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（民間）

・質と効率性の確保
されたゲノム解析

・質の確保されたNGS検査（外注可）
・検査結果解釈の付与
・遺伝カウンセリング実施・支援
・治験・臨床試験への紹介、実施
・適切な臨床等情報収集・管理・登録
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情報集約
・管理
情報集約
・管理④大学等研究機関

・リキッドバイオプシー※1、
効果的な免疫治療※2等の
戦略的な開発推進

企業等
・医薬品開発
・医療機器開発

HAiC
人工知能開発
環境サービス

患者・国民

委託契約

※1：がん組織でなく血液でのがんゲノム診断
※2：生体の免疫機能に作用しがん細胞を傷害する治療

①「がんゲノム医療中核拠点病院（仮称）」
（医療機関より指定）

を井元 清哉氏（東京大学医科学研究所ヘルス
インテリジェンスセンター教授）、“医用画像のコン
ピューター支援診断～AI活用の現状と課題～”
を清水 昭伸氏（東京農工大学大学院工学研究
院教授）からの3講演を実施した。榊原 彰氏と井
元 清哉氏には2019年度の第63回日本リウマチ
学会総会・学術集会における人工知能医療推進
委員会企画シンポジウム（S16：リウマチ学会へ
のAI導入を目指して）での講演も行っていただ
いた。

　人工知能（artificial intelligence：AI）、機械
学習（machine learning）、深層学習（deep 
learning）、IoT （Internet of Things）などが
メディアや論文に取り上げられるようになって
久しい。コンピュータがデータから学習し、ヒト
がルールを与えなくても学習効果によりコン
ピュータが回答を導くシステムを機械学習と

呼び、自動運転技術などに応用されている。
機械学習の技法の一つがニューラルネットワー
クで、高度な処理を行う場合にこのニューロン
をたくさん層状に繋ぎ合せ、この層を深く利用
する手法が深層学習である。IoTはAIと密接に
関係し、あらゆる事物の状態をネットワークで
収集して解析に供する技術である。
　日本リウマチ学会（JCR）は2018年度から
人工知能医療推進委員会を設置し、私はその
委員長を拝命している。JCRはGSK医学教育

事業助成を受け、2019年度から教育シンポジ
ウムを3年計画で進めており（AI技術とリウマチ
学の接点を醸成する医学教育事業：AI技術が
切り拓く新たなリウマチ学に向けた教育シンポ
ジウム、JCR HP参照）、2019年度は“より豊かな
社会を築くマイクロソフトの最新テクノロジー”
を榊原 彰氏（日本マイクロソフト株式会社 執行
役員 最高技術責任者 兼 マイクロソフトディ
ベロップメント株式会社）、“スーパーコンピュー
ティングと人工知能が拓く次世代のゲノム医療”

　榊原 彰氏はマイクロソフトの最新テクノロ
ジーを例にとり、AIやIoT、現実と仮想が一体と
なる複合現実（mixed reality：MR）などで未来
社会がどのように変わって行くのかについて、
現在進行形の技術変革と社会変革の展望を
述べられた。厚生労働省のHP（図1）などにあ
るように IoTを用いた遠隔医療のニーズは高
まっており、特にコロナ禍の現状ではその重要
性は明らかである。
　図2はマイクロソフトのHPからであるが、例え
ばMicrosoft Azure（マイクロソフトのデータセ
ンターにあるクラウドプラットフォームで、アプリ
ケーションとデータをホストしている）、
Microsoft Kinect（高機能の深度センサー、空
間マイクアレイ、ビデオカメラ、方位センサーを
一つにまとめたオールインワンの小型デバイス
で、Azure上のAIサービスと連動させることが
でき、先進的なコンピュータービジョン/音声モ
デルを実現する）、Microsoft HoloLens［ヘッド
マウントディスプレイ（HMD）方式の拡張現実
ウェアラブルコンピュータである。本体にCPUや
GPU、それにホログラフィック・プロセッサが内
蔵されており、単体（スタンドアローン）で機能す
る］を用いると、実物の景色に画像を重ね合わ
せることによって複合現実が構築され、試験的
であるが、これらのシステムを用いた診療も試み
られている。

　前述のようにコロナ禍で注目される遠隔医療
であるが、米国におけるTelemedicineの普及に
関する報告では（当然ながらコロナ禍以前の状
況であるが）、リウマチ領域での普及は低い1）。

　井元 清哉氏はがんゲノム医療の最前線を、
ご自身が所属される東大医科研の試みを中心
に述べられた。がんはゲノム・エピゲノム異常に
起因する疾患であり、そのような異常・エラーが
多段階に蓄積し、がんは進展すると考えられて
いる2）。発がんに寄与する変異はドライバー変
異と呼ばれ、この変異した遺伝子のタンパク質
産物に対する特異的な分子標的薬の有効性が
報告され、新たな薬剤の開発が目覚ましい分野
である。
　井元氏は全ゲノム、スーパーコンピュータ
SHIROKANE、IBM Watson for Genomicsを
用いた一連の臨床シーケンスを、高精度・網羅
的・迅速に実施する体制と成果を報告された。
今後の日本のがんゲノム医療は、がんゲノム情報
管理センターに情報を集約し、がんゲノム医療の
実施・推進（と研究）においてはがんゲノム医療
中核病院（12病院）、がんゲノム医療拠点病院、
がんゲノム医療連携病院の相互連携で進んで
ゆくと思われる（図3、厚生労働省HPより）。
　関節リウマチや全身性エリテマトーデスなど
に代表されるリウマチ性疾患は遺伝要因と

環境要因の相互作用で発症し、これらの多く
では比較的集団内で頻度が高い（1-5%以上）
single nucleotide polymorphism（SNP）である
common variantとの関連はゲノムワイド関連
解析（genome-wide association study：GWAS）
により明らかとなったが3）、異常がゲノム・エピ
ゲノムに集約するがんと比べると、ゲノム解析
の成果は限定的かもしれない。しかしながら、
今後、遺伝子情報を基に、遺伝子やタンパク質
の発現と機能をシステムワイドに解析する機能
ゲノム解析やシステム免疫学アプローチによる
ブレークスルーが大いに期待される。

　清水 昭伸氏は医用画像を対象としたコン
ピュータ支援診断（Computer-aided Diagnosis： 
CAD）の進歩について述べられた。CADとは
コンピュータが画像を定量的に解析した結果を
利用した、医師による診断の支援である。CAD
の対象となる画像は広範で、CT、MRI、PET、
US、X線、シンチグラフィー、眼底画像、内視鏡

画像、病理画像などで、これらほとんどのシス
テムでAIが用いられ、ここに深層学習が登場
し、技術革新が目覚ましい分野である。
　病理画像においては標本スライドをデジタル
画像化する（ホールスライドイメージ、バーチャル
スライド）デジタルパソロジーが導入され、ここ
にAIが組み合わされると、ワークフローが大き
く変わることが期待される。内視鏡においては
AI機能を搭載した医療機器、内視鏡画像診断
支援ソフトウェア「EndoBRAIN」が2018年12月
に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律」（薬機法）に基づき
クラスIIIの高度管理医療機器として、独立行政
法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）より
承認を受け（承認番号：23000BZX00372000）、
2019年3月にオリンパス株式会社より販売が
開始された［図4、国立研究開発法人日本医療
研究開発機構（AMED）HPより］。
　関節炎診療に欠かせない関節超音波検査で
あるが、AIの畳み込みニューラルネットワーク
を用いての試みが報告され（図5）4）、関節超音
波検査の省力化と均一化が進むことが期待さ
れる。

　以上、昨年度のJCRのAI技術とリウマチ学
の接点を醸成する医学教育事業：AI技術が切
り拓く新たなリウマチ学に向けた教育シンポ
ジウムでご講演をいただいた3名の先生方のト
ピックス（IoT、がんゲノム、画像）を中心に概説
した。
　JCRは2020年度も第64回日本リウマチ学会
総会・学術集会（WEB開催）においてもリウマチ
性疾患診療・研究における人工知能（AI）の
関わりとしてシンポジウム（シンポジウム8）を
企画し、また、AI技術が切り拓く新たなリウマチ
学に向けた教育シンポジウムも6月の東京大会
はコロナ禍で開催を中止したが、9月と2021年
1月はWEBで実施予定である。今後のリウマチ
学へのAI応用が大いに進むことを期待して
いる。
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リウマチ学へのAI応用はどこまで来たか
川上　純  氏／長崎大学大学院医歯薬学総合研究科リウマチ・膠原病内科 教授
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マイクロソフト HP　 https://www.microsoft.com/ja-jp（2020年9月現在）

図1 遠隔医療について

図2 複合現実を構築した試験的な診療

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/index.html（2020年9月現在） Andersen JKH, et al. RMD Open. 2019 Mar 30; 5（1）: e000891.

図5 超音波（パワードプラ）疾患活動性における畳み込みニューラルネットワークでの自動解析

図3 がんゲノム医療推進コンソーシアムの体制と役割

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000175165.pdf
（2020年9月現在）

図4 内視鏡画像診断支援ソフトウェア「EndoBRAIN」

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）HP https://www.amed.go.jp/（2020年9月現在）
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※1：がん組織でなく血液でのがんゲノム診断
※2：生体の免疫機能に作用しがん細胞を傷害する治療

①「がんゲノム医療中核拠点病院（仮称）」
（医療機関より指定）

を井元 清哉氏（東京大学医科学研究所ヘルス
インテリジェンスセンター教授）、“医用画像のコン
ピューター支援診断～AI活用の現状と課題～”
を清水 昭伸氏（東京農工大学大学院工学研究
院教授）からの3講演を実施した。榊原 彰氏と井
元 清哉氏には2019年度の第63回日本リウマチ
学会総会・学術集会における人工知能医療推進
委員会企画シンポジウム（S16：リウマチ学会へ
のAI導入を目指して）での講演も行っていただ
いた。

　人工知能（artificial intelligence：AI）、機械
学習（machine learning）、深層学習（deep 
learning）、IoT （Internet of Things）などが
メディアや論文に取り上げられるようになって
久しい。コンピュータがデータから学習し、ヒト
がルールを与えなくても学習効果によりコン
ピュータが回答を導くシステムを機械学習と

呼び、自動運転技術などに応用されている。
機械学習の技法の一つがニューラルネットワー
クで、高度な処理を行う場合にこのニューロン
をたくさん層状に繋ぎ合せ、この層を深く利用
する手法が深層学習である。IoTはAIと密接に
関係し、あらゆる事物の状態をネットワークで
収集して解析に供する技術である。
　日本リウマチ学会（JCR）は2018年度から
人工知能医療推進委員会を設置し、私はその
委員長を拝命している。JCRはGSK医学教育

事業助成を受け、2019年度から教育シンポジ
ウムを3年計画で進めており（AI技術とリウマチ
学の接点を醸成する医学教育事業：AI技術が
切り拓く新たなリウマチ学に向けた教育シンポ
ジウム、JCR HP参照）、2019年度は“より豊かな
社会を築くマイクロソフトの最新テクノロジー”
を榊原 彰氏（日本マイクロソフト株式会社 執行
役員 最高技術責任者 兼 マイクロソフトディ
ベロップメント株式会社）、“スーパーコンピュー
ティングと人工知能が拓く次世代のゲノム医療”

　榊原 彰氏はマイクロソフトの最新テクノロ
ジーを例にとり、AIやIoT、現実と仮想が一体と
なる複合現実（mixed reality：MR）などで未来
社会がどのように変わって行くのかについて、
現在進行形の技術変革と社会変革の展望を
述べられた。厚生労働省のHP（図1）などにあ
るように IoTを用いた遠隔医療のニーズは高
まっており、特にコロナ禍の現状ではその重要
性は明らかである。
　図2はマイクロソフトのHPからであるが、例え
ばMicrosoft Azure（マイクロソフトのデータセ
ンターにあるクラウドプラットフォームで、アプリ
ケーションとデータをホストしている）、
Microsoft Kinect（高機能の深度センサー、空
間マイクアレイ、ビデオカメラ、方位センサーを
一つにまとめたオールインワンの小型デバイス
で、Azure上のAIサービスと連動させることが
でき、先進的なコンピュータービジョン/音声モ
デルを実現する）、Microsoft HoloLens［ヘッド
マウントディスプレイ（HMD）方式の拡張現実
ウェアラブルコンピュータである。本体にCPUや
GPU、それにホログラフィック・プロセッサが内
蔵されており、単体（スタンドアローン）で機能す
る］を用いると、実物の景色に画像を重ね合わ
せることによって複合現実が構築され、試験的
であるが、これらのシステムを用いた診療も試み
られている。

　前述のようにコロナ禍で注目される遠隔医療
であるが、米国におけるTelemedicineの普及に
関する報告では（当然ながらコロナ禍以前の状
況であるが）、リウマチ領域での普及は低い1）。

　井元 清哉氏はがんゲノム医療の最前線を、
ご自身が所属される東大医科研の試みを中心
に述べられた。がんはゲノム・エピゲノム異常に
起因する疾患であり、そのような異常・エラーが
多段階に蓄積し、がんは進展すると考えられて
いる2）。発がんに寄与する変異はドライバー変
異と呼ばれ、この変異した遺伝子のタンパク質
産物に対する特異的な分子標的薬の有効性が
報告され、新たな薬剤の開発が目覚ましい分野
である。
　井元氏は全ゲノム、スーパーコンピュータ
SHIROKANE、IBM Watson for Genomicsを
用いた一連の臨床シーケンスを、高精度・網羅
的・迅速に実施する体制と成果を報告された。
今後の日本のがんゲノム医療は、がんゲノム情報
管理センターに情報を集約し、がんゲノム医療の
実施・推進（と研究）においてはがんゲノム医療
中核病院（12病院）、がんゲノム医療拠点病院、
がんゲノム医療連携病院の相互連携で進んで
ゆくと思われる（図3、厚生労働省HPより）。
　関節リウマチや全身性エリテマトーデスなど
に代表されるリウマチ性疾患は遺伝要因と

環境要因の相互作用で発症し、これらの多く
では比較的集団内で頻度が高い（1-5%以上）
single nucleotide polymorphism（SNP）である
common variantとの関連はゲノムワイド関連
解析（genome-wide association study：GWAS）
により明らかとなったが3）、異常がゲノム・エピ
ゲノムに集約するがんと比べると、ゲノム解析
の成果は限定的かもしれない。しかしながら、
今後、遺伝子情報を基に、遺伝子やタンパク質
の発現と機能をシステムワイドに解析する機能
ゲノム解析やシステム免疫学アプローチによる
ブレークスルーが大いに期待される。

　清水 昭伸氏は医用画像を対象としたコン
ピュータ支援診断（Computer-aided Diagnosis： 
CAD）の進歩について述べられた。CADとは
コンピュータが画像を定量的に解析した結果を
利用した、医師による診断の支援である。CAD
の対象となる画像は広範で、CT、MRI、PET、
US、X線、シンチグラフィー、眼底画像、内視鏡

画像、病理画像などで、これらほとんどのシス
テムでAIが用いられ、ここに深層学習が登場
し、技術革新が目覚ましい分野である。
　病理画像においては標本スライドをデジタル
画像化する（ホールスライドイメージ、バーチャル
スライド）デジタルパソロジーが導入され、ここ
にAIが組み合わされると、ワークフローが大き
く変わることが期待される。内視鏡においては
AI機能を搭載した医療機器、内視鏡画像診断
支援ソフトウェア「EndoBRAIN」が2018年12月
に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律」（薬機法）に基づき
クラスIIIの高度管理医療機器として、独立行政
法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）より
承認を受け（承認番号：23000BZX00372000）、
2019年3月にオリンパス株式会社より販売が
開始された［図4、国立研究開発法人日本医療
研究開発機構（AMED）HPより］。
　関節炎診療に欠かせない関節超音波検査で
あるが、AIの畳み込みニューラルネットワーク
を用いての試みが報告され（図5）4）、関節超音
波検査の省力化と均一化が進むことが期待さ
れる。

　以上、昨年度のJCRのAI技術とリウマチ学
の接点を醸成する医学教育事業：AI技術が切
り拓く新たなリウマチ学に向けた教育シンポ
ジウムでご講演をいただいた3名の先生方のト
ピックス（IoT、がんゲノム、画像）を中心に概説
した。
　JCRは2020年度も第64回日本リウマチ学会
総会・学術集会（WEB開催）においてもリウマチ
性疾患診療・研究における人工知能（AI）の
関わりとしてシンポジウム（シンポジウム8）を
企画し、また、AI技術が切り拓く新たなリウマチ
学に向けた教育シンポジウムも6月の東京大会
はコロナ禍で開催を中止したが、9月と2021年
1月はWEBで実施予定である。今後のリウマチ
学へのAI応用が大いに進むことを期待して
いる。
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図1 遠隔医療について

図2 複合現実を構築した試験的な診療
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図5 超音波（パワードプラ）疾患活動性における畳み込みニューラルネットワークでの自動解析

図3 がんゲノム医療推進コンソーシアムの体制と役割
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図4 内視鏡画像診断支援ソフトウェア「EndoBRAIN」

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）HP https://www.amed.go.jp/（2020年9月現在）
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を井元 清哉氏（東京大学医科学研究所ヘルス
インテリジェンスセンター教授）、“医用画像のコン
ピューター支援診断～AI活用の現状と課題～”
を清水 昭伸氏（東京農工大学大学院工学研究
院教授）からの3講演を実施した。榊原 彰氏と井
元 清哉氏には2019年度の第63回日本リウマチ
学会総会・学術集会における人工知能医療推進
委員会企画シンポジウム（S16：リウマチ学会へ
のAI導入を目指して）での講演も行っていただ
いた。

　人工知能（artificial intelligence：AI）、機械
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learning）、IoT （Internet of Things）などが
メディアや論文に取り上げられるようになって
久しい。コンピュータがデータから学習し、ヒト
がルールを与えなくても学習効果によりコン
ピュータが回答を導くシステムを機械学習と

呼び、自動運転技術などに応用されている。
機械学習の技法の一つがニューラルネットワー
クで、高度な処理を行う場合にこのニューロン
をたくさん層状に繋ぎ合せ、この層を深く利用
する手法が深層学習である。IoTはAIと密接に
関係し、あらゆる事物の状態をネットワークで
収集して解析に供する技術である。
　日本リウマチ学会（JCR）は2018年度から
人工知能医療推進委員会を設置し、私はその
委員長を拝命している。JCRはGSK医学教育

事業助成を受け、2019年度から教育シンポジ
ウムを3年計画で進めており（AI技術とリウマチ
学の接点を醸成する医学教育事業：AI技術が
切り拓く新たなリウマチ学に向けた教育シンポ
ジウム、JCR HP参照）、2019年度は“より豊かな
社会を築くマイクロソフトの最新テクノロジー”
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役員 最高技術責任者 兼 マイクロソフトディ
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　榊原 彰氏はマイクロソフトの最新テクノロ
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　図2はマイクロソフトのHPからであるが、例え
ばMicrosoft Azure（マイクロソフトのデータセ
ンターにあるクラウドプラットフォームで、アプリ
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ジウムでご講演をいただいた3名の先生方のト
ピックス（IoT、がんゲノム、画像）を中心に概説
した。
　JCRは2020年度も第64回日本リウマチ学会
総会・学術集会（WEB開催）においてもリウマチ
性疾患診療・研究における人工知能（AI）の
関わりとしてシンポジウム（シンポジウム8）を
企画し、また、AI技術が切り拓く新たなリウマチ
学に向けた教育シンポジウムも6月の東京大会
はコロナ禍で開催を中止したが、9月と2021年
1月はWEBで実施予定である。今後のリウマチ
学へのAI応用が大いに進むことを期待して
いる。
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“遠くない未来社会”
リウマチ学へのAI応用はどこまで来たか
川上　純  氏／長崎大学大学院医歯薬学総合研究科リウマチ・膠原病内科 教授
川尻 真也 氏／長崎大学大学院医歯薬学総合研究科リウマチ・膠原病内科 講師（地域医療学）

野中 文陽  氏／長崎大学大学院医歯薬学総合研究科リウマチ・膠原病内科 助教（離島・へき地医療学）

玉井 慎美  氏／長崎大学大学院医歯薬学総合研究科リウマチ・膠原病内科 准教授
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医学会も注目するAIと
その開拓者たち

コロナ禍で高まる遠隔医療のニーズ

CADとAIで変わるワークフロー

ブレークスルーが期待される
ゲノム解析

まとめ
新たなリウマチ医療に向けた取り組み

看護師、薬剤師のツイート
第３回 聖路加国際病院

マイクロソフト HP　 https://www.microsoft.com/ja-jp（2020年9月現在）

図1 遠隔医療について

図2 複合現実を構築した試験的な診療

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/index.html（2020年9月現在） Andersen JKH, et al. RMD Open. 2019 Mar 30; 5（1）: e000891.

図5 超音波（パワードプラ）疾患活動性における畳み込みニューラルネットワークでの自動解析

図3 がんゲノム医療推進コンソーシアムの体制と役割

厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000175165.pdf
（2020年9月現在）

図4 内視鏡画像診断支援ソフトウェア「EndoBRAIN」

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）HP https://www.amed.go.jp/（2020年9月現在）
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基底細胞の液状変性＝表皮代謝回転遅延/
角層の肥厚と真皮接着の脆弱化による皮膚
表面肌理の消失

紫斑を混じ、血管叢に沿った配列

皮膚科
第12回
《最終回》

A1. 接触皮膚炎（アレルギー性接触皮膚炎と刺激性接触皮膚炎）、脂
漏性皮膚炎、皮脂欠乏性皮膚炎である。補足：
アトピー性皮膚炎は接触皮膚炎、痒疹、紅斑
など多彩な皮疹を呈するが、血栓や血管炎等
血管病変は生じない（紅斑すなわち反応性毛
細血管拡張は生じる）。

A2. 湿疹皮膚炎群の病変の主体は表皮内の点状海綿状態（表皮に増殖
刺激が起きる）であり、膠原病は表皮基底細胞
の変性（表皮の増殖障害が起きる）と血管病変
である。この基本的病変の違いが図1、２のよう
に皮疹に表現される。（本誌148, 150, 153号）
　表皮主体で増殖刺激が起きる病変は表皮回
転が亢進し、最終産物の角層が多く作られ、鱗
屑として剥がれる（図1上段）。同時に表皮由来
のサイトカインで真皮毛細血管の拡張を起こ
す（紅斑）。これは全ての湿疹皮膚炎群で起き
る。アレルギー性接触皮膚炎は細胞性免疫反
応で表皮内に0.5ｍｍ以下の点状海綿状態（細
胞性免疫による細胞間浮腫）を生じる。刺激性
皮膚炎は点状には生じないで刺激物がついた
部分に面状に紅斑、鱗屑ができる。脂漏性皮膚
炎と皮脂欠乏性皮膚炎は刺激性皮膚炎の機序
（前者では皮脂分解刺激物質が直接的に、後者
では角層の乾燥が間接的に表皮ケラチノサイ
トを刺激して細胞間浮腫を生じる）で起きる
ので、点状病変はできない（図1の下段、左側）。
同時に表皮由来のサイトカインで真皮毛細
血管の拡張を起こす（紅斑）。
　膠原病は基本的に表皮基底細胞の液状変性
（細胞性免疫）と血管病変（Ⅲ型アレルギー、血
栓他機序不明の血管病変）によって皮疹が形
成される。血管病変は表皮直下の血管叢と真
皮表皮境界部の血管叢をたどる紫斑や紅斑、
小結節を網目（樹枝）状に形成するので認識で
きる（図2左側）。基底細胞液状変性は表皮回転
速度を遅延化し、角層の陳旧化が起きて、表皮
の弾性が減弱し肌理ができない部分ができる
（図2右側）。角層の堆積角化もできる。（本誌
148, 150, 151, 154, 156, 160号）

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

Ｑ. 画像クイズ皮膚科の分野について過去11回連載させていただいた。過去11回のクイズを通してお伝え
 したいと考えていた基本的事項はコモンディジーズすなわち湿疹皮膚炎群とそれらに希に紛れている
 膠原病/血管病変に伴う皮疹（多くの例が湿疹か蕁麻疹と診断されている）の見分け方についてである。
 今回（第12回）が最終回となったので、その基本的事項をまとめるための質問を最後に挙げた。

非圧迫部に表皮壊死なし

紅斑辺縁小紅斑の網状配列

灰色調褐色：表皮の壊死を示す

小紅斑の網状配列

A3. 蕁麻疹と蕁麻疹様血管炎は真皮の疾患でＡ2で示した鱗屑はで
きないので湿疹群とは容易に鑑別できる。蕁
麻疹は肥満細胞からIgE免疫複合体などに
よって脱顆粒されたヒスタミン等によって
強い浮腫ができ、その組織液でIgE免疫複合
体やヒスタミン等真皮上層の浮腫を作る分
子が洗い流され、数時間内に膨疹は消失する。
蕁麻疹様血管炎はIgG免疫複合体が血管壁に
沈着して活性化されたC3a、C5aによって血
管周囲に浮腫が起きる。IgG免疫複合体は血管
壁に沈着し、数日間残るので膨疹も数日間続
き、紫斑も生じる。詳細な解説は『皮疹の因数
分解・ロジック診断 北島康雄著 2018年10月
発行（秀潤社）』を参考にされたい。

① 皮膚科のコモンディジーズは蕁麻疹と湿疹皮膚炎群であるが、湿疹皮膚炎群の代表的疾患を3種類あげよ。
② 湿疹皮膚炎群と膠原病/血管病変の基本的皮疹の違いとそれぞれの形成機序の違いを述べよ。
③ 湿疹皮膚炎群と蕁麻疹、蕁麻疹様血管炎の基本的皮疹の違いとそれぞれの形成機序の違いを図示して述べよ。

図1 湿疹皮膚炎群の基本的診方のまとめ

図2

湿疹皮膚炎群 ＝ 表皮回転亢進
＝鱗屑（りんせつ）形成と紅斑（毛細血管の拡張）
鱗屑 ： 剥がれそうな角質層=最外層の角質層の所見
  1） 鱗屑があれば表皮内病変を示す。（角質肥厚、水疱、びらん/潰瘍も表皮内病変を示す。）
  2） 鱗屑がなければ真皮内(含毛嚢、血管）病変を示す。

5mmの点状痂皮と環状鱗屑､漿液性丘疹：表皮内点状海綿状態
1） あれば、アレルギー性接触皮膚炎
2） なければ
 1. 脂漏性皮膚炎（鱗屑が湿っている）
 2. 皮脂欠乏性皮膚炎（鱗屑が乾いて白い）

鱗屑

先に紅斑、次いで湿った鱗屑形成 先に乾いた鱗屑、次いで紅斑形成

鱗屑

血管叢に沿った樹枝状配列紫斑と紅斑
（アナフィラクトイド紫斑）

血管叢に沿った樹枝状配列紫斑と紅斑
（皮膚アレルギー性血管炎）

係蹄（capillary loop）

紫斑を混じ、血管叢に沿った配列

赤血球
血管外漏出

基本鱗屑はないが古くなると厚い角層が鱗屑化

表皮回転遅延＝角層陳旧化＝耐性疲労＝鱗屑

基底細胞の液状変性＝表皮代謝回
転遅延/角層の肥厚と真皮接着の
脆弱化による皮膚表面肌理の消失
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　新型コロナウイルス感染症（以下コロナ感
染症）は収束する気配もなく本邦では10月初
めで感染者が8万人超となっている。
　コロナ感染症の影響により日本経済も
リーマンショック以上の悪化をきたし、コロ
ナ感染症患者を受け入れた医療機関では
収益が大幅に減少し、受診の手控えなどで
受け入れていない医療機関でも収益減に
陥っている。リウマチ疾患患者では種々の

免疫抑制剤が投与され、易感染性を心配さ
れたが現時点では幸い格別にコロナにかか
りやすいとか重症化しやすいという情報は
ない。
　本号では川上教授の「リウマチ学へのAI
応用」の記事に注目したい。診療においては
発症リスク、診断、治療薬選択、予後評価な
ど多くの判断が要求されるが、AIの医療へ
のメリットは医療関係者および患者双方に大
きいことが予想される。しかし現在のところ
AIはゲノム医療および画像解析などへは寄
与しているがリウマチ学への応用について

は種々のハードルが存在し、今後の更なる発
展が望まれる。
　多くのリウマチ疾患では典型的な皮膚症
状の発現が特徴とされるが、本誌での北島
教授の12回に及ぶ画像クイズも本号で最
後となる。多くの皆様に非常に役立ったと
思われるが長きにわたる連載お疲れ様で
した。
　杉原先生の「高齢者における関節リウマ
チ治療およびフレイル」は今後高齢者がさら
に増加することからタイムリーな記事といえ
よう。特に多くの高齢者関節リウマチ患者で

は既に身体活動レベルの低下が存在しフレ
イルに陥りやすい状態であることからぜひ
一読をお勧めしたい。昨今のコロナ感染症
の蔓延で「stay home」を呼びかけられ外出
を控えることが多い。このような患者さんに
いかにフレイル予防を行うかが医療者側とし
て重要な問題と思われる。
　最後にコロナ感染症の一刻も早い収束を
願いつつ筆をおきたい。

編集後記

令和2年9月 企画運営委員会議事録
令和２年９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９月８日（火）１８：００～１９：０５

【報告事項】
1． 日本リウマチ財団委員会委員の任命について
 令和2年9月1日から2年間の全委員会の新委員を決定した。

2. 第1回リウマチ病学テキスト編集委員会について
 第3版を制作するため、日本リウマチ学会と財団とが共同で編集することになり、改定方針、
 項目立て等の検討がされた。

3. 財政状況について
 令和2年度4月から8月における財政状況の報告がされた。

4. 第4回法人賛助会員セミナーの開催について
 令和3年2月9日を予定したが、新型コロナ感染症対応のため、会場方式ではなくWeb方式
 で再検討する。

【審議事項】
1. 令和3年度リウマチ月間リウマチ講演会について
 来年6月の開催に向け、実行委員会委員の選定並びに開催方法（Webを予定）等について
 検討した。

2. 令和4年度診療報酬改定の要望書について
 医療保険部会から提案のあった要望事項について検討した。

3. 次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について
 新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの臨床的鑑別が困難なことから、
 発熱患者が増える冬季に向け、厚生労働省から「次のインフルエンザ流行に備えた体制
 整備について」の情報提供があったとした。

開催地区 開催日 開催形態

東海・

北陸
12/6（日） Web開催

三重大学医学部附属病院

リウマチ・膠原病センター 教授　中島 亜矢子

中国・

四国
令和3年度に延期

香川大学医学部附属病院

膠原病・リウマチ内科 病院教授　土橋 浩章

九州・

沖縄
令和3年度に延期

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

令和3年

3/14（日）
Web開催

福島県立医科大学医学部

リウマチ膠原病内科学講座 主任教授　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

令和2年度の各地区における開催形態につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響を
踏まえ、参加者の皆様の安全と感染拡大の防止を考慮して、Web形式または令和3年度へ延期
することとなりました。何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
詳細は財団ホームページをご覧ください。

医学賞等候補者を募集

申請の手続き（応募要項・申請書）については財団ホームページをご覧ください。

● ノバルティス・リウマチ医学賞候補者募集
 締切：令和3年1月31日(当日消印有効)
● リウマチ性疾患調査・研究助成候補者募集　 
 締切：令和2年11月30日(当日消印有効)
 ※今年度4件予定。その中から「塩川美奈子・膠原病研究奨励賞」を1件選考する。

● 日本リウマチ財団リウマチ専門職表彰候補者募集
 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
 ことを目的とし、表彰します。
 対象者は、リウマチ医療・ケアに関わる看護師、薬剤師及び理学・作業療法士で、申請には
 推薦者（日本リウマチ財団の登録医又はリウマチケア看護師、登録薬剤師、登録理学療法士・
 作業療法士であること）1名を必要とします。
 募集期間：令和2年10月1日～12月31日(当日消印有効）

森本 幾夫
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

　関節リウマチ（RA）は、関節破壊進行、疼痛
による廃用性筋委縮から身体機能が低下する。
高齢RAにおいても疾患活動性の制御で関節
破壊進行は抑制され身体機能は改善する1）。
老年病学において、身体機能低下、生活機能
低下は身体的フレイルで評価される。身体的
フレイルはFriedらの定義（1.体重減少 2.歩行
速度低下 3.易疲労感 4.筋力（握力）低下 5. 低
活動で、３つ以上満たすとfrailtyと定義；1,2つ
はPre-frailty；0はnon-frailty）が汎用されて
いる。RA疾患自体に関連する合併症、治療に
関連する合併症、老化に伴う合併症も身体的
フレイルに影響する。疾患活動性コントロール
不良による慢性炎症持続はサルコペニア、動脈
硬化進行を引き起こし加齢に伴う合併症を加速
させる。疾患の活動性の持続に伴って進行する
間質性肺炎や気道病変、薬剤投与による免疫
抑制に関連した感染症の合併、薬剤誘発性の
肺障害と複数の要因が複雑に絡み合う。その他
にも、高血圧、脂質異常症、糖尿病、骨粗鬆症、
骨折、心血管イベント、悪性腫瘍、変形性関節症
など、様々合併症が関連する2）。

　高齢者は非高齢者と比較して、身体機能、
認知機能、社会的背景が様々である。関節リウ
マチ発症前に身体機能、生活機能がどの程度
維持されていたのか（身体的フレイル）、治療
方針を理解できる又は薬剤自己管理が可能な
程度の認知機能は維持されているか（精神的
フレイル）、仕事や家事を継続しているか、老々
介護を行っているか、介護認定をうけているか
（社会的フレイル）などを治療開始前に把握する。
フレイルの程度によっては、治療初期から家族
にチーム治療に参加してもらう必要がある3）。

　高齢者では若年者と比較して、疾患活動性が
高く、合併症と加齢に伴う身体機能低下や認知
機能低下が加わり、治療が難しいことが多い。し
かし、リスクを恐れて疾患活動性を制御しなけ
れば、身体的、精神的、社会的フレイルの進行か
ら、深刻な老年症候群、死亡に至る悪循環から
抜けることが難しくなる。悪循環を断ち切るため
には、高齢RAにおいても早期から抗リウマチ薬
を開始し、疾患活動性を制御することで身体機
能を改善させる必要がある。正常身体機能ある
いは軽度の身体的フレイルにとどまるようにする
ことは、高齢RAの重要な治療目標である4）。し
かしながら、高齢RAは、様々な程度のフレイル
の患者さんが存在し、個々の患者のリスクに差
があるため、すべての患者さんに同一の治療戦
略を適応することはできない。不可逆な要介護
から老年症候群（抑うつ、転倒、排尿異常、認知
機能低下、低栄養など）が進行した場合、感染症
を含めた治療関連の合併症のリスクが高くなる。

　フレイルの評価方法は様々な評価が提唱さ
れている。前述のFriedらの定義による評価、
Frailty Staging System（生活機能、身体機能、
認知機能、視覚・聴覚機能、尿失禁、社会的サ
ポートの７項目を評価）、など様々な方法が提唱
されている。Frai lty Stag ing Systemでは
frailtyの重症度が高いほど変形性関節症患者
の生命予後が不良であることが報告されている。
しかし、現在のフレイルの評価方法は複雑で日
常のリウマチ診療で応用することが難しいの
が問題点である。

　日常診療でも評価可能な評価方法が、老年
病学の専門医からいくつか提唱され、医療従事

者が問診しながら評価する方法と患者アンケー
ト形式で評価する方法とがある。リウマチ診療
にリウマチケアナースや理学療法士、作業療
法士がチーム医療として加わる場合は、問診
の中で施行可能なCGA7を行うことで、生活機
能低下、認知機能低下、抑うつの早期発見につ
ながる。CGA7では表１に示すような方法で意欲、
認知機能、生活機能（手段的ADL、基本的
ADL）、抑うつを評価する。評価結果を主治医
が確認し、必要に応じて認知症専門医へのコン
サルト、社会的なサポートや介護サービスの整
備を行う。
　参考までに、老年病学会からCGA7の次に
行うことが推奨されている評価内容を表2にま
とめる。表2の内容についてもコメディカルで
評価可能な項目が含まれる。精神的、社会的フ
レイルへの早期対応が可能となるため、安全な
薬物管理、内服や自己注射のコンプライアンス
の低下を防ぐことができると期待される。アン
ケート形式による評価方法もいくつか提唱され
ている。介護保険で要介護認定を受けていな
い人で、介護が必要になる可能性があると予想
される人に対して行われている自己記入式の
総合機能評価がある。25項目からなる基本
チェックリストで、1～3は手段的 ADL、4、5は
社会的 ADL、6～10は運動・転倒、11、12は栄
養、13～15は口腔機能、16、17は閉じこもり、
18～20は認知症、21～25はうつに関する質問
事項となっている。他に、認知機能と生活機能
の障害を評価することを目的としたDASC-21
も有用であるかもしれない。

　高齢者では多剤併用の弊害がでやすいこと
から、合併症と他の診療科で投与されている薬
剤を把握しながら、多剤併用とならないような

注意が必要である。患者の地域医療の一環と
して、かかりつけ薬剤師が、かかりつけの他の
診療科とリウマチ科の薬剤を一元的に把握し、
同一効能の薬剤処方や治癒した合併症への
漫然とした薬剤の継続による多剤併用が行
われていないか把握し、リウマチ中核病院の
薬剤師あるいはリウマチ専門クリニックのコメ
ディカルチームと連携をとることが有用であ
ろう。
　一方で、ST合剤、NSAIDs潰瘍の予防薬、
副腎皮質ステロイド副作用の管理に関わる薬
剤など、進行期で治療困難な症例ほど多剤併用
が必須となってしまう現状もある6）。早期の疾
患活動性コントロールと鎮痛薬、副腎皮質ステ
ロイドフリーを目指すことは、新たな合併症の
発現を抑え、多剤併用を防ぐ最もよい手段で
あろう。

　関節リウマチに対するチーム医療に対して管
理加算が付かない現状においては、地域の中
核病院において関節リウマチに対するチーム
医療を行うことが困難なことが多い。高齢者総
合機能評価あるいはアンケート調査によるフレ
イルの評価がコメディカルのチームによって行
われ、結果が主治医に報告されるような医療体
制構築とそれに対する管理加算がとれるよう
な医療制度の改正が今後必要であろう。

リウマチ患者さんの高齢化にともない、「フレイル」という言葉は今や患者さんの間でも知られるように

なりました。小児、成人、高齢者の垣根を取り払って一生涯にわたり免疫難病の患者さんを

サポートする東京医科歯科大学の「生涯免疫難病学講座」から、杉原毅彦氏

にご寄稿いただきました。

（編集部）
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高齢者における関節リウマチ治療およびフレイル
杉原 毅彦 氏／東京医科歯科大学 生涯免疫難病学講座　特任准教授

高齢者関節リウマチと身体的フレイル

フレイルを考慮した高齢RAの管理

関節リウマチに対するフレイルの評価 まとめ

高齢RAの多剤併用
関節リウマチに対する総合機能評価5）

表1 外来でコメディカルが評価可能な高齢者の総合機能評価（CGA7）

日本老年医学会（編集／発行）. 改訂版 健康長寿診療ハンドブック
―実地医家のための老年医学のエッセンス 2019; 7-12. メジカルビュー社より作成

患者観察、問診方法 解釈項目

1. 意欲 自らすすんで挨拶できる できない場合は意欲の低下を疑う。

2. 認知機能 「これから言う言葉を繰り返してください（桜、猫、電車）」
「あとでまた聞きますから覚えておいてください」

復唱できなければ中等度認知症を疑う。

3. 手段的ADL 「日用品の買い物ができますか？」
「ここまでどうやってきましたか？」
（自分でバス、電車、自家用車を使って移動できるか確認）

付き添いが必要なら身体的フレイルか
中等度認知症を疑う。

5. 基本的ADL 「お風呂は自分ひとりで入って、
洗うのに手助けは要りませんか？」 入浴と排泄ともにできないと

要介護の可能性が大きい。

7. 情緒・気分 「自分が無力だと思いますか？」 無力だと思う場合、うつ傾向がある。

6. 基本的ADL 「失礼ですが、トイレで失敗してしまうことはありませんか？」

4. 認知機能、
 遅延再生評価

「先ほど覚えていただいた言葉を言ってください」 ヒントなしで正解できない場合、
軽度認知症を疑う。
復唱可能なら認知症の可能性は低い。

表2 高齢者の総合機能評価の標準的な方法

日本老年医学会（編集／発行）. 改訂版 健康長寿診療ハンドブック
―実地医家のための老年医学のエッセンス 2019; 7-12. メジカルビュー社より作成

1. 認知機能評価  MMSE（mini mental state examination）
23/30以下は認知症疑い

2. 生活機能評価 BADL（基本的ADL）
 食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ、
 入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便、排尿

IADL（手段的ADL）
 電話、買い物、食事の準備、家事、洗濯、移送の
 形式、服薬管理、財産の取り扱い

3. うつの指標 GDS（geriatric depression scale）
15の質問形式
はい、いいえで回答

4. 意欲の指標 Vitality index　
起床、意思疎通、食事、排泄、リハビリに関する
質問

令和3年度リウマチ財団登録医
申請受付期間 令和3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3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62年度、平成2、5、8、11、14、17、20、23、28年度

令和3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3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
  ＊記載例は財団ホームページに掲載。

 （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
問い合わせ先

日本リウマチ財団事務局 E-mail：nursejrf＠rheuma-net.or.jp

申請方法、申請書類等は財団ホームページに掲載します。

申請方法、申請書類等は財団ホームページに掲載します。

日本リウマチ財団では、ご指定されたメールアドレスに、毎号財団ニュースのファイルを
ダウンロードできるURLや財団情報を送付しています。
つきましては、お手数をおかけして大変恐縮でございますが、配信先としてご希望のメール
アドレスの登録をお願い申し上げます。
以下の財団事務局アドレスにメールをお送りください。
① お名前　②ご所属　③登録医番号　④配信先メールアドレス

送信先：jrfnews@rheuma-net.or.jp
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基底細胞の液状変性＝表皮代謝回転遅延/
角層の肥厚と真皮接着の脆弱化による皮膚
表面肌理の消失

紫斑を混じ、血管叢に沿った配列

皮膚科
第12回
《最終回》

A1. 接触皮膚炎（アレルギー性接触皮膚炎と刺激性接触皮膚炎）、脂
漏性皮膚炎、皮脂欠乏性皮膚炎である。補足：
アトピー性皮膚炎は接触皮膚炎、痒疹、紅斑
など多彩な皮疹を呈するが、血栓や血管炎等
血管病変は生じない（紅斑すなわち反応性毛
細血管拡張は生じる）。

A2. 湿疹皮膚炎群の病変の主体は表皮内の点状海綿状態（表皮に増殖
刺激が起きる）であり、膠原病は表皮基底細胞
の変性（表皮の増殖障害が起きる）と血管病変
である。この基本的病変の違いが図1、２のよう
に皮疹に表現される。（本誌148, 150, 153号）
　表皮主体で増殖刺激が起きる病変は表皮回
転が亢進し、最終産物の角層が多く作られ、鱗
屑として剥がれる（図1上段）。同時に表皮由来
のサイトカインで真皮毛細血管の拡張を起こ
す（紅斑）。これは全ての湿疹皮膚炎群で起き
る。アレルギー性接触皮膚炎は細胞性免疫反
応で表皮内に0.5ｍｍ以下の点状海綿状態（細
胞性免疫による細胞間浮腫）を生じる。刺激性
皮膚炎は点状には生じないで刺激物がついた
部分に面状に紅斑、鱗屑ができる。脂漏性皮膚
炎と皮脂欠乏性皮膚炎は刺激性皮膚炎の機序
（前者では皮脂分解刺激物質が直接的に、後者
では角層の乾燥が間接的に表皮ケラチノサイ
トを刺激して細胞間浮腫を生じる）で起きる
ので、点状病変はできない（図1の下段、左側）。
同時に表皮由来のサイトカインで真皮毛細
血管の拡張を起こす（紅斑）。
　膠原病は基本的に表皮基底細胞の液状変性
（細胞性免疫）と血管病変（Ⅲ型アレルギー、血
栓他機序不明の血管病変）によって皮疹が形
成される。血管病変は表皮直下の血管叢と真
皮表皮境界部の血管叢をたどる紫斑や紅斑、
小結節を網目（樹枝）状に形成するので認識で
きる（図2左側）。基底細胞液状変性は表皮回転
速度を遅延化し、角層の陳旧化が起きて、表皮
の弾性が減弱し肌理ができない部分ができる
（図2右側）。角層の堆積角化もできる。（本誌
148, 150, 151, 154, 156, 160号）

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

Ｑ. 画像クイズ皮膚科の分野について過去11回連載させていただいた。過去11回のクイズを通してお伝え
 したいと考えていた基本的事項はコモンディジーズすなわち湿疹皮膚炎群とそれらに希に紛れている
 膠原病/血管病変に伴う皮疹（多くの例が湿疹か蕁麻疹と診断されている）の見分け方についてである。
 今回（第12回）が最終回となったので、その基本的事項をまとめるための質問を最後に挙げた。

非圧迫部に表皮壊死なし

紅斑辺縁小紅斑の網状配列

灰色調褐色：表皮の壊死を示す

小紅斑の網状配列

A3. 蕁麻疹と蕁麻疹様血管炎は真皮の疾患でＡ2で示した鱗屑はで
きないので湿疹群とは容易に鑑別できる。蕁
麻疹は肥満細胞からIgE免疫複合体などに
よって脱顆粒されたヒスタミン等によって
強い浮腫ができ、その組織液でIgE免疫複合
体やヒスタミン等真皮上層の浮腫を作る分
子が洗い流され、数時間内に膨疹は消失する。
蕁麻疹様血管炎はIgG免疫複合体が血管壁に
沈着して活性化されたC3a、C5aによって血
管周囲に浮腫が起きる。IgG免疫複合体は血管
壁に沈着し、数日間残るので膨疹も数日間続
き、紫斑も生じる。詳細な解説は『皮疹の因数
分解・ロジック診断 北島康雄著 2018年10月
発行（秀潤社）』を参考にされたい。

① 皮膚科のコモンディジーズは蕁麻疹と湿疹皮膚炎群であるが、湿疹皮膚炎群の代表的疾患を3種類あげよ。
② 湿疹皮膚炎群と膠原病/血管病変の基本的皮疹の違いとそれぞれの形成機序の違いを述べよ。
③ 湿疹皮膚炎群と蕁麻疹、蕁麻疹様血管炎の基本的皮疹の違いとそれぞれの形成機序の違いを図示して述べよ。

図1 湿疹皮膚炎群の基本的診方のまとめ

図2

湿疹皮膚炎群 ＝ 表皮回転亢進
＝鱗屑（りんせつ）形成と紅斑（毛細血管の拡張）
鱗屑 ： 剥がれそうな角質層=最外層の角質層の所見
  1） 鱗屑があれば表皮内病変を示す。（角質肥厚、水疱、びらん/潰瘍も表皮内病変を示す。）
  2） 鱗屑がなければ真皮内(含毛嚢、血管）病変を示す。

5mmの点状痂皮と環状鱗屑､漿液性丘疹：表皮内点状海綿状態
1） あれば、アレルギー性接触皮膚炎
2） なければ
 1. 脂漏性皮膚炎（鱗屑が湿っている）
 2. 皮脂欠乏性皮膚炎（鱗屑が乾いて白い）

鱗屑

先に紅斑、次いで湿った鱗屑形成 先に乾いた鱗屑、次いで紅斑形成

鱗屑

血管叢に沿った樹枝状配列紫斑と紅斑
（アナフィラクトイド紫斑）

血管叢に沿った樹枝状配列紫斑と紅斑
（皮膚アレルギー性血管炎）

係蹄（capillary loop）

紫斑を混じ、血管叢に沿った配列

赤血球
血管外漏出

基本鱗屑はないが古くなると厚い角層が鱗屑化

表皮回転遅延＝角層陳旧化＝耐性疲労＝鱗屑

基底細胞の液状変性＝表皮代謝回
転遅延/角層の肥厚と真皮接着の
脆弱化による皮膚表面肌理の消失

http://www.rheuma-net.or.jp/
日本リウマチ財団ホームページ

メール配信がお手元に届かない先生
メールアドレスをご登録ください

リウマチ財団 検索

　新型コロナウイルス感染症（以下コロナ感
染症）は収束する気配もなく本邦では10月初
めで感染者が8万人超となっている。
　コロナ感染症の影響により日本経済も
リーマンショック以上の悪化をきたし、コロ
ナ感染症患者を受け入れた医療機関では
収益が大幅に減少し、受診の手控えなどで
受け入れていない医療機関でも収益減に
陥っている。リウマチ疾患患者では種々の

免疫抑制剤が投与され、易感染性を心配さ
れたが現時点では幸い格別にコロナにかか
りやすいとか重症化しやすいという情報は
ない。
　本号では川上教授の「リウマチ学へのAI
応用」の記事に注目したい。診療においては
発症リスク、診断、治療薬選択、予後評価な
ど多くの判断が要求されるが、AIの医療へ
のメリットは医療関係者および患者双方に大
きいことが予想される。しかし現在のところ
AIはゲノム医療および画像解析などへは寄
与しているがリウマチ学への応用について

は種々のハードルが存在し、今後の更なる発
展が望まれる。
　多くのリウマチ疾患では典型的な皮膚症
状の発現が特徴とされるが、本誌での北島
教授の12回に及ぶ画像クイズも本号で最
後となる。多くの皆様に非常に役立ったと
思われるが長きにわたる連載お疲れ様で
した。
　杉原先生の「高齢者における関節リウマ
チ治療およびフレイル」は今後高齢者がさら
に増加することからタイムリーな記事といえ
よう。特に多くの高齢者関節リウマチ患者で

は既に身体活動レベルの低下が存在しフレ
イルに陥りやすい状態であることからぜひ
一読をお勧めしたい。昨今のコロナ感染症
の蔓延で「stay home」を呼びかけられ外出
を控えることが多い。このような患者さんに
いかにフレイル予防を行うかが医療者側とし
て重要な問題と思われる。
　最後にコロナ感染症の一刻も早い収束を
願いつつ筆をおきたい。

編集後記

令和2年9月 企画運営委員会議事録
令和２年９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９月８日（火）１８：００～１９：０５

【報告事項】
1． 日本リウマチ財団委員会委員の任命について
 令和2年9月1日から2年間の全委員会の新委員を決定した。

2. 第1回リウマチ病学テキスト編集委員会について
 第3版を制作するため、日本リウマチ学会と財団とが共同で編集することになり、改定方針、
 項目立て等の検討がされた。

3. 財政状況について
 令和2年度4月から8月における財政状況の報告がされた。

4. 第4回法人賛助会員セミナーの開催について
 令和3年2月9日を予定したが、新型コロナ感染症対応のため、会場方式ではなくWeb方式
 で再検討する。

【審議事項】
1. 令和3年度リウマチ月間リウマチ講演会について
 来年6月の開催に向け、実行委員会委員の選定並びに開催方法（Webを予定）等について
 検討した。

2. 令和4年度診療報酬改定の要望書について
 医療保険部会から提案のあった要望事項について検討した。

3. 次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について
 新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの臨床的鑑別が困難なことから、
 発熱患者が増える冬季に向け、厚生労働省から「次のインフルエンザ流行に備えた体制
 整備について」の情報提供があったとした。

開催地区 開催日 開催形態

東海・

北陸
12/6（日） Web開催

三重大学医学部附属病院

リウマチ・膠原病センター 教授　中島 亜矢子

中国・

四国
令和3年度に延期

香川大学医学部附属病院

膠原病・リウマチ内科 病院教授　土橋 浩章

九州・

沖縄
令和3年度に延期

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

令和3年

3/14（日）
Web開催

福島県立医科大学医学部

リウマチ膠原病内科学講座 主任教授　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

令和2年度の各地区における開催形態につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響を
踏まえ、参加者の皆様の安全と感染拡大の防止を考慮して、Web形式または令和3年度へ延期
することとなりました。何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
詳細は財団ホームページをご覧ください。

医学賞等候補者を募集

申請の手続き（応募要項・申請書）については財団ホームページをご覧ください。

● ノバルティス・リウマチ医学賞候補者募集
 締切：令和3年1月31日(当日消印有効)
● リウマチ性疾患調査・研究助成候補者募集　 
 締切：令和2年11月30日(当日消印有効)
 ※今年度4件予定。その中から「塩川美奈子・膠原病研究奨励賞」を1件選考する。

● 日本リウマチ財団リウマチ専門職表彰候補者募集
 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
 ことを目的とし、表彰します。
 対象者は、リウマチ医療・ケアに関わる看護師、薬剤師及び理学・作業療法士で、申請には
 推薦者（日本リウマチ財団の登録医又はリウマチケア看護師、登録薬剤師、登録理学療法士・
 作業療法士であること）1名を必要とします。
 募集期間：令和2年10月1日～12月31日(当日消印有効）

森本 幾夫
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

　関節リウマチ（RA）は、関節破壊進行、疼痛
による廃用性筋委縮から身体機能が低下する。
高齢RAにおいても疾患活動性の制御で関節
破壊進行は抑制され身体機能は改善する1）。
老年病学において、身体機能低下、生活機能
低下は身体的フレイルで評価される。身体的
フレイルはFriedらの定義（1.体重減少 2.歩行
速度低下 3.易疲労感 4.筋力（握力）低下 5. 低
活動で、３つ以上満たすとfrailtyと定義；1,2つ
はPre-frailty；0はnon-frailty）が汎用されて
いる。RA疾患自体に関連する合併症、治療に
関連する合併症、老化に伴う合併症も身体的
フレイルに影響する。疾患活動性コントロール
不良による慢性炎症持続はサルコペニア、動脈
硬化進行を引き起こし加齢に伴う合併症を加速
させる。疾患の活動性の持続に伴って進行する
間質性肺炎や気道病変、薬剤投与による免疫
抑制に関連した感染症の合併、薬剤誘発性の
肺障害と複数の要因が複雑に絡み合う。その他
にも、高血圧、脂質異常症、糖尿病、骨粗鬆症、
骨折、心血管イベント、悪性腫瘍、変形性関節症
など、様々合併症が関連する2）。

　高齢者は非高齢者と比較して、身体機能、
認知機能、社会的背景が様々である。関節リウ
マチ発症前に身体機能、生活機能がどの程度
維持されていたのか（身体的フレイル）、治療
方針を理解できる又は薬剤自己管理が可能な
程度の認知機能は維持されているか（精神的
フレイル）、仕事や家事を継続しているか、老々
介護を行っているか、介護認定をうけているか
（社会的フレイル）などを治療開始前に把握する。
フレイルの程度によっては、治療初期から家族
にチーム治療に参加してもらう必要がある3）。

　高齢者では若年者と比較して、疾患活動性が
高く、合併症と加齢に伴う身体機能低下や認知
機能低下が加わり、治療が難しいことが多い。し
かし、リスクを恐れて疾患活動性を制御しなけ
れば、身体的、精神的、社会的フレイルの進行か
ら、深刻な老年症候群、死亡に至る悪循環から
抜けることが難しくなる。悪循環を断ち切るため
には、高齢RAにおいても早期から抗リウマチ薬
を開始し、疾患活動性を制御することで身体機
能を改善させる必要がある。正常身体機能ある
いは軽度の身体的フレイルにとどまるようにする
ことは、高齢RAの重要な治療目標である4）。し
かしながら、高齢RAは、様々な程度のフレイル
の患者さんが存在し、個々の患者のリスクに差
があるため、すべての患者さんに同一の治療戦
略を適応することはできない。不可逆な要介護
から老年症候群（抑うつ、転倒、排尿異常、認知
機能低下、低栄養など）が進行した場合、感染症
を含めた治療関連の合併症のリスクが高くなる。

　フレイルの評価方法は様々な評価が提唱さ
れている。前述のFriedらの定義による評価、
Frailty Staging System（生活機能、身体機能、
認知機能、視覚・聴覚機能、尿失禁、社会的サ
ポートの７項目を評価）、など様々な方法が提唱
されている。Frai lty Stag ing Systemでは
frailtyの重症度が高いほど変形性関節症患者
の生命予後が不良であることが報告されている。
しかし、現在のフレイルの評価方法は複雑で日
常のリウマチ診療で応用することが難しいの
が問題点である。

　日常診療でも評価可能な評価方法が、老年
病学の専門医からいくつか提唱され、医療従事

者が問診しながら評価する方法と患者アンケー
ト形式で評価する方法とがある。リウマチ診療
にリウマチケアナースや理学療法士、作業療
法士がチーム医療として加わる場合は、問診
の中で施行可能なCGA7を行うことで、生活機
能低下、認知機能低下、抑うつの早期発見につ
ながる。CGA7では表１に示すような方法で意欲、
認知機能、生活機能（手段的ADL、基本的
ADL）、抑うつを評価する。評価結果を主治医
が確認し、必要に応じて認知症専門医へのコン
サルト、社会的なサポートや介護サービスの整
備を行う。
　参考までに、老年病学会からCGA7の次に
行うことが推奨されている評価内容を表2にま
とめる。表2の内容についてもコメディカルで
評価可能な項目が含まれる。精神的、社会的フ
レイルへの早期対応が可能となるため、安全な
薬物管理、内服や自己注射のコンプライアンス
の低下を防ぐことができると期待される。アン
ケート形式による評価方法もいくつか提唱され
ている。介護保険で要介護認定を受けていな
い人で、介護が必要になる可能性があると予想
される人に対して行われている自己記入式の
総合機能評価がある。25項目からなる基本
チェックリストで、1～3は手段的 ADL、4、5は
社会的 ADL、6～10は運動・転倒、11、12は栄
養、13～15は口腔機能、16、17は閉じこもり、
18～20は認知症、21～25はうつに関する質問
事項となっている。他に、認知機能と生活機能
の障害を評価することを目的としたDASC-21
も有用であるかもしれない。

　高齢者では多剤併用の弊害がでやすいこと
から、合併症と他の診療科で投与されている薬
剤を把握しながら、多剤併用とならないような

注意が必要である。患者の地域医療の一環と
して、かかりつけ薬剤師が、かかりつけの他の
診療科とリウマチ科の薬剤を一元的に把握し、
同一効能の薬剤処方や治癒した合併症への
漫然とした薬剤の継続による多剤併用が行
われていないか把握し、リウマチ中核病院の
薬剤師あるいはリウマチ専門クリニックのコメ
ディカルチームと連携をとることが有用であ
ろう。
　一方で、ST合剤、NSAIDs潰瘍の予防薬、
副腎皮質ステロイド副作用の管理に関わる薬
剤など、進行期で治療困難な症例ほど多剤併用
が必須となってしまう現状もある6）。早期の疾
患活動性コントロールと鎮痛薬、副腎皮質ステ
ロイドフリーを目指すことは、新たな合併症の
発現を抑え、多剤併用を防ぐ最もよい手段で
あろう。

　関節リウマチに対するチーム医療に対して管
理加算が付かない現状においては、地域の中
核病院において関節リウマチに対するチーム
医療を行うことが困難なことが多い。高齢者総
合機能評価あるいはアンケート調査によるフレ
イルの評価がコメディカルのチームによって行
われ、結果が主治医に報告されるような医療体
制構築とそれに対する管理加算がとれるよう
な医療制度の改正が今後必要であろう。

リウマチ患者さんの高齢化にともない、「フレイル」という言葉は今や患者さんの間でも知られるように

なりました。小児、成人、高齢者の垣根を取り払って一生涯にわたり免疫難病の患者さんを

サポートする東京医科歯科大学の「生涯免疫難病学講座」から、杉原毅彦氏

にご寄稿いただきました。

（編集部）
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高齢者における関節リウマチ治療およびフレイル
杉原 毅彦 氏／東京医科歯科大学 生涯免疫難病学講座　特任准教授

高齢者関節リウマチと身体的フレイル

フレイルを考慮した高齢RAの管理

関節リウマチに対するフレイルの評価 まとめ

高齢RAの多剤併用
関節リウマチに対する総合機能評価5）

表1 外来でコメディカルが評価可能な高齢者の総合機能評価（CGA7）

日本老年医学会（編集／発行）. 改訂版 健康長寿診療ハンドブック
―実地医家のための老年医学のエッセンス 2019; 7-12. メジカルビュー社より作成

患者観察、問診方法 解釈項目

1. 意欲 自らすすんで挨拶できる できない場合は意欲の低下を疑う。

2. 認知機能 「これから言う言葉を繰り返してください（桜、猫、電車）」
「あとでまた聞きますから覚えておいてください」

復唱できなければ中等度認知症を疑う。

3. 手段的ADL 「日用品の買い物ができますか？」
「ここまでどうやってきましたか？」
（自分でバス、電車、自家用車を使って移動できるか確認）
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―実地医家のための老年医学のエッセンス 2019; 7-12. メジカルビュー社より作成
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日本リウマチ財団事務局 E-mail：nursejrf＠rheuma-net.or.jp

申請方法、申請書類等は財団ホームページに掲載します。

申請方法、申請書類等は財団ホームページに掲載します。

日本リウマチ財団では、ご指定されたメールアドレスに、毎号財団ニュースのファイルを
ダウンロードできるURLや財団情報を送付しています。
つきましては、お手数をおかけして大変恐縮でございますが、配信先としてご希望のメール
アドレスの登録をお願い申し上げます。
以下の財団事務局アドレスにメールをお送りください。
① お名前　②ご所属　③登録医番号　④配信先メールアドレス

送信先：jrfnews@rheuma-net.or.jp
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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
第3回 聖路加国際病院

看護師　玉置　桜 氏

１．私の仕事
リウマチ膠原病センター、血液内科、呼吸器内科・外科、消化器内科・外科・内視鏡検査室、腎臓
内科、感染症科を担当する外来部門で勤務しています。各科から発生する多くの処置や指導
などの関わりを通して、できるだけ患者さんが痛みや不安なく、毎日を無事に過ごせるよう
療養支援を行っています。

２．資格を取るきっかけ
元々慢性看護に興味はありましたが、第一回登録リウマチケア看護師を取得した先輩看護師
に「絶対取ったほうがいいから！」と強く勧められたのがきっかけです。

３．こんな時資格が役立っています
現在はコロナ禍で学会はもとより講演会や研修会ももっぱら中止されていますが、登録リウマチ
ケア看護師だから参加できる会にたくさん参加させてもらえ、他院の多くの登録リウマチケア
看護師の幅広い取り組みや工夫・情報を得ることができるだけでなく、それらを部署内スタッフ
にも展開することで、スキルアップにつながっていると感じています。

４．今後の抱負
現在「登録ソノグラファー」取得を目指して日々精進中です。エコーを通してさらに近くで、患者
さんの痛みの原因や、時には治療過程や治療効果を一緒に確認・実感したりしながら、これまで
できていなかった自己注射移行後の患者や内服患者のフォローなども、積極的に行っていければ
と思っています。

薬剤師　鹿島 千嘉 氏

１．私の仕事
病棟薬剤師として、入院する患者さんの常用薬の内容や副作用・アレルギー等を聞き取り、
使用する薬の投与量や用法、相互作用に問題がないかを確認しています。また、新しい薬の
開始時や退院時には、薬の効果や副作用、注意点について患者さんが理解し、正しく・不安な
く服薬できるように説明を実施しています。

２．資格を取るきっかけ
担当病棟にリウマチ患者さんが入院した際、病態や治療に関してわからないことが多く、勉強
して薬物管理や服薬説明の質を向上させ、業務に反映したいと思ったのがきっかけです。

３．こんな時資格が役立っています
資格取得後、院内での勉強会への参加の他、リウマチ治療に関わる多職種の方々と接する
機会が増え、患者さんを中心としたチームでの関わり方を学ぶことができました。また、以前
に比べリウマチ患者さんへの指導に積極的に関わることができるようになりました。

４．今後の抱負
チームでリウマチ患者さんの治療を支援していく上で、薬剤師の関わりはまだまだ少ない
ため、より積極的に介入や提案ができるように働きかけていきたいです。新しい薬剤も次々出て
くるため、知識を更新しながら、患者さんにとって最適な治療について様々な視点で検討でき
るよう研鑽していきたいと思います。

　初めまして、埼玉県でリウマチクリニックをさ
せて頂いている佐藤理仁と申します。私たちは、
「①患者さんに、安心して前向きにリウマチ治療
を受けて頂ける事」
「②それぞれの医師が理想とする、質の高い
リウマチ診療ができる事」

リウマチクリニックの配布資料 vol. 3
さとう埼玉リウマチクリニック（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」をご紹介します。３回目の今回は
「さとう埼玉リウマチクリニック」の登場です。

《話》
医療法人
さとう埼玉リウマチクリニック
統括院長

佐藤 理仁 氏

患者さんのデータを見ながらスタッフと話す佐藤氏。

◎ この資料の続きがネットで閲覧できます。
 さとう埼玉リウマチクリニック Webサイト
 「関節リウマチQ&A」（2020年9月現在）
 https://sato-naika.org/blog/raqa/

「③基幹病院にご迷惑をおかけしないよう、
感染症などのトラブルを減らす事」
　―という、「患者さん、先生方、基幹病院
の3方良し」を目指しています。
　皆様もご経験があるかもしれませんが、医師
が患者さんの為を思って適切な治療を提案して

も、過度に悲観されたりお薬の副作用を気にし
すぎて、前向きに治療ができなくなってしまう
患者さんもいらっしゃいます。その結果、患者さ
ん自身もリウマチが良くならず、先生方の情熱も
しぼんでしまうという悲しい結果になってしま
います。

　そこで、薬の副作用や感染症対策などには
気を付けてもらいつつも、患者さんに前向きに
リウマチ治療に向き合って頂きたいという想い
で、『関節リウマチQ&A』という6ページの冊子
を作成させて頂きました。拙文で私見部分も
ありお恥ずかしい限りですが、患者さんに前向
きなリウマチ治療を受けて頂けるよう、何か少し
でも皆様の診療のお役に立てる部分があります
と幸いです。
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http://www.rheuma-net.or.jp/
日本リウマチ財団ホームページ

メール配信がお手元に届かない先生
メールアドレスをご登録ください

リウマチ財団 検索

　新型コロナウイルス感染症（以下コロナ感
染症）は収束する気配もなく本邦では10月初
めで感染者が8万人超となっている。
　コロナ感染症の影響により日本経済も
リーマンショック以上の悪化をきたし、コロ
ナ感染症患者を受け入れた医療機関では
収益が大幅に減少し、受診の手控えなどで
受け入れていない医療機関でも収益減に
陥っている。リウマチ疾患患者では種々の

免疫抑制剤が投与され、易感染性を心配さ
れたが現時点では幸い格別にコロナにかか
りやすいとか重症化しやすいという情報は
ない。
　本号では川上教授の「リウマチ学へのAI
応用」の記事に注目したい。診療においては
発症リスク、診断、治療薬選択、予後評価な
ど多くの判断が要求されるが、AIの医療へ
のメリットは医療関係者および患者双方に大
きいことが予想される。しかし現在のところ
AIはゲノム医療および画像解析などへは寄
与しているがリウマチ学への応用について

は種々のハードルが存在し、今後の更なる発
展が望まれる。
　多くのリウマチ疾患では典型的な皮膚症
状の発現が特徴とされるが、本誌での北島
教授の12回に及ぶ画像クイズも本号で最
後となる。多くの皆様に非常に役立ったと
思われるが長きにわたる連載お疲れ様で
した。
　杉原先生の「高齢者における関節リウマ
チ治療およびフレイル」は今後高齢者がさら
に増加することからタイムリーな記事といえ
よう。特に多くの高齢者関節リウマチ患者で

は既に身体活動レベルの低下が存在しフレ
イルに陥りやすい状態であることからぜひ
一読をお勧めしたい。昨今のコロナ感染症
の蔓延で「stay home」を呼びかけられ外出
を控えることが多い。このような患者さんに
いかにフレイル予防を行うかが医療者側とし
て重要な問題と思われる。
　最後にコロナ感染症の一刻も早い収束を
願いつつ筆をおきたい。

編集後記

令和2年9月 企画運営委員会議事録
令和２年９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９月８日（火）１８：００～１９：０５

【報告事項】
1． 日本リウマチ財団委員会委員の任命について
 令和2年9月1日から2年間の全委員会の新委員を決定した。

2. 第1回リウマチ病学テキスト編集委員会について
 第3版を制作するため、日本リウマチ学会と財団とが共同で編集することになり、改定方針、
 項目立て等の検討がされた。

3. 財政状況について
 令和2年度4月から8月における財政状況の報告がされた。

4. 第4回法人賛助会員セミナーの開催について
 令和3年2月9日を予定したが、新型コロナ感染症対応のため、会場方式ではなくWeb方式
 で再検討する。

【審議事項】
1. 令和3年度リウマチ月間リウマチ講演会について
 来年6月の開催に向け、実行委員会委員の選定並びに開催方法（Webを予定）等について
 検討した。

2. 令和4年度診療報酬改定の要望書について
 医療保険部会から提案のあった要望事項について検討した。

3. 次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について
 新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの臨床的鑑別が困難なことから、
 発熱患者が増える冬季に向け、厚生労働省から「次のインフルエンザ流行に備えた体制
 整備について」の情報提供があったとした。

開催地区 開催日 開催形態

東海・

北陸
12/6（日） Web開催

三重大学医学部附属病院

リウマチ・膠原病センター 教授　中島 亜矢子

中国・

四国
令和3年度に延期

香川大学医学部附属病院

膠原病・リウマチ内科 病院教授　土橋 浩章

九州・

沖縄
令和3年度に延期

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

令和3年

3/14（日）
Web開催

福島県立医科大学医学部

リウマチ膠原病内科学講座 主任教授　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

令和2年度の各地区における開催形態につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響を
踏まえ、参加者の皆様の安全と感染拡大の防止を考慮して、Web形式または令和3年度へ延期
することとなりました。何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
詳細は財団ホームページをご覧ください。

医学賞等候補者を募集

申請の手続き（応募要項・申請書）については財団ホームページをご覧ください。

● ノバルティス・リウマチ医学賞候補者募集
 締切：令和3年1月31日(当日消印有効)
● リウマチ性疾患調査・研究助成候補者募集　 
 締切：令和2年11月30日(当日消印有効)
 ※今年度4件予定。その中から「塩川美奈子・膠原病研究奨励賞」を1件選考する。

● 日本リウマチ財団リウマチ専門職表彰候補者募集
 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
 ことを目的とし、表彰します。
 対象者は、リウマチ医療・ケアに関わる看護師、薬剤師及び理学・作業療法士で、申請には
 推薦者（日本リウマチ財団の登録医又はリウマチケア看護師、登録薬剤師、登録理学療法士・
 作業療法士であること）1名を必要とします。
 募集期間：令和2年10月1日～12月31日(当日消印有効）

森本 幾夫
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

　関節リウマチ（RA）は、関節破壊進行、疼痛
による廃用性筋委縮から身体機能が低下する。
高齢RAにおいても疾患活動性の制御で関節
破壊進行は抑制され身体機能は改善する1）。
老年病学において、身体機能低下、生活機能
低下は身体的フレイルで評価される。身体的
フレイルはFriedらの定義（1.体重減少 2.歩行
速度低下 3.易疲労感 4.筋力（握力）低下 5. 低
活動で、３つ以上満たすとfrailtyと定義；1,2つ
はPre-frailty；0はnon-frailty）が汎用されて
いる。RA疾患自体に関連する合併症、治療に
関連する合併症、老化に伴う合併症も身体的
フレイルに影響する。疾患活動性コントロール
不良による慢性炎症持続はサルコペニア、動脈
硬化進行を引き起こし加齢に伴う合併症を加速
させる。疾患の活動性の持続に伴って進行する
間質性肺炎や気道病変、薬剤投与による免疫
抑制に関連した感染症の合併、薬剤誘発性の
肺障害と複数の要因が複雑に絡み合う。その他
にも、高血圧、脂質異常症、糖尿病、骨粗鬆症、
骨折、心血管イベント、悪性腫瘍、変形性関節症
など、様々合併症が関連する2）。

　高齢者は非高齢者と比較して、身体機能、
認知機能、社会的背景が様々である。関節リウ
マチ発症前に身体機能、生活機能がどの程度
維持されていたのか（身体的フレイル）、治療
方針を理解できる又は薬剤自己管理が可能な
程度の認知機能は維持されているか（精神的
フレイル）、仕事や家事を継続しているか、老々
介護を行っているか、介護認定をうけているか
（社会的フレイル）などを治療開始前に把握する。
フレイルの程度によっては、治療初期から家族
にチーム治療に参加してもらう必要がある3）。

　高齢者では若年者と比較して、疾患活動性が
高く、合併症と加齢に伴う身体機能低下や認知
機能低下が加わり、治療が難しいことが多い。し
かし、リスクを恐れて疾患活動性を制御しなけ
れば、身体的、精神的、社会的フレイルの進行か
ら、深刻な老年症候群、死亡に至る悪循環から
抜けることが難しくなる。悪循環を断ち切るため
には、高齢RAにおいても早期から抗リウマチ薬
を開始し、疾患活動性を制御することで身体機
能を改善させる必要がある。正常身体機能ある
いは軽度の身体的フレイルにとどまるようにする
ことは、高齢RAの重要な治療目標である4）。し
かしながら、高齢RAは、様々な程度のフレイル
の患者さんが存在し、個々の患者のリスクに差
があるため、すべての患者さんに同一の治療戦
略を適応することはできない。不可逆な要介護
から老年症候群（抑うつ、転倒、排尿異常、認知
機能低下、低栄養など）が進行した場合、感染症
を含めた治療関連の合併症のリスクが高くなる。

　フレイルの評価方法は様々な評価が提唱さ
れている。前述のFriedらの定義による評価、
Frailty Staging System（生活機能、身体機能、
認知機能、視覚・聴覚機能、尿失禁、社会的サ
ポートの７項目を評価）、など様々な方法が提唱
されている。Frai lty Stag ing Systemでは
frailtyの重症度が高いほど変形性関節症患者
の生命予後が不良であることが報告されている。
しかし、現在のフレイルの評価方法は複雑で日
常のリウマチ診療で応用することが難しいの
が問題点である。

　日常診療でも評価可能な評価方法が、老年
病学の専門医からいくつか提唱され、医療従事

者が問診しながら評価する方法と患者アンケー
ト形式で評価する方法とがある。リウマチ診療
にリウマチケアナースや理学療法士、作業療
法士がチーム医療として加わる場合は、問診
の中で施行可能なCGA7を行うことで、生活機
能低下、認知機能低下、抑うつの早期発見につ
ながる。CGA7では表１に示すような方法で意欲、
認知機能、生活機能（手段的ADL、基本的
ADL）、抑うつを評価する。評価結果を主治医
が確認し、必要に応じて認知症専門医へのコン
サルト、社会的なサポートや介護サービスの整
備を行う。
　参考までに、老年病学会からCGA7の次に
行うことが推奨されている評価内容を表2にま
とめる。表2の内容についてもコメディカルで
評価可能な項目が含まれる。精神的、社会的フ
レイルへの早期対応が可能となるため、安全な
薬物管理、内服や自己注射のコンプライアンス
の低下を防ぐことができると期待される。アン
ケート形式による評価方法もいくつか提唱され
ている。介護保険で要介護認定を受けていな
い人で、介護が必要になる可能性があると予想
される人に対して行われている自己記入式の
総合機能評価がある。25項目からなる基本
チェックリストで、1～3は手段的 ADL、4、5は
社会的 ADL、6～10は運動・転倒、11、12は栄
養、13～15は口腔機能、16、17は閉じこもり、
18～20は認知症、21～25はうつに関する質問
事項となっている。他に、認知機能と生活機能
の障害を評価することを目的としたDASC-21
も有用であるかもしれない。

　高齢者では多剤併用の弊害がでやすいこと
から、合併症と他の診療科で投与されている薬
剤を把握しながら、多剤併用とならないような

注意が必要である。患者の地域医療の一環と
して、かかりつけ薬剤師が、かかりつけの他の
診療科とリウマチ科の薬剤を一元的に把握し、
同一効能の薬剤処方や治癒した合併症への
漫然とした薬剤の継続による多剤併用が行
われていないか把握し、リウマチ中核病院の
薬剤師あるいはリウマチ専門クリニックのコメ
ディカルチームと連携をとることが有用であ
ろう。
　一方で、ST合剤、NSAIDs潰瘍の予防薬、
副腎皮質ステロイド副作用の管理に関わる薬
剤など、進行期で治療困難な症例ほど多剤併用
が必須となってしまう現状もある6）。早期の疾
患活動性コントロールと鎮痛薬、副腎皮質ステ
ロイドフリーを目指すことは、新たな合併症の
発現を抑え、多剤併用を防ぐ最もよい手段で
あろう。

　関節リウマチに対するチーム医療に対して管
理加算が付かない現状においては、地域の中
核病院において関節リウマチに対するチーム
医療を行うことが困難なことが多い。高齢者総
合機能評価あるいはアンケート調査によるフレ
イルの評価がコメディカルのチームによって行
われ、結果が主治医に報告されるような医療体
制構築とそれに対する管理加算がとれるよう
な医療制度の改正が今後必要であろう。

リウマチ患者さんの高齢化にともない、「フレイル」という言葉は今や患者さんの間でも知られるように

なりました。小児、成人、高齢者の垣根を取り払って一生涯にわたり免疫難病の患者さんを

サポートする東京医科歯科大学の「生涯免疫難病学講座」から、杉原毅彦氏

にご寄稿いただきました。

（編集部）
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高齢者における関節リウマチ治療およびフレイル
杉原 毅彦 氏／東京医科歯科大学 生涯免疫難病学講座　特任准教授

高齢者関節リウマチと身体的フレイル

フレイルを考慮した高齢RAの管理

関節リウマチに対するフレイルの評価 まとめ

高齢RAの多剤併用
関節リウマチに対する総合機能評価5）

表1 外来でコメディカルが評価可能な高齢者の総合機能評価（CGA7）

日本老年医学会（編集／発行）. 改訂版 健康長寿診療ハンドブック
―実地医家のための老年医学のエッセンス 2019; 7-12. メジカルビュー社より作成

患者観察、問診方法 解釈項目

1. 意欲 自らすすんで挨拶できる できない場合は意欲の低下を疑う。

2. 認知機能 「これから言う言葉を繰り返してください（桜、猫、電車）」
「あとでまた聞きますから覚えておいてください」

復唱できなければ中等度認知症を疑う。

3. 手段的ADL 「日用品の買い物ができますか？」
「ここまでどうやってきましたか？」
（自分でバス、電車、自家用車を使って移動できるか確認）

付き添いが必要なら身体的フレイルか
中等度認知症を疑う。

5. 基本的ADL 「お風呂は自分ひとりで入って、
洗うのに手助けは要りませんか？」 入浴と排泄ともにできないと

要介護の可能性が大きい。

7. 情緒・気分 「自分が無力だと思いますか？」 無力だと思う場合、うつ傾向がある。

6. 基本的ADL 「失礼ですが、トイレで失敗してしまうことはありませんか？」

4. 認知機能、
 遅延再生評価

「先ほど覚えていただいた言葉を言ってください」 ヒントなしで正解できない場合、
軽度認知症を疑う。
復唱可能なら認知症の可能性は低い。

表2 高齢者の総合機能評価の標準的な方法

日本老年医学会（編集／発行）. 改訂版 健康長寿診療ハンドブック
―実地医家のための老年医学のエッセンス 2019; 7-12. メジカルビュー社より作成

1. 認知機能評価  MMSE（mini mental state examination）
23/30以下は認知症疑い

2. 生活機能評価 BADL（基本的ADL）
 食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ、
 入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便、排尿

IADL（手段的ADL）
 電話、買い物、食事の準備、家事、洗濯、移送の
 形式、服薬管理、財産の取り扱い

3. うつの指標 GDS（geriatric depression scale）
15の質問形式
はい、いいえで回答

4. 意欲の指標 Vitality index　
起床、意思疎通、食事、排泄、リハビリに関する
質問

令和3年度リウマチ財団登録医
申請受付期間 令和3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3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62年度、平成2、5、8、11、14、17、20、23、28年度

令和3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3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
  ＊記載例は財団ホームページに掲載。

 （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
問い合わせ先

日本リウマチ財団事務局 E-mail：nursejrf＠rheuma-net.or.jp

申請方法、申請書類等は財団ホームページに掲載します。

申請方法、申請書類等は財団ホームページに掲載します。

日本リウマチ財団では、ご指定されたメールアドレスに、毎号財団ニュースのファイルを
ダウンロードできるURLや財団情報を送付しています。
つきましては、お手数をおかけして大変恐縮でございますが、配信先としてご希望のメール
アドレスの登録をお願い申し上げます。
以下の財団事務局アドレスにメールをお送りください。
① お名前　②ご所属　③登録医番号　④配信先メールアドレス

送信先：jrfnews@rheuma-net.or.jp
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