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Search Query Items found

1
Search ("Arthritis, Rheumatoid/drug therapy"[Majr] OR ("Arthritis, Rheumatoid/therapy"[Majr] AND ("Drug Therapy"[Mesh] OR "Antirheumatic
Agents/therapeutic use"[Mesh])))

21025

2 Search ("Methotrexate"[Mesh] AND "therapeutic use"[SH]) 29810
3 Search (#1 AND #2) 3868
4 Search (#3 AND 2014:2018[DP]) 1027
5 Search (#4 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])) 995
6 Search (#5 AND ("Meta-Analysis"[PT] OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "meta-analysis"[TIAB])) 56

7
Search (#5 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Systematic Review"[PT] OR "Systematic Reviews as Topic"[Mesh] OR "systematic
review"[TIAB]))

43

8
Search (#5 AND ("Practice Guideline"[PT] OR "Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Consensus"[Mesh] OR "Consensus Development Conferences
as Topic"[Mesh] OR "Consensus Development Conference"[PT] OR guideline*[TI] OR consensus[TI]))

11

9 Search (#6 OR #7 OR #8) 74
10 Search (#5 AND ("Randomized Controlled Trial"[PT] OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR (random*[TIAB] NOT medline[SB]))) 303

11
Search (#5 AND ("Clinical Trial"[PT] OR "Clinical Trials as Topic"[Mesh] OR ((clinical trial*[TIAB] OR case control*[TIAB] OR case comparison*[TIAB])
NOT medline[SB])))

351

12 Search ((#10 OR #11) NOT #9) 321

資料A　CQ1　文献検索式（PubMed）



No. 検索式 検索件数
#01 MeSH descriptor: [Methotrexate] explode all trees 3,755
#02 rheumatoid arthritis:ti 10,010
#03 #1 AND #2 1,111
#04 #1 AND #2 with Cochrane Library publication date Between Jan 2014 and Dec 2018 479
#05 #4 in Cochrane Reviews 8
#06 #4 in Trials 471

資料A　CQ1　文献検索式（Cochrane）



#1 Methotrexate/MTH or Methotrexate/MTH 4977
#2 関節リウマチ;薬物療法/MTH 19584
#3 #1 and #2 1968
#4 #3 and (DT=2014:2018) 831
#5 #4 and (メタアナリシス/TH or システマティックレビュー/TH or 診療ガイドライン/TH) 23
#6 #4 and (RD=メタアナリシス,診療ガイドライン) 0
#7 #4 and (メタアナリシス/TA or システマティックレビュー/TA or 診療ガイドライン/TA) 17
#8 #5 or #6 or #7 30
#9 #4 and 介入研究/TH 53
#10 #4 and (RD=ランダム化比較試験) 8

#11
#4 and (介入研究/TA or 臨床試験/TA or ランダム化比較試験/TA or 無作為化比較試験/TA or 第I相試験/TA or 第II相試験/TA or 第III相試験/TA or 第IV相
試験/TA or 非劣性試験/TA or 同等性試験/TA or ランダム割付け/TA) 11

#12 (#9 or #10 or #11) not #8 55

資料A　CQ1　文献検索式（医中誌）



)医中誌 Others(

MTX 1
関節リウマチ診療ガイドライン2020

文献検索フローチャート

PubMed Cochrane

395 479 85

　　Total records identified through

database searching （n = 959 ） other sources （n =

CQ対象外論
文

0 ）

0

Additional records identified through

6 ）

Records screened （1st Screening） Records excluded ・Articleやbookのreview、解説・特集
・コホート研究、症例対照研究などの観察研究
・学会抄録（n = 965 ） （n = 958

資料B　CQ1　文献検索フローチャート

（meta-analysis） （n = 6 ）

Studies included in qualitative synthesis

Full-text articles assessed for eligibility

（2nd Screening） （n = 7 ）

）

（n = 7 ）

Studies included in quantitative synthesis

Full-text articles excluded
with reasons

（n =



MTX 1：疾患活動性を有するRA患者にMTX投与は有用か？

推奨に用いたエビデンスプロファイル

⊕⊕⊕〇
中

⊕⊕⊕〇
中

⊕⊕⊕〇
中

⊕⊕〇〇
低

⊕⊕⊕〇
中

#1.総サンプル数、イベント数が少ない

#2.総サンプル数が少ないため

#3.RRの95％信頼区間の下限と上限がそれぞれ、『相当な利益』と見なされる基準RR<0.75と『相当な害』と見なされる基準RR>1.25の双方を含んでいる

書誌情報：

MD -1.28
(-2.30〜-0.26)

重大

mTSS（52週）

1
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ランダム化
試験

深刻でな
い

深刻でな
い

深刻でな
い 深刻

#2 なし 169 101
　MD -0.30

(-0.42〜-0.18)
重大

深刻でな
い 深刻

#2 なし 138 83
1

［1］
ランダム化

試験
深刻でな

い
深刻でな

い

6/197
(3.0%)

3/133
(2.3%)

　RR 1.44
(0.36-5.74)

重大

重篤副作用（27-52週）

副作用による中止（12-52週）

2
［1,6］

ランダム化
試験

深刻でな
い

深刻でな
い

深刻でな
い

非常に深
刻#3

6
［1,2,3,4,5,6］

ランダム化
試験

深刻でな
い

深刻でな
い

深刻でな
い 深刻

＃1

なし

なし
53/339
(15.6%)

21/274
(7.7%)

　RR 2.06
(1.30-3.25)

重大

確実性評価　（Certainty assessment） 結果の要約 (Summary of findings)

重要性
研究数 研究デザイン

バイアスの    リ
スク

不精確 その他の検討

患者数 効果
相対危険度/平均差

(95% CI)MTX
コントロール

群

重大

HAQ（52週）

非一貫性 非直接性

深刻でな
い 深刻

#1 なし
42/182
(23.1%)

9/118
(7.6%)

エビデンスの確
実性

（GRADE)

ACR50（52週）

資料C　CQ1　エビデンスプロファイル

6. Andersen P et al. Annals of internal medicine 1985;103:489-96

1. Strand V et al.  Archives of internal medicine  1999;159:2542-50
2. Pinheiro GR et al. Revista da Associacao Medica Brasil eira (1992). 1993;39:91-4
3. Weinblatt M et al. New England Journal of Medicine  1985;312:818-22
4. Furst D et al. The Journal of rheumatology  1989;16:313-20
5. Williams H et al. Arthritis & Rheumatism  Official Journal of the American College of Rheumatology  1985;28:721-30

1
［1］

ランダム化
試験

深刻でな
い

深刻でな
い

　RR 3.03
(1.53-5.98)



ACR50（52週）

HAQ（52週）

mTSS（52週）

重篤副作用（27-52週）

副作用による中止（12-52週）

資料D　CQ1　フォレストプロット



Search Query Items found
1 Search ((("Methotrexate"[Mesh] AND "therapeutic use"[SH]AND"folic acid"[Mesh])) 2245

2
Search ("Arthritis, Rheumatoid/drug therapy"[Majr] OR ("Arthritis, Rheumatoid/therapy"[Majr] AND ("Drug
Therapy"[Mesh] OR "Antirheumatic Agents/therapeutic use"[Mesh])))

21047

3 Search (#7 AND #6) 136
4 Search (#8 AND 2012:2018[DP]) 32
5 Search (#9 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])) 32
6 Search (#10 AND ("Meta-Analysis"[PT] OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "meta-analysis"[TIAB])) 0

7
Search (#10 AND ("Practice Guideline"[PT] OR "Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Consensus"[Mesh] OR
"Consensus Development Conferences as Topic"[Mesh] OR "Consensus Development Conference"[PT] OR
guideline*[TI] OR consensus[TI]))

0

8
Search (#10 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Systematic Review"[PT] OR "Systematic Reviews as
Topic"[Mesh] OR "systematic review"[TIAB]))

3

9 Search (#11 OR #12 OR #13) 3

10
Search (#10 AND ("Randomized Controlled Trial"[PT] OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR
(random*[TIAB] NOT medline[SB])))

4

11
Search (#10 AND ("Clinical Trial"[PT] OR "Clinical Trials as Topic"[Mesh] OR ((clinical trial*[TIAB] OR case
control*[TIAB] OR case comparison*[TIAB]) NOT medline[SB])))

5

12 Search ((#15 OR #16) NOT #14) 5

資料A　CQ2　文献検索式（PubMed）



No. 検索式 検索件数
#01 MeSH descriptor: [Methotrexate] explode all trees 3,762
#02 "rheumatoid arthritis":ti 10,073
#03 MeSH descriptor: [Folic Acid] explode all trees 3,122
#04 #1 AND #2 AND #3 48
#05 #4 with Cochrane Library publication date Between Apr 2012 and Dec 2018 22
#06 #5 in Cochrane Reviews, Trials 22

資料A　CQ2　文献検索式（Cochrane）



#1 Methotrexate/MTH and "Folic Acid"/MTH 60

#2 関節リウマチ;薬物療法/MTH 19619

#3 #1 and #2 23

#4 #3 and (DT=2012:2018) 11

資料A　CQ2　文献検索式（医中誌）



)

資料B　CQ2　文献検索フローチャート

（meta-analysis） （n = 6 ）

Studies included in qualitative synthesis

Full-text articles assessed for eligibility

（2nd Screening） （n = 7 ）

）

（n = 7 ）

Studies included in quantitative synthesis

Full-text articles excluded
with reasons

（n =

CQ対象外論
文

0 ）

0

Additional records identified through

6 ）

Records screened （1st Screening） Records excluded ・Articleやbookのreview、解説・特集
・コホート研究、症例対照研究などの観察研究
・学会抄録（n = 47 ） （n = 40

　　Total records identified through

database searching （n = 41 ） other sources （n =

8 22 11

医中誌 Others(

MTX 2
関節リウマチ診療ガイドライン2020

文献検索フローチャート

PubMed Cochrane



MTX 2：MTX使用RA患者に葉酸または活性型葉酸の投与は有用か？

推奨に用いたエビデンスプロファイル

⊕⊕⊕〇
中

⊕⊕⊕〇
中

⊕⊕〇〇
低

⊕⊕⊕〇
中

⊕⊕〇〇
低

⊕⊕⊕〇
中

⊕⊕⊕〇
中

N/A ：重大・重要は該当しない(not applicable)。詳細は「 重要臨床課題・アウトカムとリニカルクエスチョン 」参照

重大（代替指標）：「 重要臨床課題・アウトカムとリニカルクエスチョン 」参照

#1.総サンプル数、イベント発生の総数が少ないため

#2.点推定値のばらつきがややあり、中等度の異質性があるため(I2=49%)

#3.RRの95％信頼区間の下限と上限がそれぞれ、『相当な利益』と見なされる基準RR<0.75と『効果なし』とを含んでいる。

#4 RRの95％信頼区間の下限と上限がそれぞれ、『相当な利益』と見なされる基準RR<0.75と『相当な害』と見なされる基準RR>1.25の双方を含んでいる。

#5.総サンプル数が少ないため

書誌情報：

資料C　CQ2　エビデンスプロファイル

6
［1,2,3,4,5,6］

ランダム

化試験

深刻でな

い

深刻でな

い

1. Buckley L et al. The Journal of rheumatology  1990;17:1158-61
2. Morgan SL et al. Arthritis & Rheumatism  1990;33:9-18
3. Morgan SL et al. Annals of internal medicine  1994;121:833-41
4. Shiroky JB et al. Arthritis & Rheumatism  1993;36:795-803
5. Van Ede AE et al. Arthritis & Rheumatism  2001;44:2525-30
6. Weinblatt M et al. The Journal of rheumatology  1993;20:950-52

MTX中止（8-52週）
深刻でな

い
深刻

＃1 なし
５1/385
(13.2%)

82/255
(32.2%)

　RR 0.39
(0.28-0.53)

重大

消化管症状 （24-52週）

なし 75

結果の要約 (Summary of findings)

患者数 効果
相対危険度/標準化平均差

(95% CI)

エビデンスの確
実性

（GRADE)葉酸or活性型葉酸 コントロール群

確実性評価　（Certainty assessment）

重要性
研究数 研究デザイン

バイアスの
リスク

非一貫性 その他の検討非直接性 不精確

67
 SMD  0.05

(-0.28 〜 0.38)
重大 （代替

指標）

4
［1,3,4,6］

ランダム

化試験

深刻でな

い

深刻でな

い

深刻でな

い
深刻

#5

なし 66 56
 SMD 0.09

(-0.27 〜 0.45)
重大 （代替

指標）

腫脹関節数 （8-52週）

3
［3,4,6］

ランダム

化試験

深刻でな

い

深刻でな

い

深刻でな

い
深刻

#5

なし
8/290
(2.8%)

3/153
(2.0%)

　RR 1.55
(0.40-5.91) N/A

圧痛関節数 （8-52週）

2
［2,5］

ランダム

化試験

深刻でな

い

深刻でな

い

深刻でな

い
非常に深刻

#4

なし
27/342
(7.9%)

66/209
(31.6%)

　RR 0.23
(0.15-0.34) N/A

好中球減少抑制 （24-52週）

4
［2,4,5,6］

ランダム

化試験

深刻でな

い

深刻でな

い

深刻でな

い
深刻

＃1

なし
52/354
(14.7%)

44/221
(19.9%)

　RR 0.72
(0.49-1.06) N/A

肝障害 （8-52週）

4
［1,2,4,5］

ランダム

化試験

深刻でな

い
深刻

＃2 深刻でな

い
深刻

＃3

なし
114/387
(29.5%)

95/257
(37.0%)

　RR 0.74
(0.59-0.92) N/A

口内炎 （24-52週）

6
［1,2,3,4,5,6］

ランダム

化試験

深刻でな

い

深刻でな

い

深刻でな

い
深刻

＃1



MTX中止（8-52週）

消化管症状 （24-52週）

口内炎 （24-52週）

肝障害 （8-52週）

好中球減少抑制 （24-52週）

圧痛関節数 （8-52週）

腫脹関節数 （8-52週）

資料D　CQ2　フォレストプロット



No. 検索式 検索件数

#01 "Arthritis, Rheumatoid/therapy"[Majr] 30,793

#02
("Methotrexate"[Mesh] OR "Sulfasalazine"[Mesh] OR "Tacrolimus"[Mesh] OR "bucillamine"[Supplementary
Concept] OR "iguratimod"[Supplementary Concept]) AND "therapeutic use"[SH]

42,956

#03 "Drug Therapy, Combination"[Mesh] OR "Polypharmacy"[Mesh] 310,855

#04
"rheumatoid arthritis"[TI] AND combination*[TIAB] AND (csDMARD*[TIAB] OR bucillamine*[TIAB] OR
methotrexate*[TIAB] OR MTX[TIAB] OR iguratimod*[TIAB] OR Salicylazosulfapyridine*[TIAB] OR
Sulfasalazine*[TIAB] OR tacrolimus*[TIAB]) NOT medline[SB]

179

#05 (#1 AND #2 AND #3) OR #4 1,754
#06 #5 AND 2012:2018[DP] 735
#07 #6 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA]) 713
#08 #7 AND ("Meta-Analysis"[PT] OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "meta-analysis"[TIAB]) 48

#09 #7 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Systematic Review"[PT] OR "Systematic Reviews as
Topic"[Mesh] OR "systematic review"[TIAB])

31

#10
#7 AND ("Practice Guideline"[PT] OR "Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Consensus"[Mesh] OR
"Consensus Development Conferences as Topic"[Mesh]  OR "Consensus Development Conference"[PT] OR
guideline*[TI] OR consensus[TI])

13

#11 #8 OR #9 OR #10 65

#12 #7 AND ("Randomized Controlled Trial"[PT] OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR (random*[TIAB] NOT
medline[SB]))

336

#13 #7 AND ("Clinical Trial"[PT] OR "Clinical Trials as Topic"[Mesh] OR ((clinical trial*[TIAB] OR case control*[TIAB] OR case
comparison*[TIAB]) NOT medline[SB]))

338

#14 (#12 OR #13) NOT #11 340

#15 #7 AND ("Epidemiologic Studies"[Mesh] OR "Epidemiologic Research Design"[Mesh] OR "Comparative Study"[PT] OR
"Multicenter Study"[PT] OR ((cohort*[TIAB] OR comparative stud*[TIAB] OR follow-up stud*[TIAB]) NOT medline[SB]))

374

#16 #15 NOT (#11 OR #14) 124

資料A　CQ3　文献検索式（PubMed）



No. 検索式 検索件数

#01 "rheumatoid arthritis":ti 7,726

#02 cdDMARD*:ti,ab,kw OR bucillamine*:ti,ab,kw OR methotrexate*:ti,ab,kw OR iguratimod*:ti,ab,kw OR
Salicylazosulfapyridine*:ti,ab,kw OR Sulfasalazine*:ti,ab,kw OR tacrolimus*:ti,ab,kw

13,221

#03 combination*:ti 26,148
#04 #1 AND #2 AND #3 315
#05 #4 with Cochrane Library publication date from Jan 2012 to Dec 2018 217
#06 #5 CDSR 1
#07 #5 CCRCT 215

資料A　CQ3　文献検索式（Cochrane）



No. 検索式 検索件数

#01 関節リウマチ;薬物療法/MTH 19,227
#02 抗リウマチ剤/TH 149,964
#03 多剤併用療法/TH or 多数薬剤投与/TH 143,237

#04
関節リウマチ/TI and (薬物療法/TA or 化学療法/TA or bucillamine/TA or ブシラミン/TA or methotrexate/TA or メ
ソトレキセート/TA or iguratimod/TA or イグラチモド/TA or Salicylazosulfapyridine/TA or Sulfasalazine/TA or サラ

ゾピリン/TA or tacrolimus/TA or タクロリムス/TA) and 併用/TI
198

#05 (#1 and #2 and #3) or #4 2,000
#06 #5 and (DT=2012:2018) 948
#07 #6 and (メタアナリシス/TH or システマティックレビュー/TH or 診療ガイドライン/TH) 53
#08 #6 and (RD=メタアナリシス,診療ガイドライン) 0
#09 #6 and (メタアナリシス/TA or システマティックレビュー/TA or 診療ガイドライン/TA) 15
#10 #7 or #8 or #9 55
#11 #6 and 介入研究/TH 181
#12 #6 and (RD=ランダム化比較試験) 17

#13 #6 and (介入研究/TA or 臨床試験/TA or ランダム化比較試験/TA or 無作為化比較試験/TA or 第I相試験/TA or 第II相試験
/TA or 第III相試験/TA or 第IV相試験/TA or 非劣性試験/TA or 同等性試験/TA or ランダム割付け/TA)

32

#14 (#11 or #12 or #13) not #10 172
#15 #6 and (疫学研究特性/TH or 疫学的研究デザイン/TH) 299
#16 #6 and (RD=準ランダム化比較試験,比較研究) 85

#17

#6 and (疫学研究/TA or 疫学的研究/TA or 実現可能性研究[/TA or 双生児研究/TA or 多施設共同研究/TA or パイ

ロットプロジェクト/TA or 標本調査/TA or 臨床研究/TA or 観察研究/TA or 縦断研究/TA or 後向き研究/TA or 後
ろ向き研究/TA or 症例対照研究/TA or 前向き研究/TA or コホート研究/TA or 追跡研究/TA or 断面研究/TA or 比
較研究/TA or クロスオーバー研究/TA)

48

#18 (#15 or #16 or #17) not (#10 or #14) 157

資料A　CQ3　文献検索式（医中誌）



)

（meta-analysis） （n = 1 ）

Studies included in qualitative synthesis

Full-text articles assessed for eligibility

（2nd Screening） （n = 6 ）

（n = 1 ）

Studies included in quantitative synthesis

CQ対象
外論文

5 ）

（n = 1129 ） （n = ）

Full-text articles excluded
with reasons

（n =

1123

0

Additional records identified through

0 ）

Records screened （1st Screening） Records excluded

　　Total records identified through

database searching （n = 1129 ） other sources （n =

資料B　CQ3　文献検索フローチャート

・Articleやbookのreview、解説・特集
・コホート研究、症例対照研究などの観
察研究
・学会抄録

医中誌 Others(

MTX 3
関節リウマチ診療ガイドライン2020

文献検索フローチャート

PubMed Cochrane

529 216 384



MTX 3：MTXで効果不十分なRA患者に，MTXとcsDMARDの併用療法はMTX単独療法に比して有用か？

研究数 RR/MD
［文献番号］ (95%CI)

RR 3.02 ⊕⊕⊕〇

(1.49~6.11) 中

RR 2.41 ⊕⊕⊕〇

(1.44~4.05) 中

MD -0.38 ⊕⊕⊕〇

(-0.51~-0.25) 中

RR 0.89 ⊕⊕〇〇

(0.22~3.65) 低

RR 2.27 ⊕⊕⊕〇

(1.63~3.15) 中

RR 3.00 ⊕⊕⊕〇

(1.20~7.51) 中

⊕〇〇〇

非常に低

なし 72 40

MTX, サラゾスルファピリジン, ブシラミンのうちいずれかの単剤治療に
不応答(DAS28>3.2)なRA患者を対象とし 、3剤併用群(n=72)とTNF阻害
薬併用群(n=40)を比較した。投与開始52週後のDAS28に有意な差は示さ
なかった。(3剤併用: 3.39±1.43, TNF阻害薬併用: 3.05±1.43, p=0.39)

重大1［2］ 観察研究 深刻＃4 評価不可 深刻でない 深刻＃2

重大

DAS28CRP（52週）

1［1］
ランダム化試

験
深刻でない 評価不可 深刻でない 深刻＃1

MTX, サラゾスルファピリジン, ブシラミンの3剤併用 vs MTX, TNF阻害薬の2剤併用

重大

ACR70達成（24週）

1［1］
ランダム化試

験
深刻でない 評価不可 深刻でない 深刻＃1

重大

ACR20達成（24週）

1［1］
ランダム化試

験
深刻でない 評価不可 深刻でない

非常に深刻＃

3

重大

重篤な副作用（24週）

1［1］
ランダム化試

験
深刻でない 評価不可 深刻でない 深刻＃2

重大

HAQ（24週）

1［1］
ランダム化試

験
深刻でない 評価不可 深刻でない 深刻＃1 なし

63/164
(38.4%)

14/88
(15.9%)

なし 164 88

なし
5/164
(3.0%)

3/88
(3.4%)

なし
114/164
(69.5%)

27/88
(30.7%)

なし
28/164
(17.1%)

5/88
(5.7%)

重大

推奨に用いたエビデンスプロファイル
MTX+IGU vs MTX

ACR50達成（24週）

1［1］
ランダム化試

験
深刻でない 評価不可

患者数 効果
エビデンスの確実

性（GRADE)研究デザイン
バイアスの

リスク
非一貫性

DAS28CRP寛解（24週）

深刻でない 深刻＃1 なし
45/164
(27.4%)

15/88
(9.1%)

資料C　CQ3　エビデンスプロファイル

非直接性 不精確
その他の検

討
csDMARDs

追加
コント

ロール群

確実性評価　（Certainty assessment） 結果の要約 (Summary of findings)

重要性



⊕〇〇〇

非常に低

⊕〇〇〇

非常に低

⊕〇〇〇

非常に低

#1.総サンプル数、イベント数が少ない

#2.総サンプル数が少ないため
#3.RRの95％信頼区間の下限と上限がそれぞれ、『相当な利益』と見なされる基準RR<0.75と『相当な害』と見なされる基準RR>1.25の双方を含んでいる。

#4.組み入れはランダム化されていない

#5.対照群が設定されていない。組み入れはランダム化されていない

#6.対照群にTAC以外のcsDMARDsを併用している症例を含むため

書誌情報

なし 72 40

MTX, サラゾスルファピリジン, ブシラミンのうちいずれかの単剤治療に
不応答(DAS28>3.2)なRA患者を対象とし 、3剤併用群(n=72)とTNF阻害
薬併用群(n=40)を比較した。投与開始48週後のmTSSの変化に有意な差
は示さなかった。(3剤併用: 4.14±6.63, TNF阻害薬: 3.82±8.37, p=0.87)

重大

DAS28ESR寛解、低疾患活動性(52週）

1［2］ 観察研究 深刻＃4 深刻でない 深刻でない 深刻＃2

MTX, TACの2剤併用

mTSS（48週）

1［4］ 観察研究 深刻＃4 評価不可

2. Matsuno H et al. Modern rheumatology 2016;26:51-6
3. Kanzaki T et al. Rheumatology international  2013;33:871-7
4. Kitahama M et al. Modern rheumatology  2013;23:788-93

なし 128 471

MTXに効果不十分なRA患者を対象とし 、投与開始28週以降にタクロリ
ムス併用群(n=128)とMTX単剤もしくはMTX, タクロリムス以外の
csDMARDs併用群(n=471)を比較し、タクロリムス併用群に有意な有効
性が示された。(タクロリムス併用: 4.54→3.62, : MTX±タクロリムス以
外のcsDMARDs併用: 4.12→3.61, p<0.05)

重大

1. Ishiguro N et al. Modern rheumatology  2013;23:430-39

深刻＃6 深刻＃2

MTX, タクロリムスの2剤併用 vs MTX単剤もしくはMTX, タクロリムス以外のcsDMARDsの2剤併用

なし 19 -
MTXに効果不十分なRA患者にタクロリムスを追加併用した症例を対象
とし、投与開始52週後の寛解が0例(0.0%)から3例(15.8%)、LDAが1例
(5.3%)から2例(10.5%)という改善が示された。

重大

DAS28CRPの変化量(28週)

1［3］ 観察研究
非常に深刻

＃5 評価不可 深刻でない 深刻＃2



MTX+IGU vs MTX
DAS28CRP寛解（24週）

ACR50達成（24週）

HAQ（24週）

重篤な副作用（24週）

ACR20達成（24週）

ACR70達成（24週）

資料D　CQ3　フォレストプロット



csDMARD 1：疾患活動性を有するRA患者に，MTX以外のcsDMARDは有用か？(Gold)

研究数 相対 絶対
［文献番号］ (95%CI)
推奨に用いたエビデンスプロファイル

MDは評価不可

(Gold -0.45±0.70,
ciclosporin -0.54±

0.61)

●○○○

非常に低

推奨の参考となる他のアウトカムのエビデンスプロファイル

MD -4.586 ●●●○
(-6.50～-2.65) 中

MD -13.16 ●●●○
(-18.14～-8.18) 中

RR 0.95 ●●●○
(0.71- 1.27) 中

＃1. オープンラベル試験で盲検化されていない

＃2. 対照薬がわずかな有効性を示す薬剤であり解釈が難しい

＃3. 総サンプル数・イベント数不足

書誌情報
1 Kvien TK, et al. Ann Rheum Dis  2002;61:511–516
2 CCC, et al. Arthritis Rheum  1973;16:353–8.
3 ERC, et al. Ann Rheum Dis 1960;19:95–117.
4 Ward JR, Arthritis Rheum  1983; 26:1303–15.
5 Sigler JW, et al. Ann Intern Med  1974; 80:21–6.

深刻でない 深刻
＃3

資料C　CQ4　エビデンスプロファイル（Gold）

 4 ［2-5］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない なし

26/378
(6.9%)

29/387
(7.5%)

- 重大

腫脹関節数 (6-36M)

研究デザイ
ン

バイアスの
リスク

1 [1] ランダム化試

験
深刻

＃1 深刻でない

HAQ変化量(36M)

深刻
＃2

深刻
＃3 なし 136

cyclosporin
136

- 重大

control

確実性評価　（Certainty assessment） 結果の要約 (Summary of findings)

重要性
患者数 効果 エビデンスの

確実性
（GRADE)

非一貫性 非直接性 不精確
その他の

検討
parental gold

有害事象による中止

 3 ［3, 4］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻

＃3 なし 144 148 - 重大

ESR変化量 (6-36M)

  3 ［2, 3, 4］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻

＃3 なし 157 152 - 重大



検索式

#1 arthritis rheumatoid[MeSH Major Topic] AND Sulfasalazine[MeSH Major Topic]
#2 treatment outcome[MeSH Terms]
#3 #1 AND #2
#4 #1 AND #2 Filters: Humans

#1 (関節リウマチ/TH or 関節リウマチ/AL) 
#2 (Sulfasalazine/TH or salazosulfapyridine/AL) 
#3 #1 and #2  
#4 (#3) and (LA=日本語,英語 PT=会議録除く CK=ヒト PDAT=//:2004/12/31) 
#5 (#4) and (RD=メタアナリシス,ランダム化比較試験,準ランダム化比較試験,比較研究,診療ガイドライン) 
#6 (疫学的方法/TH or 疫学的方法/AL) 
#7 #4 and #6 
#8 #5 or #7 
#9 有効/AL or 有効性/AL 
#10 (治療成績/TH or 治療成績/AL) 
#11 機能評価/AL or 評価/AL  
#12 疾患活動性/AL  
#13 有害性/AL or 有害事象/AL 
#14 (安全性/TH or 安全性/AL) 
#15 骨びらん/AL or (びらん/TH or びらん/AL) 
#16 関節破壊/AL or (骨疾患/TH or 骨破壊/AL) 
#17 関節裂隙狭小化/AL 
#18 #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17
#19 #4 and #18 
#20 SASP/TI or salazosulfapyridine/TI or sulfasalazine/TI or サラゾピリン/TI or サラゾスルファピリジン/TI 
#21 #19 and #20 
#22 #8 or #21

資料A　CQ4　文献検索式（SZP）



検索式

#1 arthritis rheumatoid[MeSH Major Topic]
#2 (cysteine[MeSH Terms]) OR bucillamine
#3 #1 AND #2
#4　#1 AND #2 Filters: Humans

#1 (関節リウマチ/TH or 関節リウマチ/AL) 
#2 (Bucillamine/TH or ブシラミン/AL)  
#3 #1 and #2  
#4 (#3) and (LA=日本語,英語 PT=会議録除く CK=ヒト PDAT=2005/01/01:2012/08/31)  
#5 (#4) and (RD=メタアナリシス,ランダム化比較試験,準ランダム化比較試験,比較研究,診療ガイドライン)  
#6 (疫学的方法/TH or 疫学的方法/AL)  
#7 #4 and #6  
#8 #5 or #7 
#9 bucillamine/TI or ブシラミン/TI or ブシラント/TI or トーワ/TI or ブシレート/TI or リマチル/TI or レマルク/TI  
#10 #4 and #9 
#11 #8 or #10 

資料A　CQ4　文献検索式（BUC）



検索式

#1 arthritis rheumatoid[MeSH Major Topic]
#2 tacrolimus[MeSH Terms]
#3 #1 AND #2

#1 (関節リウマチ/TH or 関節リウマチ/AL)    [70,037件]

#2 タクロリムス/AL or (Tacrolimus/TH or tacrolimus/AL)    [8,584件]

#3 #1 and #2    [709件]

#4 (#3) and (LA=日本語,英語 PT=会議録除く CK=ヒト PDAT=2005/01/01:2012/08/31)    [296件]

#5 (#4) and (RD=メタアナリシス,ランダム化比較試験,準ランダム化比較試験,比較研究,診療ガイドライン)    [18件]

#6 (疫学的方法/TH or 疫学的方法/AL)    [614,690件]

#7 #4 and #6    [56件]

#8 タクロリムス/TI or tacrolimus/TI or TCR/TI or FK506/TI or プログラフ/TI    [6,755件]

#9 #4 and #8    [89件]

#10 #7 or #9    [114件]

資料A　CQ4　文献検索式（TAC）



検索式

#1 arthritis rheumatoid[MeSH Major Topic]
#2 iguratimod[MeSH Major Topic]
#3 #1 AND #2
#4 T-614[MeSH Major Topic]
#5 #1 AND #4

#1 (関節リウマチ/TH or 関節リウマチ/AL) 
#2 イグラチモド/AL or (Iguratimod/TH or iguratimod/AL)
#3 #1 and #2 
#4 (#3) and (LA=日本語,英語 PT=会議録除く CK=ヒト PDAT=2005/01/01:2012/08/31)
#5 (#4) and (RD=メタアナリシス,ランダム化比較試験,準ランダム化比較試験,比較研究,診療ガイドライン) 
#6 (疫学的方法/TH or 疫学的方法/AL) 
#7 #4 and #6 

資料A　CQ4　文献検索式（IGU）



資料A　CQ4　文献検索式（LEF）

検索式

#1 arthritis rheumatoid[MeSH Major Topic]
#2 leflunomide[MeSH Major Topic]
#3 #1 AND #2
#4 Japanese[MeSH Terms]
#5 #1 AND #4

#1 (関節リウマチ/TH or 関節リウマチ/AL) 
#2 レフルノミド/AL or (Leflunomide/TH or leflunomide/AL)
#3 #1 and #2 
#4 (#3) and (LA=日本語,英語 PT=会議録除く CK=ヒト PDAT=2005/01/01:2012/08/31)
#5 (#4) and (RD=メタアナリシス,ランダム化比較試験,準ランダム化比較試験,比較研究,診療ガイドライン) 
#6 (疫学的方法/TH or 疫学的方法/AL) 
#7 #4 and #6 



検索式

#1 gold sodium thiomalate[MeSH Major Topic]
#2 gold[MeSH Major Topic]
#3 #1 or #2
#4 arthritis rheumatoid[MeSH Major Topic]
#5 #3 AND #4 Filters:Humans

#1 (関節リウマチ/TH or 関節リウマチ/AL) 
#2 金製剤/AL 
#3 ((金/TH or 金/AL)) and (SH=治療的利用) 
#4 ((金化合物/TH or 金化合物/AL)) and (SH=治療的利用) 
#5 ((有機金化合物/TH or 有機金化合物/AL)) and (SH=治療的利用)
#6 シオゾール/AL or ("Gold Sodium Thiomalate"/TH or "Gold Sodium Thiomalate"/AL) 
#7 リドーラ/AL or (Auranofin/TH or auranofin/AL)  
#8 #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7  
#9 #1 and #8  
#10 金製剤/TI or シオゾール/TI or リドーラ/TI or auranofin/TI 
#11 #1 and #10 
#12 #9 or #11
#13 (#12) and (LA=日本語,英語 PT=会議録除く CK=ヒト PDAT=//:2004/12/31) 

資料A　CQ4　文献検索式（Gold）



)

）

・CQ対象外論文
・情報不十分

資料B　CQ4　文献検索フローチャート（SZP）

（meta-analysis） （n = 0 ）

） （n =

Studies included in qualitative synthesis

（n = 4 ）

Studies included in quantitative synthesis

・Articleやbookのreview、解説・特集
・コホート研究、症例対照研究などの観察
研究
・学会抄録

（n = 307

57（2nd Screening） （n = 61

）

other sources （n = 0

Records screened （1st Screening） Records excluded

database searching （n = 307 ） ）

246） （n =

Full-text articles assessed for eligibility
Full-text articles excluded

with reasons

103 00 204

　　Total records identified through Additional records identified through

csDMARD1
(SZP)

関節リウマチ診療ガイドライン2020
文献検索フローチャート

PubMed Cochrane 医中誌 Others(



)

）

・CQ対象外論文
・情報不十分

資料B　CQ4　文献検索フローチャート（BUC）

（meta-analysis） （n = 0 ）

） （n =

Studies included in qualitative synthesis

（n = 5 ）

Studies included in quantitative synthesis

・Articleやbookのreview、解説・特集
・コホート研究、症例対照研究などの観察
研究
・学会抄録

（n = 343

37（2nd Screening） （n = 42

）

other sources （n = 0

Records screened （1st Screening） Records excluded

database searching （n = 343 ） ）

301） （n =

Full-text articles assessed for eligibility
Full-text articles excluded

with reasons

107 00 236

　　Total records identified through Additional records identified through

csDMARD1
(BUC)

関節リウマチ診療ガイドライン2020
文献検索フローチャート

PubMed Cochrane 医中誌 Others(



)

）

・CQ対象外論文

資料B　CQ4　文献検索フローチャート（TAC）

（meta-analysis） （n = 0 ）

） （n =

Studies included in qualitative synthesis

（n = 5 ）

Studies included in quantitative synthesis

・Articleやbookのreview、解説・特集
・コホート研究、症例対照研究などの観察
研究
・学会抄録

（n = 242

38（2nd Screening） （n = 43

）

other sources （n = 0

Records screened （1st Screening） Records excluded

database searching （n = 242 ） ）

199） （n =

Full-text articles assessed for eligibility
Full-text articles excluded

with reasons

68 00 174

　　Total records identified through Additional records identified through

csDMARD1
(TAC)

関節リウマチ診療ガイドライン2020
文献検索フローチャート

PubMed Cochrane 医中誌 Others(



)

）

・CQ対象外論文

資料B　CQ4　文献検索フローチャート（IGU）

（meta-analysis） （n = 0 ）

） （n =

Studies included in qualitative synthesis

（n = 4 ）

Studies included in quantitative synthesis

・Articleやbookのreview、解説・特集
・コホート研究、症例対照研究などの観察
研究
・学会抄録

（n = 15

1（2nd Screening） （n = 5

）

other sources （n = 0

Records screened （1st Screening） Records excluded

database searching （n = 15 ） ）

10） （n =

Full-text articles assessed for eligibility
Full-text articles excluded

with reasons

11 00 4

　　Total records identified through Additional records identified through

csDMARD1
(IGU)

関節リウマチ診療ガイドライン2020
文献検索フローチャート

PubMed Cochrane 医中誌 Others(



)

資料B　CQ4　文献検索フローチャート（LEF）

Studies included in qualitative synthesis

（n = 1 ）

Full-text articles excluded
with reasons

・CQ対象外論文

（n = 3 ）

Records screened （1st Screening） Records excluded ・Articleやbookのreview、解説・特集
・コホート研究、症例対照研究などの観察研究
・学会抄録（n = 32 ）

Studies included in quantitative synthesis

（meta-analysis） （n = 0 ）

Full-text articles assessed for eligibility

（2nd Screening） （n = 4 ）

（n = 28 ）

database searching （n = 32 ） other sources （n = 0 ）

25 0 7 0

　　Total records identified through Additional records identified through

csDMARD1
(LEF)

関節リウマチ診療ガイドライン2020
文献検索フローチャート

PubMed Cochrane 医中誌 Others(



)

）

・CQ対象外論文

資料B　CQ4　文献検索フローチャート（Gold）

（meta-analysis） （n = 0 ）

） （n =

Studies included in qualitative synthesis

（n = 1 ）

Studies included in quantitative synthesis

・Articleやbookのreview、解説・特集
・コホート研究、症例対照研究などの観察
研究
・学会抄録

（n = 788

56（2nd Screening） （n = 57

）

other sources （n = 0

Records screened （1st Screening） Records excluded

database searching （n = 788 ） ）

731） （n =

Full-text articles assessed for eligibility
Full-text articles excluded

with reasons

438 00 350

　　Total records identified through Additional records identified through

csDMARD1
(Gold)

関節リウマチ診療ガイドライン2020
文献検索フローチャート

PubMed Cochrane 医中誌 Others(



csDMARD 1：疾患活動性を有するRA患者に，MTX以外のcsDMARDは有用か？(SZP)

研究数 相対 絶対
［文献番号］ (95%CI)
推奨に用いたエビデンスプロファイル

MTX, RR 0.37
(0.10 - 1.31),
Combo 0.19
(0.06 - 0.62)

●○○○

非常に低

MDは評価不

可 (SZP, -0.9;
BUC, -1.9)

●○○○

非常に低

MD -3.60 ●○○○
(-11.13～3.93) 非常に低

●○○○

非常に低

推奨の参考となる他のアウトカムのエビデンスプロファイル

MDは評価不

可 (SZP, -3.2;
BUC, -6.0)

●○○○

非常に低

MD -2.45 ●●○○
(-4.15～-0.74) 低

MDは評価不

可 (SZP, -8.1;
leflunomide,
-9.7; placebo

-4.3)

●●○○

低

 6 ［3, 5-9］ ランダム化試

験

 1 ［10］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻#2

深刻でない 深刻でない 深刻#2

資料C　CQ4　エビデンスプロファイル（SZP）

 1 ［2］ ランダム化試

験

非常に深刻
＃1,4 深刻でない 深刻でない 深刻＃5

MTX, 69;
SASP+MTX, 68

-

圧痛関節痛 12M

なし 23
bucillamine,

26
-

1 [4] ランダム化試

験
深刻＃4 深刻でない 深刻#2 深刻＃5 なし 69

重大

MDは評価不

可 (SZP, 4.64;
MTX, 4.50;
SZP+MTX,

3.46)

重大

placebo, 37 -

重大

m-TSS 12M

  1 ［2］ ランダム化試

験

非常に深刻
＃1,4 深刻でない 深刻でない 深刻＃5

重大  1 ［3］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻#2 非常に深刻＃

5,6

重大

DASA28 12M

  1 ［1］ ランダム化試

験
深刻＃1 深刻でない

なし 23
bucillamine,

26
-

なし 36

非一貫性 非直接性 不精確
その他の

検討
sulfasalazin

e
control

確実性評価　（Certainty assessment） 結果の要約 (Summary of findings)

重要性
患者数 効果 エビデンスの

確実性
（GRADE)

研究デザイ
ン

バイアスの
リスク

ACR50 12M

深刻#2 非常に深刻＃

3
なし 3/55

MTX 8/54,
Combo 16/56

-

なし 130 placebo, 126 - 重大

leflunomide
130; placebo,

91
- 重大なし 132深刻＃5

深刻＃5



MDは評価不

可 (SZP, -1.4;
BUC, -4.1)

●●○○

低

MD -2.38 ●●○○
(-3.73～-1.03) 低

MDは評価不

可 (SZP, -6.2;
leflunomide,
-7.2; placebo

-3.4)

●●○○

低

MDは評価不

可 (SZP, -
17.2; BUC, -

29.5)

●○○○

非常に低

MD -17.58 ●●○○
(-21.93～-13.23) 低

MDは評価不

可 (SZP, -
16.6;

leflunomide,
-7.4; placebo

3.4)

●●○○

低

RR 3.01 ●●○○
(1.82- 4.99) 低

●○○○

非常に低

＃1.盲検が不十分

＃2. 使用量が日本での用量と異なる

＃4. アウトカム報告が不完全

＃5. サンプル数・イベント数不足

＃6.信頼区間が両方向を含んでいる　信頼区間(CI)に効果なしが含まれ、上下限CIがいずれの方向にも0.5SDの効果サイズを超えている。

書誌情報
1 Capell HA, et al. Ann Rheum Dis.  2007;66(2):235-41
2 Nakajima et al. Mod Rheumatol.   2009;19:384–389
3 Hannonen P et al. Arthritis and Rheumatism . 1993;36:1501–9.
4 Dougadous M et al. Ann Rheum Dis.  1999;58:220–5
5 Ebringer R et al. Journal of Rheumatology.  1992;19:1672–7.
6 Farr M et al. Clinical Rheumatology.  1995;14:531–6.
7 Pullar T et al. British Medical Journal (Clinical Research Ed.) . 1983;287:1102–4.
8 Skosey JL et al. Journal of Rheumatology  1988(Suppl);16:5–8.
9 Williams HJ, et al. Arthritis and Rheumatism.  1988;31:702–13.

10 Smolen JS et al. Lancet.  1999;353(9149):259-66.
11 Suarez-Almazor ME et al. The Cochrane Library  2010, Issue 7

＃3. 95％CIにRRの95％信頼区間の上限と下限が『相当な害』と見なされる基準RR<0.75と『相当な利益』と見なされる基準RR>1.25の双方を含んでいる。

placebo, 111 - 重大 6 ［3, 5-9］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻#2 深刻＃5

1[2] ランダム化試

験

非常に深刻
＃1,4 深刻でない

なし 2/132
leflunomide

2/130;
placebo, 1/91

MTX, RR 0.98
(0.14 - 6.89),
Combo 1.38

(0.13 to 15.0)

 1 ［10］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻#2 非常に深刻＃

3

深刻#2 深刻＃5

重大

なし 132
leflunomide

130; placebo,
91

- 重大

有害事象による脱落

 1 ［10］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻#2 深刻＃5

なし
54/243
(22.2%)

placebo,
18/225 (8.0%)

- 重大 6 ［3, 5-9］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない

なし 94 placebo, 84 - 重大 6 ［3, 5-9］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻#2 深刻＃5

ESR 12M

 1 ［10］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻#2 深刻＃5

なし 23
bucillamine,

26
- 重大1[2] ランダム化試

験

非常に深刻
＃1,4 深刻でない 深刻でない 深刻＃5

なし 132
leflunomide

130; placebo,
91

- 重大

腫脹関節数 12M

なし 23
bucillamine,

26
- 重大深刻でない 深刻＃5

なし 115



csDMARD 1：疾患活動性を有するRA患者に，MTX以外のcsDMARDは有用か？(BUC)

研究数 相対 絶対
［文献番号］ (95%CI)
推奨に用いたエビデンスプロファイル

●●○○

低

MDは評価不可

(SZP, -0.9; BUC, -
1.9)

●○○○

非常に低

MDは評価不可

(BUC 28.5±26.2;
MTX, 27.4±31.2;

Combo,  12.6±9.0)

●●○○

低

推奨の参考となる他のアウトカムのエビデンスプロファイル

MDは評価不可

(SZP, -3.2; BUC, -
6.0)

●○○○

非常に低

MDは評価不可 (D-
penicillamine, -3.5;

BUC, -4.5)
●○○○

非常に低

MDは評価不可

(placebo, -3.3; BUC,
-1.3)

●●○○

低

MDは評価不可

(placebo, -1.8; BUC,
-2.8)

●●●○

低

MDは評価不可

(SZP, -1.4; BUC, -
4.1)

●○○○

非常に低

MDは評価不可 (D-
penicillamine, -7.9;

BUC, -6.6)
●○○○

非常に低

資料C　CQ4　エビデンスプロファイル（BUC）

重大

重大

1[2] ランダム化試

験

1[3] ランダム化試

験

1[4] ランダム化試

験

なし 23

なし 12 placebo, 12 -

sulfasalazine,
23

-

D-
penicillamine

, 23
-

非常に深刻
＃2,3 深刻でない

深刻＃2 深刻でない

深刻でない

26
sulfasalazine,

23
-

深刻でない 深刻＃4 なし 23
MTX, 23;

Combo 24
-

深刻でない 深刻でない 深刻＃4

深刻＃4

深刻でない 深刻＃4

深刻でない 深刻＃4

なし

重大

圧痛関節痛 16W-12M

重大
非常に深刻

＃2,3 深刻でない なし 26

1 [1] ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない

1 [1] ランダム化試

験
深刻＃2 深刻でない

重大

m-TSS 96W

1 [2] ランダム化試

験

非常に深刻
＃2,3

ACR50 24W

重大

DASA28 12M

深刻でない
非常に深刻＃

1
なし

9/23
(37.5%)

MTX, 8/23
(34.8%;

Combo 14/24
(58.3%)

RR MTX
1.13 (0.23 -

2.40);
Combo 0.68
(0.36 - 1.25)

-

非一貫性 非直接性 不精確
その他の

検討
bucillamine control

確実性評価　（Certainty assessment） 結果の要約 (Summary of findings)

重要性
患者数 効果 エビデンスの

確実性
（GRADE)

研究デザイ
ン

バイアスの
リスク

なし 23
D-

penicillamine
, 23

- 重大1[3] ランダム化試

験

非常に深刻
＃2,3 深刻でない 深刻でない 深刻＃4

なし 26
sulfasalazine,

23
- 重大1[2] ランダム化試

験

非常に深刻
＃2,3 深刻でない 深刻でない 深刻＃4

深刻＃4 なし 121 placebo 118 - 重大

腫脹関節数 16W-12M

1[5] ランダム化試

験
深刻＃2 深刻でない 深刻でない



MDは評価不可

(placebo, -2.3; BUC,
-2.5)

●●○○

低

MDは評価不可

(placebo, -1.3; BUC,
-2.3)

●●○○

低

MDは評価不可

(SZP, -17.2; BUC, -
29.5)

●○○○

非常に低

MDは評価不可

(placebo, 0.6; BUC, -
0.9)

●●○○

低

MDは評価不可

(placebo, -6.8; BUC,
-17.1)

●●○○

低

●●○○
低

RR 0.33 ●●○○

(0.10 - 1.08) 低

RR 1.53 ●●○○
(0.98 - 2.40) 低

＃2. アウトカム報告が不十分

＃3.盲検が不十分

＃4. サンプル数・イベント数不足

＃5. RRの95％信頼区間の下限が『害がない』と見なされる基準RR<0.75を含んでいる

＃6. RRの95％信頼区間の上限が『相当な害』と見なされる基準RR>1.25を含んでいる

書誌情報
1 Ichikawa Y, et al. Mod Rheumatol.  2005;15(5):323-8.
2 Nakajima M, et al. Mod Rheumatol 2009;19:384–389
3 Kim HA, et al. I 1997;17:5-9
4 Yasuda M, et al. J Rheumatol.  1994;21(1):44-50.
5 塩川優一,他．炎症 第6巻4号 409-430

＃1. RRの95％信頼区間の下限と上限がそれぞれ、『効果なし』と見なされる基準RR<0.75と『相当な利益』と見なされる基準RR>1.25の双方を含んでいる

なし 12 placebo, 12 - 重大1[4] ランダム化試

験
深刻＃2 深刻でない 深刻でない 深刻＃4

なし 130 126 - 重大1[2] ランダム化試

験

非常に深刻
＃1,2 深刻でない 深刻でない 深刻＃4

なし 121 placebo 118 - 重大

ESR 16W-12M

1[5] ランダム化試

験
深刻＃2 深刻でない 深刻でない 深刻＃4

なし 12 placebo, 12 - 重大1[4] ランダム化試

験
深刻＃2 深刻でない 深刻でない 深刻＃4

なし
36/94

(29.8%)
Placebo,

21/84
- 重大1 [5] ランダム化試

験
深刻＃2 深刻でない 深刻でない 深刻＃6

なし 3/23 (14%)
D-

penicillamine
, 9/23 (37%)

- 重大1 [3] ランダム化試

験
深刻＃2 深刻でない 深刻でない 深刻＃5

なし
6/23

(25.0%)
MTX, 2/23

(8.7%;
RR MTX

3.00 (0.38 -
- 重大

有害事象

1 [1] ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない

非常に深刻＃

1

なし 94 84 - 重大

有害事象による脱落

1[5] ランダム化試

験
深刻＃2 深刻でない 深刻でない 深刻＃4



csDMARD 1：疾患活動性を有するRA患者に，MTX以外のcsDMARDは有用か？(TAC)

研究数 相対 絶対
［文献番号］ (95%CI)
推奨に用いたエビデンスプロファイル

RR 1.71 ●●●○

(1.20 - 2.42) 中

RR 2.30 ●●●○

(1.79- 2.96) 中

MD -0.22 ●●●●
(-0.23～-0.21) 高

MD -0.13 ●●●●
(-0.14～-0.12) 高

推奨の参考となる他のアウトカムのエビデンスプロファイル

RR 1.95 ●●●○

(1.18- 3.23) 中

RR 3.81 ●●●○

(2.435 - 5.98) 中

RR 0.43 ●●○○

(0.14 - 1.32) 低

RR 0.90 ●●○○

(0.59 - 1.37) 低

＃1. 総サンプル数・総イベント数が少ない

＃2. RRの95％信頼区間の下限と上限がそれぞれ、『相当な利益』と見なされる基準RR<0.75と『相当な害』と見なされる基準RR>1.25の双方を含んでいる

書誌情報
1 Furst DE, et al. Arthritis Rheum. 2002;46:2020–28
2 Yocum TE, et al. Arthritis Rheum . 2003;48:3328–37
3 Kondo H, et al. The Journal of Rheumatology.  2006;33:11
4 Kawai S, et al. Mod Rheumatol. 2011;21:458-68.

重大

感染症発生率

資料C　CQ4　エビデンスプロファイル（TAC）

 3　［1-3］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない

深刻でない 深刻＃1 なし

3mg/day
78/339
(23.0%)

ACR50達成 (16-28W)

深刻でない 深刻＃1 なし

1-2mg/day
67/290
(23.0%)

41/292
(14.0%)

- 重大

研究デザイ
ン

バイアスの
リスク

非一貫性 非直接性 不精確
その他の

検討
tacrolimu placebo

確実性評価　（Certainty assessment） 結果の要約 (Summary of findings)

重要性
患者数 効果 エビデンスの

確実性
（GRADE)

重大 3 ［1, 3］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない

非常に深刻＃

2

なし

3mg/day
28/188
(14.9%)

32/200
(16.0%)

- 重大 3 ［1, 3, 4］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない

非常に深刻＃

2

 4 ［1-4］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない

なし
1-2mg/day

4/131 (3.1%)
10/138
(7.2%)

-

21/355
(5.9%)

-

なし

1-2mg/day
38/290
(13.1%)

20/293
(6.8%)

-

なし 280 278 - 重大

クレアチニン増加発生率

重大 3 ［1-3］ ランダム化試

験

 3 ［1, 3, 4］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻でない

深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻＃1

なし 223 228 - 重大 2 ［1, 2］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻でない

なし

3mg/day
138/336
(41.1%)

63/354
(17.8%)

- 重大

HAQ-DI (16-28W)

 4 ［1-4］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻＃1



csDMARD 1：疾患活動性を有するRA患者に，MTX以外のcsDMARDは有用か？(IGU)

研究数 相対 絶対
［文献番号］ (95%CI)

推奨に用いたエビデンスプロファイル

RR 1.03 ●●○○

(0.58 - 1.83) 低

RR 2.41 ●●●○

(1.44 - 4.05) 中

RR 0.64 ●●○○

(0.41 - 1.83) 低

MD -0.60 ●●●○
(-0.82～-0.37) 中

MD -0.78 ●●●○

(-1.05～-0.51) 中

MD 0.15 ●●●○
(-0.08～-0.26) 中

RR 0.90 ●●○○

(0.39 - 2.11) 低

推奨の参考となる他のアウトカムのエビデンスプロファイル

RR 7.22 ●●●●
(1.78 - 29.38) 高

RR 0.41 ●●●●

(0.27 - 0.63) 高

●●●○
中

＃1. RRの95％信頼区間の下限と上限がそれぞれ、『相当な利益』と見なされる基準RR<0.75と『相当な害』と見なされる基準RR>1.25の双方を含んでいる

＃2. 総サンプル数・イベント数が不足

＃3. 観察研究で、併用薬も多様

書誌情報
1 Hara M, et al. Modern Rheumatology , 2007;17(1): 1–9.
2 Ishiguro N, et al. Modern Rheumatology , 2013; 23(3): 430–439.
3 Lu LJ, et al. Arthritis Care and Research.  2009; 61(7): 979–987.
4 LJ Lu, et al. Chinese Medical Journal. 2008; 121(7): 615–619.
5 Hara M, et al. Mod Rheumatol.  2007;17:10–16

資料C　CQ4　エビデンスプロファイル（IGU）

確実性評価　（Certainty assessment）
結果の要約 (Summary of findings)

重要性
患者数 効果 エビデンスの

確実性
（GRADE)

ACR50達成(24-28W)

深刻でない
非常に深刻

＃

1
なし

35/104
(33.7%)

salazosulfapyri
dine 34/103

(33.0%)
- 重大

研究デザイ
ン

バイアス
のリスク

非一貫性 非直接性 不精確
その他の

検討
iguratimod control

 1［1］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない

重大 3 ［1, 3, 5］ 観察研究 (全
例登録調査)

深刻でない 深刻でない 深刻
＃3 深刻でない

深刻でない 深刻でない なし 32/326 (9.8%)
methotrexate

39/163
(23.9%)

- 重大 1［3］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない

なし
73/377
(19.4%)

-

なし 28/130 (2.2%) 2/67 (3.0%) -

なし 11/456 (2.4%)

salazosulfapyri
dine,

methotrexate,
placebo

10/375 (2.7%)

- 重大

肝障害

重大 1［1］ ランダム化試

験

 2 ［1,3］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない

非常に深刻
＃

1

深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻でない

なし 163
methotrexate

163
- 重大

重篤な有害事象

 1［3］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻

＃2

なし

with
methotrexate

164

methotrexate
88

- 重大 1［2］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻

＃2

なし 210 placebo 130 - 重大 2［1,4］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻

＃2

なし
53/163
(30.7%)

methotrexate
70/163
(42.9%)

- 重大

HAQ-DI(24-28W)

 1［3］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない

非常に深刻
＃

1

なし

with
methotrexate

63/164
(38.4%)

methotrexate
14/88 (15.9%)

- 重大 1［2］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻

＃2



csDMARD 1：疾患活動性を有するRA患者に，MTX以外のcsDMARDは有用か？(LEF)

研究数 相対 絶対
［文献番号］ (95%CI)
推奨に用いたエビデンスプロファイル

RR 2.33 ●●●○
(1.32 - 4.00) 中

RR 1.16 ●●○○

(0.69 - 1.92) 低

RR 1.00 ●●○○
(0.22 - 4.54) 低

MD -0.43 ●●●●
(-0.52～-0.33) 高

MD -0.01 ●●●○
(-0.11～0.99) 中

MD 0.08 ●●●○
(-1.07～1.23) 中

推奨の参考となる他のアウトカムのエビデンスプロファイル

RR 2.73 ●●●●
(1.67 - 4.47) 高

RR 1.43 ●●●●
(1.13 - 1.83) 高

RR 8.25 ●●●●

(5.21 - 13.05) 高

＃1. 総サンプル数・イベント数不足

＃2. RRの95％信頼区間の下限と上限がそれぞれ、『相当な利益』と見なされる基準RR<0.75と『相当な害』と見なされる基準RR>1.25の双方を含んでいる

＃3. 信頼区間(CI)に効果なしが含まれ、利益の最小重要差（MID）をまたいでいる。

書誌情報
1 Smolen JS, et al. Lancet 1999;353:259–66.
2 Emery P, et al. Rheumatology  2000;39(6):655–65.
3 Strand V, et al. Internal Medicine  1999;159:2542–50.
4 Wislowska M, et al. Rheumatology International  2007;27:641–7.
5 Mladenovic V, et al. Arthritis and Rheumatism  1995;38(11):1595–603.
6 Shuai ZW, et al. Acta Universitatis Medicinalis Anhui  2002;37(1):41–4.
7 Sharp JT, et al. Arthritis Rheum.  2000;43(3):495-505.
8 Sawada T, et al. Rheumatology  2009;48:1069–1072
9 Osiri M, et al. Cochrane Database of Systematic Reviews : 2010; issue7. John Wiley & Sons, Ltd Chichester, UK

資料C　CQ4　エビデンスプロファイル（LEF）

確実性評価　（Certainty assessment） 結果の要約 (Summary of findings)

重要性
患者数 効果 エビデンスの

確実性
（GRADE)

ACR50達成 (6-12M)

深刻でない 深刻＃1 なし 43/130 (33.1%)
placebo 13/91

(14.3%)
- 重大

研究デザイ
ン

バイアスの
リスク

非一貫性 非直接性 不精確
その他の

検討
lefulnomide control

 1 [1] ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない

重大 1 ［8］ 観察研究 (全
例登録調査) 深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻でない

深刻でない 深刻でない なし
134/683
(19.6%)

methotrexate
93/680 (13.7%)

- 重大

間質性肺炎出現

 2 ［2, 3］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない

なし

ILD歴あり

leflunomide投

与 34/669
(5.08%)

ILD歴なし

lefunomide投

与 34/6006
(0.62%)

-

なし 70/416 (16.8%)
placebo 18/311

(5.8%)
-

なし 433
methotrexate

460
- 重大

有害事象による中止

重大 3［1, 3, 5］ ランダム化試

験

 2 ［2, 3］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻＃3

深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻でない

なし 104
methorexate

104
- 重大

m-TSS変化量 (12M)

 3　［4, 6,
7］

ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻＃1

なし 387 placebo 292 - 重大
 3　［1, 3,
4］

ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻でない

なし 3/30 (10.0%)
methotrexate
3/30 (10.0%)

- 重大

HAQ (6M)

 1［4］ ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない

非常に深刻＃

2

なし
288/455
(63.3%)

methotrexate
301/480
(26.7%)

- 重大

DAS28-CRP寛解 (24W)

 2 [2,3] ランダム化試

験
深刻でない 深刻でない 深刻でない

非常に深刻＃

2



研究数 相対 絶対
［文献番号］ (95%CI) (95%CI)

推奨に用いたエビデンスプロファイル

RR 0.76 ●●●○
(0.62 - 0.94) 中

RR 0.92 ●●●○
(0.78 - 1.08) 中

RR 1.92 ●○○○
(0.95 - 3.88) 非常に低

MD -0.23 ●●●○
(-1.75 ～ -1.27) 中

MD 0.4 ●○○○
(0.1 ～ 0.7) 非常に低

RR 0.72 ●●○○
(0.26 - 2.03) 低

推奨の参考となる他のアウトカムのエビデンスプロファイル

RR 0.99 ●●●○
0.88 - 1.11 中

＃1 総イベント数・サンプル数が不足

＃2. オープンラベル、アウトカム報告が不完全な可能性

＃3. 疾患活動性に関わらず割付しており、寛解または低疾患活動性維持を前提とした本CQの患者集団とは異なる。

＃4 RRの95％信頼区間の上限が、効果なしと「相当な利益」と見なされる基準の1.25を含んでいる
＃5 RRの95％信頼区間の上限と下限が、「相当な害」または「相当な利益」と見なされる基準の0.75と1.25の双方を含んでいる

＊ 文献1・2はTocilizumab、文献3はEtanercept

書誌情報
1. Kremer JM et al. Arthritis Rheumatol.  2018;70(8):1200-1208
2. Edwards CJ et al. Rheumatology (Oxford).  2018;57(1):84-91.
3. Pope JE et al. Ann Rheum Dis.  2014;73(12):2144-51.

なし
139/283
(49.1%)

151/283
(53.4%)

- 重大2 [1,2] ランダム化

比較試験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻＃1

なし 98 107 - 重大

DAS28-ESR(6M)

1 [3] ランダム化

比較試験

非常に深刻
＃2 深刻でない 深刻＃3 深刻＃4

なし 136 136 - 重大1 [2] ランダム化

比較試験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻＃1

なし 98 107 - 重大

重篤有害事象

1 [3] ランダム化

比較試験

非常に深刻
＃1 深刻でない 深刻＃3 深刻＃1

1 [1] ランダム化

比較試験
深刻でない 深刻でない 深刻でない

非常に深刻
＃5

深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻＃1 なし
187/260
(66.8%)

192/285
(67.4%)

-

なし 6/144 (4.2%) 8/139 (5.8%) - 重大

有害事象

重大

確実性評価　（Certainty assessment）
結果の要約 (Summary of findings)

重要性
患者数 効果 エビデンスの

確実性
（GRADE)

研究デザイ
ン

バイアスの
リスク

1 [1] ランダム化

比較試験
深刻でない 深刻でない

2 [1,2] ランダム化

比較試験

資料C　CQ5　エビデンスプロファイル

csDMARD 2：bDMARDまたはJAK阻害薬とcsDMARD併用で寛解または低疾患活動性を維持している

RA患者に，csDMARDの減量は可能か？

ACR50達成6M

深刻でない 深刻＃1 なし 71/147 (48%) 93/147 (63%) - 重大

DAS28≤2.6達成率(6M-12M)

非一貫性 非直接性 不精確
その他の

検討 TCZ/ETN* TCZ/ETN*+
MTX継続



検索式

#01 "Arthritis, Rheumatoid/drug therapy"[Majr]

#02

"Tumor Necrosis Factor-alpha/antagonists and inhibitors"[Mesh] OR "Infliximab"[Mesh] OR "Etanercept"[Mesh] OR
"Adalimumab"[Mesh] OR "golimumab" [Supplementary Concept] OR "Certolizumab-Pegol"[Mesh] OR
"Abatacept"[Mesh] OR "tocilizumab" [Supplementary Concept] OR "sarilumab" [Supplementary Concept] OR "Janus
Kinase Inhibitors"[Mesh] OR "Janus Kinase Inhibitors"[PA] OR "tofacitinib" [Supplementary Concept] OR "baricitinib"
[Supplementary Concept]

#03 "Antirheumatic Agents/administration and dosage"[Mesh] OR "Methotrexate/administration and dosage"[Mesh]

#04

"rheumatoid arthritis"[TI] AND (TNF inhibitor*[TIAB] OR TNFi[TIAB] OR Infliximab*[TIAB] OR Adalimumab*[TIAB] OR
Etanercept*[TIAB] OR Golimumab*[TIAB] OR Certolizumab*[TIAB] OR Abatacept*[TIAB] OR Tocilizumab*[TIAB] OR
Sarilumab*[TIAB] OR JAK inhibitor*[TIAB] OR Janus Kinase Inhibitor*[TIAB] OR targeted synthetic DMARD*[TIAB] OR
tsDMARD*[TIAB] OR ts DMARD*[TIAB] OR tofacitinib*[TIAB] OR baricitinib*[TIAB]) AND (dose reduction*[TIAB] OR
tapering[TIAB] OR titration*[TIAB] OR spasing[TIAB] OR discontinu*[TIAB] OR withdraw*[TIAB])

#05 (#1 AND #2 AND #3) OR #4
#06 #5 AND 2012:2018[DP]
#07 #6 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA])
#08 #7 AND ("Meta-Analysis"[PT] OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "meta-analysis"[TIAB])

#09
#7 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Systematic Review"[PT] OR "Systematic Reviews as Topic"[Mesh] OR
"systematic review"[TIAB])

#10
#7 AND ("Practice Guideline"[PT] OR "Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Consensus"[Mesh] OR "Consensus
Development Conferences as Topic"[Mesh]  OR "Consensus Development Conference"[PT] OR guideline*[TI] OR
consensus[TI])

#11 #8 OR #9 OR #10

#12
#7 AND ("Randomized Controlled Trial"[PT] OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR (random*[TIAB]
NOT medline[SB]))

#13
#7 AND ("Clinical Trial"[PT] OR "Clinical Trials as Topic"[Mesh] OR ((clinical trial*[TIAB] OR case control*[TIAB] OR
case comparison*[TIAB]) NOT medline[SB]))

#14 (#12 OR #13) NOT #11

#15
#7 AND ("Epidemiologic Studies"[Mesh] OR "Epidemiologic Research Design"[Mesh] OR "Comparative Study"[PT] OR
"Multicenter Study"[PT] OR ((cohort*[TIAB] OR comparative stud*[TIAB] OR follow-up stud*[TIAB]) NOT
medline[SB]))

#16 #15 NOT (#11 OR #14)

資料A　CQ5　文献検索式（PubMed）



検索式

#01 "rheumatoid arthritis":ti

#02

"TNF inhibitor":ti,ab,kw OR TNFi:ti,ab,kw OR tofacitinib*:ti,ab,kw OR baricitinib*:ti,ab,kw OR Infliximab*:ti,ab,kw OR
Adalimumab*:ti,ab,kw OR Etanercept*:ti,ab,kw OR Golimumab*:ti,ab,kw OR Certolizumab*:ti,ab,kw OR
Abatacept*:ti,ab,kw OR Tocilizumab*:ti,ab,kw OR Sarilumab*:ti,ab,kw OR "JAK inhibitor":ti,ab,kw OR "Janus Kinase
Inhibitor":ti,ab,kw OR "non-TNF inhibitor":ti,ab,kw

#03 "conventional synthetic DMARDs":ti,ab,kw OR csDMARDs:ti,ab,kw OR Methotrexate:ti,ab,kw OR MTX:ti,ab,kw

#04
"dose reduction":ti,ab,kw OR tapering:ti,ab,kw OR titration*:ti,ab,kw OR spasing:ti,ab,kw OR discontinu*:ti,ab,kw OR
withdraw*:ti,ab,kw

#05 remission*:ti,ab,kw OR "low disease activity":ti,ab,kw
#06 #1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5
#07 #6 with Cochrane Library publication date from Jan 2012 to Dec 2018
#08 #7 CDSR
#09 #7 CCRCT

資料A　CQ5　文献検索式（Cochrane）



検索式

#01 関節リウマチ;薬物療法/TH
#02 抗リウマチ剤/TH or 腫瘍壊死因子アルファ;拮抗物質･阻害物質/TH or "Janus Kinase Inhibitors"/TH

#03

関節リウマチ/TI and (抗リウマチ薬/TA or 抗リウマチ剤/TA or "conventional synthetic DMARDs"/TA or
csDMARDs/TA or Methotrexate/TA or MTX/TA or メトトレキサート/TA or "TNF inhibitor"/TA or TNFi/TA or TNF阻害

剤/TA or TNF阻害薬/TA or tofacitinib/TA or トファシチニブ/TA or baricitinib/TA or バリシチニブ/TA or
Infliximab/TA or インフリキシマブ/TA or Adalimumab/TA or アダリムマブ/TA or Etanercept/TA or エタネルセプト

/TA or Golimumab/TA or ゴリムマブ/TA or Certolizumab/TA or セルトリズマブ/TA or Abatacept/TA or アバタセプ

ト/TA or Tocilizumab/TA or トシリズマブ/TA or Sarilumab/TA or サリルマブ/TA or "Janus Kinase Inhibitor"/TA or
"JAK Inhibitor"/TA or JAKi/TA or JAK阻害剤/TA or JAK阻害薬/TA or "non-TNF inhibitor"/TA)

#04 ((#1 and #2) or #3) and (減量/TA or 投与間隔延長/TA or 中止/TA or 休薬/TA)
#05 #4 and (DT=2012:2018)
#06 #5 and (メタアナリシス/TH or システマティックレビュー/TH or 診療ガイドライン/TH)
#07 #5 and (RD=メタアナリシス,診療ガイドライン)
#08 #5 and (メタアナリシス/TA or システマティックレビュー/TA or 診療ガイドライン/TA)
#09 #6 or #7 or #8
#10 #5 and 介入研究/TH
#11 #5 and (RD=ランダム化比較試験)

#12
#5 and (介入研究/TA or 臨床試験/TA or ランダム化比較試験/TA or 無作為化比較試験/TA or 第I相試験/TA or 第II
相試験/TA or 第III相試験/TA or 第IV相試験/TA or 非劣性試験/TA or 同等性試験/TA or ランダム割付け/TA)

#13 (#10 or #11 or #12) not #9
#14 #5 and (疫学研究特性/TH or 疫学的研究デザイン/TH)
#15 #5 and (RD=準ランダム化比較試験,比較研究)

#16

#5 and (疫学研究/TA or 疫学的研究/TA or 実現可能性研究[/TA or 双生児研究/TA or 多施設共同研究/TA or パイ

ロットプロジェクト/TA or 標本調査/TA or 臨床研究/TA or 観察研究/TA or 縦断研究/TA or 後向き研究/TA or 後
ろ向き研究/TA or 症例対照研究/TA or 前向き研究/TA or コホート研究/TA or 追跡研究/TA or 断面研究/TA or 比
較研究/TA or クロスオーバー研究/TA)

#17 (#14 or #15 or #16) not (#9 or #13)

資料A　CQ5　文献検索式（医中誌）



)

csDMARD2
関節リウマチ診療ガイドライン2020

文献検索フローチャート

PubMed Cochrane 医中誌 Others(

Full-text articles excluded
with reasons

276 0199 64

　　Total records identified through Additional records identified through

19（2nd Screening） （n = 22

）

other sources （n = 0

Records screened （1st Screening） Records excluded

database searching （n = 539 ） ）

517） （n =

Full-text articles assessed for eligibility

）

・CQ対象外論文

資料B　CQ5　文献検索フローチャート

（meta-analysis） （n = 2 ）

） （n =

Studies included in qualitative synthesis

（n = 3 ）

Studies included in quantitative synthesis

・Articleやbookのreview、解説・特集
・コホート研究、症例対照研究などの観
察研究
・学会抄録

（n = 539



csDMARD 2：bDMARDまたはJAK阻害薬とcsDMARD併用で寛解または低

疾患活動性を維持しているRA患者に，csDMARDの減量は可能か？

資料D　CQ5　フォレストプロット

ACR50 達成率（

TCZ）

DAS28 remission 達成率（TCZ
）

DAS28変化量（TCZ
）

SAE 発生率



NSAID：RA患者にNSAID投与は有用か？

研究数 相対 絶対

［文献番号］ (95%CI)
推奨に用いたエビデンスプロファイル

●●●○

中

●○○○

非常に低

●●●○

中

●○○○

非常に低

●●○○

低

深刻＃1 loxoprofen 95 indomethasin 92 -
MDは評価不可(loxoprofen  -
1.4±0.3; indomethasin -1.6±

0.4 )
重大

重篤有害事象(12週)

1[2] 深刻でない 深刻＃3

深刻＃1 meloxam 7.5mg 175;
15mg 184; 22.5mg 177

placebo 177; diclofenac
181

-

資料C　CQ6　エビデンスプロファイル

MDは評価不可(meloxicam
7.5mg  -5.8±0.5; 15mg -4.5±

0.5; 22.5mg -5.7±0.5; placebo
-4.3±0.5; diclofenac -5.0±0.5 )

重大

腫脹関節数変化量(6週)

1[1] ランダム化

比較試験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻でない

深刻＃1 loxoprofen 95 indomethasin 92 -
MDは評価不可(loxoprofen  -
2.0±0.6, indomethasin -2.6±

0.5)
重大

腫脹関節数変化量(12週)

1[2] ランダム化

比較試験
深刻＃2 深刻でない 深刻でない 深刻＃3

深刻でない
非常に深刻＃

4
なし

meloxam 7.5mg 4/175
(2.3%); 15mg 0/184

(0.0%); 22.5mg 5/177
(2.8%)

placebo 4/177 (2.3%);
diclofenac 3/181 (1.7%)

RR (95%CI),  meloxam
7.5mg 1.01 (0.26 to

3.98); 15mg 0.02 (0.00
to 0.04); 22.5mg 0.8 (0.2
to 2.8); diclofenac 0.73

(0.17 to 3.23) vs placebo

- 重大

1[1] ランダム化

比較試験
深刻でない 深刻でない

1[1] ランダム化

比較試験
深刻でない 深刻でない

ランダム化

比較試験
深刻＃2 深刻でない

圧痛関節数変化量(12週)

重大

圧痛関節数変化量(6週)

深刻でない 深刻でない 深刻＃1 meloxam 7.5mg 175;
15mg 184; 22.5mg 177

placebo 177; diclofenac
181

-

MDは評価不可(meloxicam
7.5mg  -7.7±0.6; 15mg -7.0±

0.6; 22.5mg -7.7±0.6; placebo
-6.1±0.6; diclofenac -8.4±0.6 )

非一貫性 非直接性 不精確
その他の

検討
Intervention control

確実性評価　（Certainty assessment）
結果の要約 (Summary of findings)

重要性
患者数 効果 エビデンスの

確実性

（GRADE)
研究デザイ

ン

バイアス

のリスク



推奨の参考となる他のアウトカムのエビデンスプロファイル

●●●○

中

●○○○

非常に低

●●○○

低

●○○○

非常に低

＃1. 統計学的処理に関する記述が乏しく不明瞭

＃2. アウトカム報告が不完全

＃3. 総サンプル数が少ない

＃4. RRの95％信頼区間の上限と下限が、『相当な利益』と見なされる基準RR<0.75と『相当な害』と見なされる基準RR>1.25の双方を含んでいる。

書誌情報
1. Furst DE et al. J Rheumatol.  2002 ;29:436-46
2. Igarashi M et al. Ryumachi.  1985;25:61-72

1[2] ランダム化

比較試験
深刻＃2 深刻でない 深刻でない

非常に深刻＃

4

なし

meloxam 7.5mg 45/175
(25.7%); 15mg 50/184

(27.2%); 22.5mg 49/181
(27.1%)

placebo 48/177 (27.1%);
diclofenac 58/181

(32.0%)

RR （95%CI）, meloxam
7.5mg 0.99 (0.71 to

1.40); 15mg 1.0 (0.6 to
1.6); 22.5mg 1.00 (0.71
to 1.40); diclofenac 1.18
(0.86 to 1.63) vs placebo

-

なし
loxoprofen  17/110

(15.5%)
indomethasin 22/116

(19.0%)
RR （95%CI） 0.81 (0.46

to 1.45)
- 重要

重要

消化管症状(6週)

1[1] ランダム化

比較試験
深刻でない 深刻でない 深刻でない

非常に深刻＃

4

深刻＃1 loxoprofen 90 indomethasin 90 -
MDは評価不可(loxoprofen  -
0.1±2.6; indomethasin -1.1±

2.6)
重要

消化管症状(12週)

1[2] ランダム化

比較試験
深刻＃2 深刻でない 深刻でない 深刻＃3

深刻＃1 meloxam 7.5mg 175;
15mg 184; 22.5mg 177

placebo 177; diclofenac
181

-

MDは評価不可(meloxicam
7.5mg  2.6±1.4; 15mg -0.0±

1.4; 22.5mg 1.0±1.4; placebo
-2.9±1.4; diclofenac 1.7±1.4 )

重大

赤血球沈降速度変化量(6週)

1[1] ランダム化

比較試験
深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻でない

赤血球沈降速度変化量(12週)



資料A　CQ6　文献検索式

検索式

#1 arthritis rheumatoid[MeSH Major Topic]

#2 anti-inflammatory agents,non-steroidal[MeSH Major Topic]

#3 #1 AND #2

#4 (cyclooxygenase 2 inhibitors[MeSH Major Topic]) OR cox-2

#5 #3 NOT #4 filters:Humans

#1 (関節リウマチ/TH or 関節リウマチ/AL)  

#2 (非ステロイド系抗炎症剤/TH or NSAIDs/AL)
#3 #1 and #2   

#4 (#3) and (LA=日本語,英語 PT=会議録除く CK=ヒト PDAT=2005/01/01:2012/08/31)  

#5 NSAIDs/TI or 非ステロイド系抗炎症剤/TI or 非ステロイド系抗炎症薬/TI  

#6 #4 and #5  

#7 関節破壊/AL or 骨破壊/AL 

#8 骨びらん/AL or (びらん/TH or びらん/AL) 

#9 関節裂隙狭小化/AL  

#10 有効性/AL   

#11 機能評価/AL or 評価/AL  

#12 #7 or #8 or #9 or #10 or #11

#13 #4 and #12   

#14 (#13) and (RD=メタアナリシス,ランダム化比較試験,準ランダム化比較試験,比較研究,診療ガイドライン) 

#15 (疫学的方法/TH or 疫学的方法/AL)  

#16 #13 and #15  

#17 #6 or #14 or #16  

#18 (#2) and (SH=治療的利用)  

#19 (#1) and (SH=薬物療法) 

#20 #17 and #18 and #19  

#1 (関節リウマチ/TH or 関節リウマチ/AL)    [71,130件]

#2 ロキソプロフェン/AL or (Loxoprofen/TH or loxoprofen/AL)    [1,458件]

#3 ロキソニン/AL or Loxonin/AL    [211件]

#4 #2 or #3    [1,510件]

#5 #1 and #4    [128件]

#6 (#5) and (LA=日本語,英語 PT=会議録除く CK=ヒト PDAT=//:2004/12/31)    [39件]



)

資料B　CQ6　文献検索フローチャート

（meta-analysis） （n = 0 ）

） （n =

Studies included in qualitative synthesis

（n = 2 ）

Studies included in quantitative synthesis

（n = 1427

62 ）

） （n =

Full-text articles assessed for eligibility
Full-text articles excluded

with reasons

・CQ対象外論文

（2nd Screening） （n = 67

・Articleやbookのreview、解説・特集
・コホート研究、症例対照研究などの観察
研究
・学会抄録

）651

other sources （n = 0

Records screened （1st Screening） Records excluded

database searching （n = 1427 ） ）

831 00 596

　　Total records identified through Additional records identified through

NSAID
関節リウマチ診療ガイドライン2020

文献検索フローチャート

PubMed Cochrane 医中誌 Others(



NSAID：RA患者にNSAID投与は有用か？

RR 0.74 (95%CI 0.24-2.27)、ARR -0.01 (-0.03 to 0.02)

資料D　CQ6　フォレストプロット

参考所見：重篤有害事象（NSAIDs4群をまと

めた場合）



資料A　CQ7　文献検索式（PubMed）

#9 Search (((#1 AND #7)) AND (#2 OR #3 OR #4)) AND (#5 OR #6) Filters: Publication date to 2018/12/31
#8 Search (((#1 AND #7)) AND (#2 OR #3 OR #4)) AND (#5 OR #6)
#7 Search (corticosteroid*[Title] OR glucocorticoid*[Title] OR prednisone[Title] OR prednisolone[Title])
#6 Search (safety OR "adverse event*" OR "adverse effect*" OR "side effect*")

#5 Search (outcome OR radiography OR "sharp score" OR "physical function" OR "quality of life" OR QOL OR "disease activity" OR efficacy)

#4 Search "meta-analysis"[Title/Abstract]

#3 Search (registry[Title/Abstract] OR registries[Title/Abstract] OR "cohort study"[Title/Abstract] OR "observational cohort"[Title/Abstract])

#2 Search (randomised[Title/Abstract] OR clinical trial*[Title/Abstract] OR comparative[Title/Abstract] OR "cross-over"[Title/Abstract])
#1 Search rheumatoid arthritis[Title/Abstract]



資料A　CQ7　文献検索式（Cochrane）

"rheumatoid arthritis":ti AND glucocorticoid* OR corticosteroid* OR "adrenal cortex hormone" OR prednisone OR prednisolone:ti AND
outcome OR efficacy OR safety OR "side effect*" OR "adverse event*" OR "adverse effect*" OR radiological OR "physical
function":ti,ab,kw AND "clinical trial*" OR randomised OR comparative OR cross-over OR registry OR registries OR "cohort study" OR
"observational cohort" OR "meta-analysis":ti,ab,kw NOT PubMed:so



資料A　CQ7　文献検索式（医中誌）

#01 関節リウマチ;薬物療法/MTH
#02 副腎皮質ホルモン;治療的利用/TH
#03 関節リウマチ/TI and (副腎皮質ホルモン/TA or 副腎皮質ステロイド/TA or glucocorticoid/TA or グルココルチコイド/TA or corticosteroid/TA or コル

チコステロイド/TA or prednisone/TA or プレドニゾン/TA or プレドニゾロン/TA or steroids/TA or ステロイド/TA)
#04 (#1 and #2) or #3
#05 #4 and (メタアナリシス/TH or システマティックレビュー/TH or 診療ガイドライン/TH)
#06 #4 and (RD=メタアナリシス,診療ガイドライン)
#07 #4 and (メタアナリシス/TA or システマティックレビュー/TA or 診療ガイドライン/TA)
#08 #5 or #6 or #7
#09 #4 and 介入研究/TH
#10 #4 and (RD=ランダム化比較試験)
#11 #4 and (介入研究/TA or 臨床試験/TA or ランダム化比較試験/TA or 無作為化比較試験/TA or 第I相試験/TA or 第II相試験/TA or 第III相試験/TA
or 第IV相試験/TA or 非劣性試験/TA or 同等性試験/TA or ランダム割付け/TA)
#12 (#9 or #10 or #11) not #8
#13 #4 and (疫学研究特性/TH or 疫学的研究デザイン/TH)
#14 #4 and (RD=準ランダム化比較試験,比較研究)
#15 #4 and (疫学研究/TA or 疫学的研究/TA or 実現可能性研究[/TA or 双生児研究/TA or 多施設共同研究/TA or パイロットプロジェクト/TA or 標本

調査/TA or 臨床研究/TA or 観察研究/TA or 縦断研究/TA or 後向き研究/TA or 後ろ向き研究/TA or 症例対照研究/TA or 前向き研究/TA or コホート

研究/TA or 追跡研究/TA or 断面研究/TA or 比較研究/TA or クロスオーバー研究/TA)
#16 (#13 or #14 or #15) not (#8 or #12)



ステロイド 

)

Studies included in quantitative synthesis

（meta-analysis） （n = 45 ）

Records screened （1st Screening）

Studies included in qualitative synthesis

Full-text articles assessed for eligibility

Records excluded ・総説
・重複
・CQ対象外（n = 1040 ） ）（n = 956

0

　　Total records identified through Additional records identified through

database searching （n = 890 other sources （n = 150 ））

126 156 608

（n = 45 ）

資料B　CQ7　文献検索フローチャート

Full-text articles excluded
with reasons

・CQ対象外, アウトカム対象外論
文
・非二重盲検試験（有効性）
・横断研究(安全性)（2nd Screening） （n = 84 ） （n = 39 ）

CQ
関節リウマチ診療ガイドライン2020

文献検索フローチャート

PubMed Cochrane 医中誌 Others(



ステロイド：疾患活動性を有するRA患者に副腎皮質ステロイド投与は有用か？

研究数 相対 絶対
［文献番号］ (95%CI) (95%CI)

推奨に用いたエビデンスプロファイル

⊕〇〇〇
非常に低

⊕〇〇〇
非常に低

⊕⊕⊕〇
中

⊕⊕〇〇
低

⊕⊕⊕〇
中

⊕〇〇〇
非常に低
⊕〇〇〇
非常に低
⊕〇〇〇
非常に低

⊕〇〇〇
非常に低
⊕〇〇〇
非常に低

⊕〇〇〇
非常に低

上昇要因あり＃6 21715 18614
HR 1.72

(1.43, 2.05)
- 重大

なし 1514 720
HR 1.41

(0.80, 2.49)
- 重大

3
[13,14,39]

観察研究 深刻＃7 深刻＃1 深刻でない 深刻＃8

上昇要因あり＃6 52,422 51,925
OR 1.69

(1.29, 2.21)
- 重大

重篤有害事象

5
[34-38]

観察研究 深刻でない 深刻＃1 深刻でない 深刻でない

上昇要因あり＃6 93,466 117,888
RR 2.10

(1.78, 2.48)
- 重大

18
[16-33]

観察研究 深刻＃7 深刻＃1 深刻でない 深刻でない

上昇要因あり＃6 28,082 29,340
HR 1.88

(1.60, 2.19)
- 重大

10
[6-15]

観察研究 深刻でない 深刻＃5 深刻でない 深刻でない

深刻＃1

なし 396 398 -
MD -0.17

(-0.28, -0.07)
重大

重篤感染症

3
[1,4,5]

ランダム化
比較試験

深刻でない 深刻でない 深刻＃2 深刻でない

なし 165 162 -
MD -0.20

(-0.23, -0.17)
重大

HAQ (2年)

2
[1,4]

その他の検討 ステロイド プラセボ

確実性評価　（Certainty assessment）
結果の要約 (Summary of findings)

重要性
患者数 効果 エビデンスの

確実性
（GRADE)

研究デザイン
バイアスのリス

ク

8
[19,33,40-45]

観察研究 深刻＃7 深刻＃1 深刻でない 深刻でない

非一貫性 非直接性 不精確

Erosion by SvdH score (2年)

重大

DAS28 (1年)

深刻＃2 深刻＃3 なし 255 260 -
MD -1.93

(-5.16, 1.31)
3

[1-3]
ランダム化
比較試験

深刻でない

ランダム化
比較試験

深刻でない 深刻でない 深刻＃2 深刻＃4

なし 396 398 -

ランダム化
比較試験

深刻でない 深刻＃1 深刻＃2 深刻＃4

MD -0.19
(-0.26, -0.11)

重大

HAQ (6か月~1年)

3
[1,4,5]

ランダム化
比較試験

深刻でない 深刻でない 深刻＃2 深刻でない

資料C　CQ7　エビデンスプロファイル

上昇要因あり＃6 43003 46128
RR 1.39

(1.07, 1.79)
- 重大

死亡

3
[20,34,37]

観察研究 深刻＃9 深刻＃1 深刻でない 深刻でない

なし 165 162 -
MD -0.39

(-1.05, 0.27)
重大

DAS28 (2年)

2
[1,4]



＃1 点推定値のばらつきがあり、高度の異質性が存在する。
＃2 論文1ではT2Tアプローチによる追加治療が実施されており、プラセボ群でより高率にTNF阻害薬含む追加治療が実施されている。
＃3 95％CIに『相当な利益』と見なされる基準RR>1.25と『相当な害』と見なされる基準RR<0.75の両方が含まれている。
＃4 総サンプル数が少ない。
＃5 点推定値のばらつきがあり、中等度の異質性が存在する。
＃6 用量毎の解析がなされた論文での用量反応勾配を認める。
＃7 ファンネルプロットの目視評価により非対称性を認める。
＃8 RRの95％信頼区間の上限と下限が、効果なしと『相当な害』と見なされる基準RR>1.25の双方を含んでいる。
＃9 症例減少バイアスを認める。

書誌情報

12. Mori S et al. PLoS One  2017;12:e0179179.

14. Yamanaka H et al. Mod Rheumatol  2019;29:737-46.

18. Greenberg JD et al. Ann Rheum Dis  2010;69:380-6.
19. Movahedi M et al. Eur J Epidemiol  2016;31:1045-55.
20. Roubille C et al. Ann Rheum Dis  2017;76:1797-802.

24. Richter A et al. Ann Rheum Dis  2016;75:1667-73.

32. Saag KG et al. Am J Med  1994:96:115-23.

28. Franklin J et al. Ann Rheum Dis  2007;66:308-12.
29. Jenks KA et al. J Rheumatol  2007;34:2201-3.
30. Lacaille D et al. Arthritis Rheum  2008;59:1074-81.
31. Malysheva OA et al. J Rheumatol  2008;35:979-85.

15. Doran MF et al. Arthritis Rheum  2002;46:2294-300.
16. Bernatsky S et al. Rheumatology (Oxford)  2007;46:1157-60.
17. Fukuda W et al. Ann Rheum Dis  2017;76:1051-6.

21. Schneeweiss S et al. Arthritis Rheum  2007;56:1754-64.
22. Smitten AL et al. J Rheumatol  2008;35:387-93.
23. Askling J et al. Ann Rheum Dis  2007;66:1339-44.

25. Schenfeld J et al. Rheumatol Int  2017;37:1075-82.
26. Coyne P et al. J Rheumatol  2007;34:1832-6.
27. Edwards CJ et al. Arthritis Rheum  2007;57:1151-7.
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5. Choy EH et al. Ann Rheum Dis  2008;67:656-63.
6. Curtis JR et al. Arthritis Rheum  2007;56:1125-33.
7. Grijalva CG et al. Rheumatology (Oxford)  2010;49:82-90.
8. Wolfe F et al. Arthritis Rheum  2006;54:628-34.
9. Curtis JR et al. Arthritis Care Res (Hoboken)  2014;66:990-7.
10. Favalli EG et al. Autoimmun Rev  2009;8:266-73.
11. Harigai M et al. N Engl J Med  2007;357:1874-6.

13. Sakai R et al. Arthritis Res Ther  2015;17:74.
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関節破壊 (Erosion by SvdH score) (2年)

DAS28 1年

DAS28 2年

資料D　CQ7　フォレストプロット



HAQ 6か月～1年

HAQ 2年



重篤感染症（HR)

重症感染症(RR)

重症感染症(OR)

資料E　CQ7　ファンネルプロット



重篤有害事象(HR)

重篤有害事象(RR)

死亡(HR)



Bio2 Sarilumab

Query Sort By Filters Search Details Results

#1 sarilumab
"sarilumab"[Supplementary Concept] OR "sarilumab"[All
Fields]

129

#2 “Arthritis Rheumatoid”[MAJR] "arthritis, rheumatoid"[MeSH Major Topic] 91,973

#3 #1 AND #2
("sarilumab"[Supplementary Concept] OR "sarilumab"[All
Fields]) AND "arthritis, rheumatoid"[MeSH Major Topic]

48

#4 #1 AND #2 Filters: Controlled Clinical Trial; Randomized
Controlled Trial

Randomized
Controlled Trial

("sarilumab"[Supplementary Concept] OR "sarilumab"[All
Fields]) AND "arthritis, rheumatoid"[MeSH Major Topic]

11

資料A　CQ9　文献検索式（PubMed，SAR）



Bio2 Sarilumab

#1 Arthritis, Rheumatoid in Cochrane Reviews, Trials
#2 sarilumab in Cochrane Reviews, Trials

資料A　CQ9　文献検索式（Cochrane，SAR）



bDMARD2 Sarilumab

検索式 検索件数
#1 関節リウマチ/TH or 関節リウマチ/AL 102,328
#2 サリルマブ/AL or Sarilumab/TH or Sarilumab/AL 72
#3 ケブザラ/AL or Kevzara/AL 1
#4 #2 or #3 72
#5 #1 and #4 68
#6 #5 and (PT=会議録除く CK=ヒト) 38

資料A　CQ9　文献検索式（医中誌，SAR）



)

（meta-analysis） （n = 2 ）

2 ）

Studies included in qualitative synthesis

（n =

Studies included in quantitative synthesis

CQ bDMARD2
Sarilumab

関節リウマチ診療ガイドライン2020
文献検索フローチャート

検索日；2020/6/26

PubMed Others(Cochrane 医中誌

11 30 029

5 ）

） （n =

Full-text articles assessed for eligibility
Full-text articles excluded
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資料B　CQ9　文献検索フローチャート（SAR）

・CQ対象外論
文

・Articleやbookの
review、解説・特集
・コホート研究、症例対
照研究などの観察研究
・学会抄録

（n = 71

1 ）

Records screened （1st Screening） Records excluded

　　Total records identified through Additional records identified through

database searching （n = 70 ） other sources （n =



bDMARD2 Sarilumab

資料C　CQ9　バイアスのリスク（SAR）



研究数 相対 絶対

［文献番号 (95%CI)
推奨に用いたエビデンスプロファイル

RR 3.29 ●●●○
(2.44 to 4.44) 中

RR 2.40 ●●●○

(1.57 to 3.66) 中

MD -0.3 ●●●○

(-0.46 ~ -0.14) 中

MD -2.53 ●●●●
(-3.41 ~ -1.65) 高

RR 1.38 ●●○○

(0.47 to 4.04) 低

#1. 総サンプル数、総イベント数が少ない。
#2. 総サンプル数が少ない。
#3. 95％CIに『相当な利益』と見なされる基準RR<0.75と『相当な害』と見なされる基準RR>1.25の両方が含まれている。

書誌情報

77/479
(16.1%)

25/439
(5.7%)

重大
ランダム

化試験
深刻でない

深刻でな

い

深刻でな

い
深刻#1 なし

深刻でな

い
深刻#2

HAQ-DI change from baseline(24週)

なし 80 41 - 重大

2
[1, 2]

ランダム

化試験
深刻でない

深刻でな

い

深刻でな

い
深刻#1 なし

168/479
(35.1%)

46/439
(10.5%)

重大

重大

確実性評価　（Certainty assessment）
結果の要約 (Summary of findings)

重要性患者数 効果 エビデンスの

確実性

（GRADE)
研究デザイ

ン

バイアスのリス

ク
非一貫性 非直接性 不精確

その他の検

討
SAR+MTX placebo+MTX

複合指標（DAS28-CRP<2.6(24週)）

ACR50達成(24週)

399 398 - 重大
ランダム

化試験
深刻でない

深刻でな

い

深刻でな

い
深刻でない

mTSS change from baseline(52週)

2
[1, 2]

1
[2]

ランダム

化試験
深刻でない

深刻でな

い

bDMARD 2：csDMARDで効果不十分で中等度以上の疾患活動性を有するRA患者に，非TNF阻害薬 の併用は有用か？

資料D　CQ9　エビデンスプロファイル（SAR）

1. Genovese MC, et al. Arthritis Rheumatol  2015;67:1424-1437
2. Tanaka Y, et al. Arthritis res ther  2019;21:79

1
[1]

2
[1, 2]

ランダム

化試験
深刻でない

深刻でな

い

深刻でな

い

非常に深刻
#3

なし

なし
52/504
(10.3%)

29/508
(5.7%)

重篤な有害事象(24週)



複合指標（DAS28-CRP<2.6(24週)）

ACR50達成(24週)

資料E　CQ9　フォレストプロット（SAR）



HAQ-DI change from baseline(24週)

mTSS change from baseline(52週)

重篤な有害事象(24週)



No. 検索式 検索件数

#01 "Arthritis, Rheumatoid/drug therapy"[Mesh] 29,657

#02
"Tumor Necrosis Factor-alpha/antagonists and inhibitors"[Mesh] OR "Infliximab"[Mesh] OR
"Etanercept"[Mesh] OR "Adalimumab"[Mesh] OR "Golimumab"[Supplementary Concept] OR "Certolizumab-
Pegol"[Mesh]

24,507

#03 monotherapy[TIAB] OR "mono therapy"[TIAB] OR monochemotherapy[TIAB] OR "mono chemotherapy"[TIAB] 44,255

#04 "rheumatoid arthritis"[TI] AND (Tumor Necrosis Factor inhibitor*[TIAB] OR TNFi*[TIAB] OR TNF biologic*[TIAB] OR
Infliximab[TIAB] OR Etanercept[TIAB] OR Adalimumab[TIAB] OR Golimumab[TIAB] OR Certolizumab[TIAB])

3,442

#05 ((#1 AND #2) OR #4) AND #3 429
#06 #5 AND 2012:2018[DP] 253
#07 #6 AND (JAPANESE[LA] OR ENGLISH[LA]) 247
#08 #7 AND ("Meta-Analysis"[PT] OR "Meta-Analysis as Topic"[Mesh] OR "meta-analysis"[TIAB]) 34

#09 #7 AND ("Cochrane Database Syst Rev"[TA] OR "Systematic Review"[PT] OR "Systematic Reviews as
Topic"[Mesh] OR "systematic review"[TIAB])

28

#10
#7 AND ("Practice Guideline"[PT] OR "Practice Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Consensus"[Mesh] OR
"Consensus Development Conferences as Topic"[Mesh]  OR "Consensus Development Conference"[PT]
OR guideline*[TI] OR consensus[TI])

2

#11 #8 OR #9 OR #10 42

#12 #7 AND ("Randomized Controlled Trial"[PT] OR "Randomized Controlled Trials as Topic"[Mesh] OR (random*[TIAB]
NOT medline[SB]))

112

#13 #7 AND ("Clinical Trial"[PT] OR "Clinical Trials as Topic"[Mesh] OR ((clinical trial*[TIAB] OR case control*[TIAB] OR
case comparison*[TIAB]) NOT medline[SB]))

108

#14 (#12 OR #13) NOT #11 102

#15
#7 AND ("Epidemiologic Studies"[Mesh] OR "Epidemiologic Research Design"[Mesh] OR "Comparative Study"[PT] OR
"Multicenter Study"[PT] OR ((cohort*[TIAB] OR comparative stud*[TIAB] OR follow-up stud*[TIAB]) NOT
medline[SB]))

117

#16 #15 NOT (#11 OR #14) 45

資料A　CQ10　文献検索式（PubMed）



No. 検索式 検索件数

#01 "rheumatoid arthritis":ti 7,726

#02
"Tumor Necrosis Factor inhibitor":ti,ab,kw OR TNFi*:ti,ab,kw OR "TNF biologic":ti,ab,kw OR
Infliximab:ti,ab,kw OR Etanercept:ti,ab,kw OR Adalimumab:ti,ab,kw OR Golimumab:ti,ab,kw OR
Certolizumab:ti,ab,kw

5,454

#03 monotherapy:ti,ab,kw OR "mono therapy":ti,ab,kw OR monochemotherapy:ti,ab,kw OR "mono
chemotherapy":ti,ab,kw

17,615

#04 #1 AND #2 AND #3 310
#05 #4 with Cochrane Library publication date from Jan 2012 to Dec 2018 261
#06 #5 CDSR 5
#07 #5 CCRCT 265

資料A　CQ10　文献検索式（Cochrane）



No. 検索式 検索件数

#01 関節リウマチ;薬物療法/TH 27,056

#02
腫瘍壊死因子アルファ;拮抗物質・阻害物質/TH or Infliximab/TH or Etanercept/TH or Adalimumab/TH or
Golimumab/TH or [Certolizumab-Pegol]/TH

14,616

#03 monotherapy/TA or 単剤/TA or 単独/TA 51,838

#04

関節リウマチ/TI and ((腫瘍壊死因子/TA and 阻害/TA) or TNF阻害剤/TA or TNF阻害薬/TA or TNFα阻害

/TA or Infliximab/TA or インフリキシマブ/TA or Etanercept/TA or エタネルセプト/TA or Adalimumab/TA
or アダリムマブ/TA or Golimumab/TA or ゴリムマブ/TA or "Certolizumab-Pegol"/TA or セルトリズマブ

/TA)

2,747

#05 ((#1 and #2) or #4) and #3 114
#06 #5 and (DT=2012:2018) 65
#07 #6 and (メタアナリシス/TH or システマティックレビュー/TH or 診療ガイドライン/TH) 3
#08 #6 and (RD=メタアナリシス,診療ガイドライン) 0
#09 #6 and (メタアナリシス/TA or システマティックレビュー/TA or 診療ガイドライン/TA) 0
#10 #7 or #8 or #9 3
#11 #6 and 介入研究/TH 22
#12 #6 and (RD=ランダム化比較試験) 3

#13 #6 and (介入研究/TA or 臨床試験/TA or ランダム化比較試験/TA or 無作為化比較試験/TA or 第I相試験/TA or 第
II相試験/TA or 第III相試験/TA or 第IV相試験/TA or 非劣性試験/TA or 同等性試験/TA or ランダム割付け/TA)

9

#14 (#11 or #12 or #13) not #10 22
#15 #6 and (疫学研究特性/TH or 疫学的研究デザイン/TH) 34
#16 #6 and (RD=準ランダム化比較試験,比較研究) 14

#17

#6 and (疫学研究/TA or 疫学的研究/TA or 実現可能性研究[/TA or 双生児研究/TA or 多施設共同研究/TA
or パイロットプロジェクト/TA or 標本調査/TA or 臨床研究/TA or 観察研究/TA or 縦断研究/TA or 後向

き研究/TA or 後ろ向き研究/TA or 症例対照研究/TA or 前向き研究/TA or コホート研究/TA or 追跡研究

/TA or 断面研究/TA or 比較研究/TA or クロスオーバー研究/TA)

5

#18 (#15 or #16 or #17) not (#10 or #14) 12

資料A　CQ10　文献検索式（医中誌）



)

database searching （n =

189 270 37

CQ
bDMA
RD3
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文献検索フローチャート
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資料B　CQ10　文献検索フローチャート

CQ対象外論
文

26 ）

0

Additional records identified through

14 ）

Records screened （1st Screening） Records excluded

（n = 510 ）

・Articleやbookのreview、解説・特集
・コホート研究、症例対照研究などの観察研究
・学会抄録

医中誌 Others(

（n = 467 ）

　　Total records identified through

（n = 17 ）

Full-text articles assessed for eligibility
Full-text articles excluded

with reasons

（2nd Screening） （n = 43 ） （n =

496 ） other sources （n =

Studies included in quantitative synthesis

（n = 16 ）

Studies included in qualitative synthesis



bDMARD 3：MTXが使えないまたはMTXを含むcsDMARDで効果不十分の中等度以上の疾患活動性を有するRA患者に，TNF阻害薬の単剤療法は有用か？

1, TNFi単剤 vs プラセボ

●●●○
中

●●●●
高

●●●●
高

●○○○
非常に低

●●●○
中

2, TNFi単剤 vs MTX/csDMARDs

●●●○
中

●●●●
高

●●●○
中

●●●●
高

資料C　CQ10　エビデンスプロファイル

なし
316/1174
(26.9%)

45/675
(6.7%)

　RR 4.13
(2.51-6.80)

重大

HAQ(12〜26週)

7
[1,2,3,4,5,6,7]

RCT 深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻でない

なし 849 498
　MD -0.34

(-0.44〜-0.23)
重大

重篤副作用

6
[2,3,4,5,7,8]

RCT 深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻でない

なし
120/1162
(10.3%)

36/498
(7.2%)

　RR 1.21
(0.71-2.07)

重大

副作用による薬剤中止

6
[2,3,4,5,7,8]

RCT 深刻でない 深刻#2 深刻でない 非常に深刻＃3

なし
119/613
(19.4%)

79/490
(16.1%)

　RR 1.50
(0.84-2.68)

重大

ACR50 (14週〜３年)

3
[9,10,11]

RCT 深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻#4

なし
618/1505
(41.1%)

291/933
(31.2%)

　RR 1.43
(1.06-1.93)

重大

HAQ (14週〜2年)

6
[9,10,11,12,13,14]

RCT 深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻でない

なし 432 441
　MD -0.21

(-0.44〜0.02)
重大

mTSS (3年)

3
[9,15,16]

RCT 深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻#5

なし 223 228
　MD -4.34

(-7.56〜-1.12)
重大

1
[10]

RCT 深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻でない

結果の要約 (Summary of findings)

患者数 効果
相対危険度/平均差

(95% CI)

エビデンスの確
実性

（GRADE)TNFi単剤 コントロール群

確実性評価　（Certainty assessment）

ACR50(12〜26週)

重要性
研究数 研究デザイン

バイアスのリス
ク

非一貫性 その他の検討

複合指標 (DAS28<2.6)(16週)

深刻でない 深刻#1 なし
197/206
(95.6%)

94/110
(85.5%)

　RR 1.12
(1.03-1.22)

重大

非直接性 不精確

1
[1]

RCT 深刻でない 深刻でない

なし
55/1102
(5.0%)

12/510
(2.4%)

　RR 2.02
(1.08-3.79)

重大

複合指標 (DAS28<2.6) (14週〜3年)

7
[2,3,4,5,6,7,8]

RCT 深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻＃1



●●○○
低

●○○○
非常に低

1, TNFi単剤 vs プラセボ

●●●●

高

●●●●

高

●●●●

高

●●○○
低

●●●○
中

#1.総サンプル数、総イベント数が少ないため

#2.点推定値のばらつきがややあり、中等度の異質性があるため

#3.RRの95％信頼区間の下限と上限がそれぞれ、『相当な利益』と見なされる基準RR<0.75と『相当な害』と見なされる基準RR>1.25の双方を含んでいる。

#4.RRの95％信頼区間の下限と上限がそれぞれ、『効果なし』と『相当な利益』と見なされる基準RR>1.25を含んでいる。

#5.CIに効果なしが含まれ、利益のMIDをまたいでいるため。

1. Takeuchi T et al. Ann Rheum Dis  2013;72:1488–95
2. van de Putte LB et al. Ann Rheum Dis 2004;63:508–16

重篤副作用
4

[9,11,12,14]
RCT 深刻でない 深刻#7 深刻でない 深刻#4

なし
118/1248
(9.5%)

92/804
(11.4%)

　RR 0.96
(0.54-1.69)

重大

複合指標 (DAS28<2.6)

5
[9,12,13,14,15]

RCT 深刻でない 深刻#2 深刻でない 非常に深刻#3

書誌情報：

ACR50

1
[1]

RCT 深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻でない

なし 1849
　RR 4.14

(2.51-6.80)
重大

HAQ

なし
61/867
(7.0%)

17/488
(3.5%)

　RR 1.99
(0.78-5.09)

重大

副作用による薬剤中止

なし 316
　RR 1.12

(1.03-1.22)
重大

7
[1,2,3,4,5,6,7]

RCT 深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻でない

なし 1347
　標準化平均差 -0.34

(-0.44〜-0.23)
重大

重篤副作用

6
[2,3,4,5,7,8]

RCT 深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻でない

なし 1660
　RR 1.21

(0.71-2.07)
重大

副作用による薬剤中止

6
[2,3,4,5,7,8]

RCT 深刻でない 深刻1 深刻でない 深刻2

なし 1612
　RR 2.02

(1.08-3.79)
重大

7
[2,3,4,5,6,7,8]

RCT 深刻でない 深刻でない 深刻でない 深刻3



9. Keystone EC et la. Ann Rheum Dis  2009;68:789–96
10. van der Heidje D et la. Arthritis Rheum  2007;56:3928–39
11. Kremer J et la. ArthritisRheum  2010;62:917–28
12. Takeuchi T et la. Mod Rheumat ol 2013;23:623–33
13. Genovese MC et la. Arthritis Rheum  2002;46:1443–50
14. Combe B et la. Ann Rheum Dis  2009;68:1146–52
15. van der Heidje D et la. Arthritis Rheum  2006;54:1063–74
16. Mathias SD et la. Clin Ther  2000;22:128–39

3. Miyasaka N et al. Mod Rheumatol  2008;18:252–62
4. Hobbs K et al. Springerplus . 2015;4:113
5. Yamamoto K et al. Modern Rheumatol 2014;24:552–60
6. Moreland LW et la. Ann Intern Med  1999;130:478–86
7. van de Putte LB et al. Ann Rheum Dis  2003;62:1168–77
8. Østergaard M et la. Ann Rheum Dis 2015;74:1156-63



1．TNFi単剤 vs プラセボ

資料D　CQ10　フォレストプロット

複合指標 (DAS28<2.6)(16週)

ACR50(12〜26週)

HAQ(12〜26週)

重篤副作用

副作用による薬剤中止



2．TNFi単剤 vs MTX/csDMARDs

重篤副作用

副作用による薬剤中止

複合指標 (DAS28<2.6) (14週〜3年)

ACR50 (14週〜３年)

HAQ (14週〜2年)

mTSS (3年)
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