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関節リウマチ（治療）

　大西　田村先生、リウマチの治療と
いうテーマでうかがいたいと思います。
　初めに、関節リウマチの現在の状況
を教えていただけますか。
　田村　関節リウマチは手や手指をは
じめとする複数の関節に、慢性的に炎
症が起こる疾患です。炎症が起こると
関節の腫脹と疼痛がみられますが、そ
のような状態が続くと、関節の骨や軟
骨の破壊が進行するというのがリウマ
チの特徴です。関節が破壊されると、
関節の機能が障害され、患者QOLは低
下し、さらに働けなくなるので、社会
的にも損失といえます。
　またリウマチは平均余命が低下し、
生命予後が不良な疾患でした。しかし、
この10年、15年でリウマチ治療は大き
く変わり、最近、劇的によくなる症例
が増えてきています。
　大西　では今回はそのあたりを詳し
くうかがいたいと思います。
　関節リウマチの治療の目標というと、
やはり痛みや関節の破壊を抑えるなど、
いろいろな目標があるかと思いますが、

そのあたりを詳しく教えていただけま
すか。
　田村　治療薬の有効性が高くなり、
治療目標のハードルがだんだん高くな
ってきています。以前は痛みを抑える
のが治療目標だったのですが、現在は
それだけではなくて、関節破壊の進行
を抑え、関節機能を維持し患者QOLや
生命予後も健康な人と変わらないよう
にしていこうというのが治療目標にな
っています。
　大西　生命予後には直接どういった
因子がかかわってくるのでしょうか。
　田村　リウマチでは合併症がありま
す。海外では心血管系の合併症が非常
に多いといわれています。日本はむし
ろ感染症や、間質性肺炎などの肺の合
併症が問題になることが多いかと思わ
れます。
　大西　次に治療目標達成のための方
針ですが、なるべく早く炎症を抑える
ということなのでしょうか。
　田村　そのとおりで、関節の破壊が
進行する前に炎症を抑え、それ以上進

行しないようにするのが基本的な考え
方です。
　以前は関節の破壊は何年もかけてゆ
っくり起こってくると思われていたの
ですが、1990年代頃から最初の数年で
急速に進行することがわかり、早期治
療の重要性が認識されるようになりま
した。
　大西　なるべく早く炎症を抑える適
切な治療を始める。それで関節の破壊
を止めるのですね。
　田村　はい。寛解という言葉が使わ
れるようになりました。寛解とは症状
とか関節の所見がほとんどない状態で
すが、寛解に早く導いて、それを維持
することが重要と考えられています。
　大西　次に具体的な方法を教えてい
ただけますか。
　田村　具体的な方法として、例えば
高血圧では血圧の数値を目標にして治
療をしますし、糖尿病ではHbA1cなど
の値を目標に治療しますが、リウマチ
でも同様に目標とする数値（Target）
を設定することが提唱されました。こ
れは圧痛関節数、腫脹関節数、患者さ
んや医師による全般評価、それから
CRPなどから総合的疾患活動性指標と
いわれる数値を算出して、その値が寛
解と決められている数値以下になるこ
とを目指して治療を是正していく、と
いうものでTreat to Target（T2T）と
呼ばれています。
　大西　かなり客観的な指標が出てき

たのですね。
　田村　そうですね。
　大西　定期的にそれを評価していく
のですか。
　田村　はい。最初の活動性が高い状
態のときには短い間隔で評価を行い、
ある治療を始めて３カ月以上改善がな
い、６カ月で目標値に達しない場合は、
次のステップ、治療の是正を考えます。
　大西　数値が目標になるのですね。
　田村　そうですね。実際に日常臨床
で行うのは時間的に難しい場合もあり
ますが、多くのリウマチ専門医がそう
いう考え方を理解されていると思いま
す。
　大西　そうしますと、寛解から、ま
た再燃したときもそれを参考にしなが
らということですね。
　田村　そのようになります。
　大西　CRPとか、特に重要な指標は
あるのですか。あるいは症状ですか。
　田村　CRPは客観的でわかりやすい
ので、頼りがちですが、やはり総合的
に判断しなければいけないので、関節
の所見をよく見ることが大事ですし、
CRP以外の検査ですと、メタロプロテ
イナーゼ３（MMP３）を測定して参
考にしています。
　大西　それでは実際の治療薬につい
てですが、やはり第一選択はメトトレ
キサートになるのでしょうか。
　田村　そうですね。国内外の治療ガ
イドラインで、メトトレキサートが禁
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忌、例えば腎機能が高度に低下してい
るなどがなければ、まずはメトトレキ
サートで治療を開始することが推奨さ
れています。
　大西　効果は早く出てくるのでしょ
うか。
　田村　以前の抗リウマチ薬には効果
が出るまで何カ月もかかったりするも
のもあったのですが、メトトレキサー
トはそれらに比べると比較的早く、十
分量を使用すれば、数週間で効果がみ
られる薬剤です。
　大西　特に注意したほうがいい副作
用はありますか。
　田村　先ほどお話ししたように、腎
機能が悪い場合、高齢者で代謝が低下
しているような状態、脱水とかそのよ
うな状況では副作用が出やすいため使
用には十分注意が必要です。副作用と
して頻度が高いのは、肝機能異常、服
用後の胃部不快があります。また骨髄
抑制により白血球数とか血小板数が減
少したり、貧血になったりする可能性
があるので、定期的に血液検査をする
ことが必要です。これらはメトトレキ
サートの用量に依存します。
　それ以外にも、感染症や、まれです
が、副作用予防のため、葉酸を併用し
ます。メトトレキサートによる間質性
肺炎にも注意が必要で、呼吸器の症状
があった場合はすぐに医療機関に相談、
受診するように伝えておくことが重要
かと思います。

　大西　その薬でもし効果が不十分な
場合は、次はどうしたらよいでしょう
か。
　田村　メトトレキサートで効果が不
十分な場合、特にリウマトイド因子や
抗CCP抗体が高値であったり、骨びら
んがみられるような場合には、生物学
的製剤という注射薬を次のステップと
して使用することが推奨されています。
生物学的製薬の多くはメトトレキサー
トと併用することによって効果が高く
なることが知られています。これらの
薬剤でも感染症が副作用として特に問
題となります。開始前に感染症のスク
リーニングや予防を行います。副作用
や経済的な理由で、使えない場合は経
口抗リウマチ薬を併用することになり
ます。
　大西　代表的な生物学的製剤はどう
いうものがあるのでしょうか。
　田村　治療のターゲットで分類する
と３つありまして、TNF阻害薬、IL-６
阻害薬、Tリンパ共刺激因子調節薬で
す。TNF阻害薬は現在５種類あります。
患者さんと相談して、最もよいと考え
られる薬剤を選択していきます。最近
は後発薬であるバイオシミラーも登場
してきています。
　大西　ステロイドの位置づけは今ど
うなっているのでしょうか。
　田村　リウマチにおけるステロイド
薬は、使い方が難しいですが、基本的
には初期に抗リウマチ薬の効果が出る

まで短期間使うことに関しては、コン
センサスが得られています。
　ただ、積算量の増加による副作用の
リスクがあるため、長期の使用は可能

なかぎり避けることが望ましいと考え
られています。
　大西　どうもありがとうございまし
た。
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