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佐世保中央病院の
地域医療連携制度

後藤：高齢化，病院間の機能分化が進むな
かで，「当院でしかできないものを目指す」
というポリシーのもと，リウマチ医療に特
化しようというお考えがはっきりあったの
でしょうか。
植木：そうですね，他の施設が手掛けてい
ないといいますか，以前は私以外にこの周
辺ではリウマチ専門医が見当たらなかった
のもその理由の１つです。とはいえ，佐世
保市立総合病院に前長崎大学教授の江口勝
美先生が院長として着任されたので，今で
は市立総合病院と協同してこの地域のリウ
マチ医療を進めていこうという方向性に
なっています。以前はリウマチ患者さんの
多くは，最初に開業の整形外科を受診され
ておりました。当院でも整形外科のクリ
ニックからの紹介がほとんどという状況で
あったため，地域医療連携をすすめること
で，病院の特色が出たともいえます。
後藤：では，主題である佐世保中央病院の
地域医療連携についてお聞きします。現在
のベッド数は 310 床ということですが，他
施設の主治医の先生も共同で入院患者の診
療に当たるという，オープンシステムの
ベッド数は何床確保されているのですか。
植木：26床です。地域医療支援病院として，
病室や医療機器のオープン化を実施してお
り，他病院の医師が自由に来院して，診察
や処方が可能なように環境整備をしていま
す。
後藤：そのようなシステムは，米国ではよ
くみられるものですが，日本ではまだまだ
普及していないですね。こちらの病院のシ
ステムは円滑に運営されていると聞いてい
ますが，そのポイントは何でしょうか。例
えば，外部の医師が院内に入って来ると，
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佐世保地区の医療圏の特徴

後藤：佐世保中央病院では，交通不便地域
や離島を医療圏に抱えながら，独自に病診
連携のシステム化を進められ，大きな成果
をあげていることに以前から注目していま
した。今回の企画は，その評判から弊紙で
ぜひ紹介したいと編集会議で希望を出して
実現したものです。病院を訪ねてまず目に
ついたのは，入り口周辺でいろいろな情報
を公開されていることですが，あれだけ大
量かつ詳細に連携先の情報を開示している
病院はそれほど多くないと思いますがいか
がでしょう（図 1）。
植木：有難うございます。定期的に更新し
ながらなるべく多く公開しています。
後藤：在住している地域の連携先が一目で
わかることは重要なことです。では佐世保

地区の医療圏の特徴についてお聞かせくだ
さい。
植木：明治初年の佐世保は小さな漁村だっ
たのですが，1889 年に旧海軍の根拠地で
ある佐世保鎮守府が置かれたため急速に発
展し，海軍の造船部開業（現在の佐世保重
工業），佐世保と福岡を結ぶ鉄道の敷設な
どが相次ぎ，1902 年には村から一気に市
制に移行しました。そのため，佐世保海軍
工廠職工共済会病院（現在の佐世保共済病
院），少し遅れて佐世保市立総合病院が急
ごしらえで造られました。戦後，長崎労災
病院も造られています。現在の人口は約
26 万人で，米軍，自衛隊が駐屯しており，
公務員の人口が多く，比較的安定した生活
を営む人が多いため，生活保護の受給率も
低くなっています。また全国的な例にもれ
ず，65 歳以上人口が 25% 近くと高齢化が
進んでいます。
後藤：急ごしらえの都市で大きな病院が幾
つもあるということですが，そのような環
境の中で，佐世保中央病院（のリウマチ医

療）としてはどのような経営戦略をこれま
で立てられてきたのでしょうか。
植木：先に述べたように現在では「当院で
しかできないものを目指す」というのが 1
つの柱になっています。それほど大きくは
ない都市部に大規模病院があったため，佐
世保市や周辺の大規模病院間で診療科の集
約が行われた結果，当院ではリウマチ医療
の一翼となる整形外科を一時閉鎖していま
す。つまり佐世保市では，各総合病院が機
能分化を遂げ，当院のリウマチ患者さんで
整形外科的な処置が必要な場合は，整形外
科を有する他の総合病院に紹介するように
なっています。もちろん，今後再度大学か
ら整形外科医が派遣されるような状況下に
なれば，当院でもいつでも整形外科を再開
できる準備はしていますが・・。
後藤：背景にあるのはやはり医師不足なの
ですね。
植木：その通りです。厳しい医師不足がこ
の地域の背景にあります。長崎大学医学部
の定員は 120 人。そのうち県内出身者は
約 3割にとどまります。卒業後は県外者の
ほとんどが出身都道府県に戻り，入れ替わ
りに，本県出身者で県外の大学で学んだ医
師が約 30 人戻り，国立病院機構の長崎医
療センターに全国から約 20 人集まり，最

終的に合計すると毎年 80 ～
90 人が県内で初期研修を受
けることになります。これ
では医師不足は慢性的にな
らざるを得ません。
後藤：看護師に関してはい
かがですか。
植木：看護師も，県外に出
て行くことが多いです。特
に大都市である福岡方面が
多いでしょうか。

地域医療を包括的にみていこうという機
運は脳卒中やがんなどの領域で全国的に広
まりつつあるが，ことリウマチ医療に限っ
ては専門医の量的不足，診療科の有無や
標榜の違いなどで必ずしも他領域の進捗に
勝っているとは言えない現状がある。
生物学的製剤の自己注射に対する普及

啓発活動，肺疾患発症対策を主題とした
製薬メーカーの後押しによって，病診で「顔
の見える」医療は他に先んじている部分も
あるにはある。しかしながら，リウマチ患
者さんを全人的に見ているかというと，リ

ウマチ性疾患が多彩な面を持ち合わせてい
る疾患であることを考えるに，製薬メーカー
のプロモーションの後押しが薄れた後に，
限られた医療資源の中で患者さんを効率よ
く病診で配置できるかはいまだ不透明では
なかろうか。
今回訪問した佐世保中央病院は，この

包括的な地域医療がシステマチックに運営
され，成功している，と評判の病院である。
弊紙は，その秘訣が果たして一般化できる
内容であるか，植木院長と医療連携の担い
手のスタッフを現地に訪ねた。

左から看護師 井元陽子氏，薬剤師 平方尚之氏，後藤編集委員長，植木 幸孝先生，医局秘書 溝口栄子氏

話し手
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井元 陽子氏  糖尿病リウマチ膠原病センター看護師
溝口 栄子氏 医局秘書課
聞き手
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図１ 病院玄関付近における情報公開の表示
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植木：期間を区切って，常に掲示するよう
にしています。
後藤：リウマチに限った場合の紹介率，逆
紹介率の現状はいかがですか。
植木：紹介率は非常に高く，紹介患者さん
は 90% 以上です。月によっては 100% 紹
介患者さんということもあります。
後藤：患者さんは遠方からも来られると思
いますが，そのような方はこちらで診療を
受け後はスムーズに紹介元のクリニックの
先生に戻りますか。そこがなかなか難しい
点ではないのでしょうか。
植木：数年前までは，当院にRA患者さん
が集中してあふれていたのですが，当院の
機能を医師からだけでなく，看護師や事務
方からも伝えるようにしたところ，ここ 1
～ 2年は戻るようになりました。戻ってい
ただく際にも「3ヵ月か半年に一度は必ず
基幹病院を受診して，点検するようにしま
しょう」と伝えることで 8～ 9割の患者さ
んは納得されます。
後藤：受け入れ側のクリニックに不安はな
いのでしょうか。
植木：地域医療連携センターのシステム（メ
ディカル・ネット 99）の中に，「医療機関
検索」の画面（台帳）があります。その画
面には地区ごとに医療機関名が一覧できる
ようになっており，リウマチ診療の可否，
MTX投与の可否，生物学的製剤投与の可
否などが併せて検索できますし，戻っても
らう医療機関を決めることができます（図
２）。また，例えば以前から高血圧でかか
りつけの先生を受診している患者さんの場
合，連携センターの看護師が電話で「患者
さんが，リウマチ治療について当院と連携
の上，かかりつけの先生に診てもらいたい
と希望している」と伝えると，8割程度は
受け入れてもらえます。ただ，MTX投与
可で受け入れてもらえる施設は，登録施設
全体の 3～ 4割程度です。
後藤：この画面（図２）ですと，自院の診
療レベルを公開しているようなものですか
ら，ある意味でそのクリニック，病院によっ
ては公開を躊躇する情報ですね。
植木：そうですね。この点は情報提供など
フォローが必要だと思います。一方，ほと
んどがリウマチ科を標榜している先生では
ないので，生物学的製剤などの投与の可否
について公開することにはあまりこだわっ
ていないようです。
後藤：「不可」と表示した施設の先生には，
勉強会への参加を呼び掛けることなどが有
効でしょうね。
植木：はい。連携センターでは無理なく紹
介，逆紹介ができるよう配慮しています。
患者さんが，どうしてもかかりつけ施設で
診てもらいたいと希望されると，先方の主
治医の先生も「無理にでも受け入れなくて
はならないか」という受け止め方になりま
す。その点は情報をもとにはっきり線引き

院内のスタッフの間にはやはり拒否感が生
まれると思います。そこをどのように緩和
されていますか。
植木：「拒否感の緩和」という点では，私
自身が連携をどんどん進めようとしている
影響が大きいのかも知れません。今現在，
取り組みを特に進めているのは，開業医の
先生の在宅医としてのかかわりと，病院医
師のかかわりをより強く連携させることに
あります。そこで，当院の地域医療連携セ
ンターに外部のクリニックから連絡があれ
ば，患者さんとクリニックの先生をわれわ
れが当院でお待ちし，クリニックの先生に
白衣，ID，パスカードをお渡しして共同
で診療に当たる体制を作っています。
後藤：では，佐世保地域のように，離島，
山間部が多い場合，わざわざ来院しなくて
も，IT を利用した対応などは考えられな
いでしょうか。
植木：本当はそこまでのレベルに持って行
きたいところです。しかし，現状は地域医
療連携センターの職員が各医療機関を定期
的に巡回しています。
後藤：最近は患者さん教育に時間を要する
治療も増えていますが，患者さんの教育は
連携先の先生が担当されるのですか。
植木：基本的にはリウマチ治療は，メトト
レキサート（MTX）も含め生物学的製剤も，
クリニックの先生方に担当いただいていま
す。しかし当院で治療開始する患者さんは，
当院で自己注射などが確実にできるように
教育しますが，連携医療機関で最初から開
始される場合もありますので，各医療機関
でも教育可能なようになっています。
後藤：最近のリウマチ診療では，基礎医学
的知識を要する薬剤も処方されますが，開
業の先生方への情報提供については，何か
問題や対策をとっていますか。
植木：その点については，4ヵ月に1回程度，
研究会や勉強会を開催し情報共有に努めて
おります。
後藤：連携先の看護師のご指導・教育そし
て情報共有はどのようにされていますか。
井元：以前は，研究会や勉強会の出席は医
師に限られていましたが，ここ 3～ 4年は
看護師などのメディカルスタッフも出席す
るようになりました。不定期ではあります
が，ＲＡケアナースを中心として，院外に
出向いて，コメディカルスタッフ向けの勉
強会を開催し，学びの場を設けるようにし
ています。当院が連携を開始する際には，
地域連携センターの職員だけでなく，現場
の看護師も必ず同行し，医師だけでなく，
多くのメディカルスタッフ，事務職の方も
巻き込んで連携の説明をし，現状について
も聴取するようにしています。そのような
場で，連携先のメディカルスタッフと顔が
見える関係になれます。そうなれば，研究
会や勉強会の案内がスムーズに出せます。
後藤：地域医療連携センターは，どのよう

して，逆紹介先が気持ちよく受け入れられ
る形にしなければなりません。
後藤：私も，周辺の開業の先生がご自身の
技量をオープンにされないので，逆紹介に
苦労したことがあります。その点，この検
索画面のように公開されることは連携がう
まくゆくポイントでしょうね。

メディカル・ネット99の
課題と今後

後藤：先生のご説明から佐世保中央病院独
自の患者サポートシステム，「メディカル・
ネット 99」は，データベースがしっかり
整備されているという印象を受けました。
植木：このシステムはリウマチに限らずあ
らゆる診療科の患者さんを対象に当院独自
に構築したものです。
また，当科ではメディカル・ネット 99
とは別に，個々の患者さんの，生物学的製
剤や抗ﾘｳﾏﾁ薬の内服状況，ステロイドの内
服状況をＲＡ台帳として電子カルテの中に
作りこんでいます（図 3）。例えばDAS28-
ESR2.6 とで患者さんを抽出できますし，
主治医別の疾患活動性といった条件でも抽
出可能です。
後藤：データベースを見ると，独居の患者
さんも相当数ですね。
植木：そうです。とにかく独居の患者さん
のケアは大変です。患者さんは自分自身だ
けが頼りという状況ですから。平戸のよう
に遠方で交通の便が悪い地域の独居の患者
さんは，近隣の方のマイカーに便乗して来
院されます。
後藤：クリニックがないような離島の患者
さんにはどのように対応されていますか。
植木：離島の患者さんでも当院でしっかり
診るという方針で対応しています。とくに
夜間の場合は，当院の救急部に連絡しても
らい，受け入れを一切断りません。
後藤：それは大変なことですが，離島から
夜間に電話が来た場合具体的にどのように
対応されるのですか。搬送はどのようにし
ていますか。
植木：搬送は，夜間の離島の場合には患者
さんが漁船を借り受けて来院ということに
なります。ドクターヘリも日没後は飛ばす
ことができないからです。
後藤：自分で漁船などを手配できない患者
さんは，夜間はどうしようもないわけです
ね。
植木：そこが本当に厳しい現実です。ただ，
リウマチ症状だけで夜間に搬送が必要だと
いうことはあまりありません。
後藤：このシステムデータは，院外のクリ
ニックの先生方も自由にアクセス可能なの
でしょうか。
植木：メディカル・ネット 99 につきまし
ては患者さんの同意があればクリニックの

先生方にも ID を発行して，イ
ンターネット経由で電子カルテ
が閲覧できます。ただ，双方向
性は持たせていなく，当院から
各クリニックの電子カルテには
アクセスできません。
RA台帳につきましては個人

情報もあり，クリニックの先生
からアクセスはできません。
後藤：各クリニックはシステム
管理の経費をかけずに患者さん
の管理がメディカル・ネット 99
上でできるということでもあり
ますね。
ところで，これまで地域のク

リニックにおいて生活習慣病を
受診されていた患者さんが，リ
ウマチで紹介されて来院した場

な体制で運営されているのですか。
井元：医師，看護師，医療ソーシャルワー
カーに事務職がかかわっています。
後藤：看護師については，リウマチ財団で
は登録リウマチケア看護師制度と研修を実
施していますが，この認定を受けた看護師
はおられますか。
井元：もちろんいます。以前は，当院独自
の認定制度を作り，リウマチ膠原病の看護
師を養成していたのですが，現在はリウマ
チ財団のケア看護師制度に移行しました。。
連携先のクリニックからも 1人，2人と出
てきていますので，嬉しく思っています。
財団の制度は教育方法がシステム化されて
いるうえ全国規模ですから，当院の看護師
が他施設に移ったとしても，そのキャリア
をそのまま生かせるのでその意義は大きい
と思います。その刺激を受け，当院で開く
研究会，勉強会での看護師の出席率が非常
に良くなりました。現在，看護師限定の研
修も実施するなどさらに工夫しているとこ
ろです。

クリニックと病院の
データベース共有が生む，
確かな地域連携

後藤：以前はリウマチには完治が望めない
ということもあり，若手医師があまり興味
を示さなかった時代があったのですが，生
物学的製剤の登場で最先端の医療という認
識ができました。そのため，若手医師も関
心を持つようになってきてはいますが，ま
だそれを周囲がとらえきれていないという
印象です。こちらの病院では，勉強会に若
手医師も参加しますか。
植木：残念なことに佐世保地区では若手医
師の絶対数が少ないので，若手の参加は限
られます。ただ，長崎地区では，長崎大学
医学部教授の川上　純先生が情報共有に力
を入れておられるため，若手医師の参加が
多いという印象を持っています。
後藤：佐世保地区では，リウマチにかかわ
る整形外科医と内科医の割合はどのように
なっていますか。
植木：おっしゃる通り以前は整形外科が主
体でしたが，先ほどもお話ししたように江
口勝美先生が市立総合病院に就任されて以
降は，内科医も多くなってきました。整形
外科は大学でも専攻する人が限られてきて
いるので，（ここ長崎では）若手の整形外
科医でリウマチ診療を希望する人は非常に
少なくなっています。
後藤：では，手術に関してはどう対応して
いますか。
植木：長崎労災病院や国立病院機構嬉野医
療センターの整形外科に紹介できる体制で
す。
後藤：病院玄関に，地域医療支援病院の紹
介率と逆紹介率が掲示してありますね。

図 3 RA台帳の一例図 2 電子カルテの一例

施設名称・施設区分

可能な検査

上の条件で指定し，検索結果を表示

地 域

受け入れ可能疾患

診療科

施設機能
対応制度
患者状態

診療時間

（4ページに続きます）
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す。
後藤：患者さん教育では何か
独自の工夫をされています
か。
井元：当院独自の対応として，
ＲＡ・膠原病支援外来制度が
あり看護外来を実践していま
す。当院では診察室に看護師
が常駐しておりません。診察
室には，医師と診療アシスタ
ントのみが入ります。近年，
リウマチの薬剤選択の幅が広がり，感染対
策の指導も行わなければならないなど，よ
り高度な患者教育が求められるようになっ
ています。そこで，患者さんが診察を受け
る前に，看護師が検査結果を踏まえ各種の
指導・教育を行っています。当院では，開
業の先生に患者さんをお戻しするとき，最
も求められるのは患者教育であると認識し
ています。看護外来で身に付けた知識に基
づき，悪化する前に早め早めに当院に連絡
してもらうということです。これにより，
患者さんは急性増悪に至る前に連絡される
ようになり，緊急の電話は減少しました。
看護外来は，年間約 950 例の患者さんに対
応しています。
このような取り組みは，当院の特色であ

りチーム医療の最たるものだと思っていま
す。
後藤：看護師さんが，自己注射の説明を患
者さんに行えば保険点数が付きますね。点
数が付くことは，看護師さんの励みにもな
るようです。
井元：認定リウマチケア看護師制度ととも
に看護師のモチベーションを支えていると
思います。看護師にやりがいを持ってもら
うことは，職場への定着率のアップにもつ
ながりますので好ましいと思っています。
平方：当院では生物学的製剤の導入時には，
看護師だけではなく薬剤師からも説明する
体制となっています。様々な生物学的製剤
や新剤形の登場により，今後ますますリウ
マチ治療における薬物療法の重要度が高ま
ると共に，患者さん教育の重要性が増して
くるものと思われます。そこで，病診連携
をより密に進める必要がありますし，連携
医療機関や調剤薬局の薬剤師のリウマチ医
療に関する知識の底上げのため，専門病院
の薬剤師が中心となって地域の調剤薬局と
の連携を強化することも今後求められると
考えます。また，院内でもチーム医療の一

合，生活習
慣病の管理
はどちらの
施設でされ
る の で す
か。
植 木： 以
前，当院で
MTX な ど
を処方し，

クリニックで生活習慣病治療薬を処方する
という 2重の形にしていたところ，患者さ
んからどちらか 1つの医療機関で薬を出し
てほしいという希望があったため，当院で
全て処方するということにしました。とこ
ろが「佐世保中央病院に紹介すると患者を
取られる」という風評が立ち，現在は以前
とは逆に，全てクリニックで処方する形に
しています。その分，クリニックの先生方
にも勉強していただく必要がありますが。
後藤：このシステム構築のきっかけと今後
の取り組みについてお話ください。
植木：例えば平戸地区ですと当院への往復
だけで約 3時間かかるため，外来患者さん
の負担が大きくなります。また，症状が急
変することもあるため，患者さんの居住地
域での患者さんの管理が重要だと当初考え
ました。そこで，電子カルテシステムを利
用した地元クリニックとの連携を目指した
わけです。患者様の同意が必要なメディカ
ル・ネット 99 別に，クリニックと患者と
の病状共有ができるリウマチ管理ノートを
運用しています。，リウマチ管理ノートを
利用して，リウマチの各種評価，活動性，
CCP 抗体値などの情報が共有でき，連携
に役立つものとなっています。将来に向け
て，患者さんのよりよい疾患マネジメント
を図るため，半年あるいは 1年間の治療計
画や検査日程を共有できるシステムを作り
こんでいるところです。
後藤：このようなシステムは，システム開
発会社や病院任せにしてしまうと，医師が
使いにくいものになりがちですがその点は
いかがでしょうか。
植木：そうですね，電子カルテ（HOMES）
につきましては，当初は外部に依頼してい
たのですが維持やメンテナンスが煩雑とな
り，途中から自院だけで構築・運営するこ
とにしました。当院の副院長がシステムの

員として，より組織的に関わることも必要
になるものと考えます。これらを推し進め
るためにも，認定リウマチケア看護師のよ
うな制度（専門資格）が薬剤師にもできた
らと考えます。

まとめ

後藤：本日お邪魔して，職員の皆さんが非
常に楽しそうに働いておられる姿を見て大
変感心しました。職員が楽しく働けるとい
うのは大切な要素です。また，ネットワー
クのシステムにしても完成度の高いものを
長年の努力で構築されたという印象を持ち
ました。この点を最後におうかがいしてま
とめにしたいと思います。
植木：連携がうまくいっているの原因は，
地域連携センターのスタッフが，一生懸命
医療機関を巡回して，「一緒に患者さんを
診て行きましょう」という姿勢を示し続け，
情報共有を密にしたことが大きかったと思
います。ここまで来るのに，約 12 年かか
りました。12年で連携医療機関が150以上，
登録患者数は約 13000 例となっています。
そのうちリウマチ例は 1400 例程度です。
後藤：現在各地で進められているリウマチ
医療の連携は，ほとんどが生物学的製剤関
係で製薬企業が協力する形になっていま
す。その点，こちらの佐世保中央病院の地
域連携ネットワークは生物学的製剤中心で
はなく，患者さんの受け入れをオープンに
進めている点が成功のもう 1つのカギでは
ないかと感じました。本日は大変ありがと
うございました。

（文責 編集部）

立ち上げ時から関わり，医師からの意見を
どんどん吸い上げくれているため，現状使
い勝手の良いものになっていると思いま
す。
現在，ＲＡ台帳を基に患者さんの治療経

過や臨床データーを経時的にグラフ化する
機能の付与も進めています。患者さんへの
説明の際などにグラフ化し，リウマチ管理
ノートに添付することも有用だと思いま
す。
後藤：こちらでは，今お話しされた電子カ
ルテの共有化だけでなく，リウマチ管理
ノートも患者さんとのコミュニケーション
のために活用されているそうですね。
植木：患者さん 1人に 1冊という形で常に
携帯してもらいますが，このリウマチ管理
ノートに紹介状などの機能も兼ねさせまし
た。また，患者さん自身が自分の情報を持っ
ているということで，患者さんの医療機関
に対する信頼感も強くなります。

リウマチ診療ネットワーク
（メディカル・ネット99）の
将来像

後藤：佐世保中央病院のリウマチ診療ネッ
トワークの現状や問題点についてお聞きし
ましたが，将来の展望についてはいかがで
すか。
植木：１点目は，今後は当リウマチ・膠原
病センターでしか診ることができない患者
さんだけに絞り込んで治療する，を実現す
ることです。例えば，MTXの処方内容が
1年間変わっていないという場合，本来は
当センターで診るべき患者さんではないと
いう考え方です。それにより，医療の質の
保証と必要十分なマンパワーを保証できる
と思います。
後藤：専門医が 1年以上MTXで治療して
病態が安定していれば，非専門医に移行し
ても十分管理が可能というデータを，先生
がたから発信していただければより説得力
が増しますね。
植木：2点目として，臨床研究的な結果を
このデータベースを活用して示したいと考
えています。「日本人ではMTXは週に何
mgまでが許容範囲なのか，肝機能はどの
ように推移するのか，といった点もしっか
りと確認したい」ということです。また，
MTXで効果不十分の場合の生物学的製剤
使用のタイミングも確立する必要がありま

左から薬剤師 平方尚之氏，看護師 井元陽子氏，医局秘書 溝口栄子氏

植木 幸孝院長

リウマチ医療の診療報酬制度について（要望）

下記のとおり要望書を提出いたしました。
記

日リ財発第 87 号
平成 25 年 9 月 24 日

厚生労働省
保険局長　殿
保険局医療課長　殿

公益財団法人日本リウマチ財団
代表理事 髙久史麿

医療保険委員会委員長 井上　博
 

リウマチ医療の診療報酬制度について（要望）

時下，益々ご清栄のこととお慶び申し上げ，日頃より，当財団の活動に御指導を賜っ
ておりますことに感謝を申し上げます。
さて，貴職におかれましては，平成 26 年度の診療報酬改定に向けて鋭意検討を進め
ておられることと存じますが，次のことについてご配慮賜りたく，よろしくお願いいた
します。

１．関節リウマチ等生物学的製剤注射管理料について

生物学的製剤が関節リウマチの治療薬として我が国のリウマチ医療に導入されてから

10 年が経過，現在では 7剤の生物学的製剤が使用されております。
しかしながら，それら製剤について，診療報酬制度において，外来化学療法加算が認

められる製剤，在宅自己注射指導管理料が認められる製剤，そのいずれも認められない
製剤が混在しておりますが，ほぼ同等の薬効を有する薬剤について，異なる基準で医療
費を算定することなく，同一基準で算定することが望ましいと考えます。
生物学的製剤は，使用薬剤の選択，使用のタイミング，併用薬の有無，副作用の発見

等，安全かつ有効に使用するため，リウマチ専門医として相応な技術が求められるもの
であることから，点的製剤，皮下注射製剤，自己注射，入院外来を問わず，「関節リウ
マチ等生物学的製剤注射管理料」として技術料が算定出来るよう要望いたします。

２．関節リウマチ患者の医療費自己負担の軽減について

生物学的製剤の登場により，ここ十数年来，リウマチ性疾患の治療は格段の進歩を遂
げ，早期に発見し，適正医療を施すことにより，寛解を目指せるまでになりました。し
かしながら，生物学的製剤や最近の経口抗リウマチ剤が大変高価と言う現状があり，し
かも治療では長期使用しなければなりません。
患者の医療費は自己負担 3割の場合，年間 35万から 55万円程度かかりますが，1カ月

の自己負担限度額を超えないため，高額療養費制度の対象とならず，患者は経済的理由か
ら生物学的製剤等の適応があっても治療を断念するケースが多々あります。
現在見直しを進めている高額療養費制度において，リウマチ性疾患の医療を，血友病，

人工腎臓を実施している慢性腎不全等と同様の扱いとするか，又はこれに準ずる高額長期
疾病とし，速やかに関節リウマチ患者の医療費自己負担を軽減するよう要望いたします。

佐世保中央病院 訪問 つづき
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弊社の図書室の書棚に，古びた 1冊の本
があります。“SHの進歩”（平出順吉郎 著）
という題名で 1954 年に発刊されたもので
す。その本から引用させていただき，また
弊社ブシラミン（製品名：リマチル）開発
経緯については，弊社OB馬場久志氏の協
力を得てまとめ，お話させて頂きます。
生体内の代謝に関与する酵素は非常に多
く，中でも SH基（エスエイチ基とかチオー
ル基と呼びます）を有する酵素の本質的な
機能については未だに十分わかっていませ
ん。SH酵素は，他の SH化合物の存在や
酸化反応などで失活しますが，生体内の還
元型グルタチオン（GSH）やシステイン
（CySH）などの SH化合物によって再賦活
させることにより生体反応に関与します。
SH化合物は生体酵素に対して重要な役割
を果たします。そこに着目した弊社は，こ
れらの生体反応に関与すると考えられる，
多くの合成低分子 S含有化合物を独自に
合成しました。SH基を有する生体内物質
としては，前述した GSHや CySH 等があ
ります。これらを薬として薬効を発揮させ
るためには血中濃度を生体濃度以上にする
必要がありますが，生体外物質であれば少
量でも効果を発揮できると考え，研究を開
始しました。
一方，漢方薬で解毒作用があるといわれ
ている犀角中のチオ尿酸（当時は含有して
いるといわれていましたが，今では否定さ
れています）にも当時の研究者は興味を持
ち，類似した SH基を有する化合物を合成
しチオラ（チオプロニン：肝庇護剤）を開
発しておりました。さらにその類似体とし
てリマチル（ブシラミン）を抗リウマチ剤
として 1987 年に上市したことになります。
弊社は眼科用剤以外の分野での経験が少な
く，本剤の治療薬として開発，製品化は大
きな回り道をしてきたと思います。次にそ
の回り道についてお話しいたします。

シスチン結石溶解剤として
SH化合物を合成！

リマチルのお話しは，どうしてもチオラ
から話始めざるを得ません。チオラは肝庇
護剤，水銀解毒剤などの効能のほか，先天
異常症であるシスチン尿症の結石を経口投
与で溶解させる作用がありました。その機
序は，チオラが分子内に SH基を 1つ有し
ており，SS-SH 交換反応（酸化還元反応）

により不溶性のシスチンを可溶性の物質に
変換する作用によるものです。チオラのグ
リシン部分をシステインと置換し，分子内
に 2つの SH基を持たせて結石の溶解作用
をさらに高める，という目的で合成した化
合物がリマチルにあたります。弊社は，こ
の SH化合物の多彩な薬理作用の中で特に
免疫作用に注目しました。当時，同じ SH
化合物であるＤ－ペニシラミンがすでに
ヨーロッパではRA治療薬として使用され
ていましたので，フランスのコシャン病院
リウマチ科Amor 先生はチオラを RA治
療薬として臨床試験を行いその有用性を報
告されていました。そこで，弊社はリマチ
ルをRA治療薬として開発することに決定
しました。（フランスでの試験では，チオ
ラの用量が 1 ～ 1.5 ｇで日本の常用量（1
～300㎎）よりはるかに高用量でした。従っ
て，後日フランスでリマチルの治験を日本
の用量 300 ㎎で実施しましたが十分な効果
は得られませんでした。人種差の影響もあ
ると考えています。）なお，本剤は SH基
が 2つあることにより生体中では多くの代
謝物ができます。その 1つに分子内 S-S 結
合した環状化合物（SA981）があります。
現在では，その SA981 の作用がリマチル
本体よりさらに強い生物活性を有すること
が分かっています。
ご周知のこととは思いますが，弊社の主

力は眼科薬です。当然リマチルも種々の眼
科的アプローチとしてスクリーニングを行
い，本剤をイヌの白内障治療点眼液として
の開発を試みました。しかしながら，薬剤
透過性の問題から点眼薬では可能性が低い
との結論に至り，結果的に断念した経緯が
あります。

関節リウマチ（RA）を
ターゲットに

臨床試験の開始は 1980 年のことです。
当時，順天堂大学膠原病内科教授であっ
た塩川優一 先生に代表をお願いし，全
国的な研究会を組織しました。その時
期，安倍千之 先生（順天堂大学膠原病内
科・現安倍医院院長）が米国留学から帰
国され，抗リウマチ剤として免疫調節剤
（Immunomodulator）という新しい概念を
日本に導入されました。当時先行して開発
が進んでいたカルフェニールなどととも
に，リマチルもその系統の薬剤として開発

されることになり，開発番号はDE019（化
合物名 SA96）とされました。
申請に際して，商品名は社内公募により，

親父ギャグみたいですが“リウマチが散る
（なくなる）”を想定した“リマチル”と命
名されました。

生物学的製剤による新しい
RA治療の幕開けから
新しいポジションへ
繰り返しになりますがRA領域の製品は

初めてであり，また本剤は期待通りの効果
がありましたが副作用頻度も高く，それに
対応した安全性情報提供活動が重要でし
た。当初は十分徹底できず，営業活動で大
変苦労し，訪問が少ないことで幾度もお叱
りを受けながらリマチルの処方を広げて
いったことは，今になっては懐かしい思い
出です。
その後，DMARDs の特徴が徐々に明ら
かとなり，使用方法は種々提案されていま
すが，単剤投与か併用療法かは今なお議論
されています。DMARDs の第一世代の中
で，本剤は現在まで四半世紀以上RA治療
の第一選択薬の 1つとされてきました。ま
た，2005 年には，市川陽一先生（現 聖ヨ
ゼフ病院名誉院長）らが中心となって行っ
た厚労省研究では，RA発症早期でのブシ
ラミン単独，MTX単独，両剤併用の 3群
比較において，ブシラミン＋MTX併用群
は単独群に比しACR20 が有意に高く，関
節破壊の進行も有意に抑制している報告が
なされ，本剤の併用療法の位置づけも新た
に示唆頂きました 1）。現在，T2T が実践
され，生物学的製剤使用で寛解に導入され
た後の維持療法の 1つとして，MTXと本
剤の併用療法は寛解維持率が高いという報
告（BuSHIDO STUDY）2）も出されていま
す。EULAR2013 Recommendation でも推
奨されているように，併用療法を駆使して，

DMARDs を上手に使い，患者さんごとの
病状に合ったテイラーメイド医療の時代と
なって，適切な治療ができるポジションに
リマチルの立場は変わってきているのかも
しれません。

RA以外の臨床応用

リマチルの抗 RA効果は SH基による薬
理効果と考えられていますが，リマチルは
未だにその作用機序のすべては解明されて
はいません。基礎的にも免疫系への作用や
RFの陰性化など多くの作用が認められて
いますが，未だはっきりした結論は得られ
ておりません。最近では，抗酸化作用によ
る組織保護作用についての論文が欧米で報
告され 3），第Ⅰ相試験も実施されています。
その他，平出文献によりますと，シスチン
尿症の結石溶解，水晶体の透明性維持，放
射線防御などの作用も報告されています。
最後になりましたが，リマチルを日本（韓国
もありますが）のみのDMARD 製剤として
終わらせ，世界中のRA 患者のQOLを少し
でも高められることができなかったことは弊
社の努力不足と深く反省しています。

以上，貴重な紙面を頂戴する機会をいた
だき，日本リウマチ財団および編集委員の
先生方に深謝申し上げます。誠にありがと
うございました。

〈引用文献〉

1）  Ichikawa Y et al: Mod Rheumatol 15. 323, 

2005

2）  Kurasawa T et al: Mod Rheumatol 2013 

Online

　  倉沢隆彦，亀田秀人：リウマチ科 48, 266, 

2012

3）  Valachová K et al: Journal of pharmaceutical 

and Biomedical Analysis 56, 644, 2011

参天製薬株式会社リウマチ営業・マーケティンググループ参天製薬株式会社リウマチ営業・マーケティンググループ
グループマネジャー　川端正則グループマネジャー　川端正則

関節リウマチを始め，リウマチ性疾患の治療環境も大きな変化を遂げつつある。日本の寄与
も少なくないと思われるが，これまでに発売された日本発の リウマチ性疾患の治療薬について，
開発者などに裏話を含めた開発余話をお願いした。順次お伝えできる予定である。

編集委員長 後藤 眞

市民公開講座等，一般（患者さん等）向けの
講演会を開催予定の登録医へ

リウマチ情報センター「患者さん向け講演会」のコーナーに，主催，世話人，演者等でリウマ
チ財団登録医が関係する患者さんやそのご家族に向けての公開講座，講習会等を掲載します。
お名前，登録医番号，eメールアドレスを明記の上，会の名称，開催日時，場所，内容（プ

ログラム），ＨＰのある場合はＵＲＬ等詳細を下記のアドレスまでお送りください。開催日の1カ月
前までにご連絡ください。

但し，掲載は以下の要件を満たすこととします。
・リウマチ財団登録医が主催，世話人，演者等であること。
・内容がリウマチ性疾患であること。
・対象が一般市民（患者さんやその家族等）であること。
・営利目的ではないこと（商品名が会の名称にあるもの等は許可しない）。

e-mail：inform@rheuma-net.or.jp
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H25.11～H26.3）］

  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。

11/22（金）19:20　1単位 福島
いわき市リウマチ学術講演会
中外製薬㈱
加藤 靖史
Tel.024-933-6303

12/4（水）19:30　1単位 秋田
第16回 山形リウマチセミナー
山形大学医学部 整形外科学講座
水上 恵梨香
Tel.023-628-5355

12/5（木）19:15　1単位 山形
第3回 こまちリウマチセミナー
ブリストル・マイヤーズ㈱
高堰 渉
Tel.018-867-0162

11/17（日）12:30　1単位 宮城
第23回 日本リウマチ学会北海道・東
北支部学術集会 ランチョンセミナー
東北大学血液免疫科
石井智徳・城田祐子 Tel.022-717-7165

11/16（土）～11/17（日）16日14:45 宮城
 17日10:05 13:40 各1単位
第23回 日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会
東北大学血液免疫科
石井智徳・城田祐子 Tel.022-717-7165

11/15（金）19:10　1単位 岩手
第20回 岩手県自己免疫疾患研究会
旭化成ファーマ㈱
佐藤 勇治
Tel.019-654-0761

北海道・東北

12/19（木）19:00　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー（2013.12）
（医）井上病院
井上 博
Tel.027-322-3660

11/29（金）18:40　2単位 群馬
第5回 医療従事者の為の関節リウマチ講演会
（医）井上病院
森田 剛史
Tel.027-322-3660

11/15（金）19:00　2単位 群馬
群馬リウマチアカデミー
田辺三菱製薬㈱
和栗 昇
Tel.027-321-5261

11/22（金）19:15　1単位 茨城
第4回 茨城IL-6研究会
中外製薬㈱
川村 大樹
Tel.029-856-2361

11/16（土）17:00　2単位 茨城
第19回 茨城リウマチ
旭化成ファーマ㈱
大柿 友彦
Tel.029-855-1988

関東・甲信越

H26/2/7（金）19:45　1単位 埼玉
第62回 埼玉リウマチ研究会
埼玉医科大学 リウマチ膠原病科
三村 俊英
Tel.049-276-1462

H26/2/6（木）19:00　2単位 埼玉
第21回 埼玉骨・関節疾患研究会
エーザイ㈱
長井 伸之
Tel.049-245-6321

12/5（木）20:00　1単位 埼玉
第15回 埼玉県東部リウマチ研究会
武田薬品工業㈱
岩永 哲夫
Tel.048-641-3025

11/28（木）19:45　1単位 埼玉
埼玉東部リウマチ勉強会
田辺三菱製薬㈱
友常 陽史
Tel.048-665-5213

11/21（木）19:20　1単位 埼玉
第23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

11/20（水）20:00　1単位 埼玉
第4回 埼玉抗IL-6療法研究会
中外製薬㈱
小林 典広
Tel.049-247-3151

12/7（土）11:00 16:30 各1単位 東京
第24回 日本リウマチ学会関東支部学術集会
北里大学医学部 膠原病・感染内科学
栗原 光子
Tel.042-778-8745

11/25（月）20:00　1単位 東京
第5回 南東京リウマチフォーラム
昭和大学整形外科
豊島 洋一
Tel.03-3784-8543

11/23（土）16:30　2単位 東京
運動器疾患/骨・関節フォーラム 東京会場
㈱メジカルビュー社
横田 秀夫
Tel.03-5228-2089

11/16（土）18:00　2単位 東京
桜リウマチ研究会
日本大学附属板橋病院
加藤 有紀
Tel.03-3972-8111

11/22（金）20:00　1単位 千葉
第17回 東葛リウマチ医会
富田医院
富田 康之
Tel.04-7165-8887

H26/2/27（木）19:45　1単位 埼玉
第5回 埼玉県北部線維筋痛症研究会
日本臓器製薬㈱
小宮 秀樹
Tel.048-600-0661

12/7（土）12:00 15:30 各1単位 東京
第24回 日本リウマチ学会関東支部学
術集会 ランチョンセミナー
北里大学医学部 膠原病・感染内科学
栗原 光子 Tel.042-778-8745

11/28（木）20:00　1単位 神奈川
第13回 三浦半島リウマチのトータル
ケア懇話会
旭化成ファーマ㈱
山村 優樹　Tel.045-472-2311

11/28（木）19:30　1単位 神奈川
第3回 海老名リウマチ研究会
中外製薬㈱
大柿 聖子
Tel.046-229-2700

11/15（金）19:45　1単位 神奈川
第10回 藤沢リウマチネットワーク学術講演会
ファイザー㈱
永野 章人
Tel.080-3584-8327

H26/1/16（木）20:15　1単位 東京
西多摩臨床整形外科医会
エーザイ㈱
橋本 瑠美
Tel.042-367-9300

H26/1/15（水）20:00　1単位 東京
第6回 城北線維筋痛症研究会
日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野
村上 正人
Tel.03-3972-8111

11/16（土）15:00　2単位 岐阜
西濃リウマチセミナー
中外製薬㈱
伊藤 崇裕
Tel.058-252-7400

11/24（日）10:20　1単位 福井
関節外科懇話会
日本ストライカー㈱
高森 俊樹
Tel.080-6773-5120

11/15（金）19:30　1単位 福井
第10回 Biologics 研究会
アッヴィ合同会社
福澤 真人
Tel.080-2194-6166

11/30（土）18:45　1単位 石川
第3回 金沢リウマチ懇話会
田辺三菱製薬㈱
木浦 宗宏
Tel.076-221-8722

東海・北陸

H26/1/11（土）17:30　1単位 長野
信州膠原病セミナー2014
田辺三菱製薬㈱
池上 浩晴
Tel.026-224-7130

11/16（土）17:20　1単位 長野
第8回 リウマチの肺障害研究会
厚生連篠ノ井総合病院
鈴木 貞博
Tel.026-292-2261

12/5（木）19:30　1単位 岐阜
第4回 岐阜県関節リウマチ治療セミナー
小野薬品工業㈱
深見 昇太
Tel.058-265-7880

12/14（土）14:20　2単位 大阪
大阪リウマチカンファレンス 第30回
記念講演会
田辺三菱製薬㈱
西村 克彦　Tel.06-6205-5715

12/7（土）15:30　1単位 大阪
第28回 北河内リウマチ膠原病勉強会
田辺三菱製薬㈱
小野 裕明
Tel.072-843-3023

12/5（木）19:00　1単位 大阪
第12回 臨床リウマチ Update
ファイザー㈱
稲葉 夏樹
Tel.06-6575-5211

11/30（土）17:30　1単位 大阪
大阪臨床整形外科医会（第258回研修会）
整流会 みやしまリウマチ整形外科クリニック
宮島 茂夫
Tel.072-837-3100

11/16（土）16:30　2単位 京都
京滋リウマチ財団登録医の会 講演会
ヤンセンファーマ㈱
大桃 智貴
Tel.080-2272-3601

近　畿

H26/1/30（木）19:30　1単位 三重
三重中央リウマチセミナー
田辺三菱製薬㈱
大橋 裕介
Tel.059-221-1745

12/5（木）19:30　1単位 三重
第一回 北勢RA Meeting
武田薬品工業㈱
長田 育子
Tel.080-4131-5684

H26/1/11（土）16:00　1単位 愛知
第23回 藤田リウマチカンファレンス
ファイザー㈱
水野 智弘
Tel.052-231-8611

11/16（土）17:45　1単位 愛知
第1回 愛知リウマチエキスパートカン
ファレンス
ファイザー㈱
山本 昌嗣　Tel.052-231-8611

11/21（木）19:30　1単位 静岡
第5回 山梨県郡内地区RA研究会
富士吉田市立病院　整形外科
天野 力郎
Tel.055-22-4111

12/21（土）～12/22（日）21日15:26 大阪
 22日 15:59　各1単位
第25回 中之島リウマチセミナー
行岡病院
中川 惠子　Tel.06-6371-9921

12/21（土）11:00　2単位 大阪
第6回 セファロ・ニューロ・サイコリ
ウマトロジー研究会
参天製薬㈱
浅野 益男　Tel.0120-310-106

11/22（金）20:00　1単位 福岡
第98回 福岡リウマチ懇話会
（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一
Tel.092-762-2380

11/21（木）19:15　1単位 福岡
第16回 久留米リウマチ懇話会
参天製薬㈱
平尾 拓人
Tel.080-2439-8265

九州・沖縄

11/28（木）20:00　1単位 高知
第49回 高知リウマチ研究会
旭化成ファーマ㈱
田中 倫紀
Tel.088-825-3191

12/7（土）19:00　1単位 岡山
第309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

中国・四国

H26/2/1（土）17:30　1単位 兵庫
第40回 神戸免疫・膠原病懇話会
参天製薬㈱
谷本 憲匡
Tel.0120-310-106

H26/1/18（土）17:30　2単位 兵庫
第1回 東神戸リウマチ性疾患連携の会
神戸大学大学院保健学研究科
柱本 照
Tel.078-796-4544

12/14（土）16:30　2単位 兵庫
第2回 兵庫県リウマチ登録医の会講演会
松原メイフラワー病院
松原 司
Tel.0795-42-8851

H26/3/29（土）18:00　1単位 岡山
第45回 岡山リウマチ研究会
科研製薬㈱
福田 幸弘
Tel.086-246-3232

H26/1/25（土）17:00　1単位 大阪
第8回 北摂リウマチ病診連携会
アステラス製薬㈱
松本 真
Tel.072-645-1850

H26/1/18（土）17:00　1単位 大阪
第2回 リウマチ手足の外科研究会
参天製薬㈱
原田 昭弘
Tel.0120-310-106

H26/1/18（土）16:00　1単位 大阪
第6回 関節リウマチ治療の最前線
田辺三菱製薬㈱
中山 勝裕
Tel.06-6205-5255

H26/2/28（金）20:00　1単位 福岡
第99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

H26/1/26（日）10:00 12:50 各1単位 福岡
第15回 博多リウマチセミナー
近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一
Tel.092-762-2380

12/7（土）16:00　1単位 福岡
第8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

11/25（月）19:30　1単位 福岡
福岡RA生物学的製剤治療研究会
（第1回 アバタセプト皮下注射のRA適正使
用研究会）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤 正一　Tel.092-762-2380

11/22（金）19:30　1単位 沖縄
第37回 沖縄リウマチ・膠原病懇話会
旭化成ファーマ㈱
古謝 亜由子
Tel.098-869-9540

H26/1/29（水）19:15　1単位 大分
第11回 大分RAファーラム
田辺三菱製薬㈱
緒方 和久 
Tel.097-536-1801

11/28（木）20:00　1単位 大分
第105回 大分県リウマチ懇話会
中外製薬㈱
高瀬 壽裕
Tel.097-537-7151

11/19（火）20:00　1単位 長崎
第11回 トシリズマブ適正使用研究会
中外製薬㈱
前川 智彦
Tel.095-825-4772

国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表に対する助成者

米国リウマチ学会（ACR2013）平成 25 年 10月25日～ 30日開催

日和 良介　京都大学大学院医学研究科内科学講座臨床免疫学 大学院生

永原 秀剛　京都府立医科大学附属病院免疫内科学教室 大学院生

小林 志緒　 京都大学大学院医学研究科次世代免疫制御を目指す創薬医学融

合拠点研究員

学術研究賞等候補者を募集
財団では，このほど次の研究賞等候補者の推薦を依頼しました。

１．ノバルティス・リウマチ医学賞
 締め切り 平成 26 年 1月 31 日
リウマチ性疾患の病因・発生機序，あるいは画期的治療等に関する独創的な研究を顕彰。

２．リウマチ性疾患調査・研究助成
 締め切り 平成 25 年 11 月 30 日
リウマチ性疾患の病因，治療，予防・疫学等に関する独創的な調査研究に助成。
候補推薦依頼先は次のとおり。
全国医・歯・薬科大学長，大学医・歯・薬学部長，関係機関の長，財団評議員及

び専門委員。
詳細は財団ホームページ“リウマチ情報センター”をご覧ください。

去る 10 月 25 日～ 30 日（プレミーティ
ングコース含む），米国・サンディエゴに
おいて，本年度の米国リウマチ学会（ACR/
ARHP13）が開催された。今回は，本学会
のレポートもいくつかの演題に絞り，次号，
次々号で紹介する予定だが，サンディエゴ
在住の臨床家のメディカルオフィスを訪ね
て，米国カリフォルニア州のリウマチ事情
などについてもインタビュー取材を行っ
た。カリフォルニア州の一部の例であるが，
登録医の方々の興味・関心に少しでもお応
えできたら幸いである。
現地には，弊紙編集委員である岡山済
生会総合病院 山村昌弘氏，聖路加国際病
院 岡田正人氏が参加したほか，北海道大

学 渥美達也氏， 東邦大学の川合眞一氏，
NTT東日本札幌病院 小池隆夫氏，慶應義
塾大学の竹内勤氏，産業医科大学 田中良
哉氏，北里大学医学部 廣畑俊成氏，自治
医科大学 簑田清次氏，京都大学の三森経
世氏，東京医科歯科大学の宮坂信之氏，そ
して日本リウマチ学会理事長 順天堂大学
の髙崎芳成氏，など日本リウマチ界の多く
のリーダーの方がたの姿も見ることがで
き，本邦のリウマチ学にまた大きな刺激を
与えてくれることであろう。
詳細は現地取材を行った後藤 眞氏から

のレポートを次号・次々号にてお待ちくだ
さい。
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  岡田正人 聖路加国際病院アレルギー膠原病科 （SLE，関節リウマチ，小児リウマチ） 森本幾夫 順天堂大学大学院医学研究科免疫病・がん先端治療学講座 教授
  仲村一郎 帝京平成大学健康メディカル学部 教授・湯河原厚生年金病院客員部長 山村昌弘 岡山済生会総合病院内科診療部長／リウマチ・膠原病センター長
  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

早いもので今年も残すところ 2ヵ月と

なった。本号では佐世保中央病院のリウ

マチ医療と地域医療連携を取り上げてい

る。現在地方での医療崩壊がいわれる中

で地域医療連携がそれを打開する１つの

方策として提案されているが，それは中

核病院や診療施設の視点からの医療連携

が多く，住民視点が置き去りにされてい

るきらいがある。またリウマチ医療にあっ

てはバイオの普及という目的もあり製薬

メーカーのプロモーションの後押しとし

ての地域医療連携が見え隠れしている。

佐世保中央病院においてはあくまでも患

者さん視点での医療連携の取り組みが感

じられ，さらにユニークさとして病室や

医療機器のオープン化も実地し，他の病

院の医師も自由に来院してその診療を可

能としていることがあげられる。植木病

院長もこの仕組みを作り上げる為に約 12

年を要したといわれているが，植木病院

長をはじめとしてそれを支えた医療及び

事務スタッフの方々には，並々ならぬ努

力があったと思われ敬意を表したい。

海の向こうでは米国リウマチ学会が丁

度終わり来年はボストンでおこなわれる

が，奇しくも大リーグワールドシリーズ

でボストンレッドソックスが優勝し，そ

の立役者の日本人投手上原，田澤両選手

の活躍ぶりが話題となっている。上原投

手の雑草魂，田澤投手のマイナー契約か

らスタートし右肘の手術で１年のブラン

クと，どん底を経験しての復活もあり，

その事も米国の人々の心を打ったのでは

と思われる。どの分野においても成功に

は苦労がなければ勝ち取れない，という

教訓のまさに具現化であり，今後の日本

のリウマチ医療をになう若い医師諸君も

是非見習って苦労を経験し，頑張って頂

きたい。

最後に本年６月にニューイングランド

ジャーナルに掲載された RACAT臨床研

究を紹介したい。ともするとバイオの使

用に走りがちな昨今のリウマチ医療の風

潮に対して，MTX 及び DMARDs の併

用でもMTXとバイオの併用と比較して

活動性の制御のみならず，関節Ｘ線所見

においても遜色がないという論文で，経

済的理由でバイオを断念せざるを得ない

患者さんには朗報であり，本年のリウマ

チ領域の論文では注目に値すると思われ，

読者諸氏にもぜひご一読を勧めたい。

（森本 幾夫）

医師を対象にリウマチ教育研修会を次のように開催する予定です。
※詳しくは財団ホームページをご覧ください。

お問い合わせ：日本リウマチ財団 03-3946-3551

地区名 開催日 開催場所 世話人

関東・
甲信越

11/23
（土 /祝） 

東京ステーション
コンファレンス

筑波大学医学医療系
内科（膠原病・リウマチ・アレルギー）
住田　孝之　教授

東海・
北陸

12/8
（日） 富山国際会議場

富山大学大学院医学薬学研究部
整形外科・運動器病学
木村　友厚　教授

近　畿
平成26年
2/9（日） メルパルク大阪 大阪リウマチ・膠原病クリニック

西本　憲弘　院長

平成25年度 リウマチ教育研修会 開催予定

第15回　RAトータルマネジメントフォーラム
■日　時：平成 26年 2月1日（土）12時 30分開始予定
■場　所：品川インターシティホール
 東京都港区港南 2－15－4品川インターシティホール棟１階
■参加費：1,000 円
■単　位：日本リウマチ財団登録医単位（予定）
 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修単位（予定）
■募　集：装具・自助具の展示募集
 申込期限　１次締切 2013 年 12月20日（金）必着
  ２次締切 2014 年 1月20日（月）必着

※詳細は財団ホームページ掲載の「第二報」をご覧ください。

財団ホームページ　リウマチ情報センター http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma

平成25年度 リウマチの治療とケア研修会 開催予定
医師をはじめ，医療関係者等を対象にリウマチの治療とケア研修会を次のように開催する予定
です。※詳しくは財団ホームページをご覧ください。
地区名 開催日 開催場所 世話人

近　畿 平成26年
3/16（日） ノボテル甲子園

神戸海星病院
立石　博臣　理事長・院長

九　州 平成26年
1/26（日） ホテル熊本テルサ 比企病院

忽那　龍雄　先生
お問い合わせ：日本リウマチ財団 03-3946-3551

アバタセプト製剤の在宅自己注射指導管理料の算定について
（お知らせ）

平成 25 年 9 月
　　各　位

公益財団法人日本リウマチ財団
代表理事 髙久史麿

医療保険委員会委員長 井上　博

アバタセプト製剤の在宅自己注射指導管理料の算定について（お知らせ）

標題に関しては，平成 25 年 7 月に厚生労働大臣，同省保険局長他に対し，在宅自
己注射指導管理料が算定出来るよう，要望書を提出していたところでありますが，平
成 25 年 8 月 27 日付け，薬価基準の告示他，関係告示が改正され，厚生労働省保険局
医療課長通知が発出されました。
同通知には，アバタセプト製剤（オレンシア皮下注 125mg シリンジ 1mL）について，
在宅自己注射指導管理料が算定出来ること，８月 27 日より適用されること，留意事
項等が明記されております。
以上，お知らせいたします。

「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について（平成 25年 8月 27日付け）」は
財団ホームページ　リウマチ情報センターに掲載しています。

http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma/zaidan/abatacept09.html
または，日本リウマチ財団（03─3946─3551）へご連絡ください。

平成26年度リウマチ財団登録医新規募集及び
資格再審査・更新手続

・登録の有効期間は 5年です。
・更新の要件は以下のように分かれます。

注） 1. 教育研修会とは，財団が主催する教育研修会，又は認定する教育研修講演をいう。
 2. 研修単位は財団証明書によるもの。
 3. 研修会出席回数は，同一学術集会において複数の研修講演に出席しても 1回である。
 4. 単位証明書及び研修会出席の有効期間は，過去 5年以内。

更新料　 2万円
但し，日本リウマチ学会リウマチ専門医及び
日本整形外科学会認定リウマチ医は１万円

登録医資格再審査（更新）特例
要　件

次の者は更新資格要件不要。
1．65歳以上の者で10年以上継続して登録医
2．15年以上継続して登録医
3．日本リウマチ学会リウマチ専門医
4．日本整形外科学会認定リウマチ医

手続き
登録資格更新申請書

登録医資格の再審査（更新）
要　件

引続きリウマチ性疾患の診療に従事してい
るリウマチ財団登録医であって，診療患者
名簿 20名以上を有し，下記のいずれかを満
たす者。
1． 教育研修会，eラーニングで 20単位以上
2． 教育研修会に 5回以上出席し，eラーニン
グを含む教育研修単位 10単位以上

手続き
１．登録資格更新申請書
２．要件を満たすことを証する書類

登録医資格再審査・更新手続（リウマチ財団登録医規則による）

リウマチ財団登録医を募集しています。
規則及び申請方法につきましてはホームページをご覧ください。

資格再審査（更新）

下記年度にリウマチ財団登録医になられた方は平成 26 年度資格更新者に該当いた
しますのでご留意ください。

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，平成 21年度

申請受付期間 平成 26年3月1日～ 5月31日




