
【はじめに】　慢性関節リウマチ（以降、RA と略
す。）とは、関節滑膜の持続的炎症により関節の骨・
軟骨破壊が進行することで、疼痛や関節変形、機能
低下が起きる慢性疾患である。
両側の関節で症状が起こりやすく、発症ピークは
30～50歳代、男性よりも女性の方が約3倍の発症
率が高い疾患である。
今回、検討を行った関節エコー検査は、MRI や X
線検査では検出不能な新生血管（流速）の描出が可
能であり、リアルタイムに病態を把握できる簡便な
検査であることから、リウマチ診断および治療効果
の判定に用いられている有用な検査法である。

【目的】　当院では2012年4月より内科受診患者を
対象に検査を開始し、血流シグナルを認めた症例を
中心に、血液検査結果（CRP、赤沈、MMP-3、リ
ウマチ因子）との比較検討を行った。
症例報告とともに今後の課題について検討したので
報告する。

当院における関節エコーの現状 
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【はじめに】 
 関節リウマチは、関節滑膜の持続
的炎症により関節の骨・軟骨破壊が
進行することで、疼痛や関節変形、機
能低下が起きる慢性疾患である。 
 両側の関節で症状が起こりやすく、
発症ピークは３０～５０歳代で、男性
より女性が約３倍の発症率である。 
  

 関節エコー検査はＭＲＩやＸ線検査
では検出不能な新生血管（流速）の
描出が可能であり、リアルタイムに病
態を把握できる簡便な検査であるこ
とから、リウマチ診断および治療効果
の判定に用いられている有用な検査
法である。 
 ① 

【目的】 
 当院では２０１２年４月より内科受
診患者を対象に検査を開始し、血流
シグナルを認めた症例を中心に、血
液検査結果(ＣＲＰ､赤沈､ＭＭＰ－３､
リウマチ因子)との比較検討を行った。 
 症例報告とともに今後の課題につ
いて検討したので報告する。 
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当院における関節エコー検査の現状

発　表　者 石垣　真理子 福島県　公立藤田総合病院

共同研究者 幕田　恵子、紺野　芳男、相原　敦子、佐々木　由美子
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【方法】　2012年4月から7月の内科受診患者を対
象とし、関節エコー検査で両手指　（2～3MCP，2
～3PIP）、両手関節（Rad：橈骨～舟状骨間、Cen：
橈骨～月状骨間、Uln：尺骨間）をルーチン観察部
位とし、疼痛、腫脹に応じて他部位をグレースケー
ル法、パルスドプラ法で施行。

【症例】87歳女性。多関節痛あり。
2012年2月、他院整形外科より当院内科紹介され、
血液検査、レントゲン検査などで RA と診断。ス
テロイドにて治療開始するも、受診せず治療放置。
同年4月、疼痛酷く全身苦痛で動けなくなり救急搬
送。入院にて治療再開となる。
4月23日の血液検査結果が RF：989（基準値：10㎎
/dl 以 下）、MMP-3：116.3（基 準 値：17.3～
59.7ng/dl）でかなりの高値。
5月1日の初回エコーにて両手の手首3か所と右第2
指 MCP，左第3指 MCP にそれぞれグレード2の
血流シグナルがあり、血液検査結果でも RA 活動
性があるため Bio 製剤にて治療開始となる。

2012年5月24日
エコーにて手指の血流シグナルは見られなくなり、
手首の血流シグナルはグレード1と減少。血液検査
結果でも RF：842、MMP-3：80.3と RA 活動性は
落ち着いてきており、本人の症状軽減しているため
ステロイド減量となる。

6月13日、関節症状はほぼなくなり、RF：597と
高値ではあるが、MMP-3は57.7と正常化しており、
関節エコーでも血流を認めず、外来にて経過観察と
なる。

【方法】 
 ２０１２年４月から７月の内科受診患
者を対象とし、関節エコー検査で両手
指（２～３ＭＣＰ，２～３ＰＩＰ），両手関
節（Ｒａｄ：橈骨～舟状骨間、Ｃｅｎ：橈
骨～月状骨間、Ｕｌｎ：尺骨間）、疼痛、
腫脹に応じて他部位をグレースケー
ル法､パルスドプラ法で施行。 
 
 
 
     

③ 

【ルーチン観察部位】 
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④ 

【症例】 ８７歳女性。多関節痛あり。    

2012/2/6 2012/4/23 2012/5/30 2012/6/13 2012/6/22 2012/7/5 2012/8/2
ＲＦ 1066 989 842 597 666 571 475

ＭＭＰ－３ 211.6 116.3 80.3 57.7 68.9 95.3 86.3
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⑤ 

 ２０１２年５月１日（初回） 

右Ｃｅｎ グレード２ 左Ｃｅｎ グレード２ 

 
ＡＬＯＫＡ Ｐｒｏ ＳｏｕｎｄⅡ(7.5MHzリニア) ⑥ 

２０１２年５月２４日 

右Ｃｅｎ グレード１ 左Ｃｅｎ グレード１ ⑦ 
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その後、若干の変動はあるものの安定しているため、
このまま経過観察をしていくこととなる。
　次に、血流を認めなかった症例、期間中の81名
の RF・MMP-3のグラフである。

現時点のみのデータでは高値の症例もあるが、治療
開始していて前回値より下がっている状態や高値の
まま安定しているなど、RA の活動期ではない症例
がほとんどである。
また、RA 診断がついていないために鎮痛剤や湿布
のみの処方になっている状態の症例もあった。

【結果】エコー検査では一部症例において関節痛の
ない部位にも血流を認めたが、投薬前後で比較する
と、RF、MMP-3の改善、悪化にともない血流の増
減を認め、概ね臨床症状と相関するものであった。
しかし、CRP や赤沈は風邪をひいたなど、その他
の炎症による変動もあり、必ずしも相関するもので
はなかった。
RF・MMP-3が高値でも血流を認めなかった症例は、
ほとんどが治療中で寛解期の状態にあり、改善傾向
にあった。また、RA 診断基準を満たしていないた
め、治療を開始していない症例もあった。

血流を認めない症例（81名） 

⑧ 

【結果】  
 エコー検査は一部症例において関
節痛のない部位にも血流を認めたが､
投薬前後で比較すると、ＲＦ・ＭＭＰ
－３の改善､悪化にともない血流の増
減を認め､概ね臨床症状と相関する
ものであった。 

 しかし、ＣＲＰ・赤沈に関してはその
他の炎症による変動もあり、必ずしも 

  

相関するものではなかった。 
ＲＦ・ＭＭＰ－３が高値でも血流を認め
なかった症例は、ほとんどが治療中で
寛解期の状態、改善傾向にあった。 

 また、ＲＡ診断基準を満たしていな
いため、治療を開始していない症例も
あった。 

 
⑨ 

【結論】 
 血液検査との相関をもとに検討を
行ったことにより、ＲＡ診断だけでなく､
寛解期の経過観察や治療方針を決
める際にも有用であることを再確認
することができた。            
 当院ではガイドラインを尊重しつつ、
臨床の要望に沿って観察部位を絞る
ことで検査の導入が容易に可能とな 
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【結論】　血液検査との相関をもとに検討を行った
ことにより、RA 診断だけでなく、寛解期の経過観
察や治療方針を決める際にも有用であることを再確
認することができた。
　当院ではガイドラインを尊重しつつ、臨床の要望
に沿って観察部位を絞ることで検査の導入が容易に
可能となり、患者、医師とのコミュニケーションを
重視した検査を行うことができている。
　今後、さらなる技術と精度の向上を目指して、検
査を行っていきたい。

り、患者、医師とのコミュニケーション
を重視した検査を行うことができてい
る。 
 今後、さらなる技術と精度の向上を
目指して、検査を行っていきたい。 
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地域医療に求められる当院検査科の役割

発　表　者 中田　奈美 高知県　佐川町立高北国民健康保険病院

共同研究者 安中　由香、新田　律、谷岡　史、川上　雅史

当院は高知県中西部にあり、高知市から国道33号
線を松山方面へ50分ほど行ったところにあります。
病床数108床一日平均外来患者数は約180人です。

詳細は資料をご覧ください。

【目的】当院は平成5年度以降赤字経営が続き、公
立病院としてのあり方と経営改善が急務の課題と
なっていました。
この課題解消のため、平成16年度から病院の経営
改革をスタートさせ、検査科もその役割を見直しま
した。

地域医療に求められる
当院検査科の役割 

高知県 
佐川町立高北国民健康保険病院   
         臨床検査科 
 
○中田 奈美  安中 由香 
  新田 律   谷岡 史 
    
  川上 雅史 （臨床検査担当医） 

佐川町立高北国民健康保険病院の概要 

佐川町 

（1）場所：高知県高岡郡佐川町甲1687番地 

（2）病床数：108床 

 一般病床50床（うち亜急性期10床） 

 医療型療養病床48床、結核病床10床 

（3）診療科目 

 内科、整形外科、産婦人科、外科、小児科、 

 循環器内科、糖尿病内科、消化器内科、呼吸器内科、 

 放射線科、脳神経外科、リハビリテーション科 

（4）1日平均外来患者数：約180人 

（5）附属施設 

 黒岩診療所、尾川診療所 

 居宅介護支援事業所「こうほく」 
 介護老人保健施設「希望」 
 デイケアセンター「さくら荘」 
 デイサービスセンター「斗賀野荘」 

（6）その他の機能 

 救急告示病院、救護病院、地域包括医療・ケア認定施設、人工透析、人間ドック、
訪問看護室、継続看護・地域連携・医療福祉相談室 

【目的】 

 当院は平成5年度以降赤字経営が続き、公立
病院としてのあり方と経営改善が急務の課題
となっていた。 

 この課題解消のため、平成16年度から病院の
経営改革をスタートさせ、検査科もその役割を
見直した。 
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