも手術
を受けるよう勧めていました。なかには手術を
敬遠する方もおられて、両手の機能障害が進み
摂食動作が自立していない患者さんの姿を見る
たびに悔やまれます。
羽生：あの頃は、悲惨な患者さんが本当にたく
さんおられましたね。
越智：2000年の米国リウマチ学会で生物学的
製剤の国際治験の発表があり、それ以降、薬物
治療法の急速な発達によって重篤な機能障害
に陥る患者さんは激減しましたね。本当に素晴
らしいことです。いまでもリウマチ患者さんは
多数おられますが、治療により日常生活を続け
られる疾患になったので、近年のリウマチ診療
の進歩を喜んでいます。
羽生：数多くの研究業績も残されてきましたが、
とりわけ関節リウマチの病態研究には力を入れ
てこられました。
越智：リウマチ患者骨髄中の変化、腸骨骨髄
からの細胞の移動、ナース細胞機能など慢性
関節リウマチの骨髄病態について解析を重ね
てきましたが、いずれも関節リウマチの原因は
滑膜ではなく造血系骨髄であることを証明す
るためのアプローチでした。今後、これまでの
研究のレビューをまとめて、締めくくりにしたい
と考えています。

羽生：1990年11月に大阪大学の整形外科教授
に就任されました。それぞれに専門領域をもつ
医師たちを束ねるリーダーとしてのご苦労は
ありましたか。
越智：阪大の整形外科学教室は、各関節外科、
脊椎外科、コンピューター支援外科など、各領域
で秀でた研究を続ける“強い教室”でした。1998
年に阪大整形外科学教室としてバイオメディ
カル研究助成プログラムの国際賞をいただく
ことになりました。臨床および研究内容に対す
る総合評価での受賞でした。
　リウマチに関しては、厚生省（現厚労省）から
リウマチ調査研究事業の研究費を長くいた
だいていました。ほかにコンピューター支援の
ロボットシステムや、抗体を駆使した研究など、
時代に先駆けた研究にも次々に挑戦すること
ができました。
羽生：1999年には大阪大学医学部長に就任され
ますが、翌2000年から国立相模原病院に新設

期に壊した痕跡（内側側副靭帯付着部の剝離
骨折痕など）が高頻度に認められました。1991年
に夏の甲子園大会決勝で、肘を痛めながら登板
を続けてきた投手が突然崩れて大敗を喫した
ときには、「高校野球は教育の一環なのに、衆人
環視のもとで素晴らしい素質が失われるまで
投げさせるなんて間違っている」と高野連に電話
をかけ、意見をせずにはいられませんでした。
　1993年の春に高野連から要請があり、夏の
甲子園大会に出場登録した投手130名を対象
に任意で検査をしたところ、医師が調べようと
すると（触られると痛いので）逃避行動を示す
（ひどい炎症状態の）選手が肩関節で6名、肘関
節で4名いました。XP検査では約15％に成長期
の野球障害の痕跡が認められました。同年12月
には高野連理事会で「これ以上の投球を続ける
と肩・肘関節を壊す危険性が高いと診断された
選手は投手としての出場を禁止する」ことが決
定されました。
　以後、毎年春夏の甲子園大会前に投手の検
診を続けてきましたが、ひどい炎症状態の投手
はほとんど見られなくなりました。しかし、XP
検査で成長期の肩・肘傷害の痕跡を認める選
手の比率は減少しないため、高校野球に限らず、

小中学生も含めた成長期の子どもたちの傷害
予防を全国的に強化して選手を守っていく必
要を感じています。2007年に就任した副会長を
2017に退き、現在は医科学委員長をしています
が、子どもたちや両親、指導者に向けて、成長
期の野球選手たちの肘・肩を守るためのガイド
ラインの作成などにも取り組んでいきたいと考
えています。

羽生：最後に、若いリウマチ医へのメッセージを
お願いします。
越智：若いときでも、現在の自分でも、「現役で
いる以上は一生懸命にやるしかない」と思って
います。ですから、若い人に「頑張れよ、夢を
もて」と言うようなゆとりはないというのが正直
なところです。目の前の可能なことを一生懸命
やる。それは若い医師にとっても同じでしょう。
羽生：これまでも、そして現在もそのような思い
でお仕事をしてこられたことは、先生のお話の
端々に感じることができました。本日はどうも
ありがとうございました。

先端的治療薬実用化前の
リウマチ道

  
 

題字・仲村一郎 編集長

聞き手 ： 羽生 忠正 編集員 長岡赤十字病院 名誉リウマチセンター長

大阪警察病院 院長／大阪大学 名誉教授 越智 隆弘 氏

リウマチ財団で理事を6年、日本リウマチ学会では理事長を6期5年間務められた越智隆弘先生。「医師になるつもりはまったく

なかった」と笑うが、「患者さんの悲痛な叫び」が整形外科医となった越智先生を診療に没頭させることになったと振り返る。

外傷外科からリウマチへの転身のいきさつ、高校球児らの投球制限の議論を巻き起こすに至った野球との関わり、さらに大学

研究室や大規模病院のリーダーとして考えてきたことなどについてうかがった。

昔話から始まって話が尽きない羽生編集員（左）と越智氏（右）

写真左：アメリカリウマチ学会（ACR）ポスター展示会場にて（1987年）越智隆弘氏とジフ教授（Dr. Morris Ziff）。
写真右：バイオメディカル研究助成プログラム国際賞受賞講演（1998年）大阪大学整形外科教室がバイオメディカル研究助成
プログラムの国際賞としてBristol-Myers Squibb K.K.賞を受賞。臨床・研究内容に対する総合評価による受賞であった。

取材後の両氏。整形外科レジェンド対談でした！

学生時代は剣道部だった越智氏

●リウマチ医になったわけ
　リウマチ医である以前に小児科を選択しま
した。やれ夏休みだ、遠足だ、運動会だ、と行
事に振り回され、今はCOVID19に代表される
季節の感染症対策に追われながら自然治癒
する経過を温かく見守っています。さらに小
児科医には保護者とともに子どもの成長を支
えて見守ることができるという魅力的な特権
があります。しかし極めて稀にきちんと治療
しないと成長すら望めないリウマチの患児が
います。
　私が小児リウマチ医を目指した頃は、全身型
JIAに対して世界で初めてトシリズマブの治験

が国内の限定された施設で行われていた時期
で、中国四国地域の専門医はゼロでした。目前
で苦しんでいたステロイド依存性の全身型JIA
の男児との出会いにより、夫子供を残して横浜
市立大学小児科の扉を叩きました。

●女性医師でよかったこと
　病気のみならず子どもたちにとって最強の
味方は母親です。小児一般診療においてもまず
は母が生育歴、既往歴、現病歴を詳細に教えて
くれて、患児が言いたいことまで通訳してくれ
ます。さらに難しい病気を患児が理解できるよ
うに解説してくれて全面的に協力してくれます。

そのキーパーソンである母とコミュニケーション
を取りやすいのは女性医師の特典だと感じ
ます。一方、患児に対しても、思春期の女児でも
全身の診察に抵抗なく応じてくれたり、繊細な
女子同士の悩みを打ち明けてくれたり、小さい
患児は母親のように慕ってくれたり、本音で
ぶつかってきてくれる事が多いのが女性医師
の強みであろうと思います。

●ひとりごと
　子どものリウマチ性疾患はその存在すら世間
に認知されていません。不思議なことに体の成
長に伴い病気も変化します。だから完成された
成人の病気と異なる病態となり診断に難渋する
のであろうと感じています。近年では遺伝学の
進歩により免疫不全症や自己炎症疾患が整備
され、不明熱患者の“正しい診断”と適切な治療
が可能となりました。しかし疾患の診断の基本
は症状と理学的所見だと最初に教わり、大事に

しています。様々な症状も共通した理由があり、
異常値には必ず意味があり、これらを見落とす
と診断が180°異なり、小児では修正が利かな
い障害を残してしまうことと後輩や学生に必ず
指導しています。
　私が初めて診断した疾患は高安動脈炎で
した。不幸にも難治性の頭痛としてアスピリン
のみ継続され17年経過していました。横浜市立
大学で様々な疾患を診せて頂いたことが貴重
な財産でした。丁寧に診察すると頸動脈の血管
雑音が響いており、画像で確認したときには
患者さんには申し訳ないけど正確な診断ができ
たことに対し感動しました。以後血管炎症候群
の虜になり、現在難治性血管炎の研究で協力さ
せていただいています。私の人生を変えてくれ
た患者さんとの出会い、指導くださった先生方
や患者さん、支えてくれた家族、全てに改めて
感謝し、今後は四国にも新しい仲間を作ってい
きたいと思います。

リレー連載

第15回
最終回

この企画も今回で最終回となりました！　ご寄稿いただいた先生方、どうもありがとうござい

ました。今や、この業界をリードする先生方が、迷い悩みながら進んできた道を語ってくださり、

共感しながら拝読いたしました。また、一度や二度、お酒の席をご一緒しても聞くことができない

ような興味深いひとりごとに心躍りました。

さて、今後ですが、女性リウマチ医に変わり、看護師・薬剤師の“ひとりごと”を聞いてみる

企画が立ち上がっておりまして、次号から、「リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師の

ツイート」にリニューアルとなります。

最終回を飾っていただきます中野直子先生、どうぞよろしくお願いいたします。（後藤美賀子）

愛媛県立中央病院 小児科

中野 直子 氏

自己免疫疾患研究会にて。「私が尊敬する全国の小児リウマチ専門の先生方との一枚です」（中野氏）
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インターン反対運動に
耽り過ぎて

米国留学時代にリウマチ診療の
面白さに目覚める

球児たちの肩・肘を守れ
―医学的な見地から推し進めた高校野球改革

患者さんの悲痛な叫びに
突き動かされて

現役でいる以上は一生懸命に

大組織のリーダーとして

さまざまな関節の手術経験を
生かすべくリウマチ診療の道へ

された臨床研究センター長を併任し、その後
2003年に病院長の専任となられました。国立
相模原病院へは、国立のリウマチセンター開設
を構想しての招聘だったのでしょうか。
越智：厚生労働省のリウマチ・アレルギー医療
の拠点である国立相模原病院をセンター化する
構想があったようですが、国立相模原病院には
すでにリウマチ・アレルギー疾患の研究を担う
臨床研究センターがあったので、病院をリウマチ
センターにする必要があるのか疑問でした。
経営的にみて、膠原病やリウマチを主体とすれ
ば赤字になると考え、病院名は国立相模原病院
のまま、従来どおり総合医療施設として継続
することにしました。臨床研究センターは研究
中心の施設として併存させ、全体として黒字
経営にすることができました。
　2007年3月には国立相模原病院院長を定年
退職し、「管理職はもうたくさん。本来の臨床医
に戻りたい」と、若き日にお世話になった行岡病
院に再び勤務して幸せでしたが、ご縁があって
同年9月より大阪警察病院で管理職を続ける
ことになりました。
羽生：大阪警察病院ではハイブリッド手術室を
開設するなど、積極的に最新設備を導入されて
いる印象が強くあります。

越智：手術支援ロボット・ダヴィ
ンチや、血管撮影装置・CT機
能・手術支援機器を統合したハ
イブリッド手術室など、常に最
新機器の導入を検討しています。
高度医療を提供することで患者
さんの満足感が得られるだけで
なく、多くの医師が最新機器の
使用や修得を希望して集まって
きますし、それに伴ってより多く
の患者さんが来院されるので、
結果的に病院経営にもメリット
をもたらすと考えています。

　2018年にはNTT西日本大阪病院との統合が
決まり、現在は二病院（双方の建物が稼働して
いる）体制ですが、数年後には両病院の職員が
一緒に働くレベルの高い大きな新病院の建設を
目指して計画を進めているところです。

羽生：越智先生が日本高等学校野球連盟（高野
連）の副会長を務めておられたことを知る方は
多いと思いますが、野球との関わりはいつごろ
からですか。
越智：大阪厚生年金病院勤務時代の1997年ご
ろです。右手指粉砕骨折直後の阪神タイガース
の選手の治療を先輩から頼まれました。幸い、
手術することなく腱が繋がったのですが、怪我
の直後から左手での竹刀の素振りを続けるよう
に指示したのが良かったのでしょうか。復帰後、
打率が上がり大活躍したので、球団からチーム
ドクターを依頼されました。チームドクターとし
て選手たちと関わるうちに、将来を嘱望されて
入団したばかりなのに肩や肘の故障により活躍
できずに終わる高卒投手に、成長期に壊した
痕跡を見るにつけ、大きな問題だと思うようにな
りました。こうした選手たちの肘のXPでは、成長

羽生：私が越智先生と最初に親しくお話をさせ
ていただいたのは、神戸大学教授だった広畑
和志先生（故人）が立ち上げられた六甲でのリウ
マチの会に参加した翌日の朝食の席でした。
いまでも懐かしく覚えています。
　越智先生は整形外科医として外傷外科、
そして関節リウマチを専門に数多くの難しい
手術を手がけられ、また関節リウマチに関して
は、とりわけ病態に関する研究を積み重ねて
こられました。先生が医師を志されたきっかけ
は何だったのでしょうか。
越智：実のところ、私はとくに医師を希望して
いたわけではありませんでした。理科系志望で、
自分の適性からすれば工学部に進むのがよい
のではないかと考えていましたが、学生生活を
ゆっくり送りたいと考えて6年制の医学部に進
学することにしたのです。
　私が大阪大学で学んだ1960年代は学生運動
が盛んな時代でした。私はインターン制度反対
運動に参加して、教授を頂点にした医局制度を
批判するビラを熱心に作ったりしていました。
ですから卒業後すぐに阪大病院の医局には
入局しづらく、当時中之島地区にあった阪大
病院を離れて、千里キャンパスの細菌学教室
で4年間の大学院生活を過ごしました。
　大学院を修了すれば新たな立場で入局できる
と考えていましたが、学生運動に関わった私は
推薦状を書いてもらうことができず、当時教授
が空席で推薦状が不要だった整形外科に入局
することにしました。こうした経緯があったので、
大学の医局に長くいるのは難しいだろうと考え
た私は、大学医局以外の医療の現場でこそ腕
を磨くことができる外傷外科を専門にしようと
救急病院（行岡病院）で数年間を過ごし、そこ
で数多くの手術を経験しました。来る日も来る
日も手術を重ねるうち、「自己流になってはいけ

ない」という思いから、質の高い整形外科診療
で知られた大阪厚生年金病院で1年学んでは、
翌年救急病院に戻ることを繰り返しながら外
傷外科に徹していました。

羽生：外傷外科に徹する日々から関節リウマチ
を専門にするまでには、どのような経緯があった
のでしょうか。
越智：救急医療の第一線での診療は過酷で、
ほとんど眠る時間のない当直を2日連続、時には
3日連続という日々を過ごすうちに、大阪厚生
年金病院時代の1977年はじめに結核性胸膜炎
をおこして約1カ月間の入院を余儀なくされま
した。入院中の私を見舞ってくださった大阪
大学整形外科の小野啓郎教授から「大学に
戻って体を治しなさい」と言っていただき、その
夏から大阪大学に勤務することになりました。
　翌春には異動することを考えながら大学院生
の仕事を手伝っていると、小野教授から「外傷
外科で首から足先までさまざまな関節の手術を
たくさんこなしてきた君なら、リウマチの手術も
できるだろう」と、長く助教授を務められた七川
歓次先生が滋賀医科大学教授へご栄転された
後で医師不足だったリウマチ診療に加わるよう
命じられました。これが、私がリウマチ診療に携
わるようになったきっかけです。正直なところ、
あまり気乗りがしないままのスタートでした。

羽生：リウマチ財団の派遣医としてテキサス
大学に留学されました。
越智：1979年に七川先生から日本リウマチ財団
の派遣医を薦められ、留学先を探していたときに、
神戸大学の広畑教授がテキサス大学ダラス校

のジフ教授（Dr. Morris Ziff）を紹介してくだ
さいました。当初短期間の見学のつもりで出か
けたのですが、ジフ教授の勧めもあり、2年間リ
ウマチ学の研究に携わり、リウマチ膠原病の
臨床もしっかりと学びました。ジフ教授の教え
を受け、私はすっかりリウマチ学の面白さに魅
せられてしまいました。それまで経験のなかっ
た細胞免疫の研究をして論文にまとめ、J Clin 
Investに発表することもできました。その後、私
がリウマチ学を専攻科目に挙げることができ
たのは、ジフ教授のおかげです。帰国後も毎年
演題をもってアメリカリウマチ学会（ACR）に参
加し続けましたが、ジフ教授は必ず私の発表の
場所に来てくださって、適切なご指導をいただ
きました。
　また、当時准教授だったリプスキー先生（Dr. 
Peter E. Lipsky）との出会いも、私にとっては
かけがえのないものになりました。リプスキー
先生は、ジフ教授に対して好きなことを言い
盾突く私に親近感を覚えたようで（笑）、二人で
相談しながらたくさんの仕事を手がけました。
彼とは今でも共同研究を手がけています。

羽生：テキサス大学でのご経験が、その後の
リウマチ診療への熱心なお取り組みにつな
がったのですね。
越智：ええ。そして何よりも、患者さんの悲痛な
叫びが私を診療に没頭させました。現在のよう
に薬物治療が進歩していなかった時代です。
重症例では関節が次々と破壊され、機能障害
を抱える患者さんが続発していました。
　そうした患者さんの一人で、膝関節、股関節、
肘関節などが次々と急速に破壊されて複数の
人工関節手術をした中年女性患者さんに新た

に脛骨遠位1/3くらいの最も固い部分の骨幹部
骨折と足関節の破壊が見つかったときは、X線
撮影（XP）を見ながら唖然として、しばらく言葉
が出ませんでした。患者さんは半泣きになって
「先生なぜ黙っているの？　いつも手術をして
くれているじゃない。今度も手術をしてくだ
さい！」と叫びました。最後まで歩こうと努力し
続けられましたが、呼吸器疾患の併発で亡くな
りました。あのときの悲痛な叫びは、今でも耳
に残っています。
　当時、私が積極的に勧めていたのは、重症
リウマチで手が破壊され、手指が屈曲して脱臼
した患者さんへの手指の再建手術でした。いず
れ両手の障害に陥る経過をたどるので、将来
も自分で食事ができるように片手だけでも手術
を受けるよう勧めていました。なかには手術を
敬遠する方もおられて、両手の機能障害が進み
摂食動作が自立していない患者さんの姿を見る
たびに悔やまれます。
羽生：あの頃は、悲惨な患者さんが本当にたく
さんおられましたね。
越智：2000年の米国リウマチ学会で生物学的
製剤の国際治験の発表があり、それ以降、薬物
治療法の急速な発達によって重篤な機能障害
に陥る患者さんは激減しましたね。本当に素晴
らしいことです。いまでもリウマチ患者さんは
多数おられますが、治療により日常生活を続け
られる疾患になったので、近年のリウマチ診療
の進歩を喜んでいます。
羽生：数多くの研究業績も残されてきましたが、
とりわけ関節リウマチの病態研究には力を入れ
てこられました。
越智：リウマチ患者骨髄中の変化、腸骨骨髄
からの細胞の移動、ナース細胞機能など慢性
関節リウマチの骨髄病態について解析を重ね
てきましたが、いずれも関節リウマチの原因は
滑膜ではなく造血系骨髄であることを証明す
るためのアプローチでした。今後、これまでの
研究のレビューをまとめて、締めくくりにしたい
と考えています。

羽生：1990年11月に大阪大学の整形外科教授
に就任されました。それぞれに専門領域をもつ
医師たちを束ねるリーダーとしてのご苦労は
ありましたか。
越智：阪大の整形外科学教室は、各関節外科、
脊椎外科、コンピューター支援外科など、各領域
で秀でた研究を続ける“強い教室”でした。1998
年に阪大整形外科学教室としてバイオメディ
カル研究助成プログラムの国際賞をいただく
ことになりました。臨床および研究内容に対す
る総合評価での受賞でした。
　リウマチに関しては、厚生省（現厚労省）から
リウマチ調査研究事業の研究費を長くいた
だいていました。ほかにコンピューター支援の
ロボットシステムや、抗体を駆使した研究など、
時代に先駆けた研究にも次々に挑戦すること
ができました。
羽生：1999年には大阪大学医学部長に就任され
ますが、翌2000年から国立相模原病院に新設

期に壊した痕跡（内側側副靭帯付着部の剝離
骨折痕など）が高頻度に認められました。1991年
に夏の甲子園大会決勝で、肘を痛めながら登板
を続けてきた投手が突然崩れて大敗を喫した
ときには、「高校野球は教育の一環なのに、衆人
環視のもとで素晴らしい素質が失われるまで
投げさせるなんて間違っている」と高野連に電話
をかけ、意見をせずにはいられませんでした。
　1993年の春に高野連から要請があり、夏の
甲子園大会に出場登録した投手130名を対象
に任意で検査をしたところ、医師が調べようと
すると（触られると痛いので）逃避行動を示す
（ひどい炎症状態の）選手が肩関節で6名、肘関
節で4名いました。XP検査では約15％に成長期
の野球障害の痕跡が認められました。同年12月
には高野連理事会で「これ以上の投球を続ける
と肩・肘関節を壊す危険性が高いと診断された
選手は投手としての出場を禁止する」ことが決
定されました。
　以後、毎年春夏の甲子園大会前に投手の検
診を続けてきましたが、ひどい炎症状態の投手
はほとんど見られなくなりました。しかし、XP
検査で成長期の肩・肘傷害の痕跡を認める選
手の比率は減少しないため、高校野球に限らず、

小中学生も含めた成長期の子どもたちの傷害
予防を全国的に強化して選手を守っていく必
要を感じています。2007年に就任した副会長を
2017に退き、現在は医科学委員長をしています
が、子どもたちや両親、指導者に向けて、成長
期の野球選手たちの肘・肩を守るためのガイド
ラインの作成などにも取り組んでいきたいと考
えています。

羽生：最後に、若いリウマチ医へのメッセージを
お願いします。
越智：若いときでも、現在の自分でも、「現役で
いる以上は一生懸命にやるしかない」と思って
います。ですから、若い人に「頑張れよ、夢を
もて」と言うようなゆとりはないというのが正直
なところです。目の前の可能なことを一生懸命
やる。それは若い医師にとっても同じでしょう。
羽生：これまでも、そして現在もそのような思い
でお仕事をしてこられたことは、先生のお話の
端々に感じることができました。本日はどうも
ありがとうございました。

先端的治療薬実用化前の
リウマチ道

  
 

題字・仲村一郎 編集長

聞き手 ： 羽生 忠正 編集員 長岡赤十字病院 名誉リウマチセンター長

大阪警察病院 院長／大阪大学 名誉教授 越智 隆弘 氏

リウマチ財団で理事を6年、日本リウマチ学会では理事長を6期5年間務められた越智隆弘先生。「医師になるつもりはまったく

なかった」と笑うが、「患者さんの悲痛な叫び」が整形外科医となった越智先生を診療に没頭させることになったと振り返る。

外傷外科からリウマチへの転身のいきさつ、高校球児らの投球制限の議論を巻き起こすに至った野球との関わり、さらに大学

研究室や大規模病院のリーダーとして考えてきたことなどについてうかがった。

昔話から始まって話が尽きない羽生編集員（左）と越智氏（右）

写真左：アメリカリウマチ学会（ACR）ポスター展示会場にて（1987年）越智隆弘氏とジフ教授（Dr. Morris Ziff）。
写真右：バイオメディカル研究助成プログラム国際賞受賞講演（1998年）大阪大学整形外科教室がバイオメディカル研究助成
プログラムの国際賞としてBristol-Myers Squibb K.K.賞を受賞。臨床・研究内容に対する総合評価による受賞であった。

取材後の両氏。整形外科レジェンド対談でした！

学生時代は剣道部だった越智氏

●リウマチ医になったわけ
　リウマチ医である以前に小児科を選択しま
した。やれ夏休みだ、遠足だ、運動会だ、と行
事に振り回され、今はCOVID19に代表される
季節の感染症対策に追われながら自然治癒
する経過を温かく見守っています。さらに小
児科医には保護者とともに子どもの成長を支
えて見守ることができるという魅力的な特権
があります。しかし極めて稀にきちんと治療
しないと成長すら望めないリウマチの患児が
います。
　私が小児リウマチ医を目指した頃は、全身型
JIAに対して世界で初めてトシリズマブの治験

が国内の限定された施設で行われていた時期
で、中国四国地域の専門医はゼロでした。目前
で苦しんでいたステロイド依存性の全身型JIA
の男児との出会いにより、夫子供を残して横浜
市立大学小児科の扉を叩きました。

●女性医師でよかったこと
　病気のみならず子どもたちにとって最強の
味方は母親です。小児一般診療においてもまず
は母が生育歴、既往歴、現病歴を詳細に教えて
くれて、患児が言いたいことまで通訳してくれ
ます。さらに難しい病気を患児が理解できるよ
うに解説してくれて全面的に協力してくれます。

そのキーパーソンである母とコミュニケーション
を取りやすいのは女性医師の特典だと感じ
ます。一方、患児に対しても、思春期の女児でも
全身の診察に抵抗なく応じてくれたり、繊細な
女子同士の悩みを打ち明けてくれたり、小さい
患児は母親のように慕ってくれたり、本音で
ぶつかってきてくれる事が多いのが女性医師
の強みであろうと思います。

●ひとりごと
　子どものリウマチ性疾患はその存在すら世間
に認知されていません。不思議なことに体の成
長に伴い病気も変化します。だから完成された
成人の病気と異なる病態となり診断に難渋する
のであろうと感じています。近年では遺伝学の
進歩により免疫不全症や自己炎症疾患が整備
され、不明熱患者の“正しい診断”と適切な治療
が可能となりました。しかし疾患の診断の基本
は症状と理学的所見だと最初に教わり、大事に

しています。様々な症状も共通した理由があり、
異常値には必ず意味があり、これらを見落とす
と診断が180°異なり、小児では修正が利かな
い障害を残してしまうことと後輩や学生に必ず
指導しています。
　私が初めて診断した疾患は高安動脈炎で
した。不幸にも難治性の頭痛としてアスピリン
のみ継続され17年経過していました。横浜市立
大学で様々な疾患を診せて頂いたことが貴重
な財産でした。丁寧に診察すると頸動脈の血管
雑音が響いており、画像で確認したときには
患者さんには申し訳ないけど正確な診断ができ
たことに対し感動しました。以後血管炎症候群
の虜になり、現在難治性血管炎の研究で協力さ
せていただいています。私の人生を変えてくれ
た患者さんとの出会い、指導くださった先生方
や患者さん、支えてくれた家族、全てに改めて
感謝し、今後は四国にも新しい仲間を作ってい
きたいと思います。

リレー連載

第15回
最終回

この企画も今回で最終回となりました！　ご寄稿いただいた先生方、どうもありがとうござい

ました。今や、この業界をリードする先生方が、迷い悩みながら進んできた道を語ってくださり、

共感しながら拝読いたしました。また、一度や二度、お酒の席をご一緒しても聞くことができない

ような興味深いひとりごとに心躍りました。

さて、今後ですが、女性リウマチ医に変わり、看護師・薬剤師の“ひとりごと”を聞いてみる

企画が立ち上がっておりまして、次号から、「リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師の

ツイート」にリニューアルとなります。

最終回を飾っていただきます中野直子先生、どうぞよろしくお願いいたします。（後藤美賀子）

愛媛県立中央病院 小児科

中野 直子 氏

自己免疫疾患研究会にて。「私が尊敬する全国の小児リウマチ専門の先生方との一枚です」（中野氏）
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インターン反対運動に
耽り過ぎて

米国留学時代にリウマチ診療の
面白さに目覚める

球児たちの肩・肘を守れ
―医学的な見地から推し進めた高校野球改革

患者さんの悲痛な叫びに
突き動かされて

現役でいる以上は一生懸命に

大組織のリーダーとして

さまざまな関節の手術経験を
生かすべくリウマチ診療の道へ

された臨床研究センター長を併任し、その後
2003年に病院長の専任となられました。国立
相模原病院へは、国立のリウマチセンター開設
を構想しての招聘だったのでしょうか。
越智：厚生労働省のリウマチ・アレルギー医療
の拠点である国立相模原病院をセンター化する
構想があったようですが、国立相模原病院には
すでにリウマチ・アレルギー疾患の研究を担う
臨床研究センターがあったので、病院をリウマチ
センターにする必要があるのか疑問でした。
経営的にみて、膠原病やリウマチを主体とすれ
ば赤字になると考え、病院名は国立相模原病院
のまま、従来どおり総合医療施設として継続
することにしました。臨床研究センターは研究
中心の施設として併存させ、全体として黒字
経営にすることができました。
　2007年3月には国立相模原病院院長を定年
退職し、「管理職はもうたくさん。本来の臨床医
に戻りたい」と、若き日にお世話になった行岡病
院に再び勤務して幸せでしたが、ご縁があって
同年9月より大阪警察病院で管理職を続ける
ことになりました。
羽生：大阪警察病院ではハイブリッド手術室を
開設するなど、積極的に最新設備を導入されて
いる印象が強くあります。

越智：手術支援ロボット・ダヴィ
ンチや、血管撮影装置・CT機
能・手術支援機器を統合したハ
イブリッド手術室など、常に最
新機器の導入を検討しています。
高度医療を提供することで患者
さんの満足感が得られるだけで
なく、多くの医師が最新機器の
使用や修得を希望して集まって
きますし、それに伴ってより多く
の患者さんが来院されるので、
結果的に病院経営にもメリット
をもたらすと考えています。

　2018年にはNTT西日本大阪病院との統合が
決まり、現在は二病院（双方の建物が稼働して
いる）体制ですが、数年後には両病院の職員が
一緒に働くレベルの高い大きな新病院の建設を
目指して計画を進めているところです。

羽生：越智先生が日本高等学校野球連盟（高野
連）の副会長を務めておられたことを知る方は
多いと思いますが、野球との関わりはいつごろ
からですか。
越智：大阪厚生年金病院勤務時代の1997年ご
ろです。右手指粉砕骨折直後の阪神タイガース
の選手の治療を先輩から頼まれました。幸い、
手術することなく腱が繋がったのですが、怪我
の直後から左手での竹刀の素振りを続けるよう
に指示したのが良かったのでしょうか。復帰後、
打率が上がり大活躍したので、球団からチーム
ドクターを依頼されました。チームドクターとし
て選手たちと関わるうちに、将来を嘱望されて
入団したばかりなのに肩や肘の故障により活躍
できずに終わる高卒投手に、成長期に壊した
痕跡を見るにつけ、大きな問題だと思うようにな
りました。こうした選手たちの肘のXPでは、成長

羽生：私が越智先生と最初に親しくお話をさせ
ていただいたのは、神戸大学教授だった広畑
和志先生（故人）が立ち上げられた六甲でのリウ
マチの会に参加した翌日の朝食の席でした。
いまでも懐かしく覚えています。
　越智先生は整形外科医として外傷外科、
そして関節リウマチを専門に数多くの難しい
手術を手がけられ、また関節リウマチに関して
は、とりわけ病態に関する研究を積み重ねて
こられました。先生が医師を志されたきっかけ
は何だったのでしょうか。
越智：実のところ、私はとくに医師を希望して
いたわけではありませんでした。理科系志望で、
自分の適性からすれば工学部に進むのがよい
のではないかと考えていましたが、学生生活を
ゆっくり送りたいと考えて6年制の医学部に進
学することにしたのです。
　私が大阪大学で学んだ1960年代は学生運動
が盛んな時代でした。私はインターン制度反対
運動に参加して、教授を頂点にした医局制度を
批判するビラを熱心に作ったりしていました。
ですから卒業後すぐに阪大病院の医局には
入局しづらく、当時中之島地区にあった阪大
病院を離れて、千里キャンパスの細菌学教室
で4年間の大学院生活を過ごしました。
　大学院を修了すれば新たな立場で入局できる
と考えていましたが、学生運動に関わった私は
推薦状を書いてもらうことができず、当時教授
が空席で推薦状が不要だった整形外科に入局
することにしました。こうした経緯があったので、
大学の医局に長くいるのは難しいだろうと考え
た私は、大学医局以外の医療の現場でこそ腕
を磨くことができる外傷外科を専門にしようと
救急病院（行岡病院）で数年間を過ごし、そこ
で数多くの手術を経験しました。来る日も来る
日も手術を重ねるうち、「自己流になってはいけ

ない」という思いから、質の高い整形外科診療
で知られた大阪厚生年金病院で1年学んでは、
翌年救急病院に戻ることを繰り返しながら外
傷外科に徹していました。

羽生：外傷外科に徹する日々から関節リウマチ
を専門にするまでには、どのような経緯があった
のでしょうか。
越智：救急医療の第一線での診療は過酷で、
ほとんど眠る時間のない当直を2日連続、時には
3日連続という日々を過ごすうちに、大阪厚生
年金病院時代の1977年はじめに結核性胸膜炎
をおこして約1カ月間の入院を余儀なくされま
した。入院中の私を見舞ってくださった大阪
大学整形外科の小野啓郎教授から「大学に
戻って体を治しなさい」と言っていただき、その
夏から大阪大学に勤務することになりました。
　翌春には異動することを考えながら大学院生
の仕事を手伝っていると、小野教授から「外傷
外科で首から足先までさまざまな関節の手術を
たくさんこなしてきた君なら、リウマチの手術も
できるだろう」と、長く助教授を務められた七川
歓次先生が滋賀医科大学教授へご栄転された
後で医師不足だったリウマチ診療に加わるよう
命じられました。これが、私がリウマチ診療に携
わるようになったきっかけです。正直なところ、
あまり気乗りがしないままのスタートでした。

羽生：リウマチ財団の派遣医としてテキサス
大学に留学されました。
越智：1979年に七川先生から日本リウマチ財団
の派遣医を薦められ、留学先を探していたときに、
神戸大学の広畑教授がテキサス大学ダラス校

のジフ教授（Dr. Morris Ziff）を紹介してくだ
さいました。当初短期間の見学のつもりで出か
けたのですが、ジフ教授の勧めもあり、2年間リ
ウマチ学の研究に携わり、リウマチ膠原病の
臨床もしっかりと学びました。ジフ教授の教え
を受け、私はすっかりリウマチ学の面白さに魅
せられてしまいました。それまで経験のなかっ
た細胞免疫の研究をして論文にまとめ、J Clin 
Investに発表することもできました。その後、私
がリウマチ学を専攻科目に挙げることができ
たのは、ジフ教授のおかげです。帰国後も毎年
演題をもってアメリカリウマチ学会（ACR）に参
加し続けましたが、ジフ教授は必ず私の発表の
場所に来てくださって、適切なご指導をいただ
きました。
　また、当時准教授だったリプスキー先生（Dr. 
Peter E. Lipsky）との出会いも、私にとっては
かけがえのないものになりました。リプスキー
先生は、ジフ教授に対して好きなことを言い
盾突く私に親近感を覚えたようで（笑）、二人で
相談しながらたくさんの仕事を手がけました。
彼とは今でも共同研究を手がけています。

羽生：テキサス大学でのご経験が、その後の
リウマチ診療への熱心なお取り組みにつな
がったのですね。
越智：ええ。そして何よりも、患者さんの悲痛な
叫びが私を診療に没頭させました。現在のよう
に薬物治療が進歩していなかった時代です。
重症例では関節が次々と破壊され、機能障害
を抱える患者さんが続発していました。
　そうした患者さんの一人で、膝関節、股関節、
肘関節などが次々と急速に破壊されて複数の
人工関節手術をした中年女性患者さんに新た

に脛骨遠位1/3くらいの最も固い部分の骨幹部
骨折と足関節の破壊が見つかったときは、X線
撮影（XP）を見ながら唖然として、しばらく言葉
が出ませんでした。患者さんは半泣きになって
「先生なぜ黙っているの？　いつも手術をして
くれているじゃない。今度も手術をしてくだ
さい！」と叫びました。最後まで歩こうと努力し
続けられましたが、呼吸器疾患の併発で亡くな
りました。あのときの悲痛な叫びは、今でも耳
に残っています。
　当時、私が積極的に勧めていたのは、重症
リウマチで手が破壊され、手指が屈曲して脱臼
した患者さんへの手指の再建手術でした。いず
れ両手の障害に陥る経過をたどるので、将来
も自分で食事ができるように片手だけでも手術
を受けるよう勧めていました。なかには手術を
敬遠する方もおられて、両手の機能障害が進み
摂食動作が自立していない患者さんの姿を見る
たびに悔やまれます。
羽生：あの頃は、悲惨な患者さんが本当にたく
さんおられましたね。
越智：2000年の米国リウマチ学会で生物学的
製剤の国際治験の発表があり、それ以降、薬物
治療法の急速な発達によって重篤な機能障害
に陥る患者さんは激減しましたね。本当に素晴
らしいことです。いまでもリウマチ患者さんは
多数おられますが、治療により日常生活を続け
られる疾患になったので、近年のリウマチ診療
の進歩を喜んでいます。
羽生：数多くの研究業績も残されてきましたが、
とりわけ関節リウマチの病態研究には力を入れ
てこられました。
越智：リウマチ患者骨髄中の変化、腸骨骨髄
からの細胞の移動、ナース細胞機能など慢性
関節リウマチの骨髄病態について解析を重ね
てきましたが、いずれも関節リウマチの原因は
滑膜ではなく造血系骨髄であることを証明す
るためのアプローチでした。今後、これまでの
研究のレビューをまとめて、締めくくりにしたい
と考えています。

羽生：1990年11月に大阪大学の整形外科教授
に就任されました。それぞれに専門領域をもつ
医師たちを束ねるリーダーとしてのご苦労は
ありましたか。
越智：阪大の整形外科学教室は、各関節外科、
脊椎外科、コンピューター支援外科など、各領域
で秀でた研究を続ける“強い教室”でした。1998
年に阪大整形外科学教室としてバイオメディ
カル研究助成プログラムの国際賞をいただく
ことになりました。臨床および研究内容に対す
る総合評価での受賞でした。
　リウマチに関しては、厚生省（現厚労省）から
リウマチ調査研究事業の研究費を長くいた
だいていました。ほかにコンピューター支援の
ロボットシステムや、抗体を駆使した研究など、
時代に先駆けた研究にも次々に挑戦すること
ができました。
羽生：1999年には大阪大学医学部長に就任され
ますが、翌2000年から国立相模原病院に新設

期に壊した痕跡（内側側副靭帯付着部の剝離
骨折痕など）が高頻度に認められました。1991年
に夏の甲子園大会決勝で、肘を痛めながら登板
を続けてきた投手が突然崩れて大敗を喫した
ときには、「高校野球は教育の一環なのに、衆人
環視のもとで素晴らしい素質が失われるまで
投げさせるなんて間違っている」と高野連に電話
をかけ、意見をせずにはいられませんでした。
　1993年の春に高野連から要請があり、夏の
甲子園大会に出場登録した投手130名を対象
に任意で検査をしたところ、医師が調べようと
すると（触られると痛いので）逃避行動を示す
（ひどい炎症状態の）選手が肩関節で6名、肘関
節で4名いました。XP検査では約15％に成長期
の野球障害の痕跡が認められました。同年12月
には高野連理事会で「これ以上の投球を続ける
と肩・肘関節を壊す危険性が高いと診断された
選手は投手としての出場を禁止する」ことが決
定されました。
　以後、毎年春夏の甲子園大会前に投手の検
診を続けてきましたが、ひどい炎症状態の投手
はほとんど見られなくなりました。しかし、XP
検査で成長期の肩・肘傷害の痕跡を認める選
手の比率は減少しないため、高校野球に限らず、

小中学生も含めた成長期の子どもたちの傷害
予防を全国的に強化して選手を守っていく必
要を感じています。2007年に就任した副会長を
2017に退き、現在は医科学委員長をしています
が、子どもたちや両親、指導者に向けて、成長
期の野球選手たちの肘・肩を守るためのガイド
ラインの作成などにも取り組んでいきたいと考
えています。

羽生：最後に、若いリウマチ医へのメッセージを
お願いします。
越智：若いときでも、現在の自分でも、「現役で
いる以上は一生懸命にやるしかない」と思って
います。ですから、若い人に「頑張れよ、夢を
もて」と言うようなゆとりはないというのが正直
なところです。目の前の可能なことを一生懸命
やる。それは若い医師にとっても同じでしょう。
羽生：これまでも、そして現在もそのような思い
でお仕事をしてこられたことは、先生のお話の
端々に感じることができました。本日はどうも
ありがとうございました。

先端的治療薬実用化前の
リウマチ道

  
 

題字・仲村一郎 編集長

聞き手 ： 羽生 忠正 編集員 長岡赤十字病院 名誉リウマチセンター長

大阪警察病院 院長／大阪大学 名誉教授 越智 隆弘 氏

リウマチ財団で理事を6年、日本リウマチ学会では理事長を6期5年間務められた越智隆弘先生。「医師になるつもりはまったく

なかった」と笑うが、「患者さんの悲痛な叫び」が整形外科医となった越智先生を診療に没頭させることになったと振り返る。

外傷外科からリウマチへの転身のいきさつ、高校球児らの投球制限の議論を巻き起こすに至った野球との関わり、さらに大学

研究室や大規模病院のリーダーとして考えてきたことなどについてうかがった。

昔話から始まって話が尽きない羽生編集員（左）と越智氏（右）

写真左：アメリカリウマチ学会（ACR）ポスター展示会場にて（1987年）越智隆弘氏とジフ教授（Dr. Morris Ziff）。
写真右：バイオメディカル研究助成プログラム国際賞受賞講演（1998年）大阪大学整形外科教室がバイオメディカル研究助成
プログラムの国際賞としてBristol-Myers Squibb K.K.賞を受賞。臨床・研究内容に対する総合評価による受賞であった。

取材後の両氏。整形外科レジェンド対談でした！

学生時代は剣道部だった越智氏

●リウマチ医になったわけ
　リウマチ医である以前に小児科を選択しま
した。やれ夏休みだ、遠足だ、運動会だ、と行
事に振り回され、今はCOVID19に代表される
季節の感染症対策に追われながら自然治癒
する経過を温かく見守っています。さらに小
児科医には保護者とともに子どもの成長を支
えて見守ることができるという魅力的な特権
があります。しかし極めて稀にきちんと治療
しないと成長すら望めないリウマチの患児が
います。
　私が小児リウマチ医を目指した頃は、全身型
JIAに対して世界で初めてトシリズマブの治験

が国内の限定された施設で行われていた時期
で、中国四国地域の専門医はゼロでした。目前
で苦しんでいたステロイド依存性の全身型JIA
の男児との出会いにより、夫子供を残して横浜
市立大学小児科の扉を叩きました。

●女性医師でよかったこと
　病気のみならず子どもたちにとって最強の
味方は母親です。小児一般診療においてもまず
は母が生育歴、既往歴、現病歴を詳細に教えて
くれて、患児が言いたいことまで通訳してくれ
ます。さらに難しい病気を患児が理解できるよ
うに解説してくれて全面的に協力してくれます。

そのキーパーソンである母とコミュニケーション
を取りやすいのは女性医師の特典だと感じ
ます。一方、患児に対しても、思春期の女児でも
全身の診察に抵抗なく応じてくれたり、繊細な
女子同士の悩みを打ち明けてくれたり、小さい
患児は母親のように慕ってくれたり、本音で
ぶつかってきてくれる事が多いのが女性医師
の強みであろうと思います。

●ひとりごと
　子どものリウマチ性疾患はその存在すら世間
に認知されていません。不思議なことに体の成
長に伴い病気も変化します。だから完成された
成人の病気と異なる病態となり診断に難渋する
のであろうと感じています。近年では遺伝学の
進歩により免疫不全症や自己炎症疾患が整備
され、不明熱患者の“正しい診断”と適切な治療
が可能となりました。しかし疾患の診断の基本
は症状と理学的所見だと最初に教わり、大事に

しています。様々な症状も共通した理由があり、
異常値には必ず意味があり、これらを見落とす
と診断が180°異なり、小児では修正が利かな
い障害を残してしまうことと後輩や学生に必ず
指導しています。
　私が初めて診断した疾患は高安動脈炎で
した。不幸にも難治性の頭痛としてアスピリン
のみ継続され17年経過していました。横浜市立
大学で様々な疾患を診せて頂いたことが貴重
な財産でした。丁寧に診察すると頸動脈の血管
雑音が響いており、画像で確認したときには
患者さんには申し訳ないけど正確な診断ができ
たことに対し感動しました。以後血管炎症候群
の虜になり、現在難治性血管炎の研究で協力さ
せていただいています。私の人生を変えてくれ
た患者さんとの出会い、指導くださった先生方
や患者さん、支えてくれた家族、全てに改めて
感謝し、今後は四国にも新しい仲間を作ってい
きたいと思います。

リレー連載

第15回
最終回

この企画も今回で最終回となりました！　ご寄稿いただいた先生方、どうもありがとうござい

ました。今や、この業界をリードする先生方が、迷い悩みながら進んできた道を語ってくださり、

共感しながら拝読いたしました。また、一度や二度、お酒の席をご一緒しても聞くことができない

ような興味深いひとりごとに心躍りました。

さて、今後ですが、女性リウマチ医に変わり、看護師・薬剤師の“ひとりごと”を聞いてみる

企画が立ち上がっておりまして、次号から、「リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師の

ツイート」にリニューアルとなります。

最終回を飾っていただきます中野直子先生、どうぞよろしくお願いいたします。（後藤美賀子）

愛媛県立中央病院 小児科

中野 直子 氏

自己免疫疾患研究会にて。「私が尊敬する全国の小児リウマチ専門の先生方との一枚です」（中野氏）
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インターン反対運動に
耽り過ぎて

米国留学時代にリウマチ診療の
面白さに目覚める

球児たちの肩・肘を守れ
―医学的な見地から推し進めた高校野球改革

患者さんの悲痛な叫びに
突き動かされて

現役でいる以上は一生懸命に

大組織のリーダーとして

さまざまな関節の手術経験を
生かすべくリウマチ診療の道へ

された臨床研究センター長を併任し、その後
2003年に病院長の専任となられました。国立
相模原病院へは、国立のリウマチセンター開設
を構想しての招聘だったのでしょうか。
越智：厚生労働省のリウマチ・アレルギー医療
の拠点である国立相模原病院をセンター化する
構想があったようですが、国立相模原病院には
すでにリウマチ・アレルギー疾患の研究を担う
臨床研究センターがあったので、病院をリウマチ
センターにする必要があるのか疑問でした。
経営的にみて、膠原病やリウマチを主体とすれ
ば赤字になると考え、病院名は国立相模原病院
のまま、従来どおり総合医療施設として継続
することにしました。臨床研究センターは研究
中心の施設として併存させ、全体として黒字
経営にすることができました。
　2007年3月には国立相模原病院院長を定年
退職し、「管理職はもうたくさん。本来の臨床医
に戻りたい」と、若き日にお世話になった行岡病
院に再び勤務して幸せでしたが、ご縁があって
同年9月より大阪警察病院で管理職を続ける
ことになりました。
羽生：大阪警察病院ではハイブリッド手術室を
開設するなど、積極的に最新設備を導入されて
いる印象が強くあります。

越智：手術支援ロボット・ダヴィ
ンチや、血管撮影装置・CT機
能・手術支援機器を統合したハ
イブリッド手術室など、常に最
新機器の導入を検討しています。
高度医療を提供することで患者
さんの満足感が得られるだけで
なく、多くの医師が最新機器の
使用や修得を希望して集まって
きますし、それに伴ってより多く
の患者さんが来院されるので、
結果的に病院経営にもメリット
をもたらすと考えています。

　2018年にはNTT西日本大阪病院との統合が
決まり、現在は二病院（双方の建物が稼働して
いる）体制ですが、数年後には両病院の職員が
一緒に働くレベルの高い大きな新病院の建設を
目指して計画を進めているところです。

羽生：越智先生が日本高等学校野球連盟（高野
連）の副会長を務めておられたことを知る方は
多いと思いますが、野球との関わりはいつごろ
からですか。
越智：大阪厚生年金病院勤務時代の1997年ご
ろです。右手指粉砕骨折直後の阪神タイガース
の選手の治療を先輩から頼まれました。幸い、
手術することなく腱が繋がったのですが、怪我
の直後から左手での竹刀の素振りを続けるよう
に指示したのが良かったのでしょうか。復帰後、
打率が上がり大活躍したので、球団からチーム
ドクターを依頼されました。チームドクターとし
て選手たちと関わるうちに、将来を嘱望されて
入団したばかりなのに肩や肘の故障により活躍
できずに終わる高卒投手に、成長期に壊した
痕跡を見るにつけ、大きな問題だと思うようにな
りました。こうした選手たちの肘のXPでは、成長

羽生：私が越智先生と最初に親しくお話をさせ
ていただいたのは、神戸大学教授だった広畑
和志先生（故人）が立ち上げられた六甲でのリウ
マチの会に参加した翌日の朝食の席でした。
いまでも懐かしく覚えています。
　越智先生は整形外科医として外傷外科、
そして関節リウマチを専門に数多くの難しい
手術を手がけられ、また関節リウマチに関して
は、とりわけ病態に関する研究を積み重ねて
こられました。先生が医師を志されたきっかけ
は何だったのでしょうか。
越智：実のところ、私はとくに医師を希望して
いたわけではありませんでした。理科系志望で、
自分の適性からすれば工学部に進むのがよい
のではないかと考えていましたが、学生生活を
ゆっくり送りたいと考えて6年制の医学部に進
学することにしたのです。
　私が大阪大学で学んだ1960年代は学生運動
が盛んな時代でした。私はインターン制度反対
運動に参加して、教授を頂点にした医局制度を
批判するビラを熱心に作ったりしていました。
ですから卒業後すぐに阪大病院の医局には
入局しづらく、当時中之島地区にあった阪大
病院を離れて、千里キャンパスの細菌学教室
で4年間の大学院生活を過ごしました。
　大学院を修了すれば新たな立場で入局できる
と考えていましたが、学生運動に関わった私は
推薦状を書いてもらうことができず、当時教授
が空席で推薦状が不要だった整形外科に入局
することにしました。こうした経緯があったので、
大学の医局に長くいるのは難しいだろうと考え
た私は、大学医局以外の医療の現場でこそ腕
を磨くことができる外傷外科を専門にしようと
救急病院（行岡病院）で数年間を過ごし、そこ
で数多くの手術を経験しました。来る日も来る
日も手術を重ねるうち、「自己流になってはいけ

ない」という思いから、質の高い整形外科診療
で知られた大阪厚生年金病院で1年学んでは、
翌年救急病院に戻ることを繰り返しながら外
傷外科に徹していました。

羽生：外傷外科に徹する日々から関節リウマチ
を専門にするまでには、どのような経緯があった
のでしょうか。
越智：救急医療の第一線での診療は過酷で、
ほとんど眠る時間のない当直を2日連続、時には
3日連続という日々を過ごすうちに、大阪厚生
年金病院時代の1977年はじめに結核性胸膜炎
をおこして約1カ月間の入院を余儀なくされま
した。入院中の私を見舞ってくださった大阪
大学整形外科の小野啓郎教授から「大学に
戻って体を治しなさい」と言っていただき、その
夏から大阪大学に勤務することになりました。
　翌春には異動することを考えながら大学院生
の仕事を手伝っていると、小野教授から「外傷
外科で首から足先までさまざまな関節の手術を
たくさんこなしてきた君なら、リウマチの手術も
できるだろう」と、長く助教授を務められた七川
歓次先生が滋賀医科大学教授へご栄転された
後で医師不足だったリウマチ診療に加わるよう
命じられました。これが、私がリウマチ診療に携
わるようになったきっかけです。正直なところ、
あまり気乗りがしないままのスタートでした。

羽生：リウマチ財団の派遣医としてテキサス
大学に留学されました。
越智：1979年に七川先生から日本リウマチ財団
の派遣医を薦められ、留学先を探していたときに、
神戸大学の広畑教授がテキサス大学ダラス校

のジフ教授（Dr. Morris Ziff）を紹介してくだ
さいました。当初短期間の見学のつもりで出か
けたのですが、ジフ教授の勧めもあり、2年間リ
ウマチ学の研究に携わり、リウマチ膠原病の
臨床もしっかりと学びました。ジフ教授の教え
を受け、私はすっかりリウマチ学の面白さに魅
せられてしまいました。それまで経験のなかっ
た細胞免疫の研究をして論文にまとめ、J Clin 
Investに発表することもできました。その後、私
がリウマチ学を専攻科目に挙げることができ
たのは、ジフ教授のおかげです。帰国後も毎年
演題をもってアメリカリウマチ学会（ACR）に参
加し続けましたが、ジフ教授は必ず私の発表の
場所に来てくださって、適切なご指導をいただ
きました。
　また、当時准教授だったリプスキー先生（Dr. 
Peter E. Lipsky）との出会いも、私にとっては
かけがえのないものになりました。リプスキー
先生は、ジフ教授に対して好きなことを言い
盾突く私に親近感を覚えたようで（笑）、二人で
相談しながらたくさんの仕事を手がけました。
彼とは今でも共同研究を手がけています。

羽生：テキサス大学でのご経験が、その後の
リウマチ診療への熱心なお取り組みにつな
がったのですね。
越智：ええ。そして何よりも、患者さんの悲痛な
叫びが私を診療に没頭させました。現在のよう
に薬物治療が進歩していなかった時代です。
重症例では関節が次々と破壊され、機能障害
を抱える患者さんが続発していました。
　そうした患者さんの一人で、膝関節、股関節、
肘関節などが次々と急速に破壊されて複数の
人工関節手術をした中年女性患者さんに新た

に脛骨遠位1/3くらいの最も固い部分の骨幹部
骨折と足関節の破壊が見つかったときは、X線
撮影（XP）を見ながら唖然として、しばらく言葉
が出ませんでした。患者さんは半泣きになって
「先生なぜ黙っているの？　いつも手術をして
くれているじゃない。今度も手術をしてくだ
さい！」と叫びました。最後まで歩こうと努力し
続けられましたが、呼吸器疾患の併発で亡くな
りました。あのときの悲痛な叫びは、今でも耳
に残っています。
　当時、私が積極的に勧めていたのは、重症
リウマチで手が破壊され、手指が屈曲して脱臼
した患者さんへの手指の再建手術でした。いず
れ両手の障害に陥る経過をたどるので、将来
も自分で食事ができるように片手だけでも手術
を受けるよう勧めていました。なかには手術を
敬遠する方もおられて、両手の機能障害が進み
摂食動作が自立していない患者さんの姿を見る
たびに悔やまれます。
羽生：あの頃は、悲惨な患者さんが本当にたく
さんおられましたね。
越智：2000年の米国リウマチ学会で生物学的
製剤の国際治験の発表があり、それ以降、薬物
治療法の急速な発達によって重篤な機能障害
に陥る患者さんは激減しましたね。本当に素晴
らしいことです。いまでもリウマチ患者さんは
多数おられますが、治療により日常生活を続け
られる疾患になったので、近年のリウマチ診療
の進歩を喜んでいます。
羽生：数多くの研究業績も残されてきましたが、
とりわけ関節リウマチの病態研究には力を入れ
てこられました。
越智：リウマチ患者骨髄中の変化、腸骨骨髄
からの細胞の移動、ナース細胞機能など慢性
関節リウマチの骨髄病態について解析を重ね
てきましたが、いずれも関節リウマチの原因は
滑膜ではなく造血系骨髄であることを証明す
るためのアプローチでした。今後、これまでの
研究のレビューをまとめて、締めくくりにしたい
と考えています。

羽生：1990年11月に大阪大学の整形外科教授
に就任されました。それぞれに専門領域をもつ
医師たちを束ねるリーダーとしてのご苦労は
ありましたか。
越智：阪大の整形外科学教室は、各関節外科、
脊椎外科、コンピューター支援外科など、各領域
で秀でた研究を続ける“強い教室”でした。1998
年に阪大整形外科学教室としてバイオメディ
カル研究助成プログラムの国際賞をいただく
ことになりました。臨床および研究内容に対す
る総合評価での受賞でした。
　リウマチに関しては、厚生省（現厚労省）から
リウマチ調査研究事業の研究費を長くいた
だいていました。ほかにコンピューター支援の
ロボットシステムや、抗体を駆使した研究など、
時代に先駆けた研究にも次々に挑戦すること
ができました。
羽生：1999年には大阪大学医学部長に就任され
ますが、翌2000年から国立相模原病院に新設

期に壊した痕跡（内側側副靭帯付着部の剝離
骨折痕など）が高頻度に認められました。1991年
に夏の甲子園大会決勝で、肘を痛めながら登板
を続けてきた投手が突然崩れて大敗を喫した
ときには、「高校野球は教育の一環なのに、衆人
環視のもとで素晴らしい素質が失われるまで
投げさせるなんて間違っている」と高野連に電話
をかけ、意見をせずにはいられませんでした。
　1993年の春に高野連から要請があり、夏の
甲子園大会に出場登録した投手130名を対象
に任意で検査をしたところ、医師が調べようと
すると（触られると痛いので）逃避行動を示す
（ひどい炎症状態の）選手が肩関節で6名、肘関
節で4名いました。XP検査では約15％に成長期
の野球障害の痕跡が認められました。同年12月
には高野連理事会で「これ以上の投球を続ける
と肩・肘関節を壊す危険性が高いと診断された
選手は投手としての出場を禁止する」ことが決
定されました。
　以後、毎年春夏の甲子園大会前に投手の検
診を続けてきましたが、ひどい炎症状態の投手
はほとんど見られなくなりました。しかし、XP
検査で成長期の肩・肘傷害の痕跡を認める選
手の比率は減少しないため、高校野球に限らず、

小中学生も含めた成長期の子どもたちの傷害
予防を全国的に強化して選手を守っていく必
要を感じています。2007年に就任した副会長を
2017に退き、現在は医科学委員長をしています
が、子どもたちや両親、指導者に向けて、成長
期の野球選手たちの肘・肩を守るためのガイド
ラインの作成などにも取り組んでいきたいと考
えています。

羽生：最後に、若いリウマチ医へのメッセージを
お願いします。
越智：若いときでも、現在の自分でも、「現役で
いる以上は一生懸命にやるしかない」と思って
います。ですから、若い人に「頑張れよ、夢を
もて」と言うようなゆとりはないというのが正直
なところです。目の前の可能なことを一生懸命
やる。それは若い医師にとっても同じでしょう。
羽生：これまでも、そして現在もそのような思い
でお仕事をしてこられたことは、先生のお話の
端々に感じることができました。本日はどうも
ありがとうございました。

先端的治療薬実用化前の
リウマチ道

  
 

題字・仲村一郎 編集長

聞き手 ： 羽生 忠正 編集員 長岡赤十字病院 名誉リウマチセンター長

大阪警察病院 院長／大阪大学 名誉教授 越智 隆弘 氏

リウマチ財団で理事を6年、日本リウマチ学会では理事長を6期5年間務められた越智隆弘先生。「医師になるつもりはまったく

なかった」と笑うが、「患者さんの悲痛な叫び」が整形外科医となった越智先生を診療に没頭させることになったと振り返る。

外傷外科からリウマチへの転身のいきさつ、高校球児らの投球制限の議論を巻き起こすに至った野球との関わり、さらに大学

研究室や大規模病院のリーダーとして考えてきたことなどについてうかがった。

昔話から始まって話が尽きない羽生編集員（左）と越智氏（右）

写真左：アメリカリウマチ学会（ACR）ポスター展示会場にて（1987年）越智隆弘氏とジフ教授（Dr. Morris Ziff）。
写真右：バイオメディカル研究助成プログラム国際賞受賞講演（1998年）大阪大学整形外科教室がバイオメディカル研究助成
プログラムの国際賞としてBristol-Myers Squibb K.K.賞を受賞。臨床・研究内容に対する総合評価による受賞であった。

取材後の両氏。整形外科レジェンド対談でした！

学生時代は剣道部だった越智氏

●リウマチ医になったわけ
　リウマチ医である以前に小児科を選択しま
した。やれ夏休みだ、遠足だ、運動会だ、と行
事に振り回され、今はCOVID19に代表される
季節の感染症対策に追われながら自然治癒
する経過を温かく見守っています。さらに小
児科医には保護者とともに子どもの成長を支
えて見守ることができるという魅力的な特権
があります。しかし極めて稀にきちんと治療
しないと成長すら望めないリウマチの患児が
います。
　私が小児リウマチ医を目指した頃は、全身型
JIAに対して世界で初めてトシリズマブの治験

が国内の限定された施設で行われていた時期
で、中国四国地域の専門医はゼロでした。目前
で苦しんでいたステロイド依存性の全身型JIA
の男児との出会いにより、夫子供を残して横浜
市立大学小児科の扉を叩きました。

●女性医師でよかったこと
　病気のみならず子どもたちにとって最強の
味方は母親です。小児一般診療においてもまず
は母が生育歴、既往歴、現病歴を詳細に教えて
くれて、患児が言いたいことまで通訳してくれ
ます。さらに難しい病気を患児が理解できるよ
うに解説してくれて全面的に協力してくれます。

そのキーパーソンである母とコミュニケーション
を取りやすいのは女性医師の特典だと感じ
ます。一方、患児に対しても、思春期の女児でも
全身の診察に抵抗なく応じてくれたり、繊細な
女子同士の悩みを打ち明けてくれたり、小さい
患児は母親のように慕ってくれたり、本音で
ぶつかってきてくれる事が多いのが女性医師
の強みであろうと思います。

●ひとりごと
　子どものリウマチ性疾患はその存在すら世間
に認知されていません。不思議なことに体の成
長に伴い病気も変化します。だから完成された
成人の病気と異なる病態となり診断に難渋する
のであろうと感じています。近年では遺伝学の
進歩により免疫不全症や自己炎症疾患が整備
され、不明熱患者の“正しい診断”と適切な治療
が可能となりました。しかし疾患の診断の基本
は症状と理学的所見だと最初に教わり、大事に

しています。様々な症状も共通した理由があり、
異常値には必ず意味があり、これらを見落とす
と診断が180°異なり、小児では修正が利かな
い障害を残してしまうことと後輩や学生に必ず
指導しています。
　私が初めて診断した疾患は高安動脈炎で
した。不幸にも難治性の頭痛としてアスピリン
のみ継続され17年経過していました。横浜市立
大学で様々な疾患を診せて頂いたことが貴重
な財産でした。丁寧に診察すると頸動脈の血管
雑音が響いており、画像で確認したときには
患者さんには申し訳ないけど正確な診断ができ
たことに対し感動しました。以後血管炎症候群
の虜になり、現在難治性血管炎の研究で協力さ
せていただいています。私の人生を変えてくれ
た患者さんとの出会い、指導くださった先生方
や患者さん、支えてくれた家族、全てに改めて
感謝し、今後は四国にも新しい仲間を作ってい
きたいと思います。

リレー連載

第15回
最終回

この企画も今回で最終回となりました！　ご寄稿いただいた先生方、どうもありがとうござい

ました。今や、この業界をリードする先生方が、迷い悩みながら進んできた道を語ってくださり、

共感しながら拝読いたしました。また、一度や二度、お酒の席をご一緒しても聞くことができない

ような興味深いひとりごとに心躍りました。

さて、今後ですが、女性リウマチ医に変わり、看護師・薬剤師の“ひとりごと”を聞いてみる

企画が立ち上がっておりまして、次号から、「リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師の

ツイート」にリニューアルとなります。

最終回を飾っていただきます中野直子先生、どうぞよろしくお願いいたします。（後藤美賀子）

愛媛県立中央病院 小児科

中野 直子 氏

自己免疫疾患研究会にて。「私が尊敬する全国の小児リウマチ専門の先生方との一枚です」（中野氏）
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ノバルティス・リウマチ医学賞、
日本リウマチ財団リウマチ福祉賞
【ノバルティス・リウマチ医学賞受賞者】
田中 良哉/産業医科大学医学部第1内科学講座 教授
『関節リウマチの「ドラッグホリデー」を目指す
治療法の確立に関する研究』

【日本リウマチ財団リウマチ福祉賞受賞者】
長年にわたる社会的救済活動を通じ福祉向上に著しく貢献した人に贈られるものです。

倉田 典和/東京女子医科大学東医療センター 理学療法士
※所属・肩書は申請当時

三浦記念リウマチ学術研究賞、塩川美奈子・膠原病研究奨励賞、
リウマチ性疾患調査・研究助成
15名の応募者の中から4名（三浦記念リウマチ学術研究賞1名・塩川美奈子・膠原病
研究奨励賞1名が選ばれました。

【三浦記念リウマチ学術研究賞受賞者】
ご自身がリウマチ患者さんであった三浦ふさ子さん(故人)からの寄付金を基金に、
リウマチ性疾患に関する独創的な調査研究を行っている研究者に贈られるものです。

山本 和子/長崎大学病院 助教
『炎症性非コードRNAを介した関節リウマチ気道病変のメカニズム解明と
新規治療への展開』

【塩川美奈子・膠原病研究奨励賞受賞者】
膠原病と闘い、膠原病に苦しみ、薬石効なく亡くなられた故塩川美奈子様ご本人
およびご遺族の意向により創設されました。

河野 通仁/北海道大学大学院医学研究院免疫・代謝内科学教室 助教
『人工多能性幹細胞を用いた精神神経ループスの病態解明』

 【リウマチ性疾患調査・研究助成受賞者】
藏田　泉/筑波大学医学医療系内科（膠原病・リウマチ・アレルギー助教）
『関節リウマチにおける瀘胞性ヘルパーT細胞による
自己抗体糖鎖修飾の制御』

土田 奈緒美/横浜市立大学医学部血液・免疫・感染症内科 助教
『新規自己炎症性疾患原因遺伝子の検索』
※所属・肩書は申請当時

令和2年2月 企画運営委員会議事録
令和2年2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2月25日（火）18：00～19：00

【報告事項】
1. 委員会の開催報告について
 ① 令和2年度リウマチの治療とケア教育研修会世話人打合会（2月7日）
  来年度の開催予定について検討し、全国6地区6会場で開催し担当世話人等が決まった
  旨報告された。
 ② 医療情報委員会（2月17日）
 来年度の財団ニュースの企画について検討したことが報告された。
2. 令和元年度研修会開催結果報告について
 6地区6会場で実施され、参加者数は586名であったこと等が報告された。
3. 令和2年度リウマチ月間リウマチ講演会（6月28日開催予定）について
 大手町サンケイプラザで実施予定。プログラムや共催企業が決定し、順調に進んでいる
 ことが報告された。
4. 令和元年度に承認した後援名義、転載許諾の報告について
 現在の承認数は後援名義許可159件、転載許諾数2件であることが報告された。

【審議事項】
1. 令和2年度事業計画及び収支予算について
 事業計画案、収支予算案について内容が説明され、審議の結果、承認された。
2. 令和元年度リウマチに関する調査研究助成の受賞者選考について
 リウマチ性疾患調査・研究助成3名、三浦記念リウマチ学術研究賞1名、塩川美奈子・膠原病
 研究奨励賞授賞者1名を選考した。
3. 令和2年度ノバルティス・リウマチ医学賞、リウマチ福祉賞の受賞者選考について
 上記について、各1名を選考した。
4. 令和2年度リウマチ専門職表彰の受賞者選考について
 看護師、薬剤師、作業療法士の各1名を選考した。
5. 旅費規程の見直し・謝金規程の新設について
 旅費規程は現状に合わせた内容に見直し、謝金規程は設置が無かったために新設すると
 して案を検討し承認された。

開催地区 開催日 開催場所

関東・
甲信越

10/11
（日）

ホテルメルパルク長野
（長野県長野市）

抱生会丸の内病院
リウマチ膠原病センター
山﨑　秀

東海・
北陸

12/6
（日）

JRゲートタワー
カンファレンス
（愛知県名古屋市）

三重大学医学部附属病院
リウマチ・膠原病センター
中島 亜矢子

中国・
四国

令和3年
2/21
（日）

JRホテルクレメント高松
（香川県高松市）

香川大学医学部内科学講座
血液・免疫・呼吸器内科学 
土橋 浩章

近畿 10/4
（日）

ブリーゼプラザ
（大阪府大阪市北区）

近畿大学病院
血液・膠原病内科
船内　正憲

九州・
沖縄

10/25
（日） 未定

国家公務員共済組合連合会浜の町病院
リウマチ・膠原病内科　
吉澤　誠司

北海道・
東北

9/6
（日）

ホテル福島グリーンパレス
（福島県福島市）

福島県立医科大学医学部
リウマチ膠原病内科
右田 清志

世話人

令和２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/
日本リウマチ財団ホームページ

リウマチ財団 検索

日本リウマチ財団リウマチ専門職表彰　　　　　　

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
が感染拡大する中で、欧米の医療崩壊が連
日マスコミよって報道されている。東京を
中心に患者数の指数関数的増加が認められ
たことから、4月7日に7都府県を対象とした
「緊急事態宣言」が発令され、4月16日には全
国に拡大された。欧米の「都市封鎖（ロック
ダウン）」のような罰則による法的規制はな
いが、日本人は「三密」の標語のもと一致団
結し、規律ある行動をとり、この難局を乗り
切れると信じている。我々の道徳的自律性
の高さを、世界に改めて誇れる機会になる
と思う。
　COVID-19の治療に関しては、リウマチ医
には身近な三つの治療薬が話題になっている。

抗マラリア薬のヒドロキシクロロキン（HCQ）
と抗IL-6受容体抗体のトシリズマブ（TCZ）
とサリルマブ（SRL）である。HCQは仏国で
の小規模試験の結果を受けて、医療従事者
を対象としたウイルス曝露に対する予防
効果を検証する国際共同大規模臨床試験
（COPCOV）が4月22日に開始される。HCQ
の効果について、3月19日に米国トランプ
大統領が言及したため、一時期SLE患者や
RA患者が使用できなくなったことが話題
になった。一方、TCZとSRLが重症COVID- 
19肺炎に投与し、速やかに改善した症例が
複数報告されていた。ウイルス感染に対する
炎症性免疫反応により惹起されたサイトカ
インストームが、IL-6阻害により抑制された
と推定されている。現在、TCZおよびSLRの
臨床試験が予定されている。結果の発表を
待ちたい。

　さて、今月の財団ニュースも、臨床に役立
つ記事、興味深い記事で満載である。まず、
岡田正人編集員は、RA、シェーグレン症候群、
SLEに対する欧米の新ガイドラインを紹介
し、診療する上で重要な事項に関して明解
に解説されている。藤川陽祐先生は、RA
患者の膝関節障害の評価と手術・紹介の
タイミングについて、内科系医師にも理解
できるように説明されている。特に、膝関
節痛のあるRA患者へのステロイド関節内
注射の効果判定で、1ヵ月もたなければ人工
関節手術も考慮し、3ヵ月もてばステロイド
注射で待機できるとのお話が印象に残った。
北島康雄先生の画像クイズは、蝶形紅斑と
その類似皮膚疾患の二例である。SLE皮疹
の診断ポイントが理解できる。「リウマチ
人」ではリウマチ学会、リウマチ財団で重
責を担われた越智隆弘先生の登場である。

先生は私にとって雲の上の存在であり、RA
は骨髄に由来する疾患であると発表されて
いたことをよく覚えている。現在、抗シトル
リン化ペプチド抗体（ACPA）の誘導はRA
発症に先行することが知られているが、
ACPAの最初の標的が骨髄内の破骨細胞
（細胞分化に伴いシトルリン化ペプチドを
発現する）である可能性が提唱されており、
興味深い。最後に、「女性リウマチ医のひと
りごと」では中野直子先生が、小児リウマチ
医として成長されてきた道程を語られて
いる。
　COVID-19の診療に関わっている読者も
いらっしゃると思いますが、関係する全て
の医療従事者の献身的な働きに感謝し、
心からエールを送りたいと思います。

編集後記

山村昌弘
岡山済生会総合病院

リウマチ性疾患に関わるリウマチ専門職が継続的に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者を讃えるとともに、その功績を積極的に社会・国民
に発信することを目的に発足しました。

【表 彰 者】
看護師：田口 沙理（駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック）
薬剤師：宮﨑　徹（厚生連高岡病院）
理学・作業療法士：松元義彦（鹿児島赤十字病院）
※所属・肩書は申請当時
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