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明けましておめでとうございます。
年頭に当たり一言ご挨拶申し上げま
す。
ここ数年医療の崩壊が進む中，昨年

は世界同時不況に見舞われ，国民，経
済界が苦難を強いられ，喘ぐ中での新
年でありますから，皆さんはそれぞれ
の思いをもって年を越し，新年をお迎
えになったことと思います。
経済産業界の衰退により国の富が減

り，自然増の要因を持つ社会保障費が

削減されて来たことも医療崩壊の一因
と考えますが，医師の偏在，勤務医
の悪い労動環境等もまた，医療崩壊を
もたらす原因であり，昨今のそのよう
な状況において，リウマチ患者さんへ
の適正な医療の確保を考えるとき，財
団のリウマチ登録医の存在の重さを思
い，財団は如何にして，リウマチ性疾
患の治療に当たるリウマチ登録医等の
期待に応えるべきかに考えが至り，財
団の責務をそして使命の重さを実感致

しています。
昭和 62 年の設立以来，国民の皆さ
ん，製薬企業，行政当局のご理解・ご
指導のもとで，リウマチの征圧を目指
して，積極的な活動を続けてきた当財
団も，昨年９月に横浜市で設立 20 周
年記念式典を挙行致しました。記念式
典後の市民公開講座においては，「日
本におけるリウマチ性疾患の現状につ
いて」紹介，その後のパネルディスカッ
ションでは，「我が国のリウマチ対策
について」その歴史を振り返り，医療
の現場で活躍する登録医，患者さん代
表，製薬企業，リウマチ対策を指導す
る厚生労働省の参加者が，それぞれの
立場から問題を提起し，今後の対策に
ついて進むべき方向性を示しました。
財団としても設立 20 年後の新たな年
へ向けて，これまで以上に活動するこ

とを 200 人近い式典参加者に誓いまし
た。
パネルディスカッションにおける提
案を含め，リウマチ登録医の教育養成，
リウマチ医療に係る診療報酬制度の改
善，災害時リウマチ患者支援事業等々，
リウマチ性疾患の征圧を目指す財団の
活動目標は多々ありますが，加えて平
成 21 年度は，昨年 12 月から施行され
た新公益法人制度による法人への移行
について，本格的な検討を始めなけれ
ばなりません。これは組織の根幹に係
る問題であり，リウマチ性疾患の制圧
を目指す財団活動を左右する重要な問
題であると認識して対応することとし
ております。これらの財団活動に対し，
今後とも，これまで以上に皆さんのご
支援・ご指導をお願い申し上げまして，
新年のご挨拶といたします。

新年ご挨拶新年ご挨拶

日本リウマチ財団　理事長

髙久 史麿

12月2日　千代田区 学士会館

平成 20年法人賛助会員打合会開催される

年の瀬恒例の法人賛助会員打合会が
12 月 2 日，千代田区の学士会館にお
いて開催された。今回は厚生労働省保
険局医療課長 佐藤 敏信 氏を迎え，医
療提供体制の現状と課題について講演
いただいた。

冒頭，財団法人日本リウマチ財団の
髙久史麿理事長から，9月に行われた
設立 20 周年記念式典の報告と，本年
度中に刊行予定の記念誌について報告
があった。リウマチ性疾患の治療は近
年めざましい進展をとげており，リウ
マチ性疾患の制圧を目指す当財団の活

動も賛助会員の支援の賜物と謝辞を述
べられた。
続いて藤田保健衛生大学七栗サナ
トリウム内科教授 松本 美富士 氏によ
る「リウマチ性疾患ケアに関するコメ
ディカル教育について」と題する講演
が行われた。

講演１講演１
リウマチ性疾患に関する
コメディカル教育について
～看護外来の充実を目指して～
 座長：山本　純己
  日本リウマチ財団 理事
 演者：松本　美富士
  藤田保健衛生大学
  七栗サナトリウム内科 教授

座長の山本理事から，関節リウマチ
を中心としたリウマチ性疾患の治療は
チーム医療であり，薬剤師，看護師，
PT，OTといったコメディカルの協
力の重要性が語られ，財団の取り組み
としてトータルマネージメントフォー
ラムやケア研修会が紹介された。
松本氏は，リウマチ財団のリウマチ
制圧のためのさらなる事業の一つとし
て，コメディカルスタッフによるリウ
マチ患者さんとその家族に対する支援
を積極的に行うことが財団の企画運営
委員会で決定され，平成 21 年度より
そうした制度を作るための委員会がス

タートする旨の報告を述べ，
それに続き，コメディカルの
役割が重要とされる背景と，
そのためにどのような対策が
必要かについて講演された。

リウマチ性疾患は筋，骨格
系の疼痛，こわばりを来たす
疾患の総称であり，疾患の種
類が極めて多彩かつ頻度が高
い。年齢や性別，人種などによって罹
病・有病率が異なり，その多くは全身
性疾患で，ADL の低下とともに生命
予後に影響を及ぼす生活機能病です。
米国の調査では，なんらかのリウマ
チ症状を呈するものが人口の３人に１
人，リウマチ性疾患を罹患しているも
のは人口の６人に１人という報告があ
り，わが国においても，およそ２千万
人のリウマチ患者さんがいると推定さ
れています。
社団法人日本リウマチ友の会による

『2005 年リウマチ白書』を見ると，関節
リウマチ患者さんが現在不安に思うこ
とは，原因が不明でなかなか効率的な
治療がないことから「疾患の悪化・進
行」とする方が 79.3％，関節の変形や
破壊が起こってくることから「日常生
活動作の低下」が 73.8％，さまざまな
薬剤が使用されることにより「薬の副
作用や合併症」が 65.2％，そして「経

済的な不安」，「介助や介護をしてくれ
る人のあてがない」と続いています。
主治医への要望として「内科，整形
外科など先生同士が連携をとってほし
い」「病状や経過，薬について説明し
てほしい」「検査結果に問題があれば
早く知らせてほしい」「装具やリハビ
リについて処方，助言などをしてほし
い」「リウマチ患者をもっと理解して
ほしい」の順となっています。また，
医療側への要望として，チーム医療の

山本 純己 氏
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必要性を示すものとしては「近くで専
門医にかかりたい」「こころのケアを
受けたい」「リハビリの指導を受けた
い」「医療，福祉制度について医師の
理解と関心がほしい」「専門医のいる
病院や診療所がわかるようにしてほし
い」があげられており，トータルケア
が望まれています。
関節リウマチに関しては，現在 4種

類の生物学的製剤が保険医療機関で使
用できますが，MTXにくらべ関節破
壊の進行を 1/5 に抑えるだけでなく，
MTXとの併用で早期の RAであれば
軟骨・骨破壊の修復が可能となりまし
た。一方，関節変形を持ちながら長期
の経過をたどっている患者さんも多い
のが事実です。また，線維筋痛症とい
う特異なリウマチ性疾患もあり，これ
は他覚的，一般的臨床検査所見に異常
がなく，慢性疼痛とこわばりを主訴と
する原因不明のリウマチ性疾患です。
中年女性に好発し，人口の 1.7％，200
万人の有病者がいると推定されていま
す。関節リウマチを含めたリウマチ性
疾患は慢性の疾患というイメージが強
いのですが，多くの疾患ではしばしば
救急状態が発生し，適切な対策をとる
こともリウマチのケアにあたっては重
要です。

松本 美富士 氏

難治性疾患患者の自己存在認識のた
めの確信成立の条件として３つの柱が
あり，自分で決める自由である「自律
存在」，支えとなる関係が周囲にある
という「関係存在」，将来に対して夢
があるという「時間存在」，このいず
れが欠けてもスピリチュアル・ペイン
に陥りケアが必要となってきます。
リウマチケアに関わる専門職には，

現在リウマチ医をはじめ，リハビリ
テーション医，一般医，看護職，PT/
OT，薬剤師，管理栄養士，臨床心理
士などがあり，それぞれの役割分担を
果たすことでトータルケアが行われ，
集学的治療・包括的管理システムが実
現します。
リウマチ性疾患はADL や QOL の

低下を伴う生活機能病であること，全

身性疾患であり時には生命予後に重大
な影響を与えること，その多くは原因
不明で原因療法が困難であること，専
門的治療とともに専門的ケアが重要な
役割をもち，専門職の緊密な連携によ
るトータルケアを必要とし，専門的治
療導入のコーディネーターの役割を果
たすため，リウマチケアの専門職が今
後さらに必要です。
リウマチケアの専門職制度の導入が

実現すれば，患者中心の医療の実践
が可能となり，リウマチ性疾患患者の
ADL，QOL の改善や生命予後のさら
なる改善につながります。そして医療
の質や安全の担保につながり，ひいて
は医療費の削減も期待できます。しか
しながらこうした実効あるリウマチケ
アが実践されるためには質の担保が必
要なので，登録制度あるいは認定制度
の導入が必要となります。
例えば他領域においてのケア専門職

制度としては，日本糖尿病療養指導士
や透析技術認定士，消化器内視鏡技師
や，日本看護協会の認定看護師／専門
看護師のほか，学会認定・自己血採血
看護師，透析療法指導看護師などがあ
ります。
また在宅療養を推進するための方策

の一つとして看護外来がありますが，
看護職による医療の役割分担として療
養上の相談，自己管理の指導，教育を
医師の指示のもとで提供しているわけ
ですが，診療報酬請求には種々の外形
基準があり，リウマチ性疾患はその中
に含まれていません。

このように述べた松本氏は，委員会
が立ち上がる前の私案として，最後に
リウマチケア専門職制度のあり方と概
要を次のように述べられた。（表 1）

講演2講演2
医療提供体制の現状と課題
 座長：西岡　久寿樹
  日本リウマチ財団 常務理事
 演者：佐藤　敏信
  厚生労働省 保険局医療課長

座長である西岡常務理事の紹介に続
き，佐藤氏は「医療提供体制の現状と
課題」と題して講演された。

国民医療費の対 GDP 比を見ると
OECD 諸国の中でも日本は下位にあ
ります。医師数についてみても人口
10 万に対し 200 とこれも下位です。
一方，わが国の人口当たりの病院病床

数は多く，それを理由に国としては病
院病床の削減や平均在院日数短縮と
いったプレッシャーを医療機関に対し
て与えているわけです。しかし，病院
内の急性期医療用病床や長期医療病床
は多いのですが，施設内長期ケア病床
数はむしろ日本は少なく，それを加え
たトータルの病床数で見ると決して
（諸外国に比べ）日本が多いわけでは
ありません。それどころか，65 歳以
上人口に占める介護施設・ケア付き高
齢者住宅数を見ると日本はイギリスの
半分，アメリカの 1/3 もありません。
団塊の世代の高齢化を迎え，こうした
施設数が今後増えるのだろうかと申し
ますと，悲観的なお答えをするしかあ
りません。介護保険料の総額は決まっ
ていますのでむしろ逆算をする形で，
地域における施設数を規制している状
況にあるわけです。有料の施設として
はあるかもしれませんが，介護保険や
税金を使った公的なサービスの中での
施設拡充は期待できません。

西岡 久寿樹 氏

素朴な疑問として「世界第２位の経
済大国がなぜこのような状態になった
のか」と問われることも多いのですが，
結論としては税金・保険料が変わって
いないことにあると言わざるを得ませ
ん。日本の税金や保険料は高いという
思い込みやイメージがありますが，国
民負担率の国際比較で見ますと医療保
険制度が貧弱なアメリカよりは多いも
のの，税金を見るとスウェーデンの半
分，イギリスの 2/3 でしかなく，社会
保険料の負担率もむしろ低いのです。
日本の財政赤字の主たる原因は，国民
の皆様に対する負担のお願いの仕方が
足りなかったといえるのです。「経済
財政運営と構造改革に関する基本方針
2006」において，社会保障は 1.6 兆円
の削減が掲げられました。なぜ社会保
障が削減されなければならないのかと
いう声もございますが，人件費の削減
や公共投資の削減も盛り込まれ，分母
の大きさからみれば社会保障は守られ
たといえるかもしれません。
1.6 兆円の削減の内 5000 億は地方が
負担し，1.1 兆円の削減を国に求めら
れているのですが，内訳には生活保護，
身体障害者・知的障害者の施策，年金，
労働行政，そして医療があります。こ
の費目の中で生活保護や年金は財源が
乏しいからと下げられるものではな
く，努力によって改善できるのは医療
しかありません。また，財源が集まり
にくいところで累積赤字を一掃するた
めの改革が進められる中，「企業から
の税金を上げれば」という声もありま
すが，先ほど日本の税金は OECD 諸
国と比べて低いと申しましたが法人税
はすでに世界の最高水準にあります。
法人税を上げることは海外への企業流
出や，商品価格への転嫁により企業の

体力低下につながり，法人税を上げる
わけには参りません。
「社会保障の充実を図るためには増
税やむなし」の声も少しずつ見受けら
れるようになったとは申せ，増税には
まだまだ強い反発があります。その
結果としては，当面は医療費抑制策を
取らざるを得ないのです。薬価の引き
下げや診療報酬の据え置きがこれにあ
たります。また，病床規制や医学部定
員抑制といった供給者誘発需要抑制策
を継続せざるを得ないのが現状なので
す。
医療関係者やリウマチで苦しんでい
らっしゃる患者さんのために直ちに
なる話ではありませんでしたが，厚生
労働省としては財源をいかに確保する
か，それをどう配分していくかについ
て真剣に取り組んでおります。皆さん
のご協力やご支援，ご理解をいただけ
ればと存じます。

日本リウマチ財団医療保険委員会委
員長の井上 博 氏からは「国の財政事
情を考慮しなければならないという総
論は理解できますが，医療の現場では
赤字経営により閉鎖に追い込まれる医
療機関もあり，ひいては患者さんに多
大な迷惑をかけてしまいます。また，
薬価改正のたびに薬価が引き下げられ
る状態が続きますと，新薬の開発が欧
米主流になるのではないかと将来の我
が国の医薬業界を不安視する見方もあ
ります。大所高所からの総論と，こう
した各論とをうまく組み合わせた運営
をお願いしたい」と要望が述べられた。
西岡常務理事からは「生物学的製剤
の登場などでリウマチ関係の年間医
療費は大幅に増加しましたが，それに
よって患者さんの受ける恩恵も大きな
ものがあるわけです。しかしながら，
費用の面からその恩恵を受けられない
患者さんもいらっしゃる。また，高額
な生物学的製剤の使用は，医療機関に
とってもリスクが高く積極的に取り込
めないという事実もあります」との意
見が述べられた。
これを受けて，佐藤課長からは新医
薬品の薬価算定方式が示され，既存薬
も含めて画期性や有用性の加算や国際
的な価格との比較など科学的に算定さ

れている旨の説明があった。また，医
療機関にとってのリスクについては，
突き詰めると医師の技術をどう評価す
るかという問題ではないかとし，医薬
分業がなされたとき技術については踏
み込めなかったこと，現在の診療報酬
制度では経験・知識・技術力の違いを
表現しえないことと，そうした声がま
だ多くないことから機が熟していない
のではとの考えを述べられた。（文責
編集部）

表1 リウマチケア専門職制度のあり方と概要（松本氏私案）

・リウマチ性疾患に特化したケア提供専門職制度の創設
・財団法人日本リウマチ財団による育成・認定・生涯教育
・対象職種 ：看護専門職（看護師・保健師）今後他の医療職へ拡大（理学療法士，

作業療法士，薬剤師など）
・名称（例）日本リウマチ財団認定・リウマチケア看護師（仮称）
＊職種拡大に伴い日本リウマチ財団認定・リウマチケア指導士（仮称）
・認定方法 ： 一定の研修（単位）修了者が申請により専門委員会で審査・認定更新制（5

年間毎，一定の単位取得者を再認定），登録医制度に準拠
・認定研修 ：財団主催のリウマチケア研修（年間：５～６回開催）を中心その他に

各種研修会・講演会・学会等の講演を単位認定研修の適正を審査
・診療報酬への反映
・財団内に準備委員会を組織し，制度の創設の外形基準の整備，作成，関連団体へ
の調整
・制度発足予定：平成 21年度を目指す

佐藤 敏信 氏
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患者さんを総合的に診る

●亀田総合病院，そしてリウマチ膠原
病内科の特徴について，お聞かせいた
だけますか。
日高　当院の医療圏は房総半島の南半
分の安房地域ですが，ここは高齢者が
多いのです。私たちは「おそらく，20
年後くらいの未来の日本の人口構成の
先取り地域だろう」といっています。
そこでの医療というのは，高齢者の特
徴を考えることなくしてはできませ
ん。リウマチ・膠原病でいえば，関節
の変形が進んで，ADL が障害されて
いる例が多いわけです。薬だけで治療
して，外来で歩いて帰るという人ばか
りではないですから，いつも日常のア
クティビティ改善を主眼に診療してい
ます。
●総合的にということですね。
日高　ええ。入院した時も，ちょっと
リハビリを怠ると，すぐに歩けなくな
るということがありますから，必ず歩
いて帰っていただくというぐらいの気
概をもって，薬物治療だけではなく，
リハビリテーションにも力を入れて
やっています。
●しかし，在院日数の問題などはどう
されていますか。
日高　在院日数は，毎月統計が出てい
て，当科は 17 ～ 20 日未満です。
●それは早いですね。
日高　はい（笑）。早期に退院するた
めには，リハビリ等に深く介入しても
らって，とにかく患者さんを帰れるよ
うな状態にする。同時に，治療は必
ずしも病院だけで行うものではありま

せんから，ご自宅に帰っても継続して
やっていただき，外来に通ってきても
らうという形をとっています。
●確かに理想的ですが，何かうまく進
めるためのシステムはあるのですか。
日高　当地には優れたMedical Social 
Worker （MSW）が多くいて，一生懸
命仕事をしてくれます。それも一つの
要素です。それから，患者さんが安心
して生活するためには，もし悪くなっ
たら，いつでも対応できる体制が必要
になります。病院として 24 時間引き
受けるということです。それを可能に
しているのは，当院の医師の数といえ
るかもしれません。現在 370 人ほどの
医師が勤務しています。
●この「医師不足」の時代に…
日高　夜間の対応は救急救命センター
（ER）ですが，当科の患者さんについ
ては，基本的に連絡をもらって我々が
診るという体制を作っています。それ
は，これだけの医師がいるからできる
ことだと思います。

ポイントは院内連携システム

●診療科のことをもう少しご説明いた
だけますか。
日高　もともと膠原病アレルギー内科
という標榜科だったものが，2006 年
の秋に免疫アレルギー科が独立して，
当科はリウマチ・膠原病内科となり
ました。月平均の外来患者数は，2006
年のデータですが，約 1000 人。入院
患者は 1日あたり 10 ～ 20 人となって
います。グループ全体の病床数は，精
神科 60 床とリハビリ病院の 56 床を加
えて 1000 床になります。
●リウマチ・膠原病というと，関節疾
患がメジャーになると思いますが，他
科との連携などはいかがでしょう。
日高　たとえば，整形外科とは連携を
深めるために，月 1回の合同カンファ
レンスをしています。整形外科の症例
で内科的な問題のあるものは我々がコ
ンサルトし，逆の場合は相談をする。
もちろん手術の適応もありますし，整
形外科的側面の強い疾患，脊椎疾患，

圧迫骨折，化膿性関節炎，感染性関節
炎などがあればすぐに連絡をとりま
す。医者同士が相手を知っている状態
を築いておくと非常に話が早い。関節
リウマチと痛風は，初診は別として，
当院は整形外科からすべて当科にま
わってきます。
岸本　関節穿刺も我々がやります。ま
た，骨粗鬆症外来も当科で始めて，カ
ンファレンスで，たとえば我々がわか
らないような圧迫骨折のケアの仕方
などを教えていただきます。外来で本
当に迷った症例などは，整形外科の先
生にお電話して，レントゲンを一緒に
電話越しに診ていただくこともありま
す。

●かつての東京女子医大リウマチ痛風
センターのような…
日高　あそこは整形外科の先生も同じ
センターにいましたね。当科は整形外
科以外との連携も緊密です。リウマチ
は呼吸器の感染症も多い。とくに最近
は，生物学的製剤など，優れた治療薬
が出ていますが，
付随して副作用と
しての感染症が多
くなっています。
そんなときでも，
呼吸器科がすぐに
対応してくれて，
BAL もその日の
うちにやってくれ
ます。間質性肺炎
などの診断・治療
にも深く関わっ
ている放射線科と
も，定期的に読影
の合同カンファレ

ンスをしています。さらに膠原病で出
る皮疹は，皮膚科がすぐに生検をして
くれます。非常に早いですね。ですか
ら，在院日数が短いのは，診断が早い
からではないかと。院内連携の充実が
無駄を省いているのだと思います。

内科を重視した
臨床研修システム

●関節注射などは誰がやるのですか。
日高　それは我々がやります。
●それはすばらしい。内科ではなかな
かできる人はいませんよね。
日高　痛風発作で患者さんがみえる
と，うちでは研修医に指導します。指
導しながら，関節穿刺も。彼らは，岸
本先生がきちんと教育していて，関節
液の検鏡から，結晶検査，グラム染色
による菌の検索まで行います。外来が
忙しいと後期研修医を呼んで，彼らに
穿刺してもらいます。そうすると，指
導が一緒にできるわけです。
●研修医は，リウマチ科にもまわって
きますか。
日高　とくに岸本先生がアメリカから
来てからは，教育の面では非常にレベ
ルがあがって。それをみて，研修希望
者が増えました。今年は 1人の後期研
修医の枠に 10 人の見学申し込みがあ
りました。
岸本　現在我々のリウマチ・膠原病内
科専属で後期研修医が，3年目まで 1
人ずつおります。さらに他の科の後期

【沿革・概要】 

地域　千葉県鴨川市東町

設立（亀田病院）　昭和 23年

亀田メディカルセンターは，2008 年現在，入院加療を中心とした医療法人鉄蕉会亀田総合病院（診療

科 31科，病床数 865床　精神科 60床）と，外来を中心とした同じく医療法人鉄蕉会亀田クリニック

を同じ敷地内にかかえ，医師を 300人以上，歯科医師を含めると 360人以上，コメディカル・スタッ

フを含めると総勢 2,500 人規模の 1大医療機関である。

千葉・南房総の中核医療を担うほか，リハビリテーション医療や訪問看護にも大きな役割を果たして

いる。しかも千葉・幕張や神奈川・厚木市などにもサテライトを有するほか，多くの関連施設を有し，

東京駅からは 1日 16便のバスの直行便も準備するなど，そのホスピタリティーと医療技術の高さの評

判を聞いて国内の広い範囲から多くの患者さんが訪れるきわめて有名な病院の 1つである。

話し手
日高 雄二 氏
現赤坂中央クリニック院長
前亀田総合病院リウマチ膠原病内科
・部長
岸本 暢将 氏
亀田総合病院リウマチ膠原病内科

聞き手
後藤　眞 氏
編集委員長
桐蔭横浜大学 医用工学部臨床工学科不老
科学･加齢制御医学部門・教授
部長代理

亀田総合病院のリウマチ治療
検証　リウマチ・クリニックの経営術

リウマチ膠原病科のスタッフとともに

全国でも屈指の施設・規模を誇る亀田メディカルセンター。ここに，1人のリウマチ
専門家 日高雄二 氏がいらっしゃったが，つい先ごろ退職され，後進として米国の専門
医の資格を有する岸本暢将 氏がその職責に就かれた。
日高 氏の時代でも，多くのリウマチ患者さんを迎え入れ，高い評価を受けていた亀
田メディカルセンターであったが，最近は合理的な研修（教育）システムを導入したり
することによって，徐々に岸本色が出始めているようである。
そこで今回，後藤編集委員長のご発案で，日高 氏と岸本 氏の両氏を現地に訪ね，
施設紹介も兼ねつつ，亀田メディカルセンターのリウマチ診療の方向性を確認した。

メディカルセンターの１階にある担当医のプロフィー
ルボード

日高 氏

リハビリ室を見学
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フェローになられた山本万希子先生
は，内科を 6年やっておられた。もう
総合内科はしっかり診られる。だから
専門的なことだけ教えればいい。私が
米国でレジデントのあとリウマチ膠原
病科のフェローになった時と同じよう
なバックグラウンドでした。私は基本
的に，総合内科をしっかり診ることができ
る先生を採用したいと考えています。
日高　ふつうは初期研修 2年を経て後
期研修に入りますが，当科の研修プロ
グラムは後期の段階で，さらに総合
内科をやっていただく。初期研修で内
科をやる時間は，まあ半分もあればい
いぐらいで，それではぜんぜん足りな
い。ですから，後期の 1年目は内科を
もう 1回，初期でまわらなかったとこ
ろをやってもらうというのが，当科の
後期研修プログラムです。専門的なも
のは 2年目からという形をとっていま
す。ただ内科の研修が十分できている
人は，後期の 1年目から専門プログラ
ムに入ります。
●日本で 6 年も内科をされた人がリ
ウマチ科に来るといのは，魅力を感じ
るから？
岸本　最近のリウマチ科の未来は非常
に明るいなと思っています。生物学的
製剤の登場を含めて，本当に全身を診
る必要性を若い先生方が認識してきて
いますし。

生物学的製剤の使用は外来で

●その生物学的製剤ですが，今どのく
らいお使いですか？
日高　100 例ぐらいでしょうか。実は
当院が生物学的製剤を使い始めたの
は，DPCの導入時期に重なっていて，
入院での使用はやはりコスト面でむず
かしいものがありました。で，最初の
1例目だけは入院していただきました
が，2例目以降は亀田クリニックを利
用して外来で行っています。注射セン
ターという，一度に 30 人くらいの患
者さんが注射を受けられる施設があっ
て，点滴静注なども看護師がつきっき
りで行えます。バイタルチェックも頻
繁にできるので，今では安心して外来
で使用しています。
●がんの化学療法のような感じです
か。薬剤の使用頻度はどうでしょう。
割合とかは･･･。
日高　延べでいいますとレミケード，
エンブレル，発売順ですね。延べとい
うのは，もうやめている患者さんもお
られるからです。理由は，非常によく

効いたからという
のもありますが，
副作用でスイッチ
したという例もあ
る。それがあるか
ら，延べでいくと
レミケードが 50
名，エンブレルが
40 名，今度出た
アクテラムが 10
名くらいでしょう
か。でも今は，エ
ンブレルが一番多
いと思います。
●よく効いてやめ

研修医の先生が希望で必ず毎月 1人は
いらっしゃるので，随時 4～ 5人は後
期研修医がいるような状態です。
●アメリカの ACR でトレーニング
された人たちというのは，システマ
ティックに診て，治療する技術をもっ
ているという意味で，すごく教育的で
すよね。
日高　それは感じます。私は日本で教
育を受けた人間ですが，彼の教育など
をみていますと，全身を診ることの重
要性を痛感しますね。研修医に応募動
機を聞くと，「全身を診ることができ
るので」という答えが返ってきたりし
ます。
●岸本先生は，アメリカに何年おられた
のですか。帰国していきなり，ここに？
岸本　はい。5年間いて，2006 年の 8
月に帰国し亀田に赴任しました。ちょ
うど 2年になります。大学は日本です
が，大学には所属せず，すぐに沖縄の
県立中部病院に行きまして，そのあと
在沖縄米国海軍病院に移りその後渡米
しました。アメリカの臨床教育の特徴
として，総合内科をしっかりやること
だと思います。私も結局総合内科を 6
年間やりました。いわゆる専門に入る
前に。日本で内科というと，胃カメラ
や心エコーまで含まれますが，最初の，
患者さんを 1から自分の手と耳と目で
診る，いわゆる病歴聴取・身体所見で
どこまで診ることができるかが一番重
要です。
●そういう基本が日本の医学教育です
ごくおざなりにされていますよね。ア
メリカでは，何もないところに 1人で
放り出されても診断・治療ができるよ
うに，まあ軍事目的という側面もある
でしょうが，新人の上に 1 ～ 2 年の
人がいて，その上にまた　という･･･。
岸本　屋根瓦式ですね。
●そう。ただ，あれをやるにはたくさ
ん人手がいるということですが。こ
こでの研修のシステムというのはどう
なっているのですか。
岸本　すでに日高先生がしっかりプロ
グラムを作られていて，そこに乗っ
かった形です。私が赴任後 1 年目に

たという人はどのくらいですか，期間
的に。
日高　一番長い人は，もう 4年近くた
ちますね。それはエンブレルの例です
けど。ただ，その方はMTXはやって
います。それも徐々に減らして，やめ
てみようと思っていますが。
●寛解後の治療をどうすべきか，とい
う問題でもありますね。
日高　ええ。実際再発することは多い
ですね。1～ 2 年じゃちょっとまだわ
からないというのが実感です。経済的
理由でやめた人もいますが，「やめな
いほうがいいのに」と思っていると，やっ
ぱりかなりの確率で再発している。
●一つ懸念するのは，生物学的製剤の
登場が治療を安易にしてしまうのでは
ないかと。治癒を実感できるように
なったのは，確かに進歩でしょうけれ
ど…
　岸本　どのような患者さんに，どの
タイミングで，どの薬剤を選択するか
を治療の最優先とします。オーダーメ
イドではないですが，間質性肺炎が
あって，MTXもレミケードも使えな
い。じゃあ，エンブレルか，アクテム
ラかといったこともあるでしょうし，
逆に速効性はレミケードのほうがある
ような感じですから，早く職場復帰し
たい人がいたらそちらを使うとか。生
物学的製剤の登場によって，そうした
個々の患者さんの希望にもある程度対
応できるようになった。ただ，それだ
けに，患者さんにあった治療薬の選択
にどれだけ注意を払えるか，合併症の
有無をしっかり見抜けるかというの
は，本当に注意していかなければなら
ないと思っています。安易な使用は本
当に危険だと思いますね。

薬剤の導入も含めた
地域との連携

●地域の先生方との連携システムは何
かありますか。
日高　開業の先生方と一緒に「南房総
リウマチ研究会」という組織を作って
います。講師の先生をお呼びして，年
2回くらい勉強会を開いたり。生物学
的製剤に関していえば，「使いたいけ
れど，副作用への対応が心配」といっ
た先生方を対象に，始めるお手伝いも
しています。最初の導入は当院で行っ
て，維持は開業の先生方にお願いする。
副作用が起こったら，それは 24 時間
体制で我々が対応すると。鴨川だけで
なく，館山のほうの先生も参加されて
います。
●それは心強いですね。
日高　ここはもう，リウマチ診療に
ついては，南房総の中核病院だと思
います。ですから，その役割を我々が
しっかりと自覚していかなければなら

ない。地域的には，千葉市のすぐ南く
らいまでが医療圏になっています。北
のほうは千葉大病院，千葉東病院，下
志津病院というのがありますし，佐倉
は東邦大佐倉病院，船橋・習志野は済
生会習志野病院ですか。千葉全体でそ
ういったリウマチ専門医が集まって研
究会などを頻繁にやっています。でも
東京に比べると少なく 20 ～ 25 人ぐら
い。ですから，結構広い範囲を我々が
カバーすることになります。
●患者さんのアクセスはいかがですか。
日高　やはり車が多いですね。東京か
らだと JRでも 2時間かかりますから，
ちょっと大変です。ただ東京からは直
通バスがあって，それで通われる患者
さんもいらっしゃいます。病院のなか
に停留所があるので，その点はいいか
もしれません。外来患者さんですと，
60％は安房地域ですね，鴨川，南房総，
館山。残りの 40％がそれ以外の千葉
県でしょうか。なかには，海外からお
みえになる患者さんもいらっしゃいま
すが。

若い医師が生み出す
エネルギー

●日高先生がお考えになる診療モッ
トーや，この病院の特徴とは何でしょ
う。
日高　私のモットーは，患者さんのお
話をよく聞くことです。リウマチや膠
原病の方は，たとえば生活習慣病の患
者さんなどと比べても，やはり訴えた
いことが多い。痛みや生活の困難さが
人によって違いますから。だから，そ
れを受け止めてよく聞く。そういうこ
とが大事だと思っています。そのなか
から，私たちは非常に多くのものを学
んでいるということがあって，新しい
治療のヒントとかをたくさん得ること
ができたような気がします。
●でも，こんなに患者さんがみえて，
しかもよく聞くというのでは時間もか
かるでしょう？
日高　外来も一応予約制にしています
けど，やはり遅れていくというジレン
マはありますね。ただ最近は，時間が
かかることに患者さんが次第に慣れて
きてくださって（笑）。「今，１時間待
ちだけど，そのかわり自分の話もよく
聞いてもらえる」と。そういう方も増
えてきたような気がします。
●信頼関係ができあがって。
日高　ええ。それから当院の特徴とし
ては，若い研修医たちが非常に優秀だ
ということ。希望者が多く，そこから
また選んでいるからでしょうが，非常

岸本 氏

個室を拝見。グレード的には２番目である。

取材する後藤氏に研究成果を説明される村永信吾医師
（理学療法士，公認アスレティックトレーナー）
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によく勉強しています。たくさん質問
を受けるので，こちらも一所懸命勉強
をしなきゃならない。バイタリティに
あふれ，夜遅くまで頑張っているのを
みると，私自身，彼らから力をもらえ
ます。職住近接ということもあります
が，夜中の電話でもすぐに飛んできた
りする。研修医の過剰労働は配慮して
いますが，反面私は，若い時期に一所
懸命やるのは，得るものが多いのでは
ないかと思っているのです。
岸本　うちでは，日高先生のお考え
もあって，当直の研修医は次の日は
お昼で帰っていいことになっていま
す。それ以上やっても事故の危険が高
まるだけですから。ただ，当直ではな

いけれども，夜中に電話が
かかることはもちろんあり
ます。当科の患者さんが ER
に来れば必ず。私達指導医
も，夜何かあれば必ず行け
るような体制にはしていま
す。そういうなかで若い研
修医達をみていますと，た
とえば総合診療科の先生で，
我々の科で研修を受けて「リ
ウマチ膠原病ケアは面白い
な」と進路を変える方がい

らっしゃいます。「全身を診たい」と
いう方が多いので，その延長として，
リウマチ膠原病科も選択肢になってい
るようです。
●そうですか。それはいいお話ですね。

多様な職種による
リウマチ指導－KRST

●ここは都心から離れているので，あ
る意味日本の医療を客観的にみること
ができるのかもしれませんが，その将
来像はどうお考えですか。
日高　私は，日本の医療を考える上で
も，高齢化というのはもう避けて通れ
ない。リウマチ・膠原病の診療も，薬
物治療だけではもう不十分だと思いま

す。その人の生活全体をサポートでき
るような。それは医師だけでできるわ
けではないので，その体制を作り上げ
ていかなければなりません。亀田総合
病院，亀田クリニック，亀田リハビリ
テーション病院，それが我々のグルー
プですが，100 人以上の PT・OT・
STがいます。彼らとともに「亀田リ
ウマチ・サポート・チーム」（KRST）
という組織を作っています。リウマチ
のリハビリに精通した PT・OTの育
成をめざして，リウマチ教育入院とい
うプログラムを始めたのがきっかけ
です。患者さんには 1週間入院してい
ただいて，さまざまな職種の人間が
指導にあたります。医師はもちろん，
PT・OTが毎日リウマチのリハビリ
をやる。彼らはリウマチの治療を勉強
できるし，我々もリハビリについて学
ぶことができます。服薬指導という立
場で薬剤師にも入ってもらって，副作
用の多い抗リウマチ薬のオプションを
示したり，飲み方を説明したり。また
患者さんは骨粗鬆症による Ca 不足や
貧血がよくありますので，栄養士によ
る指導も行われる。さらにMSWは，
保険や公的助成に関する助言などもし
ます。自分はなぜこの治療を受けてい
るのか，この訓練を続けているのか，
それを知ることによって，患者さんご
自身がリウマチのエキスパートになってい
ただく，それが教育入院の目的です。
岸本　おかげさまで，リウマチ教育入
院については，名古屋，大阪，九州と

いった地域からもお問い合わせをいた
だいています。
●多くの方に興味をもたれているわけ
ですね。
日高　はい。ですから，充実したプロ
グラムを開発していくことが重要です
が，同時にどう情報発信していくか，
それも我々の課題です。
岸本　患者さんへの情報発信ではあり
ませんが，教育面では，聖路加国際病
院の松井征男先生，岡田正人先生，ナ
ショナルメディカルクリニック院長
上野征夫先生，それから東大の萩野昇
先生や医科歯科の高田和生先生といっ
た方々と「リウマチ膠原病フォーラム
（＠聖路加国際病院）」というのを立ち
上げています。年 2～ 4回程度フォー
ラムでは基本的な診察から診断治療の
Up-To-Date にいたるまで幅広く臨床
の面白さを症例検討も含めて行ってい
ます。それに加え，同時にリウマチ膠
原病のメーリング・リストも立ち上げ，
今登録者は 300 人くらいでしょうか，
情報交換の場ともなっています。今後
はリウマチ膠原病診療の教育を広める
ためにも，日本全体を巻き込んだシス
テム構築ができないかとも思っていま
す。
●日本の医療を変えていくのは，そうした
志をもった人々のエネルギーでしょうね。
本日はいろいろお話を聞けました。どうも
ありがとうございました。財団では，

①日本リウマチ財団登録医または日本リウマチ学会の会員であること
②現在および将来ともにリウマチ学を志すもの

を対象に，標題研修医を次により募集しています。
1. 募集人員　若干名
2. 受入機関等
　1）原則として，海外の１つのリウマチ･膠原病等診療研究機関に 4ヶ月

以上滞在して研修を受ける。
　2）平成 21 年 4 月 1 日～ 22 年 3 月 31 日の間に出発する。
　3）奨学金　各人 60 万円以内
3. 応募手続
　1）日本リウマチ財団専門委員，日本リウマチ学会評議員の推薦を要す。
　2）所定の申請書により平成 21 年 3 月末日までに財団に提出すること。

財団法人　日本リウマチ財団・海外派遣研修医募集要項

1. 制度の趣旨
この制度は，若い優れたリウマチ専攻医を海外に派遣・研修させ，

日本のリウマチ学およびリウマチ治療対策の進歩を期待するものであ
る。
2. 募集人員
若干名

3. 受入機関・時期・待遇
（1）研修医は原則として，海外の 1つのリウマチ・膠原病等診療研

究機関に 4ヶ月以上滞在して研修を受けるものとする。
（2）研修医は当該年度（～翌年 3月 31 日）内に出発するものとする。

当該年度内に出発しない時は，研修医の資格は無効とする。
（3）奨学金

各人　60 万円以内とする。
4. 応募資格
（1）日本リウマチ財団登録医または日本リウマチ学会の会員である

こと。
（2）現在および将来ともにリウマチ学に志すもの。
5. 応募手続き
（1）推薦：日本リウマチ財団専門委員，日本リウマチ学会評議員の

推薦によること。
（2）期日・申込先：規定の期日までに財団に提出すること。
（3）財団発行の所定の申請書を使用すること。

財団法人　日本リウマチ財団
理事長　髙　久　史　麿

〒170-0005　東京都豊島区南大塚 2-39-7
ヤマモト大塚ビル 5階
電話　03-3946-3551

注）この事業には，次の企業の協賛を得ている。
ノバルティスファーマ株式会社
ワイス株式会社

平成21年度海外派遣研修医募集

オーダーメイドの靴コーナーも備わる
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佐川　昭　
佐川 昭リウマチクリニック http://www.sagawa-akira-clinic.com/

リウマチの新しい動きと
 クリニックの役割
 リウマチ画像の重要性とクリニックレベルでの利用法

図１．生物学的製剤投与の流れ

生物学的製剤開始予定の患者さんに対して…

・製剤解説用のパンフレットを用いて投与方法、副作用、ツ反や胸部
CT等の事前審査などの必要性について解説。

・対象者の加入している保険、身障者受給者証、特定疾患の保持の有無
を確認し、医療費について説明。（医療費がすべて自己負担となる患
者には、対象となる負担額の用紙を渡す。）

・患者用のパスを用いて、当院における生物製剤投与の流れ、注意事項
を説明。

健康保険組合、共済組合、国保組合の場合、1ヶ月あたりの自己負担限度が
2 万円～3 万円に設定されている場合があります。ぜひ一度、加入している
保険者（保険証を発行しているところ）に確認ください。

図 2．生物学的製剤　―それぞれの特徴―

  レミケード エンブレル アクテムラ ヒュミラ 

  インフリキシマブ エタネルセプト トシリズマブ アダリムマブ

 製　　剤 抗 TNFα抗体 抗 TNFαβR抗体 抗 IL--6R 抗体 抗 TNFα抗体

 性　　状 点滴静注 皮下注 点滴静注 皮下注

 注射頻度 

 注 射 量 3mg/kg 25mg/ 回 8mg/kg 40mg/ 回

 点滴時間 2 時間  1 時間

 実　　績 5 年以上の実績 3 年経過 今後 今後

 自己注射  可能  可能
 当院での投与数 131 名 33 名 15 名 5 名
 （08. 11 現在）   （5月開始） （6月開始）

　  2, 4 以後 8週毎 週 28回（月8回） 4 週毎（月1回） 2 週毎（月2回）
  後半は楽 頻度多い 

当院における
生物学的製剤投与の流れ

これまでの当院受診患者数は，約
2,500 名で，そのうち診断が確定し抗
リウマチ薬を投与しているリウマチ患
者は約半数の 1,250 名ほどである。さ
らにこのうち 2008 年 11 月当初現在
で，生物学的製剤投与者は 184 名で上

記リウマチ患者中約 14.7％を占める。
内訳は以下のとおりである。レミケー
ド 131 名，エンブレル 33 名，ヒュミ
ラ 5 名，アクテムラ 15 名。これらの
患者に対する生物学的製剤投与には安
全を重視し十分な配慮をしながら外来
投与，外来指導をしている。以下，当
クリニックで工夫しながら全スタッフ
協力のもとで行っている 1施設での例
をお示しする。

リウマチクリニックの役割

リウマチクリニックの役割と治療
の進め方は本シリーズ第 2回（90 号）
に記載したとおりであるが，特にリウ
マチ臨床の第 1線で働くクリニックと
しての特徴とその使命は，
１．大病院より早めの受診→早期，超

早期RA混入の可能性あり。
２．不安を抱えている→不安の解消と

きめ細かな説明と対応を行う。 
３．きめ細かな診察→早期，超早期

RAを見逃さない。
である。このことを十分意識して診療
を進めている。

図 3．クリティカルパス（レミケード用）

レミケードにて関節リウマチの治療をうけられる方へ
佐川　昭リウマチクリニック　011-271-0770

主な予定

検　査

治療・処置

検　温

食　事

活　動

清　潔

診察前 　点滴開始時 点滴中 点滴終了後 帰宅してから
看護師より説明、体調の確認を行
います。

採尿し提出しておいてください。

体重測定、アンケートの記入をして
いただきます。

体温、血圧、脈拍を測定します。

制限はありません。
いつもどおり召し上がってきていただ
いて結構です。

制限はありません。

医師の診察終了後、リクライニング
シートかベッドで点滴を行います。

点滴の前に採血があります。

点滴開始時はゆっくりと滴下し
ていきます。15分経過を見た後、
最低 2 時間 30 分かけて点滴を
行います。

点滴開始 1 時間後に体温、血圧、
脈拍を測定します。

制限はありません。
点滴中でも飲食できます。

点滴終了後より1 時間は経過観察
のため、院内にて過ごしていただき
ます。

レントゲン等の検査予定がある
場合、点滴終了後の院内安静の
時間内に行います。

点滴終了時と終了 1 時間後に体
温、血圧、脈拍を測定します。

いつもと異なる症状がある場合、無
理せず当院までご連絡ください。
診察時間外の場合、受診される病
院にレミケード使用中であることを伝
えてください。

次回のレミケードの 1 週間前から内
服予定となるお薬を忘れずにお飲み
ください。

入浴できます。

頭痛、熱っぽさ、めまい、じん麻疹、
痒み、息苦しさなど不快症状があ
る場合、すぐにお知らせください。 気をつけて欲しい症状…

息苦しさ、咳、発熱じん麻疹、痒み、
のどの痛み、頭痛、手、顔面の
むくみなどです。

当院には食堂、売店がございませんので、
あらかじめご用意ください。
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図４．生物学的製剤導入準備チェックリスト

 生物学的製剤　導入準備チェックリスト

ID 患者氏名

医療費の自己負担等

身障手帳 級 自己負担分 □ 0 円 □ 3,000 円 □ 12,000 円 □　　　　　円

チェック項目 レミケード エンブレル アクテムラ ヒュミラ

 日付、サイン 日付、サイン 　日付、サイン 　日付、サイン

3割負担  □ 高額医療費制度 □ 保険の補助有（支払上限 円）

紹
介

血
液
検
査

結
核
検
査

画
像
検
査

他

予
約

登
録

その他  □ 自己負担なし □ 特定疾患（特定疾患から外れる必要：　有　・　無　）

  □ 小児慢性疾患（18歳の誕生日まで）

製剤パンフにて説明 □ □ □ □ 

医療費について説明 □ □ □ □ 

 □ □ □ □ 

β-D グルカン □ □ □ □ 

KL-6 □ □ □ □ 

HBs 抗原、HCV抗体 □ □ □ □ 

ツ反実施 □ □ □ □ 

ツ反判定（　／　） □ □ □ □ 

胸部 CT予約 □ □ □ □ 

（予定日　　　　　） （　　　　　） （　　　　　） （　　　　　） （　　　　　） 

胸部 X線 □ □ □ □ 

 （予定日　　　） （予定日　　　） （予定日　　　） （予定日　　　） 

関節 X線 □ □ □ □ 

 （予定日　　　） （予定日　　　） （予定日　　　） （予定日　　　） 

関節エコー □ □ □ □ 

 （予定日　　　） （予定日　　　） （予定日　　　） （予定日　　　） 

癌の既往歴 □ □ □ □ 

体重測定 □  □

（カルテ入力） （　　　　　kg）  （　　　　　kg） 

ジルテック処方 □

注射開始日（　／　） □ □ □ □ 

（初回予約） （□ 初回予約） （□ 初回予約） （□ 初回予約） （□ 初回予約） 

（　　回目予約） （□ 2 回目予約） （□ 3 回目予約）  （□ 3 回目予約） 

REC登録表準備 □

ENBカレンダー記入  □ 

ACT 登録表記入   □ 

登録表 FAX   □  

ヒュミラ登録表記入    □ 

インターネット登録    □ 

製剤パンフ渡す □ □ □ □ 

リウマチ治療の進め方

1．アメリカリウマチ学会 2002 年リウ
マチの治療ガイドラインに沿った
方針を提示し説明。

2．本人の現在の病状を説明し，本人
のガイドライン上での位置を示し
て，このままでよいかどうか（予
後を含め）を検討する。

3．治療を先に進める必要があれば，
本人納得のうえ，次の治療法を選
択し前に進む。

4．この中で，日本リウマチ学会の生
物学的製剤のガイドラインに沿っ
て，同剤が対象となったケースに
ついては，以下の方法により本人，
家族に説明する。

生物学的製剤使用
のすすめ

上記の流れの中で対象となる患者に
対しては，まず担当医からの働きかけ
を行う。

1） リウマチ治療法の流れ説明：ACR
ガイドライン 2002。

2） 本人の状況，位置，予後も含めて
説明。

3） 生物学的製剤への道を示す。
4） 各製剤の特徴と違いを説明。
5） 当院受診患者データ示す。
6） エコーによる反応データを示す。
7） 後半戦は，看護師から説明（図１）。

生物学的製剤の選択
（図２）

下記の表に沿って各薬剤の特徴をと
らえ，種々の面から選択する。当クリ
ニックにおける投与はすべて外来で対
応している。
1．実績やデータ蓄積があるもの（レ
ミケード，エンブレル）から説明，

2．これまでの当院での成績や実例を
示して説明，

3．点滴か皮下注射（自己注射も含む）
か，

4．通院可能頻度など本人の希望を第
一にして選択し決定する。

トータルケアから見た
生物学的製剤の投与法

生物学的製剤使用に当たっては，リ
ウマチ患者をトータルにマネジメント
して行く中で，以下のような項目に配
慮して治療を進めるべきである。
1．薬剤の特徴を踏まえる，
2．使用上の注意，
3．安全な使用の仕方，
4．副作用対策，
5．地域連携を利用して，
6．手術対象例の扱い方，
7．医療福祉制度の利用：身体障害者
手帳，特定疾患（若年性リウマチ，
悪性リウマチ），高額医療費還付制
度など。

生物学的製剤
やはり安全に使うのが
一番重要なことである

関節リウマチに対する TNF阻害療
法施行ガイドライン（2008 年改訂版）
を遵守することが基本である。 

当院における
クリティカルパス

レミケードの安全な投与を目的と
し，基本情報を一覧化して患者さんと
共有することにより，患者と看護師，
他の職員との意思統一，共通意識を持
つために重要なものとなっている（図
3），
生物学的製剤導入準備チェックリス
ト（図４），投与中検査項目（図５），
アクテムラ投与クリティカルパス（図
6），投与時チェックリスト（図７）
を示す。これらは各資料を参考に当院
の実情に合ったものを作成し用いてい
る。

安全投与と
生物学的製剤投与時の
各スタッフの任務

生物学的製剤の投与は，治療効果に
期待しつつ，安全と安心を基本とし
て行うべきもので，特に小クリニック
では医師や看護師のみの問題でなくス

図 6．アクテムラ投与クリティカルパス

アクテムラ投与クリティカルパス　No. 1
ID 患者氏名

 投与回数 投与前 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 第 5 回 第 6 回 第 7 回 第 8 回 第 9 回

 開始後週数  0 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週（6ヶ月） 28 週 32 週

 チェック日  年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日

 体重  kg kg kg kg kg kg kg kg kg

 投与量  mg mg mg mg mg mg mg mg mg

 投与時反応  □無　□有 □無　□有 □無　□有 □無　□有 □無　□有 □無　□有 □無　□有 □無　□有 □無　□有

 

 β-D グルカン □β-Dグルカン

 KL-6 □KL-6

 HBs 抗原 □（－）　□（＋）

 HCV抗体 □（－）　□（＋）

 胸部 CT □胸部 CT

 胸部 X線 □胸部X線 □胸部X線 □胸部X線 □胸部X線 □胸部X線 □胸部X線 □胸部X線 □胸部X線 □胸部X線 □胸部X線

 関節X線（6ヶ月毎） □関節X線       □関節X線

 関節エコー □関節エコー □関節エコー □関節エコー □関節エコー □関節エコー □関節エコー  □関節エコー

結核検査 ツ反 □（－）□（＋）

評　価 DAS28 結果 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

 特記事項

  

血液検査

画像検査

図 5．生物学的製剤投与中検査項目

レミケード
 1 回目 2 回目 3 回目 4 回目 5 回目 6 回目 7 回目 8 回目 9 回目 10 回目 11 回目 12 回目 13 回目 14 回目 15 回目
診察 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
DAS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
エコー検査 ○ ○ ○   ○   ○   ○   ○
胸部 XP→2ヶ月毎   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
関節 XP→6ヶ月毎

アクテムラ
 1 回目 2 回目 3 回目 4 回目 5 回目 6 回目 7 回目 8 回目 9 回目 10 回目 11 回目 12 回目 13 回目 14 回目 15 回目
診察 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
DAS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
エコー検査 ○ ○ ○ ○ ○  ○  →以降は 6ヶ月毎、必要であれば 2ヶ月毎 ○
胸部 XP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
関節 XP→6ヶ月毎

エンブレル
 1 回目 2 回目 3 回目 4～6回目 7 回目 8～14回目 15 回目 16 回目 17 回目 18 回目 19 回目 20 回目 21 回目
診察 ○  ○  ○   ○       
DAS ○ ○ ○  ○   ○  →以降は 6ヶ月毎、必要であれば 2ヶ月毎
エコー検査 ○ ○ ○  ○   ○       
胸部 XP→3ヶ月毎             
関節 XP→6ヶ月毎             

ヒュミラ
 1 回目 2 回目 3 回目 4 回目 5 回目 6 回目 7 回目 10 回目 13 回目 17 回目 21 回目 25 回目 29 回目 33 回目 37 回目
診察 ○  ○  ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○
DAS ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○
エコー検査 ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  →以降は 6ヶ月毎、必要であれば 2ヶ月毎
胸部XP→3ヶ月毎      ○  ○  ○    
関節 XP→6ヶ月毎
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医療経営者が最も悩ましく，
最も不得手な「人の問題」

筆者が医療機関を経営している医師
約 100 名を対象としたアンケート調査
において，最も多かったのは，「人に
関する問題」が約 7割を占めました。
筆書もクリニックを経営し ていて，
最も頭を悩ませ不得意だと自覚してい
るのが，医師や職員の募集，採用，研修，
注意の仕方，評価，報酬，また，自ら
がどのように組織のなかでリーダー
シップをとっていくのかということで
す。
そもそも，我々医師は，医学生時代

に組織論やマネージメントを学んだこ
とがなく，また，社会人になってから
も，ヒューマンリソースのノウハウが
仕組み化されていない医局でトレーニ
ングを受けたことが不得意の原因だと
思います。筆者は2000年から約2年間，
ある大企業の関連会社で勤務した経験
があります。その時，つくづく医療界
と一般企業の組織と人事についての考
えや，ノウハウの違いを感じました。

しかし，本来ならば，医療にこそ人
に関するノウハウが最も必要とされて
いるはずです。病医院全体のコストに
占める人件費の割合は最も大きく，約
５割を占めます。そこからも分かるよ
うに，医療機関というのは，通常の小
売業や，飲食店と違い，何かを仕入れ
て付加価値を付けるというよりも，人
そのものが付加価値の高いサービスを
行うことによって対価を得ていると言
えます。よく「企業は人なり」と言い
ますが，医療機関の仕事は企業のよう
に仕組化，標準化，合理化がしづらく，
一般企業よりもさらに人のアウトプッ
トに依存しています。

如何にして
人のアウトプットを増やすか？

人のアウトプットは，機械の何馬力
や，何ワットのように「スペック」で
判断できるものではなく，その人の持
つ能力をどれだけ発揮できるかにより
ます。方程式で表すならば：
人のアウトプット＝能力×発揮度　

となります。
能力は，「元々持っている素質」と「学
習」に比例し，発揮度合いは，その人
の「やる気」と「継続する力（持続力）」
に比例します。組織のリーダーは，如
何にして素質のある人を採用し，学習
意欲を支援し，やる気を促し，それら
を継続させられるかが，とても大事な
仕事なのだと実感します。
さらに，組織というのは，１人＋１
人＝２人の出力，になるとは限らず，
組織によっては，１＋１＝０．５にな
ることもあれば，１＋１＝３になるこ
ともあります。よって，リーダーが
人の問題で最も成果を問われるのは，
個々の力を最大限発揮できているかど
うかと，「チームとして」の出力を最
大化することの二つのポイントにつき
ると言えます。
医師は，医療現場においては，その
職種故の責任があり，指示命令の中心
であります。“エース”であるのは確
かですが，意識と努力無しには，人問
題を得意とするリーダーになれるとは
限りません。医師は，医師個人の能
力を上げることは，得意であり常に意
識がありますが，チームの全体の総合
力を上げるということを意識するだけ
で，大きく前進するはずです。

上手な叱り方と報酬

組織は，植木のようにしばらく放置
していても自然と成長しますが，長期
的には日光や水，栄養も必要です。害
虫の駆除や，間違った方向に伸びてい
たら修正してあげる必要もあります。

組織における日光や水，栄養とは，組
織の向かう方向性の提示であり，励ま
しや褒めること，成果に対して評価し
てあげることだと思います。人は自分
の成長を自覚できた時に喜びを感じる
という本能があります。報酬は，給与
の金額だけで判断されるものではなく
て，その仕事を通じてどれだけ自分が
成長できたか，社会の役に立てること
ができたという点を本人に自覚しても
らうことも重要なのだと思います。
最も難しいのは，間違いがあった時
の叱り方，軌道修正だと思います。こ
れも本人の成長のサポートであるとい
う基本スタンスであれば，成長意欲の
高い大事な職員の理解は得られるはず
です。また，それには，リーダー自ら
が学習及び成長意欲を持ち，規律を守
り，上司と部下の間の信頼関係が成立
していることも必要です。

今回がこのコラムの最終回となりま
す。「医療を取り巻く環境の変化につ
いて」から始まり，「医療崩壊の現状」，
「病医院が必要とする医療マーケティ
ング」，そして「人の問題」などにつ
いて概説をしてきました。サブプライ
ム問題から始まった全世界的な大不況
のなか，社会では 100 年に一度の経済
恐慌の到来とも言われています。未だ
かつて無いような，変化が激しい社会
環境のなかで，我々病医院は，経済と
制度政策の大きな波のなかで，舵取り
をして行かなければなりません。本コ
ラムが少しでも皆様の参考になれば幸
いです。

医 　 療
コ ラ ム 医療を取り巻く環境の変化

3. 時代と共に変化する医師患者関係

楊　浩勇

（株）メディウェブ　代表取締役 
医療法人 健究社 理事長　

最終回

　

図 8．生物学的製剤投与時の各スタッフの任務

生物学的製剤投与時の任務 医師・看護師・検査技師・医事課の係わり部分

  医師 看護師 検査技師 医事課

1. 患者さん選択 ○

2. 治療状況説明 ○

3. 生物製剤適用の有無判断 ○

4. 生物製剤該当者に説明 ○ ○

5. 保険や経費など説明、相談 ○ ○  ○

6. 薬剤の種類選択 ○ ○

7. 注射予定計画立案 ○ ○

8. 事前検査計画 ○ ○ ○

9. 事前検査実施（ツ反、CT） ○ ○

10. 投与日検査（エコー、XP） ○  ○

11. 薬剤準備（投与量、点滴セット）  ○

12. 薬剤投与開始、観察  ○

13. 薬剤投与時反応報告、対処 ○ ○

14 投与終了時安全確認、報告 ○ ○

タッフ全員がその状況を把握している
ことが大事である（図8）。
今回はスペースの関係で触れない
が，副作用対策や，事前検査入院，合
併症治療入院，手術時の対応などにつ

いて，方針を立てておくことが重要で
ある。

図７．アクテムラ投与時チェックリスト

アクテムラ投与時チェックリスト
患者名

処
置
・
検
査

投与前 投与開始～投与中 投与後
投与回数　　　回目 投与時間（　　：　　） 終了時間（　　：　　）

□胸部レントゲン
□採尿
□採血

□ACT投与量　　　mg
□前処置の確認
　□あり（　　　　　　　　）
　□なし
□指示量のアクテムラ混注
　［抜き取り量＝（体重×8÷20）］
□フィルター付ルートの使用
□購入後の異常の有無
　□なし□あり（　　　）

□患者氏名の確認
□点滴開始
□投与時反応に備え、
　生食 100mLの常備
□救急カートの常備
□速度表に沿って
　滴下する

□終了後抜針

□体重　　　kg
□バイタル測定
　体温　　　℃

　脈拍　　　回 /分

　血圧　　/　　mmHg

□握力（右：　　　左：　　　）
□生物学的製剤による投与時反応歴
　□なし　□あり
□2週間以内の感染症罹患の確認
　□なし　□あり（症状　　　　　　　　　）
当日の感染症症状の確認
　□なし　□あり（呼吸苦、咳嗽、鼻汁、咽頭痛、
　　　　　　発熱、他　　　　　　　　　　　　）
□説明の理解度
　□問題なし　□問題あり（　　　　　　　）

□異常症状の確認
（頭痛、悪心、めまい、発熱、

腹痛、掻痒感、呼吸困難、

高血圧、低血圧など）
　□なし
　□あり
（症状および経過）

□バイタル測定（終了時）
　体温　　　℃

　脈拍　　　回 /分

　血圧　　　／
□異常症状の確認
（頭痛、悪心、めまい、発熱、

腹痛、掻痒感、呼吸困難、

高血圧、低血圧など）
　□なし
　□あり
　（症状および経過）

□終了 30 分後の
　異常症状の確認
　□なし　□あり
（症状および経過）

□帰宅後の注意点等の
　理解
　□問題なし　□問題あり

□次回予約
　□予約入力
　□カレンダー記入

視
察
・
測
定

特
記
事
項
・
他

年齢　　歳 性別 施行年月日　　年　　月　　日　　担当 Ns

□開始時…20 滴 / 分
□15 分後…60 滴 / 分
□30 分後…180 滴 / 分
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2/28（土）　18:00　 1単位 （大阪）
第15回近畿骨粗鬆症研究会　
楊　鴻生　Tel.0798-45-6452　
兵庫医科大学 整形外科学教室

2/21（土）　15:20　 1単位 （和歌山）
第2回和歌山リウマチケアの会　
吉岡　明彦　Tel.06-4607-3003　
参天製薬㈱

1/29（木）　19:40　 1単位 （神奈川）
横浜リウマチフォーラム
Yokohama Bone ＆ Joint Seminar　
熊谷　研　Tel.045-787-2655　
横浜市立大学大学院 整形外科

1/25（日）　 10:05　3単位  （山形）
13:40　2単位

第12回東北リウマチ医の会　
岡田　直美　Tel.06-6321-7068　
参天製薬㈱

3/7（土） 　16:15　 2単位 （兵庫）
第28回兵庫県リウマチ登録医の会
（リウマチ医の会）学術講演会　
塩沢　俊一　Tel.078-382-5111　
神戸大学附属病院

3/6（金）　 11:00　 （愛知）
3/7（土）　 13:20　 各1単位
第22回日本軟骨代謝学会　
西田　佳弘　Tel.052-744-1908　
名古屋大学 整形外科

2/19（木）　12:00　 （東京）
2/20（金）　12:00　 各1単位
第42回日本痛風・核酸代謝学会学術集会
ランチョンセミナー　三橋　操　
Tel.03-3597-9394  日本痛風・核酸代謝学会

2/19（木）　14:00 （東京）
2/20（金）　13:10　 各1単位
第42回日本痛風・核酸代謝学会学術集会
三橋　操　Tel.03-3597-9394　
日本痛風・核酸代謝学会

2/11（水）　8:30  9:30  11:40 （福岡）
  　　　　　各1単位 最大2単位まで
第8回久留米関節セミナー　
荒木　貴陽子　Tel.0942-22-6111　
久留米大学医療センター

2/13（金）　19:15　 1単位 （茨城）
茨城県北部リウマチ研究会　
鈴木　孝幸　Tel.029-233-9410　
第一三共㈱ 水戸第二（営）

Announcement
［登録医研修単位認定講演（H21.1 ～H21.5）］

  財団主催の教育研修会および単位認定講演については，
リウマチ情報センターのサイト
（http://www.rheuma-net.or.jp/）で見ることができます。
問い合わせ先：日本リウマチ財団　TEL.03-3946-3551

※お問い合わせは連絡先または財団へ，時間は認定講演開始時間。 

この研修会は医師のみを対象に
開かれています。

1/17（土）　19:30　 1単位 （福井）
Biologics 研究会　
髙木　治樹　Tel.0776-36-3630　
福井赤十字病院 整形外科

1/17（土）　18:30　 1単位 （神奈川）
第4回生物学的製剤治療研究会　
日隅　孝行　Tel.03-6420-6108　
ワイス㈱ 首都圏第二支店 横浜南（営）

1/17（土）　18:00　 1単位 （福岡）
Etanercept Seminar in Kyushu　
橋本　和幸　Tel.092-261-2053　
武田薬品工業㈱ 福岡支店

1/17（土）　17:00　 1単位 （愛知）
第15回東海関節鏡研究会　
高橋　正哲　Tel.053-435-2111　
浜松医科大学 整形外科学教室

1/17（土）　17:00　 1単位 （兵庫）
神戸大学整形外科同門会生涯教育講演
会　
西山　隆之　Tel.078-382-5985　
神戸大学 整形外科

1/17（土）　16:30　 1単位 （愛知）
第2回関節リウマチ合併症研究会　
高本　維佐夫　Tel.0564-25-2400　
武田薬品工業㈱　岡崎（営）

1/16（金）　19:45　 1単位 （埼玉）
第52回埼玉リウマチ研究会　
三村　俊英　Tel.049-276-1462　
埼玉医科大学 リウマチ膠原病科

1/24（土）　16:00　 1単位 （山梨）
山梨県整形外科医会（第4回山梨リウマ
チ研究会）　
穴水　道味　Tel.055-273-8941　
㈱やまひろクラヤ三星堂

1/24（土）　15:00　 3単位 （宮崎）
第19回宮崎リウマチ医の会　
長友　哲也　Tel.0985-28-2736　
旭化成ファーマ㈱ 宮崎（営）

1/22（木）　20:15　 1単位 （神奈川）
第2回横浜リウマチ・関節の外科研究会
小島　英一　Tel.03-3523-8890　
参天製薬㈱ 神奈川抗リウマチ薬チーム

1/22（木）　20:15　 1単位 （東京）
西多摩臨床整形外科医会　
宮田　康代　Tel.042-367-9300　
エーザイ㈱ 多摩コミュニケーション
オフイス

1/22（木）　20:00　 1単位 （栃木）
第5回栃木骨粗鬆症集談会　
野原　裕　Tel.0282-87-2161　
独協医科大学 整形外科

1/22（木）　19:00　 1単位 （茨城）
第3回取手リウマチ懇話会　
横田　基廣　Tel.03-6420-6106
ワイス㈱ 北関東甲信越支店  茨城（営）

1/22（木）　19:00　 1単位 （山口）
第17回山口県東部地区リウマチ勉強会
兵頭　竜也　Tel.082-502-7301　
参天製薬㈱ 山口医薬チームオフィス

1/24（土）　18:30　 1単位 （福井）
福井県整形外科医会　
馬場　久敏（代：下川）　
Tel.0776-61-8383　
福井大学 整形外科学講座

1/24（土）　18:30　 1単位 （愛知）
第4回西三河リウマチ研究会　
谷村　卓磨　Tel.0564-58-8222　
田辺三菱製薬㈱

1/24（土）　18:10　 1単位 （愛知）
平成21年1月度 愛知県整形外科医会
教育研修講演会　
平野　要輔　Tel.0564-27-0226　
旭化成ファーマ㈱ 医薬名古屋支店 岡崎（営）

1/24（土）　18:00　 1単位 （兵庫）
第11回播磨リウマチ膠原病研究会　
松原　司　Tel.0795-42-8851　
松原メイフラワー病院

1/24（土）　17:15　 1単位 （大阪）
第3回吹田リウマチ病診連携の会　
牟田口　竜一　Tel.072-726-0162　
田辺三菱製薬㈱ 北摂第一（営）

1/24（土）　17:00　 1単位 （大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会（201回）
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815　
長谷川整形外科医院

1/24（土）　17:00　 1単位 （静岡）
第34回静岡リウマチ懇話会　
松本　泰武　Tel.054-275-1711　
科研製薬㈱ 静岡（営）

1/29（木）　19:30　 1単位 （宮崎）
第18回宮崎臨床免疫研究会　
長友　哲也　Tel.0985-28-2736　
旭化成ファーマ㈱　医薬宮崎営業所

1/29（木）　18:30　 2単位 （東京）
第11回骨とリウマチ研究会　
松下　健一　Tel.03-3346-0215　
中外製薬㈱東京第一支店 学術室

1/31（土）　16:00　 2単位 （和歌山）
和歌山臨床RAフォーラム　（第21回）
木浦　賀文　Tel.0735-52-1055　
那智勝浦町立温泉病院

1/31（土）　19:00　 1単位 （福島）
会津医学会学術講演会　
畠山　正直　Tel.022-264-4321　
ワイス㈱

1/30（金）　19:30　 1単位 （千葉）
第９回東葛リウマチ医会　
富田　康之　Tel.04-7165-8887　
富田医院

1/30（金）　19:00　 1単位 （岩手）
第10回岩手軟骨懇話会　
高根　一成　Tel.019-604-9300　
科研製薬㈱ 盛岡（営）

1/29（木）　19:45　 1単位 （埼玉）
第二回埼玉県央リウマチ研究会　
小松原　大輔　Tel.048-665-5201　
田辺三菱製薬㈱ 埼玉支店 さいたま第
二（営）

2/3（火）　18:30　 1単位 （東京）
第77回関節疾患フォーラム　
川本　英雅　Tel.03-5950-1121　
科研製薬㈱東京支店 中央（営）

2/2（月）　19:30　 2単位 （沖縄）
第10回沖縄リウマチ医の会　
岡田　直美　Tel.06-6321-7068　
参天製薬㈱ 医薬事業部 リウマチ営業
グループ

1/31（土）　17:30　 1単位 （兵庫）
兵庫県整形外科医会
（平成21年度第1回学術講演会）　
山下　仁司　Tel.079-426-8800　
慶仁会 やました整形外科

1/31（土）　17:00　 2単位 （東京）
第10回ＲＡトータルマネジメント
フォーラム　
鈴木　良則　Tel.03-3817-3698　
エーザイ㈱

1/31（土）　17:00　 1単位 （滋賀）
第29回滋賀リウマチ膠原病臨床談話会
西岡　淳一　Tel.077-569-0222　
西岡リウマチ整形外科医院

1/31（土）　16:30　 2単位 （大阪）
大阪リウマチセミナー　
高橋　洋　Tel.06-6263-2770　
中外製薬㈱

2/5（木）　19:45　 1単位 （山口）
第11回山口臨床リウマチ研究会　
浜野　宏　Tel.082-246-7536　
ワイス㈱

2/5（木）　19:00　 1単位 （熊本）
第25回熊本膠原病研究会　
本田　五男　Tel.096-366-3666　
熊本整形外科病院

2/4（水）　19:30　 1単位 （大阪）
第7回大阪リウマチ関節外科ゼミナール
中尾　玲香　Tel.06-6879-3552　
大阪大学 整形外科

2/3（火）　20:00　 1単位 （岡山）
第4回岡山リウマチ医のための肺障害
研究会　
中井　一雅　Tel.086-254-1811　
エーザイ㈱ 岡山医薬2部

2/5（木）　20:00　 1単位 （高知）
第7回高知リウマチ・サイトカイン治
療研究会　
川西　潔　Tel.088-820-5560　
田辺三菱製薬㈱ 高知（営）

2/7（土）　 17:30　 1単位 （滋賀）
第6回びわこリウマチと免疫セミナー
浦山　哲治　Tel.06-6203-4591　
ワイス㈱ 京阪神第二支店

2/7（土）　 17:00　 1単位 （岐阜）
第18回岐阜リウマチ研究会　
中野内　啓一　Tel.052-219-1870　
参天製薬㈱ ワイス㈱

2/7（土）　 17:00　 1単位 （大阪）
第7回膠原病症例検討会　
多田　正則　Tel.06-4807-3003　
参天製薬㈱

2/7（土）　17:00　 1単位 （東京）
第20回城南リウマチ会　
山﨑　慶三　Tel.03-5486-0470　
大塚製薬㈱

2/7（土）　16:15　 2単位 （青森）
学術講演会　
高橋　環　Tel.017-732-6820　
田辺三菱製薬㈱

2/6（金）　20:00　 1単位 （福岡）
第79回福岡リウマチ懇話会　
近藤　正一　Tel.092-762-2380　
近藤リウマチ・整形外科クリニック

2/5（木）　20:00　 1単位 （埼玉）
第8回埼玉シェーグレン症候群研究会
田口　裕子　Tel.049-228-3433　
埼玉医科大学総合医療センター リウ
マチ・膠原病内科

2/12（木）　19:10　 1単位 （石川）
関節リウマチ治療フォーラム　
梶谷　浩之　Tel.076-221-8111　
田辺三菱製薬㈱

2/8（日）　 13:10　 2単位 （神奈川）
リウマチ・アレルギーシンポジウム 
IN 横浜 パート2　
市川　英一　Tel.03-3635-1153
（財）日本予防医学協会 公益事業推進室

2/7（土）　 18:45　 1単位 （長野）
第28回東信整形外科懇話会　
北側　恵史　Tel.0267-22-1070　
小諸厚生総合病院　整形外科

2/7（土）　 18:00　 1単位 （福島）
第6回臨床リウマチ懇話会　
松本　達　Tel.022-264-4321　
ワイス㈱ 北日本支店

2/18（水）　19:45　 1単位 （広島）
第4回備後臨床免疫懇話会　
板倉　重雄　Tel.084-928-4878　
旭化成ファーマ㈱ 福山（営）

2/14（土）　19:00　 1単位 （北海道）
旭川トシリズマブ学術講演会　
柳田　光大　Tel.0166-24-6311　
中外製薬㈱ 

2/14（土）　17:40　 1単位 （鹿児島）
第4回鹿児島リウマチの臨床とケア研
究会　
小林　清夏　Tel.099-254-9860　
エーザイ㈱

2/13（金）　19:30　 1単位 （佐賀）
第7回佐賀リウマチ研究会　
前田　知己　Tel.0952-22-7811　
田辺三菱製薬㈱

2/13（金）　19:15　 1単位 （青森）
八戸整形外科医会学術講演会　
高橋　環　Tel.017-732-6820　
田辺三菱製薬㈱

2/12（木）　19:15　 1単位 （広島）
第8回骨・軟骨広島フォーラム　
弓崎　徹矢　Tel.082-238-0666　
日本新薬㈱ 広島支店

2/19（木）　20:00　 1単位 （兵庫）
第5回兵庫県女性のQOLと生活習慣病
を考える会　
楊　鴻生　Tel.0798-45-6452　
兵庫医科大学 整形外科学教室

2/19（木）　19:30　 1単位 （静岡）
浜松整形外科医会　
宮本　繁仁　Tel.053-469-5588　
みやもと医院

2/19（木）　19:30　 1単位 （神奈川）
藤沢リウマチネットワーク講演会　
山口　由華子　Tel.046-228-2535　
田辺三菱製薬㈱

2/19（木）　19:30　 1単位 （岐阜）
第7回東濃・可茂脊椎セミナー　
後藤　益丈　Tel.058-265-7880　
小野薬品工業㈱ 名古屋支店 岐阜（営）

2/19（木）　19:10　 2単位 （埼玉）
第16回埼玉骨・関節疾患研究会　
吉原　愛雄　Tel.04-2995-1211　
防衛医科大学校 整形外科

2/19（木）　20:00　 1単位 （埼玉）
第32回見沼リウマチ懇話会　
冨永　大二郎　Tel.03-3985-1133　
大正富山医薬品㈱ 東京第二支店埼玉
第一（営）

2/21（土）　15:25　　 1単位 （愛媛）
第16回愛媛リウマチのケア研究会　
長田　雅道　Tel.089-941-6345　
エーザイ㈱

2/21（土）　15:00 15:00 15:00
2単位 各1単位 最大2単位まで （東京）
平成20年度第5回（通算第274回）東京都臨
床整形外科医会（TCOA）統合研修会
土屋 隆志 Tel.03-3230-6700 田辺三菱製薬㈱ 東京支店 医薬部 学術課

2/20（金）　19:30　 1単位 （福岡）
第10回福岡南部リウマチ研究会　　
志田　純一　Tel.092-541-4936　
公立学校共済組合 九州中央病院 リウ
マチ科

2/21（土）　18:00　 2単位 （群馬）
第2回群馬県リウマチ登録医・実地医
家の会　
井上　博　Tel.027-322-3666　
医療法人 井上病院

2/21（土）　18:00　2単位 （広島）
第120回備後整形外科医会　
小坂　義樹　Tel.0847-52-3140　
寺岡記念病院 整形外科医局内

2/21（土）　17:30　 1単位 （愛知）
第54回東海膠原病研究会　
吉岡　一樹　Tel.052-931-8576　
日本新薬㈱

2/21（土）　17:05　 2単位 （京都）
インフリキシマブ学術講演会　
加藤　裕一　Tel.075-821-7127 　
田辺三菱製薬㈱ レミケード部 京都グ
ループ

2/21（土）　16:45　2単位 （東京）
第12回臨海リウマチ性疾患談話会　
有冨　寛　Tel.03-3779-2266　
西五反田整形リウマチクリニック

2/21（土）　16:30　 1単位 （長野）
第8回信州膠原病セミナー　
鈴木　貞博　Tel.026-292-2261　
厚生連篠ノ井総合病院 膠原病科

2/21（土）　16:30　 1単位 （兵庫）
第30回神戸免疫・膠原病懇話会　
黒本　卓司　Tel.06-4807-3003　
参天製薬㈱

2/21（土）　16:30　 1単位 （宮崎）
第24回宮崎県リウマチ研究会　
税所　幸一郎　Tel.0986-23-4111　
都城病院 整形外科

2/21（土）　16:00　 1単位 （福島）
第19回福島県整形外科医の集い　
小林　利男　Tel.024-593-5100　
（財）南東北福島病院

2/21（土）　16:00　 1単位 （東京）
第10回城東RAカンファレンス　
原田　裕司　Tel.03-3647-1213　
田辺三菱製薬㈱ 営業本部レミケード部
東京グループ

2/21（土）　15:35　　 1単位 （東京）
第6回 Osteoimmunology Forum　
永山　達弘　Tel.03-6420-6107　
ワイス㈱ 首都圏第一支店 中央（営）

2/26（木）　19:10   2単位 （大阪）
第5回RAネット　
奥村　文和　Tel.06-6205-5254　
田辺三菱製薬㈱

2/26（木）　18:30　 1単位 （大阪）
第8回阪和リウマチ研究会　
池田　敏彦　Tel.072-254-3276　
田辺三菱製薬㈱ 大阪支店 堺第二（営）

2/25（水）　20:00　 1単位 （埼玉）
第8回川越リウマチ懇話会　
千場　猛　Tel.048-645-8701　
参天製薬㈱

2/25（水）　19:30　 1単位 （富山）
第4回富山ステロイド骨粗鬆症講演会
加藤　博之　Tel.0120-860-744　
万有製薬㈱ 筋骨格系・呼吸器セールス
グループ

2/22（日）　16:00　 1単位 （三重）
伊勢・志摩臨床集談会　
長田　博司　Tel.059-221-1760　
田辺三菱製薬㈱

2/21（土）　19:00　 1単位 （広島）
第38回広島リウマチ研究会　
大上戸　貴子　Tel.082-543-6100　
中外製薬㈱

2/21（土）　18:30　 1単位 （広島）
第154回広島県臨床整形外科医会研修
講演会
原田　英男　Tel.082-870-5555　
原田リハビリ整形外科

2/28（土）　17:30　 1単位 （宮城）
第54回宮城リウマチ外科研究会　
佐野　徳久　Tel.022-259-1221　
東北厚生年金病院 整形外科

2/28（土）　16:00　 1単位 （奈良）
奈良リウマチカンファランス　
小林　竜司　Tel.06-6205-5254　
田辺三菱製薬㈱ レミケード部大阪グ
ループ

2/27（金）　19:45　 1単位 （福井）
第4回嶺南リウマチ研究会　
久保敷　喬也　Tel.0776-22-8160　
武田薬品工業㈱

2/27（金）　19:15　 1単位 （新潟）
第45回新潟リウマチ研究会　
荒井　勝光　Tel.025-227-2272　
新潟大学 整形外科学教室

2/26（木）　20:00　 1単位 （沖縄）
第7回沖縄リウマチ薬研究会　
三倉　民也　Tel.092-271-5155　
ワイス㈱　九州支店

3/14（土）　18:00　 1単位 （愛媛）
第26回四国関節外科研究会　
岡井　栄子　Tel.089-960-5343　
愛媛大学大学院医学系研究科　運動器
学

3/14（土）　15:05　 2単位 （京都）
第8回関西膠原病フォーラム　
岡田　直美　Tel.06-6321-7068　
参天製薬㈱ 医薬事業部 リウマチマー
ケティングチーム

3/14（土）　16:30　 2単位 （山形）
第18回山形リウマチ研究会　
我妻　賢　Tel.022-264-4321　
ワイス㈱

3/12（木）　20:00　 1単位 （大阪）
第14回南大阪リウマチ研究会　
史　賢林　Tel.072-252-3561　
大阪労災病院

3/12（木）　20:00　 1単位 （大分）
第91回大分県リウマチ懇話会　
末廣　雅彦　Tel.092-271-5155　
ワイス㈱ 九州支店 中九州（営）

3/12（木）　19:30　 1単位 （埼玉）
第3回大宮リウマチセミナー　
和田　寿雄　Tel.048-645-2912　
田辺三菱製薬㈱

3/12（木）　19:30　 1単位 （新潟）
新潟疼痛フォーラム2009　
遠藤　直人　Tel.025-227-2272　
新潟大学 整形外科学教室

3/12（木）　18:40　 1単位 （千葉）
リウマチ治療最前線　
和田　祐一　Tel.0436-62-1211　
帝京大学ちば総合医療センター

3/8（日）　 8:30　 2単位 （福岡）
第8回アレルギー・臨床免疫医を目指
す人達の為の研修会　
岩崎　眞由美　Tel.092-565-5534　
（財）日本アレルギー協会九州支部

3/7（土） 　18:00　 1単位 （愛知）
第17回東三河リウマチ研究会　
菊岡　威士　Tel.0564-27-0226　
旭化成ファーマ㈱ 病院第二（営）

3/12（木）　20:00　 1単位 （大阪）
第12回大阪フォーラム　
柏原　英邦　Tel.06-6205-5171　
田辺三菱製薬㈱ 大阪支店医薬部推進課

3/7（土） 　17:15　 1単位 （青森）
第一回八戸リウマチ研究会学術講演会
高橋　環　Tel.017-732-6823　
田辺製薬㈱

3/7（土）　 17:10　 1単位 （東京）
第28回城南骨・関節フォーラム　
中村　正則　Tel.03-3784-8543　
昭和大学　整形外科

3/7（土） 　17:00　 1単位 （北海道）
第34回北海道リウマチ研究会　
伊藤　浩　Tel.0166-68-2511　
旭川医科大学 整形外科学教室

3/7（土）　 16:30　 2単位 （広島）
第7回広島 Bone＆Jointセミナー　　
村井　弘一　Tel.082-244-5802　
旭化成ファーマ㈱ 医薬中国支店 広島
（営）

3/7（土） 　16:00　 1単位 （兵庫）
兵庫県整形外科医会
（整形外科疾患UPtoDATE） 　
山下　仁司　Tel.079-426-8800　
やました整形外科

3/7（土）　 12:00　 1単位 （愛知）
第22回日本軟骨代謝学会ランチョンセ
ミナー　
西田　佳弘　Tel.052-744-1908　
名古屋大学 整形外科

3/6（金） 　19:00　　 2単位 （群馬）
群馬リウマチアカデミー　
中川　展利　Tel.027-321-6511　
中外製薬㈱

3/5（木）　 19:00　　 2単位 （神奈川）
第5回痛みと炎症懇話会　
濱田　龍二　Tel.03-3985-1133　
大正富山医薬品㈱　東京第3支店 横浜
第3（営）

3/2（月）　 19:00　　 1単位 （福岡）
学術講演会　
中村　俊浩　Tel.092-261-5510　
アステラス製薬㈱

2/28（土）　20:00　 1単位 （香川）
第6回香川リウマチ研究会総会
土橋　浩章　Tel.087-891-2145　
香川大学附属病院 内分泌代謝・血液・
免疫・呼吸器内科

2/28（土）　18:00　 1単位 （島根）
第28回山陰リウマチ性疾患研究会　
中山　潤一　Tel.0859-35-0838　
科研製薬㈱

3/19（木）　19:20　 1単位 （鳥取）
第7回山陰Boneフォーラム　
萩野　浩　Tel.0859-38-6308　
鳥取大学 保健学科

3/18（水）　19:00　 1単位 （山形）
米沢市医師会学術講演会　
中村　武　Tel.0238-23-4435　
医療法人 舟山病院

3/17（火）　19:30　 1単位 （福岡）
第6回筑豊膠原病研究会　
秦　保雄　Tel.092-411-0119　
参天製薬㈱ 福岡抗リウマチ薬チーム

3/15（日）　11:00　 1単位 （福井）
第6回福井RAフォーラム　
林　正岳　Tel.0776-21-1300　
福井総合病院

3/28（土）　16:00　 2単位 （東京）
第33回東京都リウマチ膠原病懇話会　
村上　勝　Tel.03-3523-8890　
参天製薬㈱

3/26（木）　19:15　 1単位 （埼玉）
川越市医師会学術講演会　
千場　猛　Tel.048-645-8701　
参天製薬㈱

3/26（木）　19:00　 1単位 （徳島）
第4回徳島リウマチフォーラム　
三木　貴雄　Tel.088-652-8221　
中外製薬㈱ 徳島（営）

3/21（土）　18:00　 1単位 （静岡）
第13回静岡リウマチ治療研究会　
川村　義信　Tel.052-957-5715　
ワイス㈱

3/21（土）　16:30　 1単位 （大阪）
第13回なにわリウマチフォーラム　
酒井　清　Tel.06-6203-4591　
ワイス㈱ 京阪神第一支店

3/27（金）　19:15　 1単位 （岡山）
第5回美作地区リウマチの会　
弘中　大策　Tel.086-232-2402　
田辺三菱製薬㈱ 岡山第二（営）

3/28（土）　18:00　 1単位 （岡山）
第40回岡山リウマチ研究会　
宮崎　猛　Tel.086-246-3232　
科研製薬㈱ 岡山（営）

3/28（土）　18:00　 1単位 （愛知）
第25回 F・S・R の会　
中畑　忠士　Tel.052-219-1870　
参天製薬㈱

3/28（土）　17:00　 1単位 （兵庫）
第6回兵庫整形リウマチの会　
谷本　憲匡　Tel.052-219-1870　
参天製薬㈱

3/28（土）　17:00　 1単位 （岐阜）
第31回岐阜人工関節フォーラム　
大橋　俊郎　Tel.058-268-0567　
山内ホスピタル整形外科

3/28（土）　17:00　 1単位 （愛知）
愛知リウマチセミナー　
吉田　栄一　Tel.052-211-3401　
アステラス製薬㈱ 名古屋支店 学術室

5/29（金）　15:00　 1単位 （沖縄）
第10回日仏整形外科合同会議　
大橋　弘嗣　Tel.06-6372-0333　
大阪府済生会 中津病院整形外科

5/22（金）　20:00　 1単位 （福岡）
第80回福岡リウマチ懇話会　
近藤　正一　Tel.092-762-2380　
近藤リウマチ・整形外科クリニック

4/2（木）　 19:30　 1単位 （大分）
大分RA治療戦略セミナー　
久保田　功一　Tel.097-537-7151　
中外製薬㈱ 大分（営）

5/30（土）　18:30　 2単位 （千葉）
第16回千葉リウマチ医の会
須賀　亜希子　Tel.047-366-1501
エーザイ㈱ 千葉医薬4部
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訃　報

研 究 会
フォーカス

リウマチ治療は長年の間，かかりつけ
医である開業の先生方にゆだねられてき
た部分が大きい。このことはそれほど異
論のある話ではなかろう。大学教育の中
に，きちんとしたリウマチ学がいまだ存在
せず，一部の整形外科医と膠原病をみて
来た内科医が，患者さんの様子をみなが
ら，いろいろと処方の工夫をこらしてきた
のが，生物学的製剤がこれほどまでに使
用されるようになる以前の実状であったか
らとも言える。
それゆえに，他領域に比較して，実地
医家の意見が重用されているとも言える
が，日本リウマチ財団の登録医の先生方
もその多くは臨床に携わっており，リウマ
チ医療のたづなを長らく握ってきたことに
は間違いない。
その実地医家の先生方が中心となり，

北海道に集って開催されたのが表題の
実地医会である。

先行2剤の使用成績と寛解による
投与中止への試みを論じる

本会は，日本に生物学的製剤が導入
されたころに，その安全性への危惧から
発足した会である。現在ではレミケードも
エンブレルも，厳格なPMSの施行を経て，
また日本リウマチ学会の使用ガイドライン
の制定によって，重篤な副作用を回避し
つつ，その高額な薬価にもかかわらず着
実に処方を伸ばしている。
このため，一時期話題の中心であった
肺障害の演題はやや影を潜め始め，この
実地医会でも寛解導入とその後のドラッグ
フリー（投薬中止）や手術症例とのコン
ビネーションが話題とされていた。
また，一時の「夢の治療薬」の興奮
は冷め，「危険な薬剤・使いにくい薬剤」
という懸念も和らいだがため，高額ゆえの
より有効な活用法へ皆さんの意識がシフト
している表れといえるだろう。

クリニックのスタッフ教育にまで
影響を与えた生物学的製剤

あるカテゴリーの薬が登場しただけで，
その領域の治療法が活性化したことは珍
しいことではないかもしれないが，治療法
だけではなく，経営方針や人事にまで影
響を与えた薬は少なくともリウマチ医療に
おいては初めてではなかろうか。
本会でも，ケーススタディというテーマ

でありながら，経営の工夫として，生物学
的製剤専門ナースの育成についてそのノ
ウハウの披瀝や，院内の専用設備の紹
介などが行われて，生物学的製剤が実
地医家のリウマチ医療を単にレジメンだけ
ではなく，大きく変容させている実態が発
表によって共有されていた。
最近ではリウマチ専門看護師の育成も
叫ばれつつあるが，それは勢い生物学
的製剤の扱いを担うべき役割としての意
味合いが大きいものといえるであろう。も
ちろん，それはこの医薬品群が，医師に
与える負担の大きさの裏返しともいえるが，

リウマチクリニックに所属する看護師のモ
チベーションアップに寄与している側面が
あることも否めない。レミケードやエンブレ
ルの発売元の製薬メーカーがその育成
に一役買っていることは，このご時勢，微
妙な意味合いを含んでいるとはいえ，今
後より安全な生物学的製剤使用を推進し
ていく上では，一種の共益関係の現われ
といえるかもしれない。
本会の内容には，日本のリウマチ医療

の一側面が，学会とは別な角度からあぶ
りだされていたのではないかという，感想
を持たせる会であった。
とはいうものの，実際本会の内容は，
学会のシンポジウムに比するほど闊達な
討議がなされ，北の大地まで航空会社の
トラブルに見舞われながらも参加した先
生方にとって得るものも大きかったであろ
う。
次回は東京の内田クリニック院長　内

田詔爾 氏のもと東京で開催予定である。
（文責編集部）

１．「生物学的製剤は本当にRA治療薬として有用か？」
 ～４剤となった生物学的製剤を使いこなす必要に迫られた現場の声から

第 7回日本リウマチ実地医会
（当番世話人 片山整形外科リウマチ科クリニック　院長 片山 耕 氏）から
平成 20年 9月 14日　於：旭川

ある画期的な治療薬が登場すること
によって，多くの関心を集めることと
なったリウマチ治療。しかしながら同
じフィールドにありながら，まだまだ
医療者の関心が高まらないのがこの線
維筋痛症である。特効薬と呼べるもの
がいまだ存在せず，病態の解明はおろ
か，その鑑別ですらまだまだコンセン
サスが得られていないのでは致し方な
いともいえるが，第 1回から参加して
いる編集部の印象でも，面的な広がり
はいまだ道半ばといえるであろう。
厚生労働省の研究班全国調査では，

約 200 万人もの潜在患者が推定され，
欧米の学会においては Fibromyalgia
（FM）として数多くの演題が見られ
るこの疾患も，患者会の代表者の意見
を借りるまでもなく，わが国ではまだ
まだ一般に知られていない疾患の印象
は否めない。
そんな線維筋痛症の研究会が昨年

10 月 12 日，13 日，この分野のオピニ
オンリーダーの 1人である藤田保健衛
生大学 七栗サナトリウム内科教授 松
本美富士氏が担当世話人を務め，三重
県津市で開催された。

日本リウマチ財団も後援する本研究
会は，本邦「線維筋痛症診療マニュア
ル」作成の合意形成がその大きなテー
マともいえた。
会は，臨床所見の発表が主であった
前回から，痛みの原因解明，疫学的ア
プローチがそれぞれ精度を上げて発表
され，線維筋痛症の置かれている状
況を幅広く開示しあう場ともなってい
た。
この疾患の特性から，整形外科医や
リウマチ医以外の精神・神経系の医療
者や麻酔科医，栄養学の専門家，看護
師など，様々なフィールドからの発言
がなされたが，相変わらずターミノロ
ジーや見解のかみ合わない場面があっ
た。しかし，小異を捨てて大同につく
の立場から，2009 年上程される予定
の「線維筋痛症診療マニュアル」につ

いて出席者の関心や期待はとても高い
ようであった。
患者会の代表橋本裕子 氏に会場で
本会の感想を求めたところ，その推移
を見守っている旨の冷静なコメントを
頂いた。

2．ようやく見えてきたのか？　線維筋痛症の治療法

第２回線維筋痛症研究会
（担当世話人　藤田保健衛生大学 七栗サナトリウム内科教授 松本美富士氏）から
平成 20年 10月 12日、13日　於：津

今回，2つの研究会を取材した。日本リウマチ財団ニュースでは，当
財団の務めるべき方向性を吟味し，このような研究会の動向を継続し
て紹介していく予定である。事務局だより

財団では，平成 21 年度登録医を募
集しています。いつでもどこでもリ
ウマチの専門医に診てほしいという
患者さんの声に応えるため，リウマ
チ診療に携わる医師はぜひ登録をお
願いいたします。申請書類をお送り
いたしますので，ご希望の旨事務局
にお知らせください。
なお，申請期間は平成 21 年 1 月 1
日から 3月 31 日までとし，審査後登
録となります。

■登録要件
1. 5 年以上リウマチ診療に従事して
いる医師

2. リウマチ診療患者名簿 40 名あり
（含RA3 例以上）
3. リウマチ教育研修単位 20 単位あり
（直近 5年間の財団の証明書による
もの）

下記年度にリウマチ登録医になら
れた方は，平成 21 年度資格更新者に
該当いたしますので，手続きをお願
い致します。
◎昭和 63 年度，平成 3 年度，平成 6
年度，平成 9 年度，平成 12 年度，
平成 15 年度，平成 18 年度の登録医

なお、更新申請書類は昨年 11 月末に
お送りしています。申請期間は平成
21 年 3 月 31 日までです。

リウマチ登録医募集

リウマチ登録医の資格更新

去る平成20年 12月1日午後2時 46分
東京女子医科大学　東医療センター病
院長　井上和彦 氏がご逝去されました。

井上 氏は当財団において、登録医審
査委員会，災害時リウマチ患者支援事業
推進委員会などの委員としてご活躍されま
した。
ここに故人のご生前のご功績を偲びか
つ，ご功労に敬意を表しますとともに，心か
らご冥福をお祈り申し上げます。
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医療法人行岡医学研究会
行岡病院　臨床リウマチ研究室 室長 村田 紀和 

『年頭所感』
新年明けましておめでとうございま
す。
財団ニュースとして今後もさらに読者
の皆様のニーズをいち早くキャッチ
し，それに沿う企画を立案して満足度
を高めていく努力をする所存ですの
で，お気づきの点，企画へのフィード
バックなどの御意見もぜひいただきた
く，本年も宜しくお願いいたします。
さて，昨年ほど医療問題が国民全体

の話題に上ったことはない。麻生総
理の「医師は社会常識に欠ける」発
言，妊婦救急受け入れ拒否の報道，公
立病院の閉鎖，医師不足などあげれば
きりがないほどで，日本の医療崩壊と
してマスコミなどが大きく取り上げて
いる。麻生総理の言葉に代表されるよ
うに，この医療崩壊の一番の原因を医
師の責任に転嫁しようとする動きがあ
る。マスコミをはじめとする一般国民
が医療の実態をいかに理解していない
かという歯がゆさや腹立たしさを感じ
ている読者も多いことと思われる。国
の低医療費政策のもと，身を粉にして
働いている多くの医師やパラメディカ
ルの犠牲によって現在の日本の医療が

支えられているのだということを我々
はもっと啓蒙すべきである。一方，日
本のリウマチ医療に目を向けると，現
在 4種類の生物学的製剤が欧米に遅れ
ばせながらもリウマチ患者に使用でき
るようになったことは喜ばしいことで
ある。しかしながら，この高価な生物
学的製剤をリウマチ患者に使用したい
にもかかわらず，患者個人の経済的理
由から断念せざるを得ない症例にまま
遭遇する。昨年夏過ぎからのリーマン
ブラザーズの破綻に端を発して米国発
の金融破綻が全世界に広がっている。
本邦でもトヨタ，キャノンといった世
界を代表する超一流企業までもが派遣
切りや，さらには正社員の削減という

方向が打ち出され，医療危機に加えて
100 年に一度という未曾有の経済危機
に陥っている。今後さらなる経済危機
の中で，必要な患者が経済的理由で生
物学的製剤の恩恵を受けられないとい
う医療格差がさらに顕著となっていく
ことが心配される。政治家のリーダー
シップでこのような医療格差是正のた
め，例の 2兆円といわれる定額給付金
の一部を使ってもらえないかと思う
が，このような政策を打ち出せば麻生
内閣に対する国民の不人気も改善する
のではなかろうか。

東京大学医科学研究所先端医療研究セ
ンター免疫病態分野 教授　森本幾夫

【日本リウマチ財団ニュース　編集委員 委員長：後藤　眞　桐蔭横浜大学医用工学部臨床工学科不老科学・加齢制御学部門 教授 羽生忠正　長岡赤十字病院リウマチ科整形外科 部長
  岡田正人　聖路加国際病院アレルギー膠原病科 副医長 森本幾夫　東京大学医科学研究所先端医療研究センター免疫病態分野 教授
  仲村一郎　湯河原厚生年金病院リウマチ科 部長 山村昌弘　愛知医科大学医学部リウマチ科 教授

【症例】

65歳、女性
数年来の腰の鈍痛ないし倦怠感がある。

第 28問

腰椎側面腰椎正面

 前回

第 27問 回答
関節リウマチに伴う骨盤脆弱骨折（insuffi  ciency fracture）

【解説】

両側恥骨上下枝の骨折とその修復像である骨増殖像が混在してい
る。一部に骨吸収像がみられるが、それを上回る化骨形成により骨硬
化像、雲状骨増殖像がみられる。骨肉腫、癌の骨転移は多数の骨折を
伴う変化であること、一方で化骨形成が旺盛なことから鑑別できる。

●使途　当財団のリウマチ性疾患調査・
研究奨励基金として，リウマチの予防と
治療に関する調査・研究およびその助
成に充当させていただきます。

●申込先　ご寄付いただける方は，下記
にご一報ください。
（財）日本リウマチ財団
〒170－0005
東京都豊島区南大塚 2－39－7
ヤマモト大塚ビル5階
TEL　03－3946－3551

●寄付金に対する免税措置　個人の場
合，所得税法第 78 条第 2 項第 3 号の
規定により，その年（1月1日から12月
31日）に支出した寄付金の額か，また
は所得の合計額の 40% 相当額のいず
れか低いほうの額から5千円を控除した
金額が寄付金控除の対象となり，所得
の合計額から控除され所得税が減額さ
れますので，事務局にお申し出ください。

日本リウマチ財団 寄付金ご協力のお願い

【ご寄付いただいた方】
（平成 20 年 10 月，11 月，12 月）

  岡田　隆雄 様   村井　淳志 様
 （故） 土井　すゑ子 様   安田　美和子 様
 （有） ボナ・ヴィータ コーポレーション   吉田　健太郎 様
  代表取締役　國貞　克則 様
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