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この春に制度が制定された（財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師制度の実質的スタートとなる看護師研修
会の１回目が，去る 8 月 29 日に開催された。その詳報は後の号に譲るが，日本リウマチ学会での発表や本紙からの告
知によって，制度の概要に関しては多くの関係者各位にかなりご理解いただいているかと存じている。

一方，制度の概要はご理解いただいても，制度創設の真意についてはこれからも何度かご説明する必要はあるだろう。
今回は，その一環として，制度創設の中心となった日本リウマチ財団リウマチケア専門職制度検討会委員長として尽

力された松本 美富士 先生を招き，医療側，行政側の意見などを交えて，制度の本質や効果，そして課題・展望等につ
いてまで幅広く意見交換を行った。

まだまだ制度が産声を上げたばかりであり，明確な回答がすぐに得られる類の制度創設でないということを事前にお断
りしつつ，本座談会における言外の意義をくみ取っていただけたら幸甚である。

西岡：お忙しい中お集まりいただきまして，
ありがとうございます。

本日のテーマは 8 月29日に第１回のセ
ミナーが行われた「登録リウマチケア看
護師制度実施の意義と展望」について
です。

出席者にはこの制度の素案を作成され
た側から日本リウマチ財団リウマチケア専
門職制度検討会委員長の松本先生，医
療保険委員会の委員長を務めていただ
いている井上先生をお招きしています。
また行政の側からは，厚生労働省の審
議官である麦谷先生においでいただきま

した。この制度の持つ意義と今後の展
望について行政の立場からご意見を述べ
ていただければと思います。

リウマチ治療，特に関節リウマチだけで
はなく広くリウマチ性疾患の医療の場合
には，看護師の役割は非常に重要になっ
ています。今後できれば診療報酬がリウ
マチケア看護師制度に対価として裏づけ
られていけば，この制度も定着してくるの
ではないかと思っています。

それでは松本先生から，この制度の発
足した経緯を簡単にお話しいただきたい
と思います。 （次ページに続きます）
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年，日本リウマチ財団の中でリウマチケア
専門職制度を検討しようという機運が動き
出しました。私はその中で検討会の委員
長を仰せつかり，今回まず看護職を対象
の制度ができ上がったわけです。

まず看護職から対象にしたのは，医
療職の中で一番人数が多いからです。
2006 年の国の統計によりますと，120 万
人近くの看護職の方が医療の現場で活

本制度発足の
経緯と背景

松本：発端は，線維筋痛症の医療職が
集まる勉強会の中で，線維筋痛症の患者
さんに医師だけで対応する困難さが課題
として出て，同席した看護職の方々から，
線維筋痛症患者に熟達した看護師制度
ができればいいなと，現場の声として上
がっていたことです。

そこから，その対象を広くリウマチ性疾
患全般に広めることによって制度として生
きてくるのではないかとの考えから，2008

102 号の主な内容
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関節リウマチ（RA）患者は女性が多く，
慢性かつ進行性の疾患であることか
ら，精神的な悩みを抱える患者も少な
くない。さらに女性には妊娠，出産な
どの特有の問題があることから，RA
の総合診療を行うためには女性医師の
方が適しているのではないかと考えら
れる。
本座談会では，女性センター長の下，
RA 医療に取り組んでいる財団法人甲
南病院 加古川病院の先生方にお集ま
りいただき，女性医師の活躍を支える
職場環境，院内での取り組み，今後の
RA 医療を担う女性医師の理想像など
についてご質問した。

リウマチ膠原病センターが行う
RA 診療

後藤：RA を専門とする女性医師が増
えていますが，仕事上の悩みや問題を
抱えている方も多いと思います。本座
談会では，女性センター長のもと複数
の女性医師が活躍している財団法人甲
南病院 加古川病院リウマチ膠原病セ
ンターの先生方に，RA 医療に携わる
女性医師の現状と将来像，職場環境な
どについてもお聞きします。まずは，
塩澤センター長から，貴院の RA 患者
さんの診療体制についてお話を伺いま
す。

 塩澤和子 氏　財団法人甲南病院 加古川病院　副院長 リウマチ膠原病センター長
 中川夏子 氏　財団法人甲南病院 加古川病院　診療部長 リウマチ膠原病センター副センター長

【ご出席者】 村田美紀 氏　財団法人甲南病院 加古川病院　医長 リウマチ膠原病センター
 田中千尋 氏　財団法人甲南病院 加古川病院　医長 リウマチ膠原病センター
 後藤　眞 氏　（司会）

塩澤：RA 治療は，医師の診察だけで
は完結せず，コメディカルとの連携が
大切です。リハビリテーションでは理
学療法士（PT）や作業療法士（OT），
入院時には看護師，治療薬の説明では
薬剤師の力が必要です。私たちは内科，
整形外科の医師だけではなく，コメ
ディカルとも連携しながら，RA 医療
を全員で支えています。また，各部門
が協力して行う活動の 1 つに，週 1 回
開催される RA 患者さん向けのリウマ
チ教室があります。リウマチを担当す
る整形外科・内科医師，薬剤師，検査
技師，栄養士，PT，OT，看護師，メディ 

ご出席者
麦谷 眞里 氏	 厚生労働省大臣官房審議官
松本 美富士 氏	 日本リウマチ財団リウマチケア専門職制度検討会委員長
	 （藤田保健衛生大学医学部七栗サナトリウム内科教授）

井上 博 氏	 日本リウマチ財団医療保険委員会委員長（医療法人井上病院理事長）
司　会
西岡 久寿樹 氏 日本リウマチ財団常務理事（東京医科大学医学総合研究所所長）

松本 美富士 氏



2	 平成 17年 6月22日　第三種郵便物認可	 日本リウマチ財団ニュース	 　　平成22年 9月1日発行　No.102

躍されています。どの医療機関でも，ど
の医療場面においても，患者さんに最も
身近な立場で，寄り添うような形でいる。
こういう方々を対象にし，リウマチに特化
した専門職をつくっていこうとなりました。

リウマチ性疾患は非常に広い概念であ
り，筋骨格系に痛みやこわばりを来すよ
うな疾患の総称で，人口の約６人に１人，
日本では約 2,000 万人の患者さんがいる
ことになります。これらの診療に当たるの
がリウマチの専門的医師ですが，日本リ
ウマチ財団のリウマチ登録医が 3,500 人
弱，日本リウマチ学会のリウマチ専門医
が 4,000 人強，日本整形外科学会の認
定リウマチ医が 5,300 名を超えています。
ダブルでのライセンスを持つ方がほとんど
ですから，大体 6,000 人ぐらいのリウマチ
の専門的医師が日本にはいることになりま
すが，この人数で 2,000 万人の方 を々全
てみることは不可能ですから，他の医療
職を活用することが効率的かつ質の高い
医療を提供するためには必要だということ
になりました。

そのような中で現在，厚生労働省でも
チーム医療推進の必要性がいわれてお
り，今年度からチーム医療推進会議が設
けられました。特に看護職のチーム医療
における役割が重要な課題として検討さ
れており，特定看護師制度をつくるべく議
論が進められています。かといって海外
におけるナース・プラクティショナーやフィ
ジシャン・アシスタントのような，医師と看
護師の中間的な立場の制度をすぐにつく
るというのは困難です。そこで，現在の
保健師助産師看護師法の枠内で，リウマ
チ診療やケアにおいて看護職を活用でき
る方法はないかと当財団の中で制度を発
足させたのが背景です。
西岡：ありがとうございました。

もう一つ，この背景に，現在関節リウ
マチに対するさまざまな生物学的製剤が
使われていますが，そこでのインフォーム
ド・コンセント，クリニカルパスの確認を医
師がやるのではなく，エキスパートナース
的な立場でみるスタッフが加わると，その
診療効率が上がる点もあります。蛇足に
なりますが，生物学的製剤は効果が高い
が値段も高いということで，患者さんの負
担が非常に重い。医師が勧めると「は
い」というのですが，実際に看護師がイ
ンフォームド・コンセントを行うと，「年金生
活なので年間何十万円も払えない」とい
われ，もう一度治療を組み立てる場合も
出てきます。そういうミッションも背景とし
て非常に大切かと思います。
松本：具体的には，専門的な先端医療の
コーディネーター的役割として看護師は
必要ということです。次 と々新薬が出てき

ています。分子標的治療薬が次々開発
され，特殊な薬剤に対する治験コーディ
ネーターとしても看護職の役割は非常に
重要です。

また，当財団では災害時のリウマチ支
援事業を行っていますが，大規模災害が
起きたときにも看護師の役割は大変重要
です。さらに将来的なことでは，リウマチ
性疾患という難治性の疾患に対して，今
後は緩和ケアが導入されなければいけま
せん。そのときにキーパーソンとなるのが
看護職です。それも含めてリウマチ専門
職の看護師制度が必要ということになりま
した。
西岡：わかりました。その辺の発足経緯
を踏まえ，引き続き松本先生からリウマチ
ケア看護職制度の将来展望を簡単にご
説明いただければと思います。

制度の将来絵図と
看護師募集のスケジュール

松本：リウマチ看護職制度が発足します
と，先ほどの問題点の一定の部分は解
決でき，より安全でかつ質の高いトータル
マネジメントが実践できます。しかしながら，
リウマチケアに当たる医療職としての質を
担保する必要があり，それがなければこう
した方々の役割も社会から認知されませ
ん。専門職制度の資格認証と登録制度
が第三者機構によって行われる必要があ
り，それを当財団がつくったということにな
ります。

具体的には 2008 年から検討を開始し，
今年３月末に最終的な合意が得られ，諸
規定が完成，この４月１日から実際に動き
出しました。その骨格は
・３年以上継続的にリウマチケアに従事し

た経歴がある
・過去３年間に一定数の患者さんのケア

を指導医の下で行った記録がある
・携わったリウマチ性疾患の中には，コア

となる疾患である関節リウマチを一定数
含んでいる

ことです。
また，必要な研修カリキュラムを習得し

た証明としては
・リウマチケアに関するカリキュラムの中

で，３年間に 20 単位以上の単位を修
得していること

があります。
これらの条件を満たした場合に申請の

資格があり，資格審査委員会において審
査し，認証されて登録となります。登録さ
れますと日本リウマチ財団のホームページ
にある『リウマチ情報センター』の中で，
本人の同意が得られれば氏名と勤務先
の医療機関名等を広く社会に公開し，さ
らなる認知を得ることになります。

ただし，これは１回限りの資格審査では
なく，生涯的な教育が必要ですので，３
年ごとに更新をしていただくことになりま
す。３年間に一定以上の研修を受けて
単位を修得すること。リウマチケアを実践
し，リウマチケアの指導にあたった実績を
持っている場合に資格更新となります。３
年ごとの更新制を設けたことで『リウマチ
登録医制度』と整合性を持った形のシス
テムとなりました。

検討委員会の中でも試験制度を設け
るかどうかについては議論されましたが，
資格認証ですから一定基準以上の水準
を満たしていれば，それを認証する認証

制度を採用しました。
この制度の発足に当たっては，日本看

護協会にも説明に伺ってご理解をいただ
けたと考えていますし，日本リウマチ学会
あるいは日本整形外科学会など関連の
学会とも現在調整中です。

この制度は４月１日に動き出しましたが，
正式なシステムとして動くのは資格条件を
満たす３年後となりますが，それでは３年
間，制度ができながら登録リウマチケア看
護師が１人も誕生しないことになりますの
で，経過的措置で認証していこうと，今
年度から実際に登録リウマチケア看護師
を発足させる手はずになりました。その
一環として，8 月29日には集中講義とし
て東京でリウマチケアの看護師研修会を
丸一日行い，この研修会を受けることで
単位認定を実施しました。

リウマチ医はどう協力し
何を期待すべきか

西岡：ありがとうございます。では，井上
先生にお伺いしますが，登録リウマチケ
ア看護師が誕生した場合に，リウマチの
専門医，診療現場ではどういう期待をす
べきか。あるいは実際に診療の効率ある
いは質が向上されるのか。ご意見はあり
ますか。
井上：私の病院（群馬県）を例に出しま
す。当院はリウマチ整形外科の専門病
院で，点滴静注を行う場合には，チーム
医療として看護師の教育，スキルアップは
非常に重要です。本来，医療機関が看
護師の教育に当たるべきなのですが，な
かなか教育までには手が回らないのが現
状です。

現在，約 200 人の点滴静注（レミケー
ド，アクテムラ）患者さんがいますが，も
ともとこうした製剤が出ることを予測してい
ませんので，当院には化学療法室を設置
していませんでした。現在，１日または１
泊２日入院で行っていますが，既に限界に
きています。結局，治療導入は当院でし
ますが，維持療法は病診連携で近くの診
療所で行っていただいています。そうい
う状況なので，医療機関においては，登
録リウマチ看護師は複数名いるのが望ま
しいと思いますし，この制度は非常に有

効な結果をもたらすと思います。そして
その雇用自体が保険点数に反映されると
さらによいと思ってます。その理由は，生
物学的製剤では化学療法加算をいただ
いていますが，その施設認定を受けられ
るケースがこの数年間，群馬県において
は皆無です。薬剤師の雇用がネックになっ
て，特例措置のときは経験のある医師及
び看護師ということで基準が緩和された
のでよかったのですが，保険改正後に薬
剤師の雇用が前提となり，結局，群馬県
では新規に化学療法加算を算定できる診
療所が皆無になってしまったわけです。

そういう事情を鑑みると，治療（施術）
に時間がかかり，リスクがあって，薬価
差益もあまりない難しい治療法を実施す
る新たな医療機関が今後出てくるのかと
いう疑問がわいてきます。２年後，４年
後，保険点数または消費税が改正された
ら，レミケード，アクテムラの治療から撤退
したいと考えている医療機関，病院，診
療所等も少なくないようです。このままで
は「生物学的製剤難民」が出てくるか
もしれません。何とか行政側にお願いし
て，医師の動機付けとして保険点数に
反映できるよう，登録リウマチケア看護師
を「見なし薬剤師」と同列に考えていた
だけないかと思います。整形外科の運動
療法に関しては，マッサージ師や看護師
が日本整形外科学会の講習会を受ければ

「見なし PT」として，点数は低くても運
動療法に算定できる制度があります。リウ
マチにおいてもそれに準じた制度を考え
ていただければと思います。

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師　申請の流れ

資　　格

申請・審査

登　　録

　 3年以上継続的にリウマチケアに従事し，直近の5年
間において次の要件を満たすこと。

① リウマチ性疾患ケア指導患者名簿 20 名（関節リウマチ
3名含む）

→この内 10名は指導記録記載
② リウマチケアに関する教育研修会（財団主催または認定
研修）20単位以上*

*治験コーディネーターとして治験に参加した場合は10単位，
災害時リウマチ患者支援事業に従事した場合は（実施訓
練を含む）5単位を，教育研修会出席単位相当と認める。

（1回／年）（7月1日～9月30日）
① 申請書・看護師免許証の写し
② 履歴書
③ 資格を満たす書類
④ リウマチ登録医，日本リウマチ学会リウマチ専門医，日本
整形外科学会認定リウマチ医等の推薦書 

⑤ 審査料：10,000 円

① リウマチケア看護師に登録
② 登録料：5,000 円
③ 登録証交付
④ 登録期間：３年間（更新あり）

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師

特　　徴

看護師リウマチ患者 看護学生

① 専門的知識，スキル，患者視点のケア
② 看護師としてのキャリアアップ
③ リウマチケア研修会の参加による各種専門職との交流
④ リウマチ登録医，日本リウマチ学会リウマチ専門医，日本
整形外科学会認定リウマチ医等との連携・協調

⑤ （社）日本看護協会との連携
→ わが国のリウマチの医療水準の向上，リウマチ患者の
ADL，QOLの改善

審査委員会

リウマチケア看護師

日本リウマチ財団

リウマチケア研修会リウマチ治療医

協力協力

ケア依頼

協調

指導・実践 指導・教育 教育

研修

審査と指導

麦谷 眞里 氏 井上 博 氏
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もちろん，登録リウマチケア看護師制度
のハードルがあまり高くても困るし，また低
すぎても困ります。当初はリウマチ患者を
扱っている病院，診療所には複数名の登
録看護師が望ましいので，将来的にはそ
こら辺も考えていただければと思います。

行政から
この制度を見て

西岡：麦谷審議官にはいろいろお伺いし
たいことがありますが，生物学的製剤の
医療費の動向といいますか，このままでは
どんどん関連の医療費が上昇してしまう
と思うのです。今後はどうなっていきます
か。
麦谷：立場上，まずは一般的なお話をし
ます。行政のアプローチとしては，何か
制度を作ったとき，広くあまねく国民に裨
益する，というのが基本原則です。さら
に，行政は量が大切ですから，どれぐら
い多くの国民に裨益するか，あるいは福
音があるかというアプローチが前提です。
そこからこの話に特化しますと，ある疾患
群に習熟した看護師や医療従事者が増
えて多くの国民に利益があることは，すば
らしいアイデアです。特にリウマチ性疾患
ではたくさんの国民（患者さん）に恩恵
があることが前提です。ですからリウマチ
ケア看護師ができることについては誰も文
句はないと思いますが，ここには３つのポ
イントがあります。まず，１つは方向性です。
保険医療の方向性として，こういう看護
師を次々にあらゆる領域でつくるのかとい

うことです。例えば現在，褥瘡の専門看
護師がいると医療機関に診療報酬点数
が付きます。それと同様にリウマチ，眼科，
精神科などに，いろいろな専門の看護師
を分野別に養成していくのかどうか。心
臓外科医の下には心臓外科看護師，眼
科医の下には眼科専門看護師を置くの
か否かということです。これは領域の話
です。

２番目は診療報酬点数自体です。ご存
じのとおり訪問看護ステーションは別にし
て，すべての診療報酬は医者に点数が
付いています。もし，新しい点数をリウマ
チケアの看護師に改めて付けるとしたら，
リウマチケア看護師を雇っている医者に
付けることになりますが，次の段階として，
薬剤師にも付けてくれ，他の領域の専門
看護師もいるからそれにも付けてくれとい
う話が当然生じます。国としては，診療
報酬を特定の疾患領域をひとつずつ評価
していくのかという問題が生まれます。例
えば，初診料，再診料は今，医者に付い
ていますが，外科医も内科医も同じです。
こういうふうに特化していくならば，例えば，
「神経内科は診察にずっと時間がかか
るから高く」という意見が必ず出ます。「診
療報酬は医者に付くのだから，そういう領
域の問題は，まず医者から解決しろ」と
も言われるでしょう。そのような問題を解
決しなければいけないのがそう簡単では
ありません。

３番目は，この制度に診療報酬を付け
れば，インセンティブが働くので間違いなく
普及はしますが，逆に，点数を付けないと
普及は難しいかもしれません。一方，必
要なら普及するはずだから，普及して恩
恵があったら点数を付けよう，という考え
方もあります。鶏と卵の関係ですが，な
かなか考え方として難しい問題ですね。

とにかくこの３点が解決しないとならな
いと思います。世の中を納得させて診療
報酬の点数を付けるのには以上の 3 つ
の観点から考えて，簡単ではないと思い
ます。

診療報酬の配分と
専門医制度との関係

西岡：今の麦谷先生のお話に関連して，

高額医療に対する傾斜配分的なもの，
セーフティーネットをつくる必要もあるかと
思います。リウマチの場合は臨床的な効
果は優れていても，お金がないから受け
られないという現実があるからです。
麦谷：生物学的製剤は高いですから。
西岡：将来どういう方向になりますか。
麦谷：現在の医療保険制度では，所得
ではなくて，疾患によって，治療費も安くなっ
ているものがあります。１つは人工透析，
それからいわゆる難病，特定疾患，HIV
等があります。果たしてリウマチをこれら
と同列とするかどうか。診断基準を定め
て，こういう診断基準でこう診断されたリ
ウマチ患者さんは「いくらまで」というの
は理論上では可能です。
西岡：理論上は可能ですけれども，例え
ばその人の所得はどうなるのでしょうか。
麦谷：罹患した疾患によるわけですから
基本的に所得とは関係ありません。
西岡：それは将来の問題として，先ほど
お話された褥瘡，疾患ごとの看護師を雇っ
ていれば，その医療機関ないしは医師に
点数が付くという考え方自体は，前向きに
検討できるものなのでしょうか。
麦谷：先ほどは医療費全体の意味でお話
しました。褥瘡はたいした数ではありませ
んから，医療費が増えて困るという話は
聞いていません。
西岡：この制度を定着させるためには，日
本リウマチ学会の専門医制度がいい例だ
と思いますが，専門医の数を多くしてしま
う傾向にあり，したがって診療報酬が，医
師の技量に対するインセンティブとしてうま
く作動していないのです。そこで行政側
としては「どのような基準を満たしていれ
ば，登録ケア看護師制度にインセンティブ
を付けましょう」とそういう展望はいかが
でしょうか。
麦谷：診療報酬に関する限りでいえば，
ご存じのように，最終的には行政の判断
ではありません。中医協（中央社会保険
医療協議会）が決めますので，中医協
がどう判断するかです。西岡先生の言
われたように医療費は計算してもたいした
規模にならないと思いますから，「医療費
が増えるから認められない」「受入れら

れない」という話はないと思います。そ
れよりも困るのは，「リウマチケア看護師に
点数を付けます」といった途端に，その
前に「リウマチ専門医に点数を」と世の
中からいわれます。「なぜ，看護師が先
なのか」というわけです。

先ほどの話に戻るようですが，結局「看
護とは何か」という話になってきます。リ
ウマチ専門医には特別の点数を付けな
いのに看護師に付ける，ここはなかなか
理解を得にくいところでしょう。もちろん，
リウマチ専門医だけというわけにはいか
ず，心臓外科医や手術手技が特別うまい
人は別枠にしてくれなどというお話が飛び
交うことになるはずです。心臓外科医や
特別な手術については１点 100 円にして
くれという話は必ず来ます。実はそれを
受けてもいいと私は思っています。その
場合，優れた外科医というのは，行政が
決めるのではなくて外科学会なりが決め
ればいいと思います。外科学会が決めた
リストに，この人たちは１点 20 円でも30
円でもいい，というような評価があっても，
それはいいと思います。学会がそこまで
踏み込むかということになりますが。
西岡：そのためには 100 人受けて 90 人
が通るような専門医制度ではだめではな
いかと思います。例えば専門医制度が
せめて 20％しか合格しない。そういう形
でないと，日本の専門医制度において診
療報酬料の加点を裏づけることは難しい
と思います。
麦谷：医師に関する限りはお話のとおりだ
と思いますね。パーセンテージはともかく，
希望するとほぼ取得できてしまうような専
門医制度では，「専門医とは何か」とい
うことになりますから。

ただ，西岡先生がいわれたように卒業
したばかりの医師が，10 年選手 20 年選
手と同じ初診料，手術料というのはおか
しいということは誰にでもわかります。中
医協としても，点数を決定する方としても，
考え方として受入れやすいと思います。
看護師もそうだという話はその先に当然
生じると思います。
井上：リウマチ指導管理加算のような形を
とれば，両方の持ち分ということになりま

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師　申請の流れ

資　　格

申請・審査

登　　録

　 3年以上継続的にリウマチケアに従事し，直近の5年
間において次の要件を満たすこと。

① リウマチ性疾患ケア指導患者名簿 20 名（関節リウマチ
3名含む）

→この内 10名は指導記録記載
② リウマチケアに関する教育研修会（財団主催または認定
研修）20単位以上*

*治験コーディネーターとして治験に参加した場合は10単位，
災害時リウマチ患者支援事業に従事した場合は（実施訓
練を含む）5単位を，教育研修会出席単位相当と認める。

（1回／年）（7月1日～9月30日）
① 申請書・看護師免許証の写し
② 履歴書
③ 資格を満たす書類
④ リウマチ登録医，日本リウマチ学会リウマチ専門医，日本
整形外科学会認定リウマチ医等の推薦書 

⑤ 審査料：10,000 円

① リウマチケア看護師に登録
② 登録料：5,000 円
③ 登録証交付
④ 登録期間：３年間（更新あり）

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師

特　　徴

看護師リウマチ患者 看護学生

① 専門的知識，スキル，患者視点のケア
② 看護師としてのキャリアアップ
③ リウマチケア研修会の参加による各種専門職との交流
④ リウマチ登録医，日本リウマチ学会リウマチ専門医，日本
整形外科学会認定リウマチ医等との連携・協調

⑤ （社）日本看護協会との連携
→ わが国のリウマチの医療水準の向上，リウマチ患者の
ADL，QOLの改善

審査委員会

リウマチケア看護師

日本リウマチ財団

リウマチケア研修会リウマチ治療医

協力協力

ケア依頼

協調

指導・実践 指導・教育 教育

研修

審査と指導

西岡 久寿樹 氏

平成 22 年 4 月 1 日制定
第１条 リウマチ看護師規則が規定通り運用可能な期間までの 3 年間（平成 25

年 9 月 30 日まで）は過渡的期間として，以下の経過措置でリウマチ
ケア看護師の登録を行う。

　　２　 規則第３条３号については，直近 5 年間に 3 回以上，発表又は参加
の実績があることとし，規則第５条第２項第３号の要件を満たす書類
等については，その証明となるプログラム，参加票，出張願，復命書
等の提出によることとする。

 　又，第４号の治験参加，第５号の災害発生時のリウマチ性疾患患者
のケア指導に従事した場合（実地訓練を含む）については，教育研修
会へ 1 回参加したものとして扱い，治験担当医師の署名による証明，
担当医師の署名した従事記録を有すること。

第２条 経過措置の期間であっても資格の再審査は，規則第７条の規定に従っ
て審査を行う。

第３条 平成 22 年度の登録申請受付は，平成 22 年 7 月１日から同年 10 月
31 日までとする。

附則
　　１　この規程は平成 22 年４月１日から施行し，平成 25 年 3 月 31 日で

終了とする。

リウマチケア看護師規則の経過措置に関する規程

※平成25年9月30日までは下記経過措置により募集を行います。
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せんか。
麦谷：それはまさに指導管理にいろいろ
なやり方があって，施設基準の要件にす
るとか，指導管理の中の要件にするといっ
た考え方があります。
井上：最も望むべくは施設基準の緩和で
す。化学療法加算において，日本整形
外科学会の運動療法も見なし PT がもら
えるのではなくて医療機関がもらえるわけ
だから，個人に反映されているわけでは
ありません。
西岡：個人に反映されるのは，多少給料
が普通の人より高いとか，そういう程度で
す。
松本：なかなか給料には反映しにくいで
すね。
井上：外来でも診療報酬でもいいのです
が，全体としてケアをする加算として入れ
ていただけるような関係の中に組み込め
ば，展望が開けますね。
西岡：施設基準の緩和ですが，私は基
本的に，施設基準は要らないと思ってい
ます。やりたければどこがやってもいい。
一生懸命のところに点を付ければいいの
です。

萎む生物学的製剤（点滴）
治療と臨床上の課題

井上：例えば生物学的製剤治療における
管理加算，発売当初は何もなくて，レミケー
ドを投与した診療機関はこれではたまら
ないと化学療法加算を求め，それが認め
られるようになった。ただそこには厳密に
いえば，専門の薬剤師が必要で看護師も
必要，それから，点滴のベテランが必要
であると，そういう基準を引いていくと，一
般の診療所では非常にハードルが高いも
のになってしまう。ましてや最近は医薬分
業になっていますから，薬剤師を常勤で
置くことは非現実的な条件でした。

先ほどもいいましたが，このままでは生
物学的製剤を扱えなくなり，一番困るのは
患者さんです。新しい治療法が導入され，
支払い側のコストもかかる。それを勘案
していただいて，化学療法加算のほかに，
生物学的製剤治療に対する管理加算み
たいなものを，医療課とか中医協で見て
もらうという仕組みができないものでしょう
か。
麦谷：私の記憶が正しければ，管理加算
を導入したのはそういう理由からではなく
て，レミケード治療ではバイタルサインを見
ているために患者さんは１泊しなければ
いけない。そうすると，１泊して入院した
ことにして入院料を請求している。「それ
はコストがかかりすぎる。外来でやってく
れ，そのコストは入院料よりずっと安くなる
から」ということだったと思います。そのと
きは施設基準を考えていません。外来で
やれば入院料が得するから，それだけで
す。どなたが施設基準を言い出したかは
存じませんが，施設基準がなければ事故
が起きるのですか？　そこがネックです。
施設基準はどなたが必要なのですか。
井上：それはやはり医療機関です。
麦谷：でしたら自分たちで管理すればい
いと思います。役所がつくらなくても，そ
れこそ日本リウマチ財団で認定すればい
いのではないでしょうか。施設基準を満
たしているマル適シールを貼ればいいと
思います。シールを貼っていないところは
怖いから患者さんは行かないはずです。
井上：ここはその生物学的製剤による治

療施設ですと。
麦谷：認定施設です。私が言いたいの
はそういうことです。役所が施設基準を
つくる必要はないでしょう。淘汰されて，
良いところにしか患者さんは行きませんか
ら。マル適シール自体が必要かどうかは
別として，なぜ施設基準にしているかがよ
く理解できません。
井上：仮にシールがあったとして，それで
医療は変わりますか。
麦谷：診療報酬とは直接関係ありません。
マル適シールのないところもその診療報
酬は請求できます。でも，患者さんはマル
適シールのあるところに普通ならば行くで
しょう。マル適シールのないところは診療
報酬点数があっても，事実上請求できな
い。患者さんが来ないわけですから。
井上：ただ，この治療は誰でもがやりたく
て「どんどんやる」という類のものでは
ありません。むしろ縮小傾向にあります。
看護師を３時間も４時間も張り付けておく
こともできないし，外来はそんなに看護師
がいません。導入後の維持は近くの診療
所でやってもらう病診連携が大切と思い
ますが，点数が付かないことにはどこでも
できることではないでしょう。

大学病院でやってくれないかと照会し
たら「とんでもない。大学病院の化学療
法加算はがん患者さんのための治療で
あって，リウマチのレミケードぐらいは自分
でやってください」といわれます。
西岡：スペースがないと断られるのが関
の山でしょう。

登録リウマチケア看護師が
経営に寄与するためには

西岡：若干話が医師側にシフトしてしまい
ました。松本先生，リウマチケア看護師
が将来，診療報酬が裏づけられるために，
現実的に我々はこの制度をどう育てれば
良いのでしょう。
松本：実績づくりとリウマチ医療の質の担
保が保証されているということを示すこと
が重要ですが，先ほどからの議論のよう
に何らかの形で診療報酬に反映すること，
例えば個々の医療行為でなく，システム，
すなわちリウマチの専門的医師とリウマチ
ケア看護師が連携して質の高いケアの提
供できる体制がある医療機関にはケア指
導を行った場合に一定の加算が請求でき
るようになれば，この制度は大きな意味を
持ちます。
西岡：登録リウマチケア看護師がきちんと
教育されていれば，医療の実効というの
は格段に上がります。実際に医療事故も
未然に防げることが非常に多いはずと思
いますが，そういうことですね。もう１つ，
線維筋痛症みたいな難しい病気を一例
に出した場合，医者と患者さんの間にイン
ターフェイス的な役割が必要です。患者
さんは医者の前に行くと，いいたいことも
なかなかいえないから看護師にいう。こ
のトライアングルが機能し出すと，医療の
質は飛躍的に向上します。例えば２時
間の点滴を受けているとき，「この薬は何
ですか，どんな副作用がありますか」と
か必ず看護師に聞くわけです。そういう
研修は絶対にやっていかなければいけま
せん。薬の使用率は非常に高くなっても，
整合性を持った形で定着していないのも
現実ですから。全国に目を移すと，不十
分な地域がまだまだ多いのが現状です

し。だからこそ，医療の質の担保に対し
て何らかの対価がほしいわけです。
麦谷：昔に比べてリウマチや線維筋痛症
に対する治療というのは格段に進歩して
います。その格段に進歩していることから，
生物学的製剤を使い，レミケード，エタネ
ルセプト，アクテムラにしても特別の管理
や指導が必要だということで，リウマチ及
び線維筋痛症の指導管理の値段を付け
る。そのときに，先ほど先生がいわれたバッ
ファとしての登録リウマチケア看護師とい
うのは，算定要件になるというのは可能性
としてはあり得ます。
西岡：私たちも同じことを考えていますが，
それをやる場合に，行政側にそれを投げ
かけるのか，それとも，政治的に働きかけ
たほうがいいのですか。
麦谷：政治的というのは全く話が別で，我々
の関知しないところで話が進みます。政
治的とは結局国会要求しかありません。
正攻法で考えたら，中医協において，医
療側が「この疾患は格段に治療が進歩
しているけれども，他と違って外来の場合
には医師の管理がずっと必要だ」「しか
も，３ヵ月で治るとかそういうものではない
から，使う薬剤も簡単ではなく指導管理
料を付けるのが妥当だ」と結論付けるこ
とが必要になります。それを支払い側も
納得すれば，それなりの点数が付く。ただ，
どう担保するのかといわれても，このよう
な資格を持った看護師さんがいるというこ
とを要件にしますと，非常に大枠の理屈
づけになります。一方，中医協にこのテー
マを持ち出すのは支払い側でもいいし診
療側でもかまいません。こういう議案を持
ち出すこと自体今まであまりありませんか
ら。

今後の制度に対する
希望と要望

西岡：現実的な方向性としては，この登
録リウマチケア看護師制度がスタートした
ことによって，その質と技術がある程度担
保されたことになる。その対価として，中
医協の支払い側も将来認めてくれる可能
性がある。そういうことで進めたいと思い
ます。最後に今後の希望・要望として松
本先生いかがですか。
松本：先ほど申し上げたとおりで，インセン
ティブを付けるにはどうするかということで
す。それと，そのことをどういう名称でや
るかということです。
西岡：こういう制度ができることによって，
診療報酬を上げるための１つのツールに
なっていけばいいと思います。井上先生，
いかがです。
井上：生物学的製剤の登場後に関節リ
ウマチを発症した患者さんで，生物学的
製剤を使って身体障害になった人はほと
んどいなくなりました。ですから，非常に
有効な治療法だということは万人が理解
していることと思います。それが金銭的
な理由や制度的な理由で，縮小傾向に
あるのではないかと危惧しています。こ
の制度をきっかけに，導入後の維持療法
が近くの内科や整形外科でできるようにな
るとすばらしいと思います。そのためにも，
やはりこのケア看護師制度を充実させて，
看護師の教育・スキルアップが重要ですし，
リウマチ財団の果たす役割は大きいと思
います。
西岡：22 年ぶりにアメリカとヨーロッパのリ

ウマチ学会でリウマチの診断基準が改定
されました。早期リウマチ患者さんの診
断には好都合です。要するにリウマチの
早期に適切な治療を行えば，患者さんの
QOL が著しく向上するわけです。従来
は重症の患者さんがこのような治療を受
けていましたが，早期に受けられるように
なると，リウマチ患者さんの QOL は，痛
風でいえばアロプリノールみたいな薬が登
場する時代になってきているわけです。し
かしながら，薬の売上げは伸びても医療
機関の利益はほとんどないという，しかも
リスクの高いことはできないと，ある意味
では萎縮的な流れが出始めてもいる。こ
れらを総合すると何らかの対策が必要と
考えるのが自然だと思います。
麦谷：先ほどの医療費が高いという話は，
標準的な自己負担は月にどの程度です
か。
井上：約５万円ぐらいです。
麦谷：月５万円を負担できない人がいると
いうことですか。
井上：そうです。私のアンケートでは，月
１万円以下なら，という患者さんが一番多
くて，２番目に多いのは２万円以内なら続
けたいというものです。
麦谷　保険制度の中で今，高額療養費
が７万とか８万とかそういう金額ですね。
例えば胃がんで手術したら 80 万かかっ
たので自己負担で 20 万円くらいの一時
支払いということになりますが，リウマチ性
疾患のような慢性疾患，ずっと払い続け
る疾患を高額療養費制度は想定してい
ませんから，今後は慢性疾患の高額療
養費の限度額というのを考えて，例えば
限度額２万円という制度にするのも１つの
手かとは思います。診療報酬云々ではな
い解決法にもなるかもしれません。先ほ
ど述べたように行政としては多くの患者さ
んに恩恵がありますから有益です。ただ
し，そのときにどの慢性疾患を対象にす
るかというのがまた難問です。人工透析
と同じで一生ついてまわるものという切り
口はむしろあろうかと思います。５万円で
も高いということになればそういうことで
す。２万円になるかどうかはわかりません
が，実際に人工透析のような１万円という
例もあるわけですから。
井上　投与量を減らすとか期間を空ける
とか，治療レジメンとしても対処方法はあ
ると思いますが，今麦谷先生がおっしゃっ
たような慢性疾患の高額療養費限度額
制度のようなものがとりあえず導入できる
といいと思います。実際に診療の現場で
は，経済的なことを相談しながら苦労して
います。投薬したい人は絶対的にたくさ
んいる。しかし支払うのが困難な人たち
は来なくなってしまいます。私のところで
は負担割合は 35％が福祉医療，65％が
自己負担のある方です。
西岡　それはすごい数ですね。セーフ
ティーネットの問題はいずれまたディスカッ
ションしなくてはいけないと思います。本日
は，登録リウマチケア看護師制度のスター
トを話題としたお話を行ったのですが，図
らずもリウマチの診療体制の幾つかの問
題点が浮かび上がってきました。その中
で将来的には日本リウマチ財団に登録さ
れている看護師制度というものを，何とか
定着させていただきたいと思います。本日
は有難うございました。

（文責編集部）
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カル・ソーシャル・ワーカーが，それ
ぞれの専門の立場から，入院・通院患
者さんを対象に講演しています。でき
るだけ，多くの患者さんに参加しても
らえるよう，毎年，曜日を変えてリウ
マチ教室を開催しています。
後藤：リウマチ教室を毎週行うとなる
と，かなり忙しいですね。
塩澤：各部門の人たちと交代で開催し
ていますので，現状大きな負担には
なっていません。
後藤：診療の場では内科医と整形外科
医が連携していると聞きましたが。
村田：はい，そのとおりです。リウマ
チ外来では必ず内科系と整形外科系の
医師が平行して外来診療を行い，お互
いに相談できる体制をとっています。
疑問点があると，すぐに相談できるの
でこの体制に非常に助かっています。
最初この職場に来たときには，整形外
科の先生に X 線所見をみてもらった
り，関節注射の方法を教えてもらった
りして，整形外科系の知識を身につけ
ることができました。
後藤：受診される患者さんは，リウマ
チ科に内科医と整形外科医がいること
を認識しているのでしょうか。
塩澤：認識していないかもしれません。
主治医制を採用しており，初診を担当
した医師がその後も診察することが多
いのですが，骨の問題があれば整形外
科医に相談しますし，整形外科医がみ
ている患者さんが熱を出せば，すぐに
内科医に相談にいきますので，どちら

が主治医であっても，最終的には同じ
ような判断のもとで治療が行われると
思います。ただ，全身性エリテマトー
デス（SLE）や筋炎といった膠原病は，
内科がみることが多いですね。
後藤：生物学的製剤の登場をはじめ，
急速な RA 治療の発展に整形外科医に
戸惑いもあるという話も一部には聞き
ますが，整形外科医である中川先生は
この点どう感じていますか。
中川：当センターは RA 患者数が多く，
私たち整形外科医も含め医師全員が生
物学的製剤の導入から関わっています
ので，最近の RA 治療のダイナミック
な変化に対応しながら，手術をどの時
点で介入させるかなど，治療のやりが
いや魅力も感じています。
後藤：呼吸器疾患の合併にも注意が必
要ですが，呼吸器症状もみているので
しょうか。
中川：当然みていく必要があると思い
ますが，時に重症化した場合など，現
状としてはかなりの部分を内科医の先
生方にフォローしていただいていま
す。
後藤：生物学的製剤の普及に伴い，整
形外科的な手術療法は今後減っていく
とお考えでしょうか。
中川：昨年の日本リウマチ学会のシン
ポジウムでは，人工関節置換術は減少
傾向にある一方で，上肢の手術は若干
増加したという報告をさせていただき
ました。新しい治療の導入によって全
身の痛みが軽減され，手指など上肢の
ことも考える余裕ができたためではな
いかと考えております。
後藤：手指は繊細ですから，患者さん
の満足度を満たすのは難しいと思いま
すが，今後の治療の進歩に私も期待し
ています。さて，RA 患者さんにとっ
て重要なリハビリテーションは貴院で
はどのように行っていますか。リハビ
リテーションで負荷をかけすぎると悪
化してしまうこともあり，困惑してい
る PT，OT もいるようですが，この
施設ではいかがですか。
中川：当院は RA の手術件数が多く，
全般にスタッフの経験は豊富ですし，
RA のリハビリテーションに特化した
プログラムを用意して，PT や OT の
方々もやりがいを感じながら取り組ん
でいます。RA のリハビリテーション
では，心肺機能を高める訓練をじっく
りと行い，拘縮を防いで，筋力を上げ
るというように，段階を踏んで少しず
つ進めていく必要があります。当院で
はリハビリテーション部が医師や各職
種のスタッフと連携しながら，RA 患
者さんに適したリハビリテーションが
実践できていると自負しております。
塩澤：現在当院のリハビリテーション
は PT が 6 名，OT が 4 名の体制で，

運動器・脳血管疾患 1 の基準を取得し
ています。662m2 のリハビリ室と温水
プールがあり，施設，スタッフとも充
実していると思います。
後藤：RA は全身疾患ですので，内科，
整形外科，さまざまな職種のスタッフ
が患者さんを中心に関わっていけるの
が理想ですね。

RA 医療を向上させる教育体制

後藤：RA を診療する医師の院内教育
はどのようにされていますか。日常診
療の進め方，例えば，関節所見のみ方
などは，どのようにご指導しているの
でしょうか。
塩澤：内科医はあまり関節を診察する
機会がないと思います。私が初めてこ
の病院に就職しましたときは，当時の
国立加古川病院の居村茂明先生の外来
について，関節のみ方や関節穿刺の仕
方などを教えていただきました。関節
の本やビデオは種々ありますが，やは
り実際に患者さんの関節に触れること
が大切と思います。今は若い先生が研
修に来られたら，一緒に患者さんの関
節をみて，X 線写真と対比しながら，
所見のとり方，評価の仕方などを研修
の先生にしてもらっています。整形外
科の先生が近くにいるのは，内科医に
とって非常にありがたいことです。
後藤：内科医と整形外科医が不得手な
領域をサポートしあいながら，診療を
進めていく体制は，お互いのレベルを
高める上でも優れた方法ですね。

RA 診療で連携する
コメディカル向けの教育制度

後藤：RA 診療にはコメディカルの力
が必須ですが，コメディカルの教育は
どのように行っているのでしょうか。
何か女性医師ならではということはあ
りますか。
塩澤：医師の場合には学会があるので，
症例検討や研究を行う機会が豊富にあ
りますが，看護部，薬剤部などではそ
うした機会は少なくなりますから，積
極的に学会等に参加することをお勧め
しています。学会発表を行うとなれば，
生物学的製剤や RA に関連した文献を
調べることになりますから，とても勉
強になります。今年 4 月に神戸で開催
された日本リウマチ学会には，当セン
ターの看護部から演題を 8 題，検査部
からも 1 題発表しました。看護部では
RA とハーブ足浴・睡眠をテーマとし
た研究に熱心に取り組んでおります。
看護師は発表のために，とても丁寧に
細かいデータをとっているので感心し
ました。今後も日本リウマチ学会で，
コメディカル部門からも研究発表をし
たいと考えています。
後藤：同感です。看護師がデータ収集
を担当すると，検査項目を漏れなくき
ちんと測定してくれますから，ものす
ごく助かりますね。彼女たちは，普段
から看護記録を事細かにつけているの
で，きちんと記録する習慣が身につい
ているのでしょう。
塩澤：そうですね。生物学的製剤の
注射をしている患者さんに関しまし

ては，外来の看護師長が患者さんごと
にファイルを作成し，握力測定や経過
観察の記録をきちんと管理しています
し，看護師のまじめな取り組みにはお
おいに助けられています。
後藤：看護師は医者の指示どおりだけ
に動いていた時代があったわけです
が，生物学的製剤が導入されて，リウ
マチ医療では看護師が治療の中心にな
ることも多くなりました。医者の指示
どおりだけに動くよりも，自分たちが
主体的に治療に関わる方が楽しいのは
当然でしょうから，自主的に研究会に
出席し，勉強するリウマチの看護師は
今も増えているようです。チーム医療
のレベルを上げるという意味でも，こ
うしたコメディカルの活動を応援する
のは理にかなっていると私たちも思い
ます。

地域との連携について

後藤：RA 患者さんはいても，RA 専
門医がいないという地域も多いですか
らね。RA 医療のレベルを上げるため
には，非専門医の教育体制を整える必
要があると常々感じていますが，実態
はなかなか進んでいません。塩澤先生
は，非専門医に対して，何か特別な活
動や配慮はされていますか。
塩澤：私はとても助かっています。加
古川市の医師会と共同で 2 ヵ月に 1 回
リウマチカンファレンスを開催し，講
義や症例検討を通して，情報の共有と
レベルアップを図っています。この
カンファレンスは医師だけでなく，看
護師，PT，OT，薬剤師など，RA に
興味のある医療スタッフの皆さんに参
加していただいています。RA 患者さ
んの中には，全身状態の悪い方がいま
して，消化管穿孔や重症肺炎などを合
併されますと，すぐ外科，総合診療科
の先生方にお世話になる体制でして，
RA は全身疾患という認識は持ってい

田中 千尋 氏

塩澤 和子 氏

中川 夏子 氏 村田 美紀 氏
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ていただいていると思います。
後藤：専門外の医師のなかには，RA
は関節だけが悪くなる疾患だと思って
いる方もいますから，全身の疾患であ
ることも理解してもらう必要がありま
すね。RA 患者さんは全身の臓器が傷
んでいることを考慮した上で治療を進
めなければ，本当の意味での QOL の
向上は実現できないと思います。リウ
マチ財団ニュースでも専門外の先生に
RA の基礎知識を身につけてもらえる
ような企画を考案していきたいと思っ
ています。

RA 領域における
女性医師であるメリット

後藤：今回の本題の 1 つですが RA 診
療に携わる上で，女性医師でよかった
と思うことはありますか。
中川：RA 患者さんには女性が多く，
男性医師には相談しにくいことも女性
医師なら話しやすいという面があると
思います。私は手関節や手指など上肢
の手術を担当していますが，「手の変
形で恥ずかしい思いをしている」など
といった相談もあり，変形に対する，
外観を考える手術の話も踏み込んで進
めていくことができます。おそらく，
外観に関する相談は，女性医師の方が
話しやすいことの 1 つでしょう。また，
同じ女性として，患者さんの気持ちも
自然によく理解することができます。
手の治療で，痛みのある部位を固定し
たり，変形を矯正したりするための装
具があるのですが，いかにも装具とい
う印象で，お勧めしても装着してもら
えないことも多かったため，装具の色
を変えたり，ビーズをつけたり，きれ
いな素材を使ったりして，指輪やアク
セサリーのような装具に変えたら，装
着してもらえるようになりました。お
そらく男性医師にとっては，このよう
なアプローチは意外に感じられるので

はないでしょうか。
後藤：逆に，女性医師であるデメリッ
トはありましたか。
中川：いいえ，特にありません。
後藤：村田先生はいかがですか。
村田：私と田中先生は出産しています
ので，患者さんの妊娠，出産に関する
相談にものりやすいですし，男性医師
には話しにくいこと，理解しにくいこ
とも，同じ女性の立場で話を聞くこと
ができました。ただし，育児中は夜間
の急変時に駆けつけにくいことがあり
ますから，それがデメリットといえる
かもしれません。
田中：6 年前に加古川病院に着任して
から，本当にたくさんの RA 患者さん
の診療にあたり，女性でよかったと思
う場面がたくさんありました。自分自
身が男性医師に手を触れられることに
抵抗感があったので，関節所見をみる
ときでも，女性に触られると安心感が
あると言っていただけるなど，女性医
師であるメリットはいろいろあると思
います。それでも，女性である私です
ら最初は私の方がリウマチ患者さんの
手に触るのを遠慮していましたが。
後藤：反対に若い女性医師にみてもら
うことを嫌がる患者さんはいません
か。
田中：そういう方も少なからずおられ
ます。そのような患者さんでも，でき
るだけ患者さんの気持ちに寄り添い，
患者さんの訴えに耳を傾け，精神面で
もサポートする自分自身のスタイルで
診療にあたっているせいか，おおむね
理解してもらっています。
後藤：実際私も，患者さんから女性の
医師は話を非常に細かく聞いてくれる
ので安心できるという声を聞いていま
す。じっくり話を聞いて，丁寧に診察
することが，女性医師全般に共通する
よさだと感じました。患者さんが女性
医師を指名するようなことはあるので
しょうか。
中川：はい，あらかじめ希望される方
もいらっしゃいます。外来を担当する
医師の当番表を公開していますから，
患者さんにも女性医師がいつ診察する
のか分かるので，ご希望があればそれ
に沿うことができます。
後藤：もし希望の先生がある場合，ど
のように初診を受ければよいのです
か。
塩澤：初診の受付で希望を言っていた
だくか，かかりつけ医の先生から紹介

状をもらい，地域医療連携室を通して
初診予約をしていただきます。外来担
当の医師は曜日で変わりますので，患
者さんはご希望の担当医が勤務する曜
日を選んで来院していただければと思
います。

女性医師が活躍するための
職場環境

後藤：女性医師が増えている背景には，
女性が勤務しやすい体制が整ってきた
ことがあると思いますが，こちらの病
院では具体的にどのようなサポートを
されていますか。 
塩澤：当直や救急の勤務は，育児中の
女性医師は免除されています。
後藤：それができるだけのマンパワー
があるわけですか。
塩澤：総合診療科の内科の先生方が協
力して，病棟の患者をみてくれます。
後藤：総合診療科が勤務過剰にはなら
ないか心配ですが。
田中：医師が徐々に減っているなかで，
育児があるという理由で，時間外勤務
や当直を免除してもらえるのは，他の
先生方の協力があってこそだと思いま
す。ですから，根本的な医師不足の問
題が解消されているわけではありませ
ん。
塩澤：村田先生や田中先生に，勤務で
きる時間内で，外来や病棟をみてもら
えるのは，本当に助かります。そうで
なくても医師数は少ないですし，先生
たちが勤務されるときには，周りは育
児中であることをよく理解しています
から，無碍に負担を強いるようなこと
はありません。できる範囲で勤務して
いただくことが，医師不足の解消に少
しでも寄与していると考えています。
私の方こそ，昼間，会議などで不在に
なるときに，お 2 人の先生が代わりに
外来をみてくれますから助かっていま
す。
後藤：医師不足という課題を解決する
ためには，個人個人の医師の負担を減
らすようなシステムをつくる必要があ
るでしょうし，結婚したり，子供がで
きたりしたら女性医師が家庭に入らな
ければならないという意識も変えてい
かないといけません。しかしその一方
で，男性医師は，育児中の女性医師に
対するサポート体制を，女性だけが得
をするシステムだと考えたりしません
か。一見，総合診療科にだけしわ寄せ
がいっているようにもみえなくもない
のですが。
塩澤：心の中ではそのような不満を感
じている男性医師はいるかもしれませ
ん。しかし，当直や時間外勤務ができ
なくても，昼間の勤務時間内は集中し
て，きっちり外来病棟などをみてくれ
ていますので，患者さんの評判はよく，
院長も高く評価しています。
中川：病棟の患者さんも多数担当され
ていますし，大きな戦力になっていて，
本当に助かっています。

女性医師が活躍する
RA 医療の展望

後藤：今後，RA を専門とする女性医
師がもっと増えていくとは思います

が，ご自身のご経験からアドバイス，
また女性医師の理想像があればお願い
します。
塩澤：RA は女性に多い病気で，女性
医師を希望される患者さんがいらっ
しゃいますので，RA を専門とする女
性医師が増えることはニーズに合って
いると思います。それと内科，整形外
科の垣根を超えてみることが大切だと
思いますので，内科医と整形外科医が
互いに情報を共有し，連携して診療を
行う体制が大切だと思います。
中川：RA 医療においては，専門知識
を持って治療に積極的に関わる医師の
ニーズはまだまだ高いのではないかと
思います。RA 医療は本当に奥深いで
すし，やりがいもあります。研究会や
学会にたくさんの人が集い，RA に興
味を持ち理解を深めた医療者が今後ま
すます増えていく環境こそが，結局女
性の RA 専門家をも増やしていくこと
になると期待します。
塩澤：RA は慢性かつ全身疾患ですの
で，さまざまな視点から取り組める点
が魅力でもあります。
村田：RA は慢性疾患で，急変が起こ
ることは少ないため，他の診療科に比
べると女性が働きやすい領域だと思い
ます。当センターのように当直や夜勤
を免除するなどのサポート体制さえあ
れば，結婚，出産後でも勤務を続けて
いけると思います。出産して結局仕事
をやめてしまった同級生（女性医師）
は何人かいますから，職場環境を整え
ることが重要だと思います。
田中：私も当センターのようなサポー
ト体制を他の施設でも整え，女性医師
が働きやすい環境をつくり，リウマチ
科で女性医師の活躍する場が増えるこ
とを願っています。私は，今の職場環
境を維持していただけるのであれば，
今後も長く勤めていきたいと思ってい
ます。RA は長期的な経過観察が必要
となることも多いので，当センターの
ような場所で患者さんと長く付合い，
信頼関係を深めていくような医療を続
けていきたいと思っています。
後藤：RA は女性患者が多いですし，
皆さんのおっしゃるとおり長い付き合
いとなる疾患ですから，女性医師のラ
イフステージを維持・支援できる医療
機関側の体制さえ整えば，やりがいを
十分に感じながら，女性医師ならでは
のメリットを生かして取り組める診療
科だと思います。

今後も RA 医療における女性医師の
活躍を期待しています。本日はありが
とうございました。

（文責編集部）院内の Q&A ポスター

財団法人甲南病院 加古川病院 リウマチ膠原病センターの女性医師のみなさんと後藤 編集委員長

資料を手に説明される塩澤 氏
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デンマーク，コペンハーゲンで行わ
れた 2009 年の EULAR は 6 月にもか
かわらず凍えるような寒さと暴風雨の
中での開催であったが，古都ローマで
のEULAR 2010の天候は申し分なかっ
た。会場の Nuova Fiera di Roma（写
真 1）は Roma Termini 駅から列車で
約 30 分のところに位置しており，こ
の鉄道を使うかあるいは学会が準備し
たバスを利用するしかなく不便さを感
じた。しかも，学会バスは学会事務局
を通して予約したホテルを利用した参
加者だけしか利用できないとのこと
で，逆に ACR の参加者への気配りの
良さを感じた。

6 月 16 日から 19 日までの全 4 日間
で参加者は 15,489 名にのぼり，ACR
に匹敵する数であった。ヨーロッパの
学会であるので当然のことだが 1,000
名を超える参加者はフランス，イタリ
ア，ドイツ，イギリスからであったが，
アメリカからも 1,094 名が参加者して
いたことは驚きであった。

プログラムに関しては 3,508 の抄録
の申請に対し，発表は 3,001 であった
のでその採択率は ACR に比較して非
常に高い。その中で 1,556 がポスター
発表であったことから半数近くは口

頭による発表であった。その中には
ACR とは異なり毎日のように開催さ
れたスポンサードシンポジウムでの発
表も相当数にのぼったと思われる。水
曜日の開会式で abstract award が臨
床研究 6 名と基礎研究 6 名の研究者に
授与された。その基礎部門で日本の若
い研究者 2 人が受賞したことは大変誇
らしい。産業医大の Maeshima 先生
らは Jak 阻害薬である CP-690,550 の
作用機序を検討している。CP-690,550
は滑膜線維芽細胞や単球系の細胞に
はあまり作用せず，CD4 陽性細胞か
らの IFN- γと IL-17 の産生抑制 なら
びに増殖抑制を示したことから，お
もに Th1 と Th17 に作用して，これ
を介して IL-6, IL-8, MMP-3 の分泌抑
制を起こしている可能性を考えてい
る。一方，筑波大学の Kondo 先生ら
は Th1 細胞のマスター転写因子であ
る T-bet を過剰に発現するトランス
ジェニックマウスに対してコラゲン誘
発関節炎を発症させ，T-bet がどのよ
うに影響するかを検討している。その
結果，T-bet が過剰に産生されると関
節炎が軽減し，抗コラゲン抗体価も低
値であった。T-bet 陽性細胞の多くは
RORγt も発現しているものの Th17

への分化が抑制さ
れており，この抑
制 は IFN-γ ノ ッ
クアウトマウスで
も認められた。コ
ラゲンの刺激下で
も INF-γ や IL-17
の産生は充分では
なかった。このこ
とから T-bet を過
剰 に 発 現 さ せ る
と IFN -γ （Th1）
を介した Th17 分

化抑制 ではなく
T-bet の直接作用
ではないかと結
論づけていた。

昨年の EULAR
で ま ず 提 唱 さ
れ， さ ら に 昨 年
の ACR で ACR/
EULAR に よ る
RA の 新 分 類 基
準（ 早 期 診 断 基
準）として学会
発表された新基
準がこのほど Arthritis Rheum に正
式な論文として発表された（Arthritis 
Rheum 62: 2569-2581, 2010）。 我 が
国でも行われているが，今後さまざ
まな形でこの基準の validation が行
われていくことと思われる。この
validation が い ち 早 く Fransen 先 生
らにより報告された。Leiden 大学の
Early Arthritis Clinic に登録された
2 年以内の早期関節炎患者 566 例のな
かで baseline の段階で 1 個所以上の
関節炎があり，他の疾患では説明でき
ない関節炎を有し，骨ビランは存在
せず，2 年間の観察を行うことができ
た 286 症例について新分類基準を当て
はめた。286 例中 2 年後にも持続する
関節炎を有する患者は 129 例 （45%），
ビランを認めるようになった患者はそ
の中の 62 例 （62/129 = 48%）であっ
た。持続する関節炎あるいはビラン
を認めるようになった関節炎を RA と
考えて解析したところ ROC AUC は
持続する関節炎に関しては 0.79，ビラ
ンに関しては 0.81
で あ っ た。 新 分
類 で definite RA
と さ れ る 6 ス コ
ア 以 上 を 検 討 す
る と 2 年 後 に 炎
症 が 持 続 し て い
る probability は
0.74 で 炎 症 が 持
続 し て い れ ば ビ
ラ ン が 発 生 す る
probability は 0.68
と な り 1987 年

の ACR 基準に比べ良いと報告してい
る。ちなみにこの新分類を Arthritis 
Rheum に発表した筆頭著者である
Daniel Aletaha 先生（写真 2）は 9 月
25 日に来日し北関東 TNF 研究会で講
演する予定である。

最 後 に 6 月 18 日 に 行 わ れ た
congress dinner は 午 後 8 時 30 分 ス
タートの遅い夕食会であったが大変
に素晴らしかった。スペイン広場の
左奥にそびえ立つ Villa Medici（写真
3）がその会場で，食前酒を 1 ～ 2 杯
口にしていると鼓笛隊の行進が始ま
り，dinner は幕を開けた。美しい庭園，
日本とは趣を異にする庭園の松の木，
茜色に染まる夕暮れの空，夕食のあい
だわれわれを楽しませてくれた clown
など，その演出は心に残る素晴らし
い も の で あ っ た。 私 自 身 congress 
dinner への参加は初めてであり，日
本人の参加者は 10 名足らずであった
が，これは読者にぜひお勧めしたいと
感じた。

写真 3 夕食会会場 Villa Medici写真 1 会場となった Nuova Fiera di Roma

写真 2 Daniel Aletaha 氏（中央）

リウマチ基本テキストは平成１４年に第１版を発行し平成
17 年に小幅な改定を致しました。しかし，めまぐるしいリウ
マチ医療の進歩，発展，リウマチ性疾患を取り巻く環境の
変化に適応すべく，平成 20 年から日本リウマチ財団教育
研修委員会，日本リウマチ学会生涯教育委員会が合同で
改定について議論をはじめました。結局全く新しい概念でよ
り良い教科書を作るべきという意見で一致し，共同編集とし
てこの度９月初旬に「診断と治療社」から発刊の運びとな
りました。財団の登録医を目指す医師，学会の専
門医を目指す医師を対象に，最新の知見を収録し，
全面改定となっております。

全国の医学書専門店およびインターネットにて
お買い求めいただけますが，財団の教育研修会場
でも購入できるように配慮いたします。是非ともご
購読頂き，さらにより良い教科書になるよう，ご意
見を頂ければ幸いです。

財団法人日本リウマチ財団
教育研修会委員長　山本一彦

「リウマチ基本テキスト」に替わり
「リウマチ病学テキスト」が発刊されました。

おもな内容
A リウマチ性疾患へのアプローチ
B 関節リウマチと類縁疾患
C 脊椎関節炎と類縁疾患
D 全身性自己免疫疾患
E 血管炎
F 変形性関節症
G 結晶誘発性関節症
H 感染性関節炎
I 全身性疾患に伴う関節炎
J 骨疾患
K その他の疾患
L リウマチ性疾患への整形外科的アプローチ
M リウマチ性疾患に使用される薬剤 , 治療法
N リウマチ性疾患に対する社会的・公的支援

価格 5,250 円 （本体価格 5,000 円 ＋消費税）

事務局だより

リウマチ登録医募集

財団では，平成 23 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 23 年 1 月
1 日から 3 月 31 日までであり，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）

リウマチ登録医の資格更新

下記年度にリウマチ登録医にな
られた方は，平成 23 年度資格更新
者に該当いたしますので，手続きを
お願いします。

◎昭和 62 年度，平成 2 年度，平成 5
年度，平成 8 年度，平成 11 年度，
平成 14 年度，平成 17 年度，平成
20 年度の登録医

なお、更新申請書類は 12 月にお送
りいたします。
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H22.7 〜H22.11）］

		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。

9/18（土）07:30　1単位 岩手
第59回 東日本整形外科災害外科学会
学術集会モーニングセミナー
岩手医科大学整形外科学教室
西田 淳　Tel.019-651-5111

9/17（金）～18（土）17日 12:30 各1単位 岩手
 18日 12:10
第59回 東日本整形外科災害外科学会学術集会ランチョンセミナー
岩手医科大学整形外科学教室
西田 淳　Tel.019-651-5111

9/9（木）19:30　1単位 秋田
第4回 秋田整形外科RAトータルマネジメ
ントフォーラム
田辺三菱製薬（株）秋田第一営業所
高橋 順哉　Tel.018-883-4601

9/4（土）18:10　1単位 宮城
第18回 リウマチ診療研究会・仙台
ファイザー（株）
酒井 正弘
Tel.022-225-4446

9/1（水）19:10　1単位 山形
第21回 山形リウマチ研究会
山形大学医学部整形外科
河田 澄子
Tel.023-628-5355

北海道・東北

11/6（土）18:00　1単位 福島
学術講演会
田辺三菱製薬（株）
小澤 大樹
Tel.024-932-1800

10/16（土）17:30　1単位 宮城
東北トシリズマブ学術講演会2010
中外製薬（株）仙台支店医薬情報管理室
安彦 一浩
Tel.022-225-8551

10/9（土）　15:05　3単位 北海道
第9回 北海道リウマチ医の会
参天製薬（株）
古田 泰則
Tel.011-219-3420

10/2（土）16:30　2単位 宮城
宮城リウマチセミナー
帝人ファーマ（株）仙台支店仙台営業所
髙木 守人
Tel.022-711-4433

9/25（土）　17:45　2単位 岩手
第8回 岩手臨床リウマチ研究会
栃内病院第二病院
小山田 喜敬
Tel.019-684-1111

9/22（水）　19:00　1単位 北海道
三木会学術講演会
旭川医科大学整形外科学教室
研谷 智
Tel.0166-68-2511

11/12（金）19:30　1単位 福島
いわきリウマチ性疾患懇話会
ファイザー（株）リウマチ事業統括部南東
北営業所
若生 将希　Tel.024-923-4717

9/6（月）19:45　1単位 神奈川
小田原リウマチセミナー
エーザイ（株）神奈川医薬六部
石神 佳紀
Tel.0465-222-1021

9/4（土）18:00　1単位 東京
第7回 東京抗サイトカイン療法研究会
田辺三菱製薬（株）東京支店医薬部学術課
土屋 隆志・高瀬 正徳　
Tel.03-3230-6700

関東甲信越

11/20（土）17:30　1単位 秋田
秋田県南・由利地区リウマチと関節疾患
懇話会
万有製薬（株）
松本 康行　Tel.080-6604-3061

9/10（金）20:00　1単位 茨城
第10回 茨城県 骨・関節フォーラム
帝人ファーマ（株）茨城営業所
伊藤 万起
Tel.029-861-7561

9/10（金）20:00　1単位 群馬
両毛地区リウマチ講演会
中外製薬（株）
佐藤 謙
Tel.027-321-6511

9/10（金）19:00　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー
武田薬品工業（株）前橋営業所
鈴木 誠一
Tel.027-230-8081

9/9（木）19:45　1単位 埼玉
第11回 埼玉県東部リウマチ研究会
武田薬品工業（株）熊谷営業所
井本 洋平
Tel.048-527-3156

9/9（木）20:00　1単位 埼玉
第35回 見沼リウマチ懇話会
大正富山医薬品（株）東京第2支店埼玉
第1営業所
冨永 大二郎　Tel.090-5997-7124

9/8（水）20:00　1単位 東京
第25回 城北リウマチ研究会
科研製薬（株）東京支店東京第一営業所
宇田川 浩邦
Tel.03-5950-1121

9/11（土）17:00　1単位 東京
多摩アダリムマブ研究会
エーザイ（株）
吉田 量哉
Tel.042-367-9300

9/11（土）14:30　1単位 埼玉
第20回 日本脊椎関節炎学会・学術集会
順天堂越谷病院内科
高田千代
Tel.048-975-0321

9/11（土）12:00　1単位 埼玉
第20回 日本脊椎関節炎学会・学術集会
ランチョンセミナー
順天堂越谷病院内科
高田 千代　Tel.048-975-0321

9/18（土）17:30　1単位 千葉
第20回 千葉膠原病セミナー
旭化成ファーマ（株）
後藤 将志
Tel.043-221-2626

9/16（木）19:30　1単位 埼玉
埼玉県整形外科医会学術講演会（第15回）
日本臓器製薬（株）さいたま営業所
安住 哲
Tel.048-640-6441

9/14（火）18:30　1単位 東京
第80回 関節疾患フォーラム
科研製薬（株）
藤田 大輔
Tel.03-5950-1121

9/12（日）12:10　1単位 東京
第21回 痛風研修会ランチョンセミナー
公益財団法人痛風財団
植松 美香
Tel.03-3597-9394

9/12（日）10:00　2単位 東京
第21回 痛風研修会
公益財団法人痛風財団
植松 美香
Tel.03-3597-9394

9/30（木）20:00　1単位 埼玉
第7回 埼玉西部リウマチ性疾患研究会
埼玉医科大学リウマチ膠原病科
三村 俊英
Tel.049-276-1462

9/28（火）19:30　1単位 神奈川
第7回 KKR懇話会
田辺三菱製薬（株）横浜支店レミケード
部東日本推進部
竹田 優子　Tel.045-472-2653

9/25（土）16:30　2単位 東京
第9回 北関東抗TNF療法研究会
田辺三菱製薬（株）北関東支店医薬部
学術課
吉田 奈津子　Tel.03-3230-6744

9/25（土）17:00　1単位 東京
第7回 東京リウマチトータルマネジメント
研究会
エーザイ（株）
村田 恵美　Tel.03-3817-3862

9/24（金）18:30　2単位 東京
第7回 ヒアルロンサン酸関節注入療法の
臨床と基礎研究会
中外製薬（株）プライマリーユニット東京東営業部新薬二室
島原 健　Tel.03-3346-0227

10/9（土）17:00　2単位 東京
第36回 東京都リウマチ膠原病懇話会
参天製薬（株）
村上 勝
Tel.03-3523-8890

10/8（金）19:15　1単位 茨城
第35回 茨城県北部リウマチ研究会
アステラス製薬（株）水戸営業所
多田 晃明
Tel.029-302-8411

10/2（土）16:05　1単位 東京
第6回 「リウマチと感染症」研究会
大正富山医薬品（株）学術研修センター
石黒 一彦
Tel.03-3985-1142

10/28（木）　20:00　1単位 東京
第3回 西関東血管炎フォーラム
参天製薬（株）神奈川抗リウマチ薬チー
ム
小島 英一　Tel.03-3523-8890

10/28（木）19:30　1単位 東京
第19回 大田区リウマチ・膠原病研究会
東邦大学医学部整形外科
坂本 百合子
Tel.03-3762-4151

10/28（木）19:10　1単位 茨城
第五回 水戸・日立リウマチフォーラム
エーザイ（株）水戸コミュニケーションオフィス
丹羽 朗
Tel.029-224-8131

10/23（土）18:00　1単位 長野
第49回 信州リウマチ膠原病懇談会
抱生会丸の内病院リウマチ科
山崎 秀
Tel.0263-28-3003

10/23（土）17:10　1単位 東京
平成22年度 第3回（通産284回）
東京都臨床整形外科医会統合研修会
医療法人社団高仁会高橋診療所
高橋 清輝　Tel.03-3971-0585

10/22（金）19:30　1単位 千葉
第6回 東葛南部リウマチ研究会
千葉県済生会習志野病院
縄田 泰史
Tel.047-473-1281

10/20（水）19:45　1単位 東京
第13回 東京リウマチ膠原病研究会
旭化成ファーマ（株）押上営業所
中村 洋
Tel.03-3829-3171

10/16（土）19:00　1単位 長野
第9回 東信リウマチ研究会
武田薬品工業（株）松本営業所
山﨑 晃広
Tel.0263-31-8432

10/15（金）20:00　1単位 東京
町田市整形外科部会 学術講演会
中野クリニック整形外科・内科
中野 裕治
Tel.042-793-7776

10/14（木）20:00　1単位 東京
立川リウマチを語る会
武田薬品工業（株）立川営業所
安井 友章
Tel.042-528-3811

10/30（土）16:25　2単位 東京
第46回 多摩リウマチ研究会
杏林大学医学部第一内科
有村 義宏
Tel.0422-47-5511

10/30（土）18:30　2単位 千葉
第19回 千葉リウマチ医の会
ツチダクリニック 千葉リウマチ、ひざ研究所
土田 豊実
Tel.043-309-1114

10/29（金）19:00　2単位 神奈川
New Biologics Seminer
中外製薬（株）横浜支店横浜新薬第二室
山崎 貞司
Tel.045-450-7675

10/29（金）18:00　2単位 茨城
第16回 茨城リウマチ
旭化成ファーマ株式会社
旭化成ファーマ（株）
大山 洋一　Tel.029-855-1988

11/19（金）　19:50　1単位 神奈川
第2回 湘南リウマチ治療懇話会
中外製薬（株）横浜営業部厚木新薬2室
佐々木 義明
Tel.046-229-2700

11/19（金）　19:15　2単位 千葉
第38回柏市整形外科医会学術講習会
田辺三菱製薬（株）松戸営業所
金城 達也
Tel.047-360-1430

11/19（金）　20:00　1単位 茨城
第6回 リウマチ治療を考える会
武田薬品工業（株）水戸営業所
今井 由典
Tel.029-303-2634

11/18（木）19:30　1単位 千葉
第15回 南総リウマチ研究会
よねもと整形外科
米本 光一
Tel.0475-40-1065

11/17（水）20:00　1単位 東京
町田市整形外科部会 学術講演会
中野クリニック整形外科・内科
中野 裕治
Tel.042-793-7776

11/13（土）18:00　2単位 神奈川
infliximab RA 学術講演会 in Kanagawa
田辺三菱製薬（株）レミケード部東日本推
進部横浜グループ
竹下 優子　Tel.045-472-2653

11/13（土）19:00　1単位 千葉
第16回 リウマチ薬物治療研究会
田辺三菱製薬（株）
赤羽 保
Tel.043-227-1741

11/13（土）16:30　2単位 長野
運動器疾患/骨・関節フォーラム 松本会場

（株）メジカルビュー
横田 秀夫
Tel.03-5228-2617

11/13（土）17:00　2単位 埼玉
第16回 埼玉県骨粗鬆症研究会
帝人ファーマ（株）
和田 博英
Tel.048-858-6881

11/18（木）　19:20　1単位 埼玉
第20回 埼玉県北部リウマチ研究会
今井内科クリニック
今井 史彦
Tel.0494-27-0055

11/12（金）19:45　1単位 千葉
第2回 ちばリウマチ研究会
参天製薬（株）埼玉千葉抗リウマチ薬チーム
澤井 隆義
Tel.048-645-8701

11/6（土）15:00　1単位 山梨
第2回 山梨大学整形外科セミナー
山梨大学医学部整形外科
河野 秀樹
Tel.055-273-6768

11/6（土）15:00　2単位 東京
第15回 「目で見る整形外科」東京コロ
キュアム
東京医科大学整形外科
山本 謙吾　Tel.03-3342-6111

11/24（水）20:00　1単位 神奈川
第9回 湘南西部リウマチ性疾患症例検
討会
中外製薬（株）横浜営業部厚木新薬2室
藤原 悦朗　Tel.046-229-2700

11/20（土）15:00　1単位 長野
長野県南整会
田中病院
福井 秀義
Tel.0265-78-3555

9/18（土）18:00　1単位 静岡
第16回 静岡リウマチ治療研究会
ファイザー（株）
川村 義信
Tel.053-451-5375

9/12（日）11:00　1単位 石川
第14回 石川県リウマチケア研究会
エーザイ（株）
大野 靖男
Tel.076-221-6151

東海・北陸

9/16（木）19:00　2単位 愛知
第6回 愛知県抗サイトカイン療法研究会
田辺三菱製薬（株）東海支店名古屋第
一営業所1T
山嵜 裕司　Tel.052-963-8151

9/25（土）15:00　1単位 愛知
第1回 知多リウマチセミナー
ファイザー（株）
土器 幸村
Tel.080-3584-1326

9/25（土）18:30　1単位 富山
第5回 富山リウマチ・トータルマネジメン
ト研究会
エーザイ（株）富山医薬部
渡辺 崇　Tel.076-432-9530

9/24（金）19:00　1単位 愛知
第5回 斯整会リウマチ研究会
名古屋市立大学大学院医学研究科社会
復帰医学講座整形外科学分野
松下 廉　Tel.052-853-8236

9/19（日）13:50　18:00　各1単位 愛知
第9回 日本リウマチ実地医会
参天製薬（株）リウマチ営業グループリウ
マチマーケティングチーム
荒山 孝洋　Tel.06-6321-7068

9/17（金）～18（土）17日 08:15 09:15各1単位 岩手
 18日 14:10
第59回 東日本整形外科災害外科学会学術集会
岩手医科大学整形外科学教室
西田 淳　Tel.019-651-5111

9/25（土）19:00　1単位 千葉
第3回 リウマチバイオセミナ－
中外製薬（株）
胡間 大輔
Tel.047-363-8585

11/6（土）　14:00　1単位 青森
第17回 青森リウマチ・ケア研究会
エーザイ（株）青森コミュニケーションオフィス
田中 伸和
Tel.017-777-7545

9/11（土）19:00　1単位 愛知
藤田保健衛生大学整形外科同門会セミ
ナー
藤田保健衛生大学医学部整形外科学医局
石川 容子　Tel.0562-93-2169

9/25（土）17:15　1単位 愛知
第5回 関節リウマチ合併症研究会
武田薬品工業（株）岡崎営業所
武内 清和
Tel.0564-25-2400

9/25（土）18:00　1単位 東京
第13回 城東RAカンファレンス
田辺三菱製薬（株）営業本部レミケード部
関口 和男
Tel.03-3647-1213

10/23（土）19:30　1単位 千葉
東葛地区リウマチバイオ講演会
エーザイ（株）松戸コミュニケーションオフィス
吉岡 定理
Tel.047-366-1501

11/19（金）　20:00　1単位 神奈川
第8回 川崎・横浜骨粗鬆症とリウマチを
語る会
宮川病院整形外科
小酒井 治　Tel.044-222-3255

9/11（土）17:00　1単位 岐阜
第34回 岐阜人工関節フォーラム
山内ホスピタル整形外科
大橋 俊郎
Tel.058-268-0567

去る6 月10日木曜日，神奈川県横浜
市あざみ野において，後藤編集委員長
肝いりのひとつのリウマチネットワークが産
声を上げた。

かねてより，当財団の目的にもあるリウ

マチの専門家が偏在していることをどう
解決すべきかという問題について，全国
的規模で取材を重ねてきた当編集部であ
るが，見聞きしてきた多くの既存のネット
ワークは，生物学的製剤の自己注射をい
かにスムーズに導入するか，既存グルー
プ間での生物学的製剤をいかにして効
率よく推進するか，という点にやや比重が
偏っている傾向が見受けられた。

一方，先の懸案を解決するためには，
リウマチ医の絶対数を増やす必要がある
が，大学教育でリウマチ学が強化された
わけでもなく，日本リウマチ学会員の会員
数や当財団の登録医が飛躍的に増加す

る傾向はあまり見受けられない。このため，
真のモデルケースをなかなか見出せない
ままであった。

たまたま前号では，羽生編集委員の開
催する「中越リウマチを診る会」をご紹
介した。この会は，研修医のカンファラン
スの機会を活用して，一石二鳥のかたち
で地域の非専門医への啓発・情報提供
を兼ねている。周囲を非専門医である開
業医が取り囲んではいたが，主役はあく
まで研修医であり，質問などを教官に投
げるのもほとんど研修医であった。忙し
い開業医が，貴重な時間を割いて自身の
リウマチ医療のスキルアップに努めようと

する意識を尊重しつつ，コストと手間，そ
してリウマチ診療に対する心理的な壁を
取り除こうという点でユニークなアプロー
チだと言えるだろう。主催されている羽生
編集委員の人徳と長岡赤十字病院内の
体育館で，という点でも，また，協力的な
専門医に比較的恵まれた新潟県であるた
めか人手の調達もうまくいっていたようだ。

一方，いくつかのネットワークの実態を
見て回った後藤氏自らが，実行に移した
今回のリウマチネットワークは，その特徴
を一言で言うと，大都会でありながら，リ
ウマチ科のある大学病院もなく，協力して

11/30（火）　19:30　1単位 山梨
第2回 山梨県郡内地区RA研究会
富士吉田市立病院
天野 力郎
Tel.0555-22-4111

11/13（土）17:45　1単位 福島
第3回 中通りRAセミナー
ファイザー（株）リウマチ事業統括部東日
本営業部南東北営業所
松浦 道一　Tel.024-523-0754

超音波診断の講演をされる横浜市立大学付属市
民総合医療センターリウマチ膠原病センター
准教授 大野 滋 氏

11/20（土）　17:00　2単位 神奈川
第63回 神奈川リウマチ医会イブニングセミナー
田辺三菱製薬（株）横浜支店レミケード
部東日本推進部
竹下 優子 Tel.045-472-2653

11/13（土）16:00　2単位 山形
第8回 山形リウマチセミナー
田辺三菱製薬（株）山形営業所
藤原 敦
Tel.023-627-6583

9/11（土）17:10　1単位 長野
アダリムマブ北信地区学術講演会
厚生連篠ノ井総合病院リウマチ膠原病セ
ンター
鈴木 貞博　Tel.026-292-2261

10/14（木）19:45　1単位 埼玉
第6回 さいたまサイトカイン研究会
ファイザー株式会社リウマチ事業統轄部
東日本営業部埼玉営業所
西崎 嘉晃　Tel.048-649-2777

10/30（土）16:45　1単位 東京
第5回 順天堂リウマチ・膠原病研究会
田辺三菱製薬（株）レミケード部東京第1
グループ
鶴 健司　Tel.03-3230-6729

11/20（土）　18:00　2単位 東京
第17回 桜リウマチ研究会
日本大学医学部整形外科学系整形外科
学分野
上井 浩　Tel.03-3972-8111

9/25（土）18:00　1単位 愛知
西三河リウマチ研究会
ファイザー（株）
諏訪 智之
Tel.0564-28-0612

開会の辞を述べる後藤 編集委員長

9/3（金）19:00　2単位 栃木
第25回 栃木リウマチ研究会
中外製薬（株）
小俣 敦
Tel.028-623-4681

11/20（土）17:00　1単位 東京
第24回 城南リウマチ会
大塚製薬（株）
松井 正仁
Tel.03-5486-0470
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10/24（日）　16:00　1単位 愛知
第1回 東海リウマチケア研究会
エーザイ（株）名古屋コミュニケーションオ
フィス
磯中 伸一　Tel.052-931-1318

10/23（土）16:00　1単位 愛知
東海地区整形外科教育研修会（第42回）
藤田保健衛生大学医学部
石川 容子
Tel.0562-93-2169

10/16（土）17:00　1単位 愛知
第1回 東海血管炎研究会
帝人ファーマ（株）名古屋支店
養田 智一
Tel.052-249-3910

10/16（土）18:15　1単位 愛知
第2回 知多関節リウマチ講演会
田辺三菱製薬（株）
西川 仁司
Tel.052-955-8503

10/16（土）17:15　2単位 静岡
静岡炎症研究会
ファイザー（株）中日本営業部東海第二
営業所
齋藤 尚也　Tel.054-284-0303

11/13（土）　18:30　1単位 富山
富山MTXエキスパートセミナー
富山大学医学部整形外科
松下 功
Tel.076-434-7533

11/2（火）19:00　1単位 新潟
第91回 膠原病研究会
新潟大学医歯学総合研究科内部環境医
学講座第二内科
黒田 毅　Tel.025-227-2194

10/30（土）18:00　1単位 愛知
平成22年度秋季名古屋市立大学整形外
科開業医会講演会
守山整形外科
高橋 浩成　Tel.052-739-2525

10/30（土）18:00　1単位 愛知
第24回 東三河リウマチ研究会
ファイザー（株）リウマチ事業統括部中日
本営業部
高柳 芳夫　Tel.0564-28-0616

10/29（金）19:30　1単位 富山
RA超音波研究会
富山大学医学部整形外科
松下 功
Tel.076-434-7353

10/29（金）19:15　1単位 新潟
第49回 新潟リウマチ研究会
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

9/11（土）17:00　1単位 大阪
第6回 中河内エタネルセプト研究会
医真会八尾リハビリテーション病院
濱野 照明
Tel.072-941-5333

9/11（土）17:30　1単位 京都
第13回 比叡RAフォーラム
京都大学医学部整形外科学教室
川内 清智
Tel.075-751-3366

9/9（木）19:25　1単位 三重
第1回 三重リウマチ合併症フォーラム
鈴鹿医療科大学
細井 哲
Tel.059-383-9591

9/8（水）19:30　1単位 大阪
第10回 大阪リウマチ関節外科ゼミナール
大阪大学医学部整形外科
竹内 彩子
Tel.06-6879-3552

9/4（土）17:00　1単位 大阪
第5回 北摂関節外科研究会
大阪医科大学整形外科
中島 幹雄
Tel.072-683-1221

9/18（土）17:45　2単位 兵庫
第4回 西播磨関節リウマチ学術講演会
田辺三菱製薬（株）
平澤 真司
Tel.079-224-5051

9/16（木）19:10　1単位 大阪
第18回 大阪関節疾患学術講演会
近畿大学医学部整形外科
浜西 千秋
Tel.072-366-0221

9/15（水）20:00　1単位 大阪
南大阪リウマチ研究会
武田薬品工業（株）
鈴内 克昭
Tel.06-6204-2545

9/15（水）20:00　1単位 大阪
第15回 大阪RAフォーラム
田辺三菱製薬（株）大阪支店医薬部学
術部
南雲 成一郎　Tel.06-6205-5136

9/11（土）15:00　2単位 兵庫
運動器疾患/骨・関節フォーラム 神戸会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2617

9/11（土）17:30　1単位 大阪
大阪医科大学整形外科学教室同門会教
育研修会
大阪医科大学整形外科
中島 幹雄　Tel.072-683-1211

9/25（土）17:00　1単位 奈良
奈良地区リウマチセミナー
奈良県立医科大学整形外科
田中 康仁
Tel.0744-22-3051

9/25（土）18:00　1単位 大阪
第15回 近畿小児リウマチ・膠原病研究会
旭化成ファーマ（株）医薬大阪支店
松井 英記
Tel.06-7636-3400

9/18（土）19:00　1単位 奈良
第5回 NARA Meeting
中外製薬（株）大阪南営業所奈良オフィス
髙久 優
Tel.0742-33-6011

10/21（木）～23（土）21（木）12:10各1単位 大阪
  23（土）12:00
第12回 日本骨粗鬆症学会 骨ドック・健診分科会ランチョン
第12回 日本骨粗鬆症学会骨ドック・健診分科会事務局
木根 芙由美　Tel.06-6348-1391

10/21（木）～23（土）21（木）11:00 各1単位 大阪
  22（金）13:20　
第12回 日本骨粗鬆症学会骨ドック・健
診分科会事務局
木根 芙由美　Tel.06-6348-1391

10/16（土）17:00　1単位 大阪
第6回 リウマチ病診連携の会
大阪府済生会吹田病院整形外科
藤井 敏之
Tel.06-6382-1521

10/16（土）17:20　1単位 大阪
豊中市医師会整形外科医会・秋季学術
講演会
エーザイ（株）北大阪CO
三宅 潔　Tel.06-6831-5222

10/8（金）～9（土）8日（金）12:00 各1単位 大阪
 9日（土）12:00
第115回 中部日本整形外科災害外科学会ランチョンセミナー
大阪医科大学整形外科学教室
中島 幹雄　Tel.072-683-1221

10/28（木）　19:00　1単位 三重
第5回 三重膠原病フォーラム
旭化成ファーマ（株）医薬東海支店三重
営業所
野口 展正　Tel.059-224-0561

10/28（木）19:00　1単位 三重
第12回 伊勢志摩地区骨粗鬆症研究会
武田薬品工業（株）三重営業所
櫻井 大輔
Tel.059-226-1505

10/23（土）16:30　1単位 大阪
南大阪infliximabセミナー
田辺三菱製薬（株）
奥村 文和
Tel.06-6205-5255

10/23（土）18:00　1単位 京都
第10回 臨床免疫セミナーinKyoto
京都大学大学院医学研究科
藤井 隆夫
Tel.075-751-4380

10/21（木）～23（土）22（金）18:00 1単位 大阪
第12回 日本骨粗鬆症学会 骨ドック・健
診分科会イブニング
第12回 日本骨粗鬆症学会骨ドック・健診分科会事務局
木根 芙由美　Tel.06-6348-1391

11/6（土）17:00　1単位 京都
第8回 中丹リウマチ研究会
牧整形外科医院
牧 陽一
Tel.0773-23-4881

10/30（土）16:00　2単位 単位
第3回 関節リウマチ治療の最前線
田辺三菱製薬（株）大阪支店大阪西営
業所
平野 雅之　Tel.06-6205-5718

10/30（土）16:00　1単位 大阪
第22回 北河内リウマチ膠原病勉強会
関西医科大学附属枚方病院
和田 孝彦
Tel.072-804-0101

11/27（土）　18:10　1単位 大阪
大阪臨床整形外科医会（第224回）
堀口整形外科医院
堀口 泰輔
Tel.072-752-1420

11/19（金）　12:05　1単位 京都
第15回 日本関節症研究会学術集会ラン
チョンセミナー
藤田保健衛生大学医学部整形外科
石川 容子　Tel.0562-93-2169

11/18（木）19:00　2単位 兵庫
第16回 阪神リウマチセミナー
兵庫医科大学整形外科学教室
福西 成男
Tel.0798-45-6452

11/18（木）～19（金）18日（木）12:00 各1単位 京都
 19日（金）12:05
第38回 日本関節病学会ランチョンセミナー

（株）JTBコミュニケーションズコンベンション事業局
嶋根 真須美　Tel.06-6348-1391

11/18（木）～19（金）18（木）13:40　1単位 京都
第38回 日本関節病学会

（株）JTBコミュニケーションズコンベンショ
ン事業局
嶋根 真須美　Tel.06-6348-1391

11/13（土）18:00　1単位 大阪
第6回 近畿大学病診連携リウマチ研究会
アステラス製薬（株）
南口 和彦
Tel.072-226-2775

11/13（土）　17:00　2単位 京都
関節リウマチ治療戦略講演会
ファイザー（株）
花谷 一志
Tel.075-315-5721

11/11（木）19:30　1単位 兵庫
第15回 兵庫県骨・カルシウムを語る会
兵庫県医科大学整形外科学教室
楊 鴻生
Tel.0798-45-6452

9/25（土）19:00　1単位 岡山
第269回 岡山県臨床整形外科医会研修会
竜操整形外科病院
角南 義文
Tel.086-273-1233

9/16（木）20:15　1単位 岡山
第2回 OKAYAMAリウマチネットワーク
研究会
田辺三菱製薬（株）
山崎 浩之　Tel.086-232-2321

9/11（土）18:00　2単位 広島
第129回 備後整形外科医会学術講演会
寺岡記念病院整形外科医局
小坂 義樹
Tel.0847-52-3140

中国・四国

10/6（水）19:30　1単位 福岡
第1回 大牟田リウマチを考える会
参天製薬（株）福岡抗リウマチ薬チーム
平田 真生
Tel.092-411-0119

10/1（金）19:45　1単位 熊本
第3回 熊本リウマチ性疾患勉強会
熊本大学医学部付属病院膠原病内科
星乃 光有
Tel.096-344-2111

9/29（水）20:00　1単位 宮崎
第6回 Osteoporosis Clinical Network研究会
宮崎大学医学部感覚運動医学講座整形
外科学講座
渡邊 信二　Tel.0985-85-0986

9/22（水）19:00　1単位 大分
第4回 二豊リウマチフォーラム
川嶌整形外科医院
川嶌 眞之
Tel.0979-24-0464

9/17（金）19:45　1単位 福岡
第16回 筑後骨代謝・骨粗鬆症研究会
大日本住友製薬（株）九州北支店久留米
第1グループ
掘田 正人　Tel.0942-30-7712

9/10（金）19:30　1単位 熊本
第2回 熊本赤十字病院地域連携の会

（整形外科）
エーザイ（株）
榮田 修之　Tel.096-356-2611

11/6（土）18:30　2単位 広島
第167回 広島県臨床整形外科医会研修
講演会
原田リハビリ整形外科
原田 英男　Tel.082-870-5555

10/28（木）20:00　1単位 高知
第43回 高知リウマチ研究会
旭化成ファーマ（株）
阿部 英孝
Tel.088-825-3191

9/11（土）17:00　2単位 鹿児島
第21回 鹿児島リウマチ医の会
参天製薬（株）鹿児島医薬チームオフィス
中西 幸一
Tel.092-411-0119

10/23（土）12:15　1単位 香川
第21回 日本リウマチ学会中国・四国支部学術集会ランチョンセミナー
第21回日本リウマチ学会中国・四国支
部学術集会事務局
小川 倫弘　Tel.086-463-5344

10/23（土）11:00 15:40 16:40 各1単位 香川
第21回 日本リウマチ学会中国・四国支部学術集会
第21回日本リウマチ学会中国・四国支
部学術集会事務局
小川 倫弘　Tel.086-463-5344

10/21（木）　19:30　1単位 山口
周南地区学術講演会
武田薬品工業（株）山口営業所
井元 幹也
Tel.083-972-4114

10/29（金）19:00　2単位 熊本
第21回 熊本リウマチ研究会
熊本整形外科病院
本田 五男
Tel.096-366-3666

10/23（土）19:30　1単位 福岡
第5回 リウマチ医のための福岡肺障害研
究会
近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一　Tel.092-762-2380

10/21（木）19:30　1単位 大分
大分RA治療戦略セミナー
中外製薬（株）大分営業所
久保田 功一
Tel.097-537-7151

11/11（木）19:40　1単位 福岡
第13回 久留米リウマチ懇話会
参天製薬（株）福岡抗リウマチ薬チーム
平田 真生
Tel.092-411-0119

11/9（火）19:30　1単位 福岡
第2回 リウマチ治療を語る会
ファイザー（株）
山口 聡
Tel.093-531-5333

11/2（火）19:30　1単位 福岡
第11回 筑豊膠原病研究会
エーザイ（株）九州エリア福岡医薬四部
桜井 克之
Tel.093-551-5281

11/10（水）18:30　2単位 長崎
第24回 長崎骨粗鬆症研究会
中外製薬（株）長崎オフィス
前川 智彦
Tel.095-825-4772

11/19（金）　19:00　1単位 熊本
熊本赤十字病院講演
中外製薬（株）
原 篤史
Tel.096-359-6311

11/18（木）　19:30　1単位 福岡
第64回 北九州・筑豊リウマチ懇話会
旭化成ファーマ（株）医薬福岡支店北九
州営業所
鈴木 智巳　Tel.093-512-5115

10/22（金）19:30　1単位 愛知
第46回 瑞穂卒後研修セミナー
名古屋市立大学大学院医学研究科
松下 廉
Tel.052-853-8236

10/21（木）18:30　2単位 兵庫
第8回 阪神リウマチ治療研究会
兵庫医科大学内科学リウマチ・膠原病科
堀池 万知子
Tel.0798-45-6591

11/6（土）17:30　1単位 静岡
浜松オルトス勉強会
エーザイ（株）
中村 孝彦
Tel.053-455-1582

11/6（土）16:00　2単位 福岡
運動器疾患/骨・関節フォーラム 福岡会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2617

10/23（土）17:00　1単位 滋賀
第29回 滋賀県臨床整形外科医会
須津整形外科
須津 富鵬
Tel.0775-67-1671

11/18（木）～19（金）19日（金）9:25 1単位 京都
第38回 日本関節病学会モーニングセミナー

（株）JTBコミュニケーションズコンベンション事業局
嶋根 真須美
Tel.06-6348-1391

10/1（金）19:30　1単位 沖縄
第31回 沖縄リウマチ・膠原病懇話会
旭化成ファーマ（株）沖縄営業所
古謝 亜由子
Tel.098-869-9540

11/5（金）20:00　1単位 福岡
第86回 福岡リウマチ懇話会
近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一
Tel.092-762-2380

10/30（土）17:00　2単位 熊本
運動器疾患/骨・関節フォーラム 熊本会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2617

10/16（土）17:15　1単位 新潟
新潟トシリズマブ講演会
中外製薬（株）新潟オフィス
斎藤 健大
Tel.025-247-7331

いただける専門医がほとんどいない過疎
地域で，後藤氏の孤軍奮闘ばかりが目に
つき，まだまだ手作り感が強い上に，「体
験型臨床講義による地域医療のボトム
アップ」と言うことができようか。

出席した医師は 20 数名，開業医の方，

大学の方，病院のかた様々であったが，
完全な非専門医ばかりかというとそうでは
なかった。日々 リウマチ患者さんには臨床
である程度接している方が多かったようで
ある。

しかし，それでもリウマチという疾患は
その鑑別や診断に迷いを生じ
させやすいものである。そこを
解決すべく，大学のカンファラン
スのように自身の診断の是非を
公開の場で討議しあう機会を
持ち続けるための会，というの
は有意義なのではないかという
わけである。「横浜北部リウマ
チネットワーク」はまさしくその
ような場であった。

聖マリアンナ医科大学西部
病院呼吸器科 駒瀬裕子氏が

「リウマチと呼吸」ということ
で胸部レントゲンの読影の基本
を解説した後，発表者自身が
日ごろ経験した患者のレントゲ
ン画像を持ち込み，出席者に
その診断を問いかけ，お互い

に疑問を解決するセッションあり，超音波
診断（エコー）の読影経験豊富な演者
を出席者がとり囲み，順次実技指導を受
けるような，通常の講演会とはまるで違う，
小規模でのハンズオンセミナーのようなも
のまであった。これらは当然，出席した医
師間のコミュニケーション醸成の潤滑
油ともなって，地域のネットワークでは
重要な「顔の見えるネットワーク」構
築に一役買うこともねらったものであろ
う。この手の講演会では定番の懇親
会や名刺交換の場は設けられていな
かったが，その必要もあまり感じなかっ
たのも事実である。

本会は，まだ産声を上げたばかり
であるので，次回が同じようなスタイ
ルで実施されるかはまだまだ分からな
い。今回の実績や反省を受けて，次
回はまた，後藤 編集委員長が何らか
の新しい試みを行うことであろう。
「理想のリウマチネットワーク」とは

何か，まだ先は見えないが，今後も「リ

関節エコー所見報告書

検査日 年 月 日

 医院

依頼医師 クリニック

 医師氏名

医師記入 技師記入
腫脹 圧痛 滑液貯留・滑膜肥厚 血流 骨びらん
  ＋　－ ＋　－ 　mm ＋　－ 0　1　2　3 ＋　－
  ＋　－ ＋　－ 　mm ＋　－ 0　1　2　3 ＋　－
  ＋　－ ＋　－ 　mm ＋　－ 0　1　2　3 ＋　－
  ＋　－ ＋　－ 　mm ＋　－ 0　1　2　3 （＋　－）

  ＋　－ ＋　－ 　mm ＋　－ 0　1　2　3 ＋　－
  ＋　－ ＋　－ 　mm ＋　－ 0　1　2　3 ＋　－
  ＋　－ ＋　－ 　mm ＋　－ 0　1　2　3 ＋　－
  ＋　－ ＋　－ 　＋　－ 0　1　2　3 （＋　－）

  ＋　－ ＋　－ 　＋　－ 0　1　2　3 （＋　－）

  ＋　－ ＋　－ 　＋　－ 0　1　2　3 （＋　－）

R MP2
R MP3
R PIP2
R WRIST

L MP2
L MP3
L PIP2
L WRIST

R KNEE

L KNEE

 医療法人社団　緑成会

 横 浜 総 合 病 院

検査技師

超音波診断の実技を始める大野氏と出席者

ウマチネットワーク」に関しては追加取材
を続けていくことになるので，我こそはと
思われるリウマチネットワークの関係者は
自薦他薦を問わず，編集委員やリウマチ
財団にご連絡を請いたい。

（編集部）

会場で配布された検査予約票

近畿

11/25（木）　19:00　1単位 兵庫
Tocilizumab Expert Meeting
中外製薬（株）兵庫営業部
村上 陽一
Tel.078-241-6851

九州・沖縄

10/7（木）19:45　1単位 静岡
抗サイトカイン研究会（第11回）
田辺三菱製薬（株）
宮坂 香織
Tel.054-253-7731

11/26（金）19:30　1単位 愛知
第48回 瑞穂卒後研修セミナー
名古屋市立大学大学院医学研究科
松下 廉
Tel.052-853-8236

10/8（金）～09（土）8:30　1単位 大阪
第115回 中部日本整形外科災害外科学会
大阪医科大学整形外科学教室
中島 幹雄
Tel.072-683-1221

10/2（土）16:00　1単位 京都
府医学術講演会（京都整形外科医会）
橋本整形外科
橋本 秀輝
Tel.077-431-4511

11/6（土）17:00　1単位 大阪
第3回 骨・関節懇話会
田辺三菱製薬（株）大阪支店大阪西営
業所
島田 暢茂　Tel.06-6205-5718

11/6（土）15:10　2単位 大阪
第5回 大阪京阪生物学的製剤を学ぶ会
田辺三菱製薬（株）大阪支店枚方営業所
武井 陽平
Tel.072-843-3023

10/17（日）10:45 13:45 各2単位 島根
第27回 中国・四国リウマチ医の会
ファイザー（株）リウマチ事業統括部西日
本営業部中国第二営業所
馬場 淳一　Tel.0859-34-4500

10/6（水）19:05　2単位 岡山
第6回 岡山運動器疾患研究会
帝人ファーマ（株）広島支店岡山営業所
足立 真次
Tel.086-234-1727

10/19（火）19:30　1単位 長崎
第6回 トシリズマブ適正使用研究会
中外製薬（株）長崎オフィス
前川 智彦
Tel.095-825-4772

10/16（土）15:00　2単位 長崎
運動器疾患/骨・関節フォーラム 長崎会場

（株）メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2617

9/30（木）19:15　1単位 福井
福井県臨床整形外科医会リウマチ研究会
片山整形外科
片山 元
Tel.0776-35-2400

11/25（木）　19:15　1単位 愛知
第12回 リウマチ懇話会
ファイザー（株）
油座 聡
Tel.052-231-8611

11/25（木）19:30　1単位 新潟
第9回 新潟運動器QOL研究会
新潟大学医学部整形外科学教室
遠藤 直人
Tel.025-227-2272

9/30（木）20:00　1単位 兵庫
第2回 阪神骨とリウマチ研究会
中外製薬（株）尼崎オフィス
甲斐 吉浩
Tel.06-6401-2466

11/6（土）18:20　1単位 大阪
関節疾患フォーラム
中外製薬（株）大阪支店医薬情報管理室
奥田 裕子
Tel.06-6350-6360

9/30（木）19:30　1単位 島根
島根RAセミナー
島根大学医学部膠原病内科
村川 洋子
Tel.0853-20-2196

10/7（木）19:30　1単位 長崎
第19回 県北リウマチ研究会 
田辺三菱製薬（株）九州支店長崎第二
営業所
亀谷 真治　Tel.095-824-5300

レントゲンを覗きこむ出席者たち

11/20（土）18:30　1単位 石川
第10回 石川リウマチ薬物治療研究会
武田薬品工業（株）京都支店金沢営業所
大谷 行寛
Tel.076-262-7331

11/20（土）18:00　1単位 兵庫
第4回 神戸東リウマチ性疾患連携の会
神戸大学医学部付属病院リウマチセン
ター
柱本 照　Tel.078-382-5680

11/16（火）19:30　1単位 広島
第30回 備後リウマチ懇話会特別講演会
ファイザー（株）リウマチ事業部統括部中
国第一営業所
平岡 尚文　Tel.082-502-7311
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アバタセプトの全例調査へのご協力について／厚生労働省への要望書提出

アバタセプト製剤の製造販売後調査への協力について

アバタセプト製剤の製造販売後調査への協力依頼について，厚生労働省医薬食品局審査
管理課長より財団理事長宛依頼文書が参りました。本財団としては特に調査委員会を設置致し
ませんが，リウマチ登録医の先生方のご尽力，ご協力をもってこれに応えたいと思います。宜しく
お願い致します。 平成 22 年 7 月 26日

財団法人 日本リウマチ財団　医療保険委員会委員長　井 上　 博

日本リウマチ財団リウマチ登録医 各位

第６回医療保険委員会開催される。

平成２２年７月４日（日）　於：八重洲富士屋ホテル　あんず・なつめの間

第６回の医療保険委員会が開催され，ＭＴＸの増量問題，生物学的製剤の化学療法加算問
題，関節リウマチ診断の検査項目の問題，リウマチに関するリハビリ専門医の問題，生物学的
製剤を使用する保険医療機関指導の問題等，診療報酬を中心とした医療保険制度上の問題
点について幅広い問題を検討協議した。

検討結果については次の通り厚生労働省の関係部局長に要望書を提出した。
なお，日本医師会からオブザーバーとして参加していた宝住与一先生に替わり，中川俊男先

生が参加することになった。
財団法人 日本リウマチ財団　医療保険委員会委員長　井上　博

医療保険委員会報告

 日リ財発第  84  号
 平成 22 年 8 月3 日
厚生労働省 保険局長　殿
 保険局 医療課長 殿
 医薬食品局長　殿
 医薬食品局 審査管理課長　殿

財団法人 日本リウマチ財団
理事長 　髙　久　史　麿

リウマチ医療に関する要望について

平素は当財団の運営に御指導，御鞭撻を賜り厚く御礼を申し上げます。またこの度は，早期
承認をお願いしておりましたアバタセプト製剤について，関節リウマチの適応薬として製造販売承
認されました事に感謝を申し上げます。アバタセプト製剤の全例調査等については，当財団の登
録医もこれに協力して行きたいと考えております。当財団の 3,500 名弱の登録医が全国各地
において，関節リウマチのプライマリーケア医として活躍しているところでありますが，第一線で活
躍するこれら登録医としては，次のような切実な要望を持っており，日常診療に支障をきたさない
よう，また，関節リウマチ患者の適正な医療が確保できるよう，これら要望を叶えて戴きたく，宜し
くお願い申し上げます。

以下の問題はリウマチ医療にかかわる医療機関の共通の課題と考えております。
１．アバタセプト製剤の外来化学療法加算について

先月，製造販売承認されたアバタセプト製剤につきましては，9 月初旬にも薬価基準収載し，
販売される見込みと承知しておりますが，本製剤につきましては，薬価基準収載，販売と同時に
外来化学療法加算を認められたいこと。
２．アバタセプト製剤の出来高算定について

ＤＰＣ対象医療機関におけるアバタセプト製剤につきましては，他の生物学的製剤同様包括と
せず，出来高算定とされたいこと。
３．関節リウマチ診断の検査について

昨年，欧米では関節リウマチの診断基準が改定され，ＲＦ因子，抗ＣＣＰ抗体検査が重要で
不可欠と位置付けられました。しかしながら，本邦ではこの検査に制限があり，このままでは，欧
米の早期診断に後れを取るばかりか，関節リウマチ患者の治療戦略である早期診断，早期治療
を阻害する事になりかねません。

以上のことから，初診時又は疑い症例の際は，ＲＦ因子，抗ＣＣＰ抗体，ＭＭＰ－３の検査が
同時に実施出来ることとし，3 項目を同一日に算定出来るようにされたいこと。

以上のこと，実現方宜しくお願いいたします。
なお，線維筋痛症に対するガバペンの適応，ＭＴＸの増量問題など，従前の要望をも併せて

実現くださるようお願い申し上げます。

リウマチ医療に関する要望について

平成 22 年度より（財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師制度が発
足したところであるが，財団登録リウマチケア看護師を目指す看護師さんを対
象に「（財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修会」が開催された。
財団においては毎年度全国 6 地区において，リウマチの治療とケア研修会を
開催しており，これとは別に臨時の研修会として，関係企業の協賛を得て開催
したものである。8 月 29 日東京で開催されたこの研修会には，44 都道府県
から 350 名を超える参加申し込みがあり，当日は新人から看護師歴 47 年の
ベテランまで 340 名弱が参加し，財団のリウマチケア専門職検討会，松本美
富士委員長を中心とした検討会委員，日本看護協会看護研修学校主任教員 東
森由香先生等講師陣の講演を熱心に聴講した。

朝の 9 時半から始まった研修会は，午後４時 30 分が終りであったが，ラン
チョンセミナーが開催されたこともあり，殆ど休憩時間がなく大変過密なスケ
ジュールであったにも関わらず，席を立つ者もなく，静かな中に熱のこもった
研修会であり，看護師の向学心，意気込み，登録リウマチケア看護師制度に対
する関心度を膚で感じとるに十分な会場の雰囲気であった。当日，会場で実施
したアンケート調査の概要は次のとおりであり，この結果を見ても，この日本
リウマチ財団登録リウマチケア看護師制度に関するリウマチ医療従事者の期待
度，関心度の大きさを読み取ることができる。

会場の様子（円内は松本 美富士 先生）

設問．本日の研修会参加について
（１）自発的参加 …………………… 115 人
（２）勤務先の上司等からの勧め … 82 人
（３）（１）と（２）の双方 ………… 119 人
設問．リウマチケア看護師として登録したい

と思いますか？
（１）本年度登録したい …………… 188 人
（２）来年度以降登録したい ……… 90 人
設問．職場の同僚，知人の看護師への応募を

進めたいと思いますか？
（１）思う …………………………… 299 人
（２）思わない ……………………… 12 人
設問．本日の研修会に満足しましたか？

（１）満足 …………………………… 273 人
（３）不満足 ………………………… 6 人

（財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修会が開催される

薬食審査発 0723 第 3 号　平成 22 年 7 月23 日

日本リウマチ財団　理事長　殿
厚生労働省医薬食品局審査管理課長

アバタセプト製剤の製造販売後調査への協力依頼について

アバタセプト製剤（販売名：オレンシア点滴静注用 250mg）については，本日，「関節リ
ウマチ（既存治療で効果不十分な場合に限る）」を効能・効果として製造販売承認（以下「本
承認」という。）を行ったところです。

本承認に関しては，
・製造販売後，一定数の症例に係るデータが蓄積されるまでの間は，全症例を対象に使

用成績調査を実施することにより，本剤の安全性及び有効性に関するデータを早期に
収集し，本剤の適正使用に必要な措置を講じること。

・大規模な製造販売後調査を実施し，本剤の安全性について十分に検討するとともに，
長期投与時の安全性，感染症等の発現について検討すること。

・本剤の有効性（関節破壊の進展防止に関する評価を含む ) 及び安全性等を確認する
ため，適切な対照群をおいた二重盲検比較臨床試験を製造販売後に実施すること。

を承認条件としましたので，本剤の適正使用のほか，特に，製造販売業者が実施する全
例調査を含む製造販売後調査について貴会会員の協力方宜しくお願いします。
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【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 副院長
  岡田正人　聖路加国際病院アレルギー膠原病科 （成人・小児） 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腎・リウマチ膠原病内科 教授
  村島温子　（独）国立成育医療研究センター 母性医療診療部部長

今月下旬，わが国では 5 番目の生物学的製剤となるアバタセ
プトが発売される。これで，TNF 阻害薬 3 剤に加え，IL-6 阻
害薬とこの T 細胞選択的共刺激調節薬の作用機序の異なる
2 剤が RA 治療に利用できるようになる。1990 年代には疾患が
成立した RA では T 細胞を中心とする免疫反応の病態的役割
は極めて乏しいとの考え方が優勢であったので，臨床試験によ
りサイトカイン阻害薬に匹敵するアバタセプトの効果が証明され
たのには正直驚いた。RA 病態の複雑さを改めて認識させら
れた次第である。いずれにしても，炎症性サイトカインではなく，
T 細胞反応に重要な免疫分子を標的とする唯一の治療薬であ
るので，TNF 阻害薬抵抗例や免疫反応の関与が強いとされ
る早期例に対する有効性が大いに期待される。今月は，さらに
ACR/EULAR 共同の新しい関節リウマチ分類基準が各々の学
会誌に正式発表された。この基準の普及により早期診断・治療
戦略が急速に進むことは確実で，今後，関節破壊，ADL 低下，
生命予後など RA 患者さんの長期的アウトカムは著しく改善され
ることは間違いない。

しかしながら，このような質の高い医療を実践するためには，

専門医を中心に多くのコメディカルが参加する医療チームを構築
する必要がある。本財団はこの春に「登録リウマチケア看護師
制度」を創設し，定着に向け活動を展開している。今月号特集
はこの制度の意義および課題・展望についての座談会で，医
療側，行政側の先生方を交えて忌憚のない意見交換が行われ
た。生物学的製剤導入に伴う薬剤費と治療コストの増加，注射
薬投与管理や副作用監視・治療のための医療現場の負担増大，
またこれに対する高額療養費制度や診療報酬改定の問題など，
RA の高度先端医療を支えるには，わが国の医療制度全般の
中で解決しなければならない課題も多い。一方，全ての患者に
適切な医療を提供するためには，リウマチ専門医の育成と増員
が喫緊の課題である。特別企画では財団法人甲南病院加古
川病院における女性医師の活躍と共に，女性医師に対する勤
務支援環境の改善の取り組みや女性医師によるリウマチ診療の
メリットが紹介されている。

今後とも，財団ニュースではチーム医療，女性医師勤務環境，
さらに医療制度構築など，リウマチ医療を取り巻く多様な課題を
取り上げていきたいと思います。全国的に歴史的な 9 月の気温
上昇を記録していますが，今年が異常気象の始まりではないこ
とを願うのみです。皆様方には体調管理に呉 も々お気を付け下
さい。

（愛知医科大学腎臓・リウマチ膠原病内科　山村昌弘）

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 22 年 6 月・7 月〜

岩瀬 清子様
株式会社デュアルタップ様

原 豊昭様

●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。

地区名 開催日 開催場所 世話人 申込先

岩　手 10/31（日）
盛岡市
ホテルメトロポリタン
盛岡本館

嶋村　正 教授
岩手医科大学　整形外科学講座

（株）レディオコム内「岩手地区リウマチ教育研修会」事務局
① 郵送 〒 101-0047　東京都千代田区内神田 2-7-10 松楠ビル 7F
② web 申込 http://radiocom.co.jp/iwate2010/

埼　玉 平成 23 年
1/23（日）

さいたま市
大宮ソニックシティ

織田　弘美 教授
埼玉医科大学　整形外科学講座 未　　定

静　岡 平成 23 年
1/16（日）

浜松市
アクトシティ浜松
コングレスセンター

小川　法良 講師　浜松医科大学第三内科
宮本　繁仁 院長　みやもと医院 未　　定

滋　賀 平成 23 年
1/16（日）

大津市
県立県民交流センター
ピアザ淡海

松末　吉隆 教授
滋賀医科大学　整形外科 未　　定

山　口 平成 23 年
3/13（日）

山口市
山口グランドホテル

田中　浩 診療部長
山口県立総合医療センター　整形外科 未　　定

熊　本 12/5（日）
熊本市
崇城大学市民ホール

（熊本市民会館）

束野　通志 副院長
熊本整形外科病院 未　　定

日本リウマチ財団主催によるリウマチ教育研修会は，下記のように開催する予定です。
研修単位は次の資格条件の単位に充当できます。
日本リウマチ財団登録医資格取得単位（直近 5 年間で 20 単位）
日本リウマチ財団登録医資格更新単位（直近 3 年間で 12 単位）
研修会に参加ご希望の方は，事前申込が必要です。

〔申込方法〕「○○地区リウマチ教育研修会申込」とし，氏名，勤務先，科名，連絡先住所，
電話番号，財団登録医は登録番号を書き，返信用封筒（宛先を書き80 円切手貼付）を同封
のうえ申込先へお申込み下さい。

〔受講料〕 登録医 7,000 円 一般医 10,000 円
〔テキスト〕『リウマチ病学テキスト』（平成 22 年度発行）を使用します。
 受講者には単位取得証明書（教育研修単位記載）をお渡しします。
 詳細は決まり次第ホームページ等に掲載します。

平成22年度リウマチ教育研修会　開催予定

開催地区名 開催日 開催場所 世話人 申込先

北海道･東北 10/3（日）
盛岡市　　　　　　　　
いわて県民情報交流セン
ター（アイーナ）

嶋村　正　教授
岩手医科大学　整形外科学講座

岩手医科大学整形外科学講座　田島克巳先生
〒 020-8505　岩手県盛岡市内丸 19-1
必要事項を記載し、必ず返信用封筒（80 円切手貼付、送付先記入）
を同封の上お申し込み下さい。

関東・甲信越 11/14（日） 東京都千代田区
ベルサール飯田橋

川合 眞一　教授
東邦大学医療センター大森病院 膠原病科

日本リウマチ財団　事務局
① FAX：03-3946-7500
② E-mail：kenshukai@rheuma-net.or.jp

 東海・北陸 9/12（日） 富山市
ボルファートとやま

木村 友厚　教授
富山大学　医学部整形外科

（株）レディオコム内
「東海・北陸地区　リウマチの治療とケア研修会」事務局
①郵送 〒 101-0047 東京都千代田区内神田 2-7-10 松楠ビル 7F
② web 申込み http://radiocom.co.jp/toyama2010/

近　　畿 平成 23 年
2/12（土）

大阪市
大阪・毎日新聞ビル
オーバルホール

行岡 正雄　院長
行岡病院 未　　定

九　　州  11/21（日） 鹿児島市
鹿児島県医師会館

松田 剛正　院長
鹿児島赤十字病院

日本コンベンションサービス（株）竹内氏
① FAX：06-6221-5938
② E-mail: racare@convention.co.jp　

問合せ先：日本リウマチ財団　TEL：03-3946-3551

医師をはじめ，薬剤師，看護師，その他保健，医療，福祉，介護，行政等に従事する方ならど
なたでも受講できます。

受 講 料：無料
申込方法：参加ご希望の方は，「○○地区リウマチの治療とケア研修会申込」と記載し，必要事

項（①氏名 ②勤務先・科名または部署名 ③職種 ④所在地 ⑤電話番号 ⑥ファッ
クス番号）をご記入の上，各地区の申込先へ事前にお申し込み下さい。

研修単位：登録医教育研修単位，２単位
 理学療法士単位，作業療法士単位，各１単位
 当財団登録リウマチケア看護師単位，４単位

日本リウマチ学会専門医及び日本整形外科学会認定リウマチ医の単位については，各地区申
請を予定しています。

また，リハビリテーション学会の単位については，プログラムにより申請を予定しています。詳細は，
日本リウマチ財団リウマチ情報センターでみることができます。

平成22年度リウマチの治療とケア研修会　開催予定
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