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皆様，新年明けましておめでとうご

ざいます。続く政局不安定，景気の陰

りが見える中，いろいろな思いで新年

をお迎えになったことと思います。

皆様には，日頃より財団法人日本リ

ウマチ財団の活動にご理解，ご支援を

賜わり，財団を代表いたしまして心よ

り御礼を申し上げます。

当財団は，昨年11月で設立20周年

を迎えました。この間，多くの理解者

のご支援，ご協力の下，リウマチの制

圧を目的に，日本リウマチ財団登録医

の育成，リウマチに関する調査・研究

事業に対する助成，内外の優れた研究

体制を整備することにより，災害時に

おけるリウマチ患者さんの適正な医療

の継続を確保し，疾患の悪化防止策を

図ることができるものと考えており，

医療従事者，リウマチ患者さんが安心

できるシステム整備を目指します。ま

た，医療保険委員会の積極的な活動と

して，診療報酬制度問題について取組

みを始め，リウマチ医療にかかる診療

報酬制度上の問題について，行政当局

に要望する等の活動を行いました。

医師不足，診療報酬のマイナス改定

等の影響で，ここ数年，医療の崩壊が

社会的問題となる中，平成20年度診

療報酬改定においては，医師の技術料

が評価され，診療報酬点数のアップが

見込まれますが，医療環境が上向くこ

の動向に合わせ，リウマチ医療に関す

る診療報酬制度上の問題点を，より深

く掘り下げ関係者と連携しつつ，其の

解決のため，更に活発な活動をして参

りたいと考えています。

本年6月には東京において，リウマ

チ月間行事，9月には横浜において，

当財団の20周年記念事業を計画して

おりますが，これら行事を機に，従

前の財団活動を振り返り，更に充実

した活動の展開を模索いたす所存で

あります。

皆様には，リウマチ月間行事，20

周年記念事業にご参加いただき，更に

財団活動の理解の一助となれば幸甚に

存じます。20周年記念事業は，アジ

ア太平洋リウマチ学会等の後援を得

て，開催することになっており，記念

講演，パネルディスカッション等を予

定しています。

以上，縷々述べました当財団の事業

は，医・薬業を中心に関係者の理解と

協力なくして，実行できないものであ

ります。平成20年度においても従前

同様，絶大なご支援，ご協力を賜わり

ますよう，年頭に当たりお願い申し上

げて，新年のご挨拶といたします。

者に対する賞の授与，新進の研究者に

対する奨励賞の授与，教育研究事業，

啓発事業など各種事業を実施し，更に

はリウマチ診療の第一線にいる財団登

録医等の医師向けに，「リウマチ基本

テキスト」等の教材を発行してまいり

ました。加えて昨年9月から，長年の

懸案であった，災害時リウマチ患者支

援事業を発足いたしました。この事業

については，更に努力して万全の体制

を構築する必要があります。平常時を

含めた情報ネットワークの整備や，本

事業へ参画する支援医療機関数の拡大

が其の主なものであります。より良い

日本リウマチ財団　理事長

久 史麿

新年ご挨拶�新年ご挨拶�

毎年末，師走を迎えたころ開催される

当財団の恒例行事「法人賛助会員打合せ

会」であるが，その趣旨は寄附行為にも

とづいて法人賛助会員となられたメーカ

ー関係者の方々に，当財団として，リウ

マチ医療を取り巻く最新のインフォメー

分例に併用あるいは切り替えて投与さ

れるものである。しかしながら市場導

入当初より研究報告等でホットな話題

となっているのは，生物学的製剤の早

期積極投与である。生物学的製剤を中

心とした薬物療法によって，早期の内

科的対応で関節破壊を防止して，RA

患者さんのQOLの低下抑制，ADLの

確保を目的とした治療戦略である。

改めてこの治療戦略を見直してみた

場合，例えば既に関節が破壊されてし

まっている長期罹患患者さん，あるい

は生物学的製剤が無効である患者さん

に対しての配慮が不十分ではないか，

ションを提供する場である。

まず，講演1においては，当財団に

本年新たに設けられた医療保険委員会

の委員長である井上 博 氏（医療法人

井上病院 理事長）から，日本の医療

を大きく変えると危惧されている来年

度の医療保険制度改革も含めた，リウ

マチ医療の医療保険制度上の数多い問

題点を提起するお話がなされた。

一方本年は，生物学的製剤エタネル

セプト（エンブレル®）の全例市販後

調査の発表が行われ，同インフリキシ

マブ（レミケード®）と同様，日本の

リウマチ医療の最前線でより積極的に

生物学的製剤が活用されていく体制が

整った年である。

生物学的製剤は使用ガイドライン上

では，メトトレキサート（MTX）を

アンカードラッグとして，MTX不十 ご挨拶する寺田正孝副理事長 座長の山本純己理事
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井上氏は，医療保険上の諸問題につい

て，まずは現行のリウマチ医療に対する

保険点数の一覧を上げつつ，リウマチで

慢性疾患治療管理料が算定できない実

態を前提にした上で，月間1200から

1400名の患者さんが来院しても，なか

なか利益が上がらない現状を分析した。

ついで，検査，生物学的製剤，薬物

療法全般，手術，入院等に関連する各

問題に言及した。検査では，MTX投

与において毎月血液検査を行う必要が

添付文書にも記されているが，実際に

は保険請求を減額されるケースがある

こと，自治体によって，間質性肺炎の

マーカーであるKL-6の検査も減額や

査定の対象になっている事実を述べ

た。当然，生物学的製剤の使用時にも，

KL - 6 だけでなく，抗 CCP 抗体，

MMP-3の検査などについて，同様の

事象が生じているため，メーカーの事

前対応として添付文書等に記載を望む

ものとした。患者さんがいらしたとき

に，いくつかの検査が同時に行えない

現状は，患者さんにご面倒をかけるだ

けでなく医療コストの面でも大きな損

失が生じるとした。

治療の面では，生物学的製剤を使用

する際に，レミケードの投与量が海外

承認量に比べ十分量ではないので，増

量した場合に減額されるケースが多い

こと。投与期間が8週では効果が持続

せず，やや短い間隔で投与してしまっ

た場合なども，同様に減額されてしま

うことなどを述べた。このほか，せっ

かくの化学療法加算がうまく利用され

ていない状況や，陳旧性肺結核の予防

対策としてアイナーを投与する場合

も，地域によっては予防投与であると

して，算定されないところもあること

が紹介された。

一方エンブレルでは，自己注射加算

料等と医療機関側が負担する実費との

差額が小さく，実質的にはあまり利益

を産まない構造になっていることなど

を訴えた。またDMARDsも，用量に

関してもう少し増量の余地を残しても

らえれば，かえって高額な生物学的製

剤の使用機会が減る可能性を産み，医

療経済学的にメリットが大きくなる可

能性を示された。

入院については，平均在院日数の縛

りのために，手術数の自己規制などが

起こり，人工関節手術手技が，一度に

多関節ですることが叶わず，患者さん

の負担をいたずらに増大させているこ

とや，病診連携制度がうまく機能して

いないため，セカンドオピニオン制度

がほとんど利用されず，患者さん本位

の治療がほとんど何もできていないこ

とも述べた。

このほか，高額医療制度等の立て替

え金問題や医療費への消費税導入の可

否など，問題山積のリウマチ医療につ

いて概論を述べられた。

講演される井上博氏

という懸念が残る。実際，これまでの

薬物療法の視点は，主にリウマチ内科

医の視点から語られているもののほう

が量的にも多いようでもある。

そこで，当財団主催の法人賛助会員

考えた。

この日準備された講演の2番めに，

東邦大学医学部整形外科講座 教授 勝

呂 徹 氏による「整形外科からみた関

節リウマチの治療と現状」を据えた

のはそのような目的によるものであ

る。

紙面の都合により，全体をご紹介す

ることはかなわないが，その概要をお

伝えする。

打合せ会では，整形外科医の目から見

た最新の薬物療法，それも生物学的製

剤治療の現況について手術との関連性

を中心に，RA患者さんのより有効な

治療法の探索の状況をご提示したいと

医療保険委員会　委員長 井上　博

医療保険委員会報告
第2回

― 出席者 ―

医療保険委員：

佐川　昭（北海道・東北地区）

井上　博（関東地区）

松野博明（北陸・信越地区）

松本美富士（東海地区）

生野英祐（九州地区）

アドバイザー：

石名田洋一先生（支払基金：嘱託）

オブザーバー：

幸田正孝先生（財団・副理事長）

第2回医療保険委員会が平成19年11月4日（日）
東京都港区新橋：第一ホテルアネックスにて行われた。

「リウマチ診療における
医療保険上の諸問題」

日本リウマチ財団理事
（一番町クリニック 院長）

座長：山本純己

日本リウマチ財団医療保険委員会委員長
（（医）井上病院 理事長）

演者：井上 博

講演 1

緊急情報

〈エタネルセプトを投与中の登録医の先生へ〉

患者さんに2週に一度来院してもらい，在宅自己注射指

導管理料を算定しないと，薬剤そのものも請求できない

との見解が一部地域の基金の審査会議で出されています。

財団医療保険委員会では，情報を収集していますので，

情報をお寄せ下さい。また月一度の来院でも算定可能に

なるよう，引続き関係機関と協議して参ります。
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勝呂氏は生物学的製剤導入後の関節

リウマチ手術療法のポジショニング

を，整形外科医の立場より豊富な画像

をもとにご説明された。

勝呂氏によると，整形外科領域に

おいて関節リウマチは表1のように

位置づけられ，また，手術と薬物療

法の関係を模式化すると図1のよう

になるという。しかしながら，この

前提をもってしても，いまだ整形外

科医とリウマチ内科医の連携が十分

でないことは，日本リウマチ友の会

の「リウマチ白書」に記載されてい

る医師への要望を見ると理解できる

はずであるという。

続いて，医療連携は不十分なまま

であるが，生物学的製剤が臨床に導

入されるようになって，整形外科手

術も変化していることを，実例を交

えながら述べられた。特に大きく変

化しているのは，滑膜切除術の適応

例だそうで，生物学的製剤を使用し

た患者さんの場合，早期の滑膜切除

術はほぼ不要になるであろうという

（表2）。ただし，関節が破壊されてし

まった晩期症例においては，滑膜切

除術は依然として重要な手技となり，

要求レベルの高くなった患者さんに

おいて，その活動性を回復させるた

めには，この手術は必要なものであ

るという。また，同様な理由から，

生物学的製剤が使用された患者さん

においても，股関節のような加重関

節部位は，生物学的製剤によって活

動が活発になった結果，皮肉にも関

節破壊が長期的には進行するケース

が考えられ，人工関節置換術の適応

例が今後より多く出現する可能性も

示唆された（表3）。

勝呂氏によると生物学的製剤がリウ

生物学的製剤�

関節症状持続�効果不十分�

関節破壊� 効果不十分�

手術療法�

初期治療：�
　患者教育�
　DMARD�
　理学療法�

RAの治療と管理�

図1 RAの治療と管理

・運動器疾患である�

・機能障害を来たす�

・薬物療法が重要である�

・常に関節炎の状態を正確に評価できる�

・画像診断（X線，MRI画像等）ができる�

・機能再建のタイミングが判断できる�

・終末期医療を支えている�

表1 整形外科でのリウマチの位置づけ

講演される勝呂徹氏

を申し出ると白黒はっきりしてし

まい，グレーゾーンの部分は結論

が出てしまうので，藪蛇になると

言う意見もあり，何でもかんでも

疑義解釈で　対応しない方が良い

という意見もあった。

②以前，財団で厚労省に申し入れた

もの→次回の改正の結果をみて対

応を考える。

例）○自己注射管理加算

○ 化学療法加算

○ 抗 CCP 抗体，RF 因子，

MMP-3検査

③根本的に対応を考える→日本整形

外科学会・日本臨床整形外科学

会・日本リウマチ学会と協議し，

厚労省に内保連・外保連を通しお

願いする。

1．エンブレル・レミケードの認定

施設，またはレセプトより削除

（インターフェロンの例がある。）

2．生物学的製剤のガイドラインを

添付文書に組み入れ，投与前の

β‐Dグルカン検査，ツベルク

リン反応等，自動的に検査でき

るようにしてもらう。この件に

関しては，現在は疑い病名をつ

けて検査しているのが実情であ

る。しかし，石名田先生より，

疑い病名をつけて検査するとい

う事で，問題はないとのアドバ

イスを受けた。

以上の事を，企画運営委員会にて報

告し意見を求めたが，

① 疑義解釈は両刃の剣で，グレーゾ

ーンを白黒させてしまうと，かえ

って逆効果のケースもあり，ケー

スバイケースで行う方向が良いの

ではというアドバイスを受けた。

② 厚労省保険局医療課に，願い書を

提出する場合は，委員長と財団専

務理事とで出向いていき，お願い

する事が良いだろうというアドバ

イスを受けた。

③ 内保連・外保連を通じて，点数改

正時の要望をお願いする事は，な

かなか実現しにくいという意見も

出された。日本臨床整形外科学会

及び日本整形外科学会全国整形外

科保険審査委員会議というのがあ

り，その場で要望・疑問を述べ，

その内容が討議され，採択されれ

ば疑義解釈になるとの情報を得た

ので，委員会として委員長が出席

し，要望を述べる方向で検討して

いる。

財団としても医療保険委員会の活動

を重要な事業としており，今後も積極

的な活動を行う予定です。登録医の先

生方のご意見・ご要望等ありました

ら，財団事務局までご連絡ください。

次回は，リウマチ学会開催時に開催

する予定です。

第2回　医療保険委員会報告

議題：

（1）エンブレルの査定について

関東地方において，週1回にエン

ブレル投与を行ったところ，過剰で

あるとの理由で減額されたという

報告があった。

コントロールが良好となれば，

高価な薬剤であるので当然減量す

るのは一般的である。この減額は

不適切であると考える。引き続き

情報を収集する。該当した医療機

関には再審査請求をしてもらう。

（2）抗CCP抗体・RF因子・MMP-3

検査について

保険局医療課に申請してあるの

で20年4月の保険改正の結果をみ

て対応を協議する事とした。

（3）INH予防投与について

全例調査において，INHの予防

投与が結核の発症予防に有効であ

るとの報告がなされているが，地

域によっては予防投与を認めない

という地域もあると報告があった。

石名田先生より，予防投与は支払

い側が難色を示すケースが多いと

のアドバイスがあり，陳旧性結核

の病名を入れる事が有効であると

考える。

（4）自己注射管理加算について

地域によっては，2週に一度の

来院でも認められるとの報告があ

った。地域によっては認められな

いケースもあるようだ。

（2）同様に，20年4月の保険改正

の結果をみて，対応を協議する事

とした。

（5）その他について

a）生物学的製剤投与施設として，

人工透析と同様にレセプト上

の扱いを検討してもらう件に

ついては引き続き協議して，

委員会としての方向性を探る

事とした。

b）MMP-3検査は，毎回（毎月）

可能なのかとの委員からの質問

があった。群馬県内においては，

毎月も可能であるが，地域によ

っては3～4ヵ月に一度を目処

とするとの見解もあるようだ。

c）化学療法加算は，届け出制なの

で本来であれば，疑義解釈にお

いて薬剤師は当分の間，医師

が専門医であれば不要との事

と結論が出ているが，申請を

していない医療機関が多いと

の報告があった。委員会とす

れば，届け出をして化学療法

加算を請求する事を勧める。

今後の方針

①疑義解釈で対応できるものは，整

理して随時対応する。

例）MMP-3検査　毎月（毎回）は

可能か。

委員の間では，暗黙の了解で対

応している地域もあり，疑義解釈

十分に基礎的治療が行われていること�

�

・X線所見で初期変化�

・頑固な関節水症�

・著しい滑膜増殖�

・持続する関節痛�

・ステロイド薬の関節内注入が無効�

・少数関節�

・待機的適応�

�

生物学的製剤は，滑膜切除術の適応を�

変えている（今後の課題である）�

表2 変化する滑膜切除術の適応

「整形外科からみた関節リウマチの
治療の現状と課題」

（日本リウマチ財団医療保険委員会委員長）

座長：井上 博

東邦大学医学部整形外科講座 教授

演者：勝呂 徹

講演 2



この度，2007年度 日欧リウマチ外
科交換派遣医制度の派遣登録医

（ERASS traveling fellow）として国立
病院機構名古屋医療センターの金子
敦史先生と共に約1ヵ月間，ドイツ，
フランス，オランダ，スイスで研修
させていただき，ヨーロッパのリウ
マチ外科の現状を目の当たりにして
きましたのでここに報告させていた
だきます。

ドイツ人の緻密な手術をみせてく
れたSt. Josef-Shift Sendenhorst
（9月1日～7日）

ミュンスター駅で下車すると夜遅
くにもかかわらずDr. Neuberがホー
ムまで迎えに来てくれました。全く
の初対面の私たち二人を温かくホー
ムまで迎えに来てくれたことは，ヨ

ーロッパ初日で少し心もとなかった
我々にとっては心強く感じられまし
た。ミュンスター駅から病院まで車
で約30分でしたが，道路にはほとん
ど 街 灯 も な く ， 予 想 以 上 に
Sendenhorstという街は田舎でした。

教会と一体化したこの病院は，整
形外科とリウマチ科で構成されてお
り広大なfarmの敷地内に建っていま
した。翌日曜日はDr. Neuberに周辺
を案内してもらい，dinnerではProf.
Miehlkeが我々をレストランに招いて
くださいました。Prof. Miehlkeはとて
も親しくしてくださいまして，30回
以上も来日経験があるということで，
日本語もお手の物といった感じでし
た。翌朝のmeetingで，Prof. Miehlke
は，「どうぞ好きな手術に入ってくだ
さい」とおっしゃり，ここでは人工
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マチ医療に導入されたことにより，結

果的にはリウマチ医療が全般に進歩

し，表4のように集学的治療の可能性

を広げ，患者さんの機能回復を劇的に

もたらし，手術適応ではそのタイミン

グが患者さんに負担を強いる無駄な手

術を減らす上で重要となったという。

このような視点から，日本整形外科

学会としても，生物学的製剤を使用中

の手術のタイミングについてガイドラ

インを策定している最中であるとい

う。問題は，手術以降の感染症の発生

率だそうだが，実際，生物学的製剤使

用中の手術における感染率は約3倍程

度上昇するという。かといって，あく

までもそのリスクを理解して対応でき

ないほどの危険性ではなく，整形外科

医の生物学的製剤への理解が高まれば

対応可能なレベルであるという（図

2）。加えて勝呂氏は，私見と断りな

がら，生物学的製剤加療中の手術適応

時の術前休薬期間について，患部の状

況からより短期間の休薬で十分とする

仮説（図3）を述べた。その裏づけと

なる画像を披瀝しながら，最後に図4

のような生物学的製剤と整形外科手術

によって，患者さんのメリットがより

高まる可能性に触れて，トータルな対

応を呼びかけてお話を終えた。

日欧リウマチ外科交換派遣医レポート�

日欧リウマチ外科交換派遣医レポート�日欧リウマチ外科交換派遣医レポート�

「生物学的製剤使用中の手術は感染症が怖い」�

抗TNF製剤による感染症リスクの上昇は無い�

生物学的製剤の使用は、RA病態のコントロールを行い、�
逆に感染症のリスクは減少する可能性がある。�

「整形外科医は生物学的製剤使用の習熟が必要」�

図2 生物学的製剤治療と感染

手術侵襲の軽減の可能性�

生物学的製剤�

機能再建を要する頻度の減少�

集学的治療法の確立が可能�

・リウマチ炎症の鎮静化�

・骨の修復�

・機能回復�

DMARD

図4 リウマチ医療の可能性

理想的な手術時期は？�

臨床的には、関節炎の鎮静期間に手術が良い�
全身状態の良好な期間に手術が良いと思われる�

◆ 術前休薬期間�

　 　　　Etanercept　　2週間　　　　　1週から2週？�

　 　　　Infliximab　　  8週間以上　　　2から4週？�

◆ 推奨：術前　　　TNFα阻害薬の半減期の2～3倍�

　 　　　術後　　　2週間の休薬�

図3 理想的な整形外科手術時期

滑膜切除術？�

 早期滑膜切除術は不要�

 晩期滑膜切除術は必要�

人工関節置換術？�

 進行期から末期が適応となる�

・ 非加重関節 待機期間の延長が�
  可能である�

・ 加重関節  確実に進行する�

表3 整形外科手術と生物学的製剤

■ 関節リウマチの集学的治療をもたらした�

■ 生物学的製剤の効果は，機能回復をもたらす�

■ 整形外科手術のタイミングが重要となった�

表4 最新の治療は何をもたらしたか

日欧リウマチ外科交換派遣医制度　体験記
二木康夫

慶應義塾大学　整形外科　

ERASS exchange program

日欧リウマチ外科交換派遣医　選考委員（実務担当）
井上和彦

東京女子医科大学附属東医療センター　教授　

ERASS exchange program

日本リウマチ財団とEuropean Rheumatism and Arthritis Surgical

Society（ERASS, European Rheumatoid Arthritis Surgical Society を

改称）の間でリウマチ外科の進歩，発展とリウマチ外科を専門とする

日本とヨーロッパの整形外科医の研修，交流，親睦を目的として交換

派遣医制度が1999年に開始されました。1年おきに日本からとヨーロ

ッパから新進気鋭のリウマチ外科専門の整形外科医が派遣され，日本

とヨーロッパにおいて研修を積み，交流し，親睦を深めています。

日本より3組6名がヨーロッパに派遣され，多大な研修成果を収め，

日本とヨーロッパの交流と親睦を深めています。

今回は選考の結果，国立病院機構名古屋医療センター整形外科・リウ

マチ科の金子敦史先生と慶應義塾大学整形外科二木康夫先生が選考さ

れ，2007年9月1日～29日の期間ヨーロッパへ派遣されました。日欧リ

ウマチ外科交換派遣医制度の趣旨を十分に理解し，研修され，交流，親

睦を深められた両先生を評価します。以下は両先生の報告記であります。
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関節だけではなく，腫瘍以外の手術
がほとんど行われていました。

私の専門は膝ですが股関節や肩，
手の手術も見学させていただきまし
た 。 Prof. Miehlkeは Orthopilotの
Navigationの開発を手がけておられ，
最先端のNavigated TKAおよびTHA
を見ることができました。驚いたの
はNavigationを行ってもプラス15分
くらいで煩雑さがまったく感じられ
なかったことです。Prof. Miehlkeは
traditional rheumatologistといった感じ
で膝，足，股，肩，肘，手すべての
手術に習熟されていましたが，とく
に40分で終わってしまうTKAは圧巻
でした。

フランス独特の整形外科をみせて
くれたLille University 
（9月8日～13日）

9月8日にSendenhorstを出発して約
3時間のshort stopでしたが，今回の
exchange programの全アレンジをして
くださったDr. Paulyにケルンの大聖
堂を案内していただきました。彼は
DÜsseldorf在住ですが，わざわざ我々
と会うために来てくれたそうです。
ケルンを出発し，ブリュッセルに着
くと次のHostであるLille University
のProf. Fontaineが迎えに来てくださ
いました。Prof. Fontaineも教授とい
う大変お忙しい立場にもかかわらず，
毎晩我々を食事に連れて行ってくだ
さいました（写真1）。フランス語が
全くわからない我々にとってFontaine
先生のご配慮は大変ありがたく感じ
ました。Fontaine先生はanatomy出身
で，もともとフランスではanatomy
から派生して外科や整形外科ができ
たという歴史があるらしく，anatomy
の1つのセクションとして整形外科
が存在することは良くあることだそ
うです。Fontaine先生もリウマチ外科
医として関節の手術はすべてなさい
ますが，今回は特に専門である指，
手関節，肘の手術をみせていただき

ました。また週に1回リウマチ内科
や放射線科のドクターと合同meeting
をしており，ここに我々も参加し有
意義なdiscussionをさせていただきま
した。中でもbiologicsの出現によっ
てヨーロッパのリウマチ医療が大き
く進歩したのは日本と同じですが，
リウマチの発症率自体が低下してい
るという事実は寝耳に水でした。

シーボルトの歴史を感じられる
Leiden University 
（9月14日～20日）

ERASS instructional courseに参加す
るため 13 日のうちにオランダの
Leiden大学に車で移動しました。たっ
た1日のcourseでしたが，リウマチ外
科に特化しているものは珍しく，大
変貴重な勉強会となりました。一方，
Leidenはシーボルト先生が住んでいた
所で，Leiden大学と日本は江戸時代か
ら交流があったということでやはり
親近感が湧きました。大学病院だっ
たので症例数こそ少なかったのです
が，大学でしかできないrandomized
studyやgene therapyなどが行われてお
り，とにかく次から次へとrandomized
studyを企画するProf. Nelissenのパワ
ーには圧倒されました。

また行きたいSchulthess Klinik
（9月21日～29日）

なんといってもlocationそして手術
見 学 で 印 象 深 か っ た の は こ の
Schulthess Klinikです。ここでのHost
はDaniel Herren先生で，彼もまた
我々に対して大変親切にしてくださ
った先生の1人です。初日のチュー
リッヒ市内観光そして，最終日のチ
ーズフォンデュのホームパーティで
は本当に彼の人柄の素晴らしさを感
じました。彼のBossのProf. Simmen
もまた素晴らしい方で，日本の手の
外科界では大変ご高名な先生だそう
です（恥ずかしながら帰国後知りま
した：写真2）。チューリッヒという
最高の立地と，リウマチ外科に限ら
ず整形外科手術をglobalに見学でき
たことでスイスの滞在が最も印象深
いものとなりました。スイスは今年
の国際競争力No.2（因みに日本は7
位に転落）だそうで，国自体の豊か
さが端々に感じられました。ドクタ
ーは皆完全週休2日制ですし，少し
チューリッヒの郊外に出れば物価も
安く，土地も住居も安価，湖が多く
山もきれいという感じでちょっぴり
どころか羨ましい限りでした。実際
の整形外科の臨床では，日本ではほ
とんど行われていない手術（Hipの

offset correctionや股関節鏡，肩鎖関
節脱臼の鏡視下手術，Prof. Steinbach
の自家培養軟骨細胞移植など）をみ
ることができて衝撃的でした。Prof.
Ganzの愛弟子のDr. Leunig のDirect
anterior approachは全く筋肉にダメー
ジを与えることなく圧巻でした。
Direct anterior approach ではStem挿入
に苦労するのが常ですが，いとも簡
単にやってのける彼の技術も大変勉
強になりました。膝ではmicrofracture
がさかんに行われており，50代のOA
の患者さんにも病変が比較的限局し
ていれば適応があるとのことでした。

以上，現時点で私の心の中に残っ
ていることを回顧しながら綴らせて
いただきました。ヨーロッパ滞在の1
ヵ月間は私にとって大変有意義な時
間となりました。これもひとえにこ
のプログラムの企画をしていただい
たThomas Pauly先生，そして1ヵ月
間という長い期間，わがままな私と
お付き合いくださいました金子敦史
先生，さらにはこのプログラムに参
加させてくださいました戸山芳昭教
授，そして我々二人を手厚く招いて
くださいましたHostの先生方のお蔭
だと思っております。この場を借り
て厚く御礼申し上げます。

私も同様に日本リウマチ財団のご
推薦を受け，2007年度日欧リウマチ
外科交換派遣医制度派遣登録医とし
て慶應義塾大学整形外科の二木先生
と共に約1ヵ月間欧州のリウマチ外
科専門施設を周り，素晴らしい歓待
とリウマチ外科に関して新技術を学
ぶことができました。ここに会員各
位様に深謝し報告させていただきま
す。文章は欧州で感じたことをその
場で書き連ね，ありのままにLive形
式で書いたので，やや乱筆なことを
お許しください。

第1章　
「ミルケ教授の心に触れた1週間」
ドイツSendenhorst
St. Josef-Shift 病院
「さあ，ご飯を食べましょう」「お

はようございます。コーヒーはいか
がですか」9月2日のwelcome partyの
夜 ，そして9月3日，研修の第1日目
の朝，世界をまたに駆けるリウマチ
外科医が日本語でいきなり話しかけ
てくる！普段の会話は英語であった
が時々日本語が出る。よく話をする
と，日本語だけでなく，日本のこと
を本当によく知っている。東京や名
古屋のことだけでなく二木先生のお
子さんが最近お生まれになった愛育
病院のこと，僕の故郷の浜松のこと
も知っていてモーターバイクで有名
なところだと弟子たちに話していた
のには驚嘆した。「さあ，行きましょ
う」日本で膝のナビゲーターの話を
聴講したことがあったのでorthopilot
は知っていたが，手洗いをして実際
にオペにつくと，「鬼手佛心」繊細か

つ緻密な技術に敬服した。また，自
らが開発者であるemotion TKAにつ
いて裏付けられた経験と理論につい
て説明していただいたが，名前の由
来について「これはemotionではあり
ません。e-motion，いいモーションで
す。日本でこの名前に決めました！」
まいった！

研修1日目2日目は手術見学が主で
RAの色々な関節の手術を並行してや

っているので自分で選択して手洗い
して入った。3日目は手術日ではなく
ミルケ教授の回診が午前中にあった。
弟子たち5人と僕たちとハンドセラ
ピスト，理学療法士で回った。術前
術後のレントゲン画像が映るパソコ
ン2台が付いての今風の回診であっ
たが，患者さん1人1人に握手して手
を握りながら時間をかけてお話され
ているのが印象的だった。ドイツ語

写真2 Schulthess Klinikのstaffとチューリッヒのレストランにて。

手前右：Prof. Simmen，右奥から2番目：HostのHerren先生，手前左2番目：筆者

写真1 ドイツSendenhorst St.Josef-Shift 病院　手術室にて

一番左：筆者，左から2番目：ミルケ教授，一番右：二木康夫先生

写真1 Lilleのレストランにて。

一番右：筆者，右から2番目：Fontaine教授，右から3番目：金子敦史先生

日欧リウマチ外科交換派遣医制度　体験記
金子敦史

国立病院機構名古屋医療センター　整形外科・リウマチ科

ERASS exchange program
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での会話であったので何を言ってい
るのかわからなかったが，患者さん
の笑顔から励ましの言葉が多いこと
がわかった。自分も今まで患者さん
の回診はギャグも交えて励ますこと
を第一としてきたので，もう少し偉
くなったら回診はこのスタイルを取
り入れたい。

4日目も手術日で朝から看護師の手
を握りながら「さあ，看護婦さん，
手術を始めますよ」やはり日本語だ
った。僕も時々ドイツ語で応戦した
が，まだまだだ。

第2章　
「Prof. Fontaineは解剖の先生」
Lille University

フォンテイン先生にはブリュッセ
ルで車で拾っていただいてからフラ
ンスのリール大学病院での研修，そ
し て オ ラ ン ダ の 学 会 E R A S S の
Instructional courseまで，毎夜の夕食
も含めて，手取り足取り，こんな偉
い先生がこんなに僕たちの面倒みて
くれるのかい！って感じだった。ま
た，先生は欧州で著名なRAの整形外
科の教授でありながら，大学では解
剖学の教授も兼ねていて解剖学を学
生に教えることも生きがいで，他に
類のない独特な見解をお持ちだった。
一見，古風な教授先生ではあるが，
我々には大変律儀に接していただい
た。

最初の2日は色々な関節の手術に
ついて朝から晩までお互いにプレゼ
ンをして（他の所ではこんなに長い
時間話し合いを持ったことはなかっ
た），火曜日の外来見学では手関節の
手術から足の術後の患者さんまで自
分がフォローされているRAの患者さ
んを丁寧に紹介していただいた。ま
た，大学のリウマトロジストの先生
とも話し合いの機会を作っていただ
き，私のような普段生物学的製剤も
処方してリウマチの診療もしている
医師としては，心地よい刺激を与え
ていただいた。最後の2日は手術日
で人工股関節と人工肘関節の再置換
に手洗いをして参加させていただき，
長年の熟練した手術技術をみさせて
いただいた。

第3章　
「Leiden大学は世界的なRA研究施設」
Leiden University

研修開始から2週間が経過，フォ
ンテイン先生の車でフランスのリー
ルからオランダのライデンに移動，
ERASSのInstructional course「Upper
Extremity Surgery in Arthritis： Where
do we stand?」に参加，聴講した。1
日の朝から夕まで講習会であったが，
欧州での上肢の再建術に関する情熱
は，本邦のそれに比べて明らかに高
く，下肢の機能再建術（TKA&THA）
を中心に外科的治療に携わってきた，
上肢はせいぜいTEA，手関節のSK法
しかできない自分にとっては新たな
道が開かれた。ニールセン先生が率
いるLeiden大学は関節外科だけでな
く，Best studyに代表されるリウマト
ロジストの分野でも世界有数の研究
施設であり，合同カンファレンスは
勉強になった。また，ちょうど開か

れていたオランダリウマチ学会への
参加（Van der Heijdeの講演を聴講）
や，その後ニールセン教授のご自宅
に招いていただいたり，ビーチサイ
ドでの病棟の宴会（ディスコパーテ
ィー）にも参加させていただいたり
と，オランダ人独特の楽しい歓待は
今でも印象深く残っている。

第4章
「チューリッヒは美しく，僕もまた
行きたいシュルテスクリニック」

今まで訪れたところが欧州北西部
の古い平原の地方で平地ばかりだっ
たのに対し，空路で着いたスイス，
チューリッヒは山と湖の国，特に市
街地の真ん中にあるチューリッヒ湖
は大変美しく，自分の好きな山中湖
や諏訪湖を思わせる，長旅に疲れて
いた自分にはたまらない風情があっ
た。日曜日はお休みなので，二木先生
と16時間かけてマッターホルンが望
めるZermattに旅行へ出かけた。シュ
ルテスクリニックは欧州屈指の公的
な整形外科専門病院で1日の手術件
数が20-30件，関節外科手術が中心で，
これも肩の外科（TSAと関節鏡），股
関節（ほとんど THA），膝の外科

（TKAと関節鏡），手の外科，そして
足の外科，脊椎手術と幅広く行われ
ていた。希望する手術を自由に選択，
手洗いまたは見学させていただける
自由は，今回の研修では一番であっ
た。月曜日はTKAを中心に，火曜日
は手の外科，水曜日は人工足関節と
足の外科，木曜日は人工肩関節，
MIS-THAを，金曜日はまた人工足関
節を…もう少し長くいたかった！特
にリバースド人工肩関節とフリーモ
バイル型の人工足関節は，日本では
行われていないインプラントで今回
の研修で最も印象に残った手術であ
り，できるだけの資料をまとめて帰
国した。

今，日本では生物学的製剤が導入
され一部の医師たちはリウマチ整形
外科手術が将来なくなるような話を
夢のようにしているが，実際の臨床
の現場では決して現実的ではない。
免疫抑制剤や生物学的製剤を駆使し
て血清学的に炎症所見がよくなって
も，どこかしらの局所の関節痛が残
っているのが患者さんたちの本音で
ある。日本の医師たちは，全身の薬
物療法だけでなく局所の関節の治療
についても見直す必要がある。今回
の研修に臨む前は，自分は TKA，

THA，TEAそしてconventinalな滑膜
切除術，前足部関節形成術と限られ
た手術を中心にしていたが，欧州で
の上肢の手術への情熱を含め，今後
は肩や足関節の人工関節，手関節部
分固定術など新しい技術も取り入れ
て，患者さんが痛がっている，どこ
の関節の手術もできるリウマチ関節
外科医をめざしていきたい。

また，自分は今回どこへ行っても
生物学的製剤も使っているリウマト
ロジストでもあり，人工関節手術も
するリウマチ外科医ですよとホスト
の先生たちから同僚に紹介され，そ
れは素晴らしいことだと褒められ

（おだてられ）ていたが複雑な気持ち
であった。RAは好きだけど，内科的
な仕事と外科医もやっている自分は
少々働きすぎかなとも感じた。昨今
の本邦での医療崩壊の問題，欧州で
は1人の患者さんにかける時間，か
かわる医療従事者は明らかに本邦に

比して多く，また職場環境にも余裕
が感じられた。ただ，薬物療法と手
術療法と諸刃の剣で患者さんと前向
きに向き合える自分のスタイルは変
えたくないし…これもエコノミック
アニマルの宿命か！ 日本の医師は損
だ！

最 後 に ラ イ デ ン で E R A S S の
Instructional courseにグループ参加し
ていた，ERASS fellowの先輩である
阪大の橋本淳先生には夕食を共にさ
せていただいた席で，今回の研修か
らリウマチ関節外科医の今後の自分
の方向性について御指南をいただき，
この場を借りて深謝いたします。ま
た，企画していただいたドイツの
Thomas Pauly先生，そして各国の
Hostの先生方，また私を快く送り出
していただいた名古屋医療センター
の衛藤義人先生はじめ整形外科のス
タッフの先生方，この場を借りて厚
く御礼申し上げます。

事務局だより

財団では，平成20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致します。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20年1月1日か
ら3月31日までであり，審査後登録致し
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（平成15年3月31日までの医
師免許取得者）

2. リウマチ診療患者名簿40例あり（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）

リウマチ登録医で次に該当する方は，
資格更新の手続きをお願い致します。
◎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年度の各登録医の方。
◎上記の年度に登録医になられた方で，
研修単位の取得数等更新要件を満たして
いる方。

なお，申請用紙は昨年11月にお送り
しています。申請期間は平成20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

当財団では，リウマチのケアの研修会を下記のように開催する予定です。
医師，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　参加ご希望の方は，下記の方法で事前にお申込み下さい。
〔 申込 方 法 〕「○○地区リウマチのケア研修会申込」とし，氏名，勤務先，科名，連絡
先住所，電話番号を書き，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
へ申込み下さい。

地区名� 開催日�開催場所� 世話人・申込先�

平成20年3月1日�
（土）�

金沢医科大学血液免疫制御学��
梅原　久範　教授�

東海・�
北陸�

金沢市�

平成19年度　日本リウマチ財団主催　リウマチケア研修会開催予定

写真3 スイスZermatt 3100ホテルから　

後ろにはマッターホルン
写真2 オランダ　ライデン近郊でビーチサイドにて　

ライデン大学の整形外科レジデントたちと



日本リウマチ財団ニュース 7No.86 平成20年1月1日発行　 第三種郵便物認可

1／18（金） 19:15 1単位 （高知）
高知関節疾患セミナー
中村　進　Tel.088-880-1071
アステラス製薬㈱

1／18（金） 19:15 1単位 （千葉）
第7回東葛リウマチ医会
冨田　康之　Tel.04-7165-8887
冨田医院

1／19（土）15:40  17:00 各1単位（大阪）
第一回免疫シンフォニー　
吉田　公彦　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

1／19（土） 17:00 1単位 （山梨）
第3回山梨リウマチ研究会
穴水　道味　Tel.055-273-8911
㈱やまひろクラヤ三星堂内山梨リウマ
チ研究会事務局

1／24（木）19:50 1単位 （神奈川）
第11回横浜リウマチフォーラム
日隅　孝行　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱　首都圏支店

1／25（金） 18:55 2単位 （埼玉）
第50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

1／25（金） 19:20 1単位 （福島）
第12回いわきリウマチ性疾患懇話会
松本　達　Tel.022-264-4321
ワイス㈱　北日本支店

1／25（金） 19:30 1単位 （静岡）
第45回駿河湾整形外科研究会第2回特
別講演会　
井上　慶三　Tel.055-935-1511
瀬尾記念慶友病院　

1／25（金） 19:45 1単位（神奈川）
第6回神奈川小児免疫病・リウマチ性
疾患研究会　
岡田　容征　Tel.045-472-2311
旭化成ファーマ㈱横浜病院営業所

1／25（金） 20:00 1単位 （東京）
城西地区骨を考える会　
岡本　かおり　Tel.03-5322-6000
武田薬品工業㈱東京支店新宿営業所

1／25（金）20:00 1単位 （鹿児島）
第2回鹿児島県プログラフ関節リウマ
チ研究会
吉光　俊和　Tel.099-805-0776
アステラス製薬㈱鹿児島第1営業所

1／26（土） 15:30 1単位 （愛知）
第5回豊明整形セミナー
松本　大祐　Tel.052-211-2458
ワイス㈱

2／1（金） 19:10 1単位 （熊本）
第23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

2／1（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㈱

2／2（土） 15:00 3単位 （宮崎）
第17回宮崎リウマチ医の会　
藤井　通成　Tel.0985-28-2736
旭化成ファーマ㈱　医薬宮崎営業所

2／2（土） 17:10 1単位 （東京）
第9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㈱　免疫・炎症室

2／2（土） 18:00 1単位 （滋賀）
第5回びわこリウマチと免疫セミナー　
永田　昭博　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱　京阪神支店㈱

2／2（土） 18:00 1単位 （福島）
第5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

2／2（土） 18:00 1単位 （秋田）
第一回秋田県運動器リハビリテーショ
ン研究会　
半田　真理子　Tel.018-834-1111
秋田大学　整形外科

2／3（日） 13:10 2単位 （東京）
リウマチ・アレルギーシンポジウム
Part2
市川　英一　Tel.03-3635-1153
(財）日本予防医学協会

2／4（月） 19:30 1単位 （沖縄）
第8回沖縄リウマチ医の会　
川端　正則　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱医薬事業部リウマチ営業
グループ

2／7（木） 19:10 1単位 （埼玉）
第15回埼玉骨・関節疾患研究会　
竹内　勤　Tel.049-228-3400
埼玉医科大学総合医療センター
リウマチ・膠原病内科　

2／7（木） 20:00 1単位 （山口）
第10回山口臨床リウマチ研究会
浜野　宏　Tel.082-246-7536
ワイス㈱

2／14（木） 20:00 1単位 （埼玉）
第7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

1／31（木） 19:30 1単位 （埼玉）
第一回埼玉県央リウマチ研究会　
小松原　大輔　Tel.048-645-2912
田辺三菱製薬㈱　さいたま第一営業所

1／18（金） 19:00 1単位 （高知）
第６回高知リウマチ・サイトカイン治
療研究会
小西　泰重　Tel.088-878-1661
武田薬品工業㈱　高知営業所

2／14（木） 10:50 1単位 （福井）
2／15（金） 11:00 1単位
第41回日本痛風・核酸代謝学会学術集会
植松　美香　Tel.03-3597-9394
（中）日本痛風・核酸代謝学会

2／14（木） 12:00 1単位 （福井）
第41回日本痛風・核酸代謝学会学術集会ランチョンセミナー
植松　美香　Tel.03-3597-9394
（中）日本痛風・核酸代謝学会

2／15（金） 18:20 2単位 （岩手）
第9回岩手軟骨懇話会
高根　一成　Tel.019-604-9300
科研製薬㈱　盛岡営業所

2／16（土） 17:00 1単位 （愛知）
第52回東海膠原病研究会　
昆布　恭一　Tel.052-262-4513
旭化成ファーマ㈱医薬名古屋支店学
術グループ

2／16（土） 16:00 1単位 （福島）
第18回福島県整形外科医の集い
小林　利男　Tel.024-593-5100
（財）脳神経疾患研究所附属南東北福島
病院

2／16（土） 16:15 2単位 （東京）
第10回臨海リウマチ性疾患談話会　
木下　賢二　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱

2／16（土） 16:30 2単位（鹿児島）
第3回鹿児島リウマチの臨床とケア研
究会　
松山　耕五　Tel.099-254-9860
エーザイ㈱　

2／16（土） 16:30 1単位 （広島）
18:40 1単位

第6回広島Bone＆Joinnt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業所

2／16（土） 17:00 1単位 （滋賀）
第28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

2／16（土） 17:00 1単位 （岐阜）
第16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㈱

1／26（土） 18:30 1単位 （愛知）
第2回西三河リウマチ研究会
谷村　卓磨　Tel.052-963-8241
田辺三菱製薬㈱　レミケード部東海グ
ループ

1／26（土） 16:00 2単位（和歌山）
和歌山臨床RAフォーラム
（第19回）
木浦　賀文　Tel.072-471-3321
阪南市立病院　整形外科

1／26（土） 17:00 1単位 （静岡）
第33回静岡リウマチ懇話会
山内　武司　Tel.054-283-8047
科研製薬㈱　静岡営業所

1／27（日） 13:30 2単位 （福岡）
第9回博多リウマチセミナー　
近藤　正一　Tel.092-762-2380
近藤リウマチ・整形外科クリニック

2／22（金） 19:15 1単位 （新潟）
第43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

2／22（金） 19:20 1単位 （鳥取）
第6回山陰Bone フォーラム
萩野　浩　Tel.0859-38-6587
鳥取大学　整形外科

2／22（金） 19:30 1単位 （宮崎）
第17回宮崎臨床免疫研究会
藤井　通成　Tel.0985-28-2736
旭化成ファーマ㈱医薬宮崎営業所

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

2／9（土） 15:00 2単位 （青森）
学術講演会
高橋　環　Tel.017-732-6820
田辺三菱製薬㈱

2／9（土） 17:00 1単位 （長野）
リ・膠研鑽グループ・伊那路第一回勉
強会
野口　修　Tel.0265-74-2007
元の気クリニック

2／9（土） 17:00 1単位 （大阪）
第5回膠原病症例検討会　
浅野　益男　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

2／9（土） 18:00 1単位 （大阪）
第14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

1／26（土） 16:00 1単位 （愛知）
平成20年1月度愛知県整形外科医会
教育研修講演会　
荒井　光一　Tel.052-262-4513
旭化成ファーマ㈱医薬名古屋支店

2／9（土） 17:00 2単位 （沖縄）
運動器疾患/骨・関節フォーラム沖縄
会場
横田　秀夫　Tel.03-5228-2056
㈱メジカルビュー社

2／16（土） 17:30 1単位 （宮城）
第50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

2／8（金） 19:30 1単位 （佐賀）
第5回佐賀リウマチ研究会　
井波　浩司　Tel.0952-22-7811
田辺三菱製薬㈱

1／26（土） 16:00 2単位 （千葉）
第10回臨床骨代謝フォーラム
松本　英和　Tel.043-245-0721
万有製薬㈱

2／8（金） 19:30 1単位 （愛知）
第36回瑞穂卒後研修セミナー　
後藤　英之　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学大学院整形外科学分野

2／22（金） 18:30 2単位 （千葉）
千葉県整形外科病診連携セミナー　
佐粧　孝久　Tel.043-226-2117
千葉大学大学院医学研究院
整形外科学

2／19（火） 19:45 1単位 （広島）
第３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㈱

2／21（木） 20:00 1単位 （埼玉）
第30回見沼リウマチ懇話会
冨永　大二郎　Tel.090-5997-7124
大正富山医薬品㈱

2／23（土） 17:15 1単位 （石川）
石川県リウマチケア研究会学術講演会
古坂　伸雄　Tel.076-221-6151
エーザイ㈱

2／23（土） 17:30 1単位 （秋田）
秋田県整形外科リウマチセミナー
高橋　充　Tel.070-5565-2064
ワイス㈱北日本支店秋田営業所

2／23（土） 17:30 1単位 （長野）
第101回信州整形外科懇談会
中村　信幸　Tel.0268-44-2111
長野県厚生連鹿教湯三才山リハビリテ
ーションセンター鹿教湯病院

2／23（土） 17:30 1単位 （愛知）
平成19年度春季名古屋市立大学整形
外科開業医会講演会
高橋　浩成　Tel.052-739-2525
守山整形外科

2／23（土） 18:30 1単位 （島根）
第27回山陰リウマチ性疾患研究会　
武井　充紘　Tel.0859-35-0838
科研製薬㈱

2／23（土） 18:40 1単位 （宮城）
第13回リウマチ診療研究会・仙台　
島田　幸治　Tel.022-276-2206
参天製薬㈱

2／23（土） 19:15 1単位 （広島）
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

2／23（土） 20:00 1単位 （香川）
第5回香川リウマチ研究会　
藤井　晃宏　Tel.087-822-1201
アステラス製薬㈱高松営業所

2／26（火） 18:30 1単位 （東京）
第75回関節疾患フォーラム　
川本　英雅　Tel.03-5950-1121
科研製薬㈱

2／28（木） 20:00 1単位 （三重）
北勢地区学術講演会　
宮崎　耕治　Tel.059-221-1745
田辺三菱製薬㈱

3／1（土） 16:00 1単位 （大阪）
第11回なにわリウマチフォーラム
酒井　清　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱

3／6（木） 19:30 1単位 （千葉）
第10回東総リウマチ研究会　
平栗　雅樹　Tel.0476-22-2311
成田赤十字病院内科東総リウマチ研究
会事務局

3／7（金） 16:00 1単位 （新潟）
第15回新潟リウマチのケア研究会　
山内　良哉　Tel.025-243-4855
エーザイ㈱

3／7（金） 19:30 1単位 （熊本）
熊本NSAIDs研究会
本田　五男　Tel.096-366-3666
熊本整形外科病院

3／8（土）15:05 最大2単位 （京都）
第7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

3／8（土） 16:00 1単位 （東京）
第27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

3／8（土） 16:00 1単位 （兵庫）
兵庫県整形外科医会（整形外科 UPTODATE）
山下　仁司　Tel.079-426-8800
慶仁会　やました整形外科

3／8（土） 17:00 1単位 （北海道）
第33回北海道リウマチ研究会
福岡　春海　Tel.011-222-2717
科研製薬㈱　札幌支店

3／8（土） 17:00 2単位 （大阪）
第6回阪和リウマチ研究会　
中西　達也　Tel.072-254-3276
田辺三菱製薬㈱大阪支店堺第二営業所

3／8（土） 15:55 1単位 （宮城）
第7回膠原病肺疾患研究会　
大村　高弘　Tel.022-226-2185
エーザイ㈱　宮城医薬一部

3／9（日） 11:00 1単位 （福井）
第5回福井RAフォーラム　
林　正岳　Tel.0776-21-1300
福井総合病院

3／13（木） 19:00 2単位（神奈川）
第4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営業所

3／13（木） 20:00 1単位 （大阪）
第12回南大阪リウマチ研究会　
金万　和志　Tel.072-221-1700
市立堺病院　腎・代謝内科

3／14（金） 19:00 2単位 （群馬）
群馬リウマチアカデミー 2008
井上　博　Tel.027-322-3660
医療法人井上病院

3／14（金） 19:30 1単位 （東京）
第4回ヒアルロン酸関節注入療法の臨
床と基礎研究会　
大門　久志　Tel.03-3346-0211
中外製薬㈱東京第一支店新薬第一室

3／15（土） 17:00 1単位 （岐阜）
第29回岐阜人工関節フォーラム
大橋　俊郎　Tel.058-268-0567
山内ポスピタル整形外科

3／15（土） 17:30 1単位 （大阪）
阪大阪神整形外科セミナー　
小林　大興　Tel.078-412-1401
大日本住友製薬㈱

3／21（金） 19:20 1単位（神奈川）
第6回横浜運動器再建医学研究会
中島　邦晴　Tel.045-787-2655
横浜市立大学　整形外科

3／22（土） 17:00 1単位 （新潟）
新潟県臨床整形外科医会学術講演会　
遠藤　直人　Tel.025-227-2272
新潟大学　整形外科学教室

3／22（土） 17:00 2単位 （山形）
第7回山形股関節セミナー
高木　理彰　Tel.023-628-5355
山形大学運動機能再建・回復学分野
（整形外科）

3／22（土） 17:50 1単位 （大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会
長谷川　利雄　Tel.06-6701-5815
長谷川整形外科医院

3／22（土） 18:00 1単位 （岐阜）
第7回岐阜抗サイトカイン療法研究会
森川　幸一　Tel.058-265-5581
田辺三菱製薬㈱

3／22（土） 18:00 2単位（神奈川）
Spring Rheumatology Seminar in
Yokohama
進藤　康宏　Tel.045-830-5921
田辺三菱製薬㈱　横浜南営業所　

3／23（日） 8:30 2単位 （福岡）
第7回アレルギー・臨床免疫医を目指す人達の為の研究会
岩崎　眞由美　Tel.092-565-5534
（財）日本アレルギー協会九州支部

3／25（火） 19:30 1単位 （福岡）
第3回筑豊膠原病研究会　
松本　陽介　Tel.093-551-5281
エーザイ㈱九州エリア福岡医薬四部

3／26（水） 19:30 1単位 （栃木）
第15回宇都宮市リウマチ研究会　
倉持　英輔　Tel.028-658-8778
倉持病院

3／27（木） 18:45 1単位 （愛知）
東海炎症研究会　
後藤　元信　Tel.052-241-9012
第一三共㈱東海支店名古屋病院第一
営業所

3／27（木） 19:00 2単位 （大阪）
第10回大阪RA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

3／28（金） 19:00 1単位 （秋田）
秋田関節性疼痛セミナー　
半田　真理子　Tel.018-884-6148
秋田大学　整形外科

3／28（金） 19:30 1単位 （福岡）
第4回リウマチフォーラム 21
城島　宏　Tel.092-801-1011
福岡大学整形外科学教室

3／28（金） 19:30 1単位 （愛知）
第37回瑞穂卒後研修セミナー　
後藤　英之　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学大学院整形外科

3／28（金） 19:30 1単位 （福岡）
第8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

3／29（土） 18:00 1単位 （愛知）
第15回東三河リウマチ研究会　
勝又　忠　Tel.0564-27-0226
旭化成ファーマ㈱名古屋病院営業所

3／29（土） 18:00 1単位 （岡山）
第39回岡山リウマチ研究会　
寺地　学　Tel.086-246-3232
科研製薬㈱広島支店岡山営業所

3／29（土） 19:30 1単位 （香川）
第20回香川県関節外科セミナー　
真柴　賛　Tel.087-891-2195
香川大学　整形外科

4／3（木） 19:00 1単位 （福島）
県北RA学術講演会　
宮田　昌之　Tel.024-534-6101
福島赤十字病院

4／4（金） 20:00 1単位 （高知）
第38回高知リウマチ研究会　
宮本　哲生　Tel.088-825-3191
旭化成ファーマ㈱

4／4（金） 20:00 1単位 （神奈川）
第4回川崎骨粗鬆症を語る会　
小酒井　治　Tel.044-222-3255
宮川病院　整形外科

4／5（土） 18:00 1単位 （長野）
第44回信州リウマチ膠原病懇談会　
山 秀　Tel.0263-28-3003
抱生会　丸の内病院リウマチ科

4／26（土） 18:00 1単位 （鳥取）
第3回 Biological Meeting in Tottori
萩野　浩　Tel.0859-34-8114
鳥取大学医学部付属病院リハビリテー
ション部

5／10（土） 16:00 2単位 （兵庫）
東播整形外科医会（第6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

5／16（金） 20:00 1単位 （福岡）
第76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

1／30（水） 19:20 1単位 （岩手）
盛岡臨床整形外科医会
駒ヶ嶺　正隆　Tel.019-622-1121
駒ヶ嶺リウマチ整形外科クリニック

1／27（日） 10:05 12:20 （福島）
午前2単位　午後2単位

第11回東北リウマチ医の会　
岡田　直美　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱

1／28（月） 19:30 1単位 （沖縄）
整形外科学術講演会　
真銅　春彦　Tel.098-878-0538
万有製薬㈱

1／31（木） 18:30 2単位 （東京）
第10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

2／22（金） 20:00 1単位 （福岡）
第75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　

2／23（土） 15:00 1単位 （愛知）
第8回海部郡整形外科医会学術講演会　
油座　聡　Tel.052-211-2458
ワイス㈱東海北陸支店名古屋第一営
業所

2／23（土） 16:00 1単位 （兵庫）
第5回兵庫整形リウマチの会　
浅野　益男　Tel.06-4807-3003
参天製薬㈱

2／23（土） 16:00 1単位 （東京）
第8回城東RAカンファレンス　
青砥　正道　Tel.03-3230-6729
田辺三菱製薬㈱製品統括部
レミケード部東京グループ

2／10（日）8:30 最大2単位 （福岡）
第7回久留米関節セミナー
稲員　由紀　Tel.0942-22-6111
久留米大学医療センター

2／13（水）19:30 1単位 （大阪）
第5回大阪リウマチ関節外科ゼミナール
田中　佑香　Tel.06-6879-3552
大阪大学　整形外科

2／13（水） 20:00 1単位 （埼玉）
第6回川越リウマチ懇話会　
村上　勝　Tel.03-3523-8890
参天製薬㈱　東京抗リウマチ薬チーム

2／14（木） 19:15 1単位 （広島）
第7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

2／14（木） 19:00 1単位 （兵庫）
第23回兵庫医大リウマチ関節外科談話会
福西　成男　Tel.0798-45-6452
兵庫医科大学整形外科学教室

2／14（木） 19:30 1単位 （岐阜）
第6回東濃・可茂脊椎セミナー　
來住　隆司　Tel.058-265-7880
小野薬品工業㈱名古屋支店
岐阜営業所

2／14（木） 20:00 1単位 （兵庫）
第4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

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

2／23（土） 17:00 1単位 （長野）
第7回信州膠原病セミナー　
鈴木　貞博　Tel.020-292-2261
厚生連篠ノ井総合病院膠原病科

2／23（土） 17:00 3単位 （兵庫）
第25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　
塩澤　俊一　Tel.078-769-4543
神戸大学　保健学科

1／31（木） 19:00 1単位 （鳥取）
整形外科勤務医会鳥取県支部・鳥取県
臨床整形外科医会合同研修会　
萩野　浩　Tel.0859-38-6862
鳥取大学付属病院リハビリテーション部

1／31（木） 19:15 1単位 （栃木）
第4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学教室

1／31（木） 19:30 1単位（神奈川）
相模原インフリキシマブ治療懇話会
石塚　藍　Tel.042-750-2650
田辺三菱製薬㈱横浜支店相模原営業
所

Announcement
［登録医研修単位認定講演（H20.1～H20.5）］

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。

日本リウマチ財団 寄金ご協力のお願い

●目標額 10億円

●使途 当財団のリウマチ病基礎調査・
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
にご一報下さい。
（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，事務局にお申し出下さい。

植地正文様
嶽間沢昌和様
工藤　厚様

【ご寄付いただいた方】
（平成19年12月）

澤登昭一様
柴田利満様
鈴木與巳様

関口晴之様
長谷川藤二様
牧　隆敏様

真下和宏様
山崎昌子様
山本　淳様

吉田健太郎様
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佐川氏の開業動機は「リウマチ性疾

患はよい薬ができてはいるが，まだ完

全に治る病気ではなく，患者さんとの

お付き合いは一生であることに変わり

はない。そのため，患者さんとの関係

を大切にして，より患者さんの近くで

実地医家としてやっていくためには開

業しかない」ということであった。

しかも，患者さん第一ということを

貫くため，最新の高度医療を提供する

こともその責務と考えた佐川氏は，ク

リニックの各種設備にも万全の体制を

敷いている。

佐川氏のクリニックにはフルデジタ

ル化されたX線撮影装置をはじめ，骨

塩定量測定装置，超音波エコーなど各

種最新モデルが導入されていた。その

上，リウマチ患者さんの合併症対策も

視野に入れた，肝機能や腎機能を診察

時に診断が可能であるシステムが導入

され，電子カルテと共に診察室で患者

さんと共にディスプレイ上で視覚的に

ご自身の病態を理解しやすくするきめ

細かな配慮がなされている。

何度も病院に足を運ぶことが，そ

もそも負担が大きいリウマチ患者さ

んにとって，検査結果をその場で確

認し，分かりやすく示してもらえる

このシステムはとても便利なものと

いえよう。患者さんの満足度を向上

させる上で，重要なハード部分の充

実が図られている。

また，斗南病院，札幌山の上病院な

どとの近隣の施設と病診連携（後方支

援病院）の体制も，佐川氏の個人的な

人脈をもとに整っており（佐川氏が顧

問医となっている），入院や手術に対

する対応も迅速かつ手厚く行うことが

可能である。また，これら病院との電

子カルテ等のオンラインネットワーク

化も既に視野に入っているというか

ら，その連携体制の充実ぶりはリウマ

チの地域医療としては手本となるべき

ものであろう。

患者さん本位の医療を理想とし，

また確実に実践している佐川氏は，

スタッフの充実も当初より手を抜い

ていないようである。開業に当たっ

て，まずそのスタッフの手配を最優

先させてもいる。看護師5人（うちパ

ート2人），検査技師1人，事務スタ

ッフ3人の全員が女性で，ほぼすべて

のスタッフが，開業前から佐川氏と

職場を共にしていた気心の知れたス

タッフである。その上，リウマチ診

療に向けてのモチベーションはきわ

めて高く，クリニック内の研修室で

はスタッフの方たちだけの自主ミー

ティング，勉強会が定期的に開催さ

れる一方，患者さんとの交流も自主

的に行われているという。

しかしながら，万全の体制を敷いて

いるとはいえ，課題がないわけではな

いという。スタッフの看護師さんにそ

のあたりを尋ねてみた。

はじめに
既に終了した近藤正一先生の連載『リウマチ診療のコツ』では，整形

外科医の考えるリウマチ患者さん診察の要諦を，分かりやすくお披露

目していただいた。一方，内科医ご出身のリウマチ医の先生方からは，

内科ご出身の専門家のコツも披露してほしいという声を頻繁に頂戴し

ていた。そこで本紙では，学会や研究会での積極的な活動や治験に

も関わっている，著名な内科臨床医佐川 昭 氏に連載をご依頼した。

佐川 氏は札幌に昨年初め新しいクリニックを開業されている。

佐川 氏は，別掲のように開業直前まで中規模の病院長としてご活躍さ

れており，経営に関する経験は豊富である。開業のタイミングとしては，

大学医局を定年退官する年齢とほぼ同程度であるが，その経験値の高さ

はまさに大ベテランの域であろう。研究者として，臨床家として，佐川

院長の卓越したリウマチ診察のコツに大きな期待がかかるものである。

今回は，佐川 院長のクリニックまで後藤編集委員長と足を運び，その

設備とスタッフの声を合わせて現地取材を行った。

（佐川先生のご要望で本シリーズは「リウマチ診察のコツ」となります）

インフォームド・コンセント等に活躍するデジタル画像 撮影モニタ

佐川氏と後藤編集委員長

診療科目 内科　リウマチ科アレルギー科

診療時間 月～金　9時～12時半　14時～17時

開院 平成18年1月1日

概要

略歴

佐川昭リウマチクリニック　院長

佐川 昭 氏（さがわ　あきら）

1969年 北海道大学医学部卒

1979年 北海道大学医学部第二内科

1992年 同講師

1993年 札幌山の上病院リウマチ膠原病センター長

1995年 医療法人札幌山の上病院院長

2006年 佐川昭リウマチクリニック開設　斗南病院　顧問医

リウマチ診察のコツ　内科医の場合
エキスパート・シリーズ

エントランス

開業に当たりハード・ソフトの
両面の充実を図る

後藤 眞 （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・加齢制御学部門 教授

聞き手佐川 昭
佐川昭リウマチクリニック　院長　

主な話し手
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ひとり10分の診療時間への対応

後藤 診療時間は朝何時から始ま

るのですか。

看護師 9時からです。お昼は一応

12時半で予約は終わりとなってい

ます，現状としては1時間過ぎる

ことが多いですね。

後藤 1時間ぐらいのお休みはあり

ますか。

看護師 ありません。短いときで3

分とか（笑）。2時から午後の診療

はスタートで，一応表向き4時半

となっているのですが，4時半で予

約の患者さんが終わったことはあ

りません。現実には6時を過ぎる

ことが多いです。

後藤 札幌山の上病院のときと，

現在は何か違う点はありますか。

看護師 患者さんが多いというの

は変わらないと思うのですが，待

ち時間を少しでも減らして診療時

間を増やしたいという意図はあり

ます。予約制なので，目標の1人

10分の診療時間に収めようとする

のですが，どうしても待ち時間が

長くなるようです。

後藤 10分というのは患者さんに

もお伝えしているのですか。

看護師 患者さんにも，診療は10

分ぐらいということを言いたい気

持ちはありますが，言えないのが

現状です。慢性疾患ということが

大きいかと思います。患者さんは

ずっと付き合っていく病気という

ことで，悩みごとや，家族のこと，

日々の悩みを先生にお話しされて

いるようです。

後藤 コメディカルの人が補うと

ころはあるのですか。

看護師 診療時間前にお声をかけ

ることは一応心掛けてはいます。

お電話をいただく方もいるので，

そのときにちょっとお話をすると

か，診療後の採血中にお話したり

とか。その点，スタッフが多いの

で，1人が診療・処置に対応をすれ

ば，それ以外の患者さんに残りの

看護師が対応できているかなと思

います。

看護師のモチベーションとは

後藤 あなた方が頑張れる動機は

何ですか？

看護師 当院は外来中心でも，対

象が慢性疾患ということがあるの

で，患者さんも長く通われる方で

あるということがあります。感覚

的な表現ですが，一般内科では

「かぜ」で来る方が多いということ

で，点でのお付き合いでしかない

と思います。それがリウマチのよ

うな慢性疾患では，ずっと患者さ

んと関わりあえるということで，

線でつながったような感じでしょ

うか。

後藤 なるほど。

看護師 そういった意味では，や

り甲斐はあると思っています。

スキルアップはどのようにしてい

るか

後藤 リウマチの勉強はどうされ

ていますか。

看護師 当初，学習会や勉強会等

を先生に開いてもらえないかなと

思っていましたが，現実，患者さ

んが多くて時間が取れません。ス

タッフ間でも，交代で休憩に入る

のでそれも難しい。そこで先生が

取りそろえた本や自主的に講演会

に行きます。

後藤 患者さんに対しての対応に，

スタッフ間で何かモットーがある

のでしょうか。

看護師 この疾患はどうしても待

ち時間が長くなり，在院時間が長

いですから，そのためにも患者さ

んとお話をする，お声をかけるこ

とを心掛けています。あとは，レ

ミケードのような生物学的製剤を

処方した場合の，投与時反応等で

調子を悪くされて帰られた方には，

その後「お声かけ」のお電話をし

たり，予約をされたのに来なかっ

た方への電話です。また，患者さ

んに「どうですか？血圧をお計り

しましょうか」とお声をかけたり

することもあります。

後藤 つまりより積極的にコミュ

ニケーションを取ろうということ

ですね。

看護師 そうですね。基本はそれ

だと思います。

生物学的製剤への対応は

後藤 高額医療費の説明などはど

うしていますか。

看護師 主に私たちが行います。

診療時間も限りがありますので，

先生は薬物療法の説明を主にして

いただいて，それ以外の治療費の

負担問題等は生物学的製剤では特

に重要なので，こちらで説明して

います。また，生物学的製剤のど

ちらを使うのかということも問題

です。患者さんがお仕事されてい

ると，エンブレル処方のために週2

回も来れないという方もいますし，

レミケード投与の2時間を作るほ

うが難しいので，やっぱりエンブ

レルの方がいいという方もいます。

そのあたりの個人的事情も私たち

もお尋ねします。

後藤 高額医療の説明は，なかな

か大変だと思います。

看護師 そうですね。それで，オ

リジナルの解説書を作ってみまし

た。また，企業の健康組合によっ

ては，月々の支払い上限が2～3万

だったりするので，患者さんがそ

の制度に該当するかなども私たち

が調べます。

後藤 生物学的製剤のご説明をす

るケースは多いのですか。

看護師 最近，教えてくださいと

いってくる人が多いですね。

後藤 ということは，最初から使

いたい意志で受診されているので

すね。

看護師 そういう方もいらっしゃ

いますし，逆に，ほかのところで

薦められ，本当に自分はそれが必

要かとセカンド・オピニオンを求

めて来院されるケースもあります。

そういう患者さんには，画像をお

見せして，目で見てわかりやすく

すると，ほぼ納得されます。ただ，

副作用の不安が大きいのは事実で

す。患者さんによっては，治療を

開始する，背中を押す何かがほし

い人であれば，経済的情報や治療

後のシミュレーション，生活の向

上，就職のような希望をお見せし

て，背中を押してあげることも必

要かと思います。

副作用の説明を看護師さんがす

るケースも

後藤 副作用に関する患者さんの

意識はどうですか?

看護師 やっぱりメディアからの

影響は大きいです。メトトレキサ

ートにしても，レフルノミドにし

ても，間質性肺炎や肺炎による死

亡報道もあったからです。ただ，

その報道が本当にすべてかという

と，報道のしかたにも問題がある

と思いますし，亡くなられた方の

一方で，何万人もの方が救われて

いるという事実もお話しすると納

得される方もいます。

後藤 そういうお話も皆さんがさ

れるのですか。

看護師 はい。やっぱり先生は診

療の時間のこともあるので，おお

まかなことだけで，あとは処置室

にいらしていただき，検査のお話

をしながら私たちもしています。

自作のクリニカルパスの運用

後藤 5人の看護師さんの担当は分

かれているのですか。

看護師 明確に分けてはいません。

後藤 レミケード担当とかはない

わけですね。

看護師 患者さんに関しては，全

スタッフが関わっています。

後藤 では，どなたか1人お休み

しても，誰でもできるという体制

になっているわけですね。

看護師 はい。レミケードに関し

ては，クリニカルパスも作って誰

でも同じくできる体制にしていま

す。エンブレルに関しては，自己

注射の指導をどこまでやったかと

いうチェックシートを使っている

ので，それを見ればわかるように

なっています。

後藤 先生も含めてすごくデジタ

ル的なことに長けているようです

が，看護師さんたちも情報をデジ

タル上に残していますか。

看護師 患者さんからの電話やア

クシデントは私たちも電子カルテ

に記載をします。電子カルテの先

生が所見を書く部分に，「その他」

というものを追加して，そこを活

用しています。

スキルアップは
どのようにしているか

自作のクリニカルパスの
運用

副作用の説明を
看護師がするケースも

ひとり10分の
診療時間への対応

看護師の
モチベーションとは

生物学的製剤への対応は

患者さんの個人学習用スペース

多くの情報を伝える掲示板

歓談するスタッフ

●看護師の声
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このように，かなりの部分できわ

めて積極的に医療にアサインしてい

るスタッフを抱えるこのクリニック

であるが，佐川氏は内科医としての

リウマチクリニック経営のコツにつ

いて，どのようにお考えなのかご意

見を頂戴した。

まずは気心の知れたスタッフを集める

べし

佐川 来てもらっているスタッフは，

前の病院での私のやり方，考え方なり，

特徴なりを知っている人たちに集まっ

てもらっています。なぜなら患者さん

も前の病院からの方が多いので，顔の

知った看護師さんがいるとか，受付の

方，医事の方がいるだけで，すごく安

心するからです。

「先生は知っているけれども，ほか

のスタッフはまったく知らない」と

いうのは，患者さんの立場になりま

すと不安の種になるわけです。玄関

を入ると知っている受付の方がいる。

それだけで皆さんはよろこんでいま

した。「あら，あなたもいたの。あな

たも」ということで，まずそれで安

心してくださる。それがまず開院時

には必要です。

スタッフの自主性を重んじるべし

佐川 次に，スタッフの自主性です。

私が言ったこと，指示した範囲内の

ことだけでなくて，自分たちでアン

ケート活動をしたり，クリニックの

進め方をどうしたらいいかというこ

とを，お任せして考えてもらいます。

特に診療内容として，生物学的製剤，

点滴用のレミケードがありますから，

投与時反応のような危険なことも起

こりうる。看護師が患者さんのいち

ばん近くにいるので，緊急時にどう

対処し，どのように投与したらいい

のか，どういうことに気をつけたら

いいかということを，自分たちでい

ろいろ考えてくれるようになっても

らうことが必要です。

しかも，自主性を重んじた結果，

このクリニック用のクリニカルパス

を作ってくれたり，投与のしかたを

自主研究までしてくれました。しか

も，独自のアンケートも実施してく

れています。かなり多方面にわたっ

たアンケートで，今もまだ継続中の

ものもあります。単純に「このクリ

ニックはどうですか，治療はどうで

すかとか，我々自身の対応をどうし

たらいいと思うか」というような内

容だけではないようです。そういう

自主的，スタッフが中心となる仕事

をまず見つけてもらうことが，クリ

ニックの質を上げ，モチベーション

を上げるという意味では，非常に大

切だと思います。

積極的に医療行為に参画させるべし

決して医師1人で頑張らない

佐川 同じようなことかもしれません

が，検査技師も専門の方を雇っていま

すし，医師1人のクリニックですが，

決して私1人ですべてやるわけではな

くて，分業的に，それぞれのスタッフ

に任せて，空いた手で患者さんと私は

少しでも治療面で対面し，またスタッ

フと患者さんは別な世間話や悩みを聞

いたりしてくれるようにする。スタッ

フは，患者さんがここに来てなごむよ

うな，ホッとするような空間を作って

あげるようにするわけです。大きな病

院ではなかなかできないものを，我々

はもっているのだから，それを提供す

るということですね。

後藤 そうですね。病院もいろいろ差

別化されていますから，一所懸命患者

サービスとか，患者中心とか，口では

言いますけど，心がこもってないとい

うか，なかなか実行できてないわけで

すね。そういう意味では，小さなクリ

ニックというのはむしろ小回りがきく

し，先生自身のあたたかみが伝わるよ

うなところがあって，いいだろうなと

思うんですね。

アメリカは，リウマチ専門ナースと

か，いろいろ専門家ができ，医者はあ

る程度まではやりますが，看護師とし

ての本来的な業務とか，医療に本当に

深くタッチするという意味での環境が

だんだんできてきたように思うんです

ね。そういう人たちのやる気を，給料

や勤務時間だけじゃなくて，おもしろ

い，人のためになることをやりたいと

いうところが，リウマチという，同じ

患者さんと何年間も関わるということ

ですから，スタッフ自身がやる気を起

こす。それをむしろサポートするよう

な医師の態度というのが僕は非常に重

要だと思いますね。

保険医療の加算制度などに熟知する

後藤 スタッフが全員で10人は多す

ぎませんか。

佐川 開業してすぐに動ける人がパッ

と揃わなかったという点があります。

看護師さんは最初から正式な職員が揃

っていれば3人ぐらいでよかったと思

いますが，ちょっと時期のずれがあっ

たために，その間は臨時雇用でつなご

うかと思っているうちに5人になって

しまいました。受付は2人。それから

臨床検査技師さんは，エコーをやりた

いというのと，迅速検査をしたいと思

っていたので正規に雇っています。測

定機器を揃えれば，診療加算が取れる

という制度を活用しました。秘書さん

は，仕事のコントロール上必要です。

後藤 電子カルテをお使いになって

いますけど，その入力は誰がしてい

ますか。

佐川 入力は，秘書さんに任せていま

す。なぜ電子カルテを入れたかという

のは，リウマチ医療は非常に均一とい

うか，同じ疾患，同じ条件をもった患

者さんを診ることになりますよね。そ

うしますと，患者さんをきちっと分析

したり，統計を取ったりするのに電子

カルテが必要じゃないかと思ったから

です。日常診療に必要というより，臨

床研究のためです。どういう人にどう

いう薬を使っているかとか，何ができ

るのかのデータ取り，そこが発想点で

す。ただ，診療の現場ではけっこう不

自由というか，思ったように動いてく

れなくて，まだまだ未熟な機械だなと

思って，いつも困っていますけどね。

OAの患者さんも診るべし　

後藤 先生は内科系なわけですが，患

者さんの分布はどんなものですか。

佐川 来院する患者さんは2000人ぐ

らいですが，おそらく，ほとんどがリ

ウマチ・膠原病の方で，関節リウマチ

といえる方は半分ぐらいでしょう。残

りが変形性関節症ですね。

後藤 OAも診察されるわけですね。

佐川 受診のときにまたがってきます

から，ご本人はリウマチだと思って来

られて，結果はOAだけだったという

方です。それでも診ます。リウマチの

方は1000人程度じゃないでしょうか。

私で診ていけるような患者さんは診る

ようにしています。私も診断できる枠

というのは決まってますから，重要度

の高いというか，重視したほうがいい

患者さんを中心にしたいのですが，少

しゆるい枠組みの気持ちで対処してい

ます。

医療連携は合併症も視野に入れるべし

後藤 医療連携はいかがです。

佐川 いちばん大きなつながりをもっ

ているのは，150メートルほど離れた

斗南病院です。そこにリウマチ・膠原

病の私の後輩2人が勤めています。病

棟と外来をやっていますので，リウマ

チ・膠原病に関する患者さんはそちら

にお願いすることが多いですね。距離

的にも近いし，分野も共通しています。

後藤 その他の連携はいかがですかね。

佐川 「大通り連携の会」というのを

私が提唱して実施しています。来院す

るリウマチ・膠原病の患者さんは，年

齢からも消化器疾患があったり，糖尿

病があったり合併症を抱えているもの

です。そこで，関連しそうな疾患の専

門家の先生5人と会を作り，年に3，4

回，それぞれの得意分野の話をしなが

らお互いのレベルアップと交流をして

います。

後藤 手術が必要になるような場合の

連携は，どのようにしているのですか。

佐川 手術は，開業前にいた札幌山の

上病院のつながりの先生に今も引き続

いてお願いしています。しかも北海道

は，整形外科専門の大きな病院がた

くさんありますので，整形外科の手

術に関しては不自由することはない

ですね。

本当の経営のコツとは

後藤 医師がおひとりということで，

設備的にも，手足となるような設備を

完璧に揃えられたと思いますが，クリ

ニック経営のそこがコツなのか，もし

くはスタッフ教育がコツなのか，開業

する上での場所，設備，患者さんなど，

佐川先生が考える経営のコツは端的に

はどのようなものでしょうか。

佐川 リウマチ・膠原病は，基本的に

は患者さんと一生のお付き合いをして

いくので，手術が必要となったり，あ

るいは入院が必要になったりとか，状

況変化があったら迷わず最善と思われ

る手段を推薦することです。患者さん

に「あの病院に行って手術をしてくだ

さい」，「ここの施設でリハビリを行っ

てください」，「入院が必要になってし

まいました。××病院を紹介します」

など，躊躇することなく最善の対処法

をリコメンドします。その上で，好転

すれば戻ってきていただき，またさら

にずっと診ていくと。そういう軸を大

切にすべきと思います。

それをうまく行うには，我々は最

善の医療に通じている必要がありま

す。最善の医療に通じるということ

は，常に自ら学ぶということです。

毎土，日の予定を空けておくという

のは，情報収集として自分自身のレ

ベルアップを最優先しているからで

す。これに職員自身のレベルアップ，

情報収集能力の向上が加わればいう

ことないでしょう。

さらに加えれば（クリニックの）雰

囲気です。患者さんも，落ちつく，安

心できる，ホッとするような場所で気

持ちよく医療を受けたいという気持ち

を必ずもっているはずです。それに応

えてあげる必要があるでしょう。もち

ろん，安全に対する保障，リスク・マ

ネージメントも大切です。当院でも災

害時等のリスク・マネージメントに対

して，スタッフが自主的に委員会を作

っています。

同じような疾患の多数の患者さんに

毎日接しているのですから，1人ひと

りに対してよい治療結果を出すことも

大切ですが，それを分析し，研究し，

その成果を患者さんにお返しする役目

もあると思います。

後藤 成功されているクリニックの先

生方に共通しているのは，そのような

研究心の有無ではないかと私も思いま

す。日々の診療に忙殺されるだけでな

く，新しい治療に対する関心の強さで

すね。

本日は，スタッフの方も含めて，貴

重なご意見有難うございました。（了）

●経営者に聞く

エキスパート・シリーズ　リウマチ診察のコツ　内科医の場合

まずは気心の知れた
スタッフを集めるべし

スタッフの自主性を
重んじるべし

保険医療の加算制度などに
熟知する

医療連携は合併症も
視野に入れるべし

OAの患者さんも診るべし

本当の経営のコツとは

積極的に医療行為に
参画させるべし　

決して医師1人で頑張らない
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ヨーロッパリウマチ学会から早期リ

ウマチの診療指針が2007年に発表され

ている。簡単に訳してみると，・多関

節炎患者は6週間以内にリウマチ医に

紹介，・身体所見が関節炎を検出する

第一の手段だが，難症例では，超音波

検査，MRIが有用，・多関節炎におい

て他疾患を除外するには，注意深い病

歴聴取と診察に加え，少なくとも血算，

尿検査，トランスアミナーゼ，抗核抗

体を施行，・診断時には，予後因子と

して腫脹関節数，圧痛関節数，血沈ま

たはCRP，リウマチ因子，抗CCP抗

体，単純写真による骨びらんの評

価，・遷延性関節炎および骨びらんの

ハイリスク患者では，関節リウマチ分

類基準を満たさずとも抗リウマチ薬を

早期に開始，・疾患および薬物療法の

患者教育，日常生活上の疼痛対策，機

能維持療法などの指導，・NSAIDは

消化器，腎臓，心血管系のリスクを考

慮し，関節痛に使用，・経口ステロイ

ド薬は，関節痛と腫脹に効果があり主

に一時的な治療として考慮，・関節内

ステロイド注射は，局所炎症への治療

として考慮，・メトトレキサートは

DMARDの中心であり，遷延性関節炎

の危険が高い患者では早期に投与され

るべき薬剤，・関節リウマチの薬物療

法は寛解導入を目標とし，定期的な病

勢と副作用のモニタリングにより，抗

リウマチ薬を選択し調節する，・理学

療法，作業療法，運動療法などは薬物

療法を補完する治療として早期関節炎

の患者から併用，・疾患活動性の評価

にはDASと医師による全般評価を寛解

がえられるまで1-3ヵ月ごとに施行，・
解剖学的な損傷は発症から数年は6-12

ヵ月ごとのX線写真で評価，・HAQ

スコアのような機能評価も補完的評価

として利用，となっている（Ann.

Rheum. Dis. 2007; 66: 34）.。初期診断

をしっかりし，予後判定を行い適切な

治療を選択し，きめ細かな効果判定で

調整しながら寛解を目指すというのは

国際的標準のようである。（岡田正人）

羽生忠正　長岡赤十字病院リウマチ科整形外科部長

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
山村昌弘　愛知医科大学医学部リウマチ科教授

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
岡田正人　聖路加国際病院アレルギー膠原病科　副医長
仲村一郎　湯河原厚生年金病院リウマチ科部長

【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】

レ ン ト ゲ ン ク イ ズ
医療法人行岡医学研究会　
行岡病院　臨床リウマチ研究室長 村田 紀和

【症例】
78歳，男性
腰痛の訴えで撮った際の

XP像である。

第23問

両股正面

両手正面

骨盤正面像

【解説】
この症例のように関節が破壊されることは珍しいが，

腸骨に見られる周壁形成の乏しい嚢胞様病巣と粗い骨陵

が混在すること，骨膜反応がないことからサルコイドー

シスと診断できる。左大腿骨の骨頭から頚部および大転

子部にかけてさらに粗で乱雑な骨陵形成と嚢胞様病巣と

の混在，点状骨硬化巣がみられる。通常はサルコイドー

シスの病変は手にみられることが多く，この症例でも両

手の中節骨を中心に典型的な網状パターンがみられる。

第22問 解 答

サルコイドーシス

QQQQuuuu''''eeeesssstttt----cccceeee qqqquuuueeee cccc''''eeeesssstttt ？？？？？？？？？？？？

第22問　
【症例】72歳，男性　
10年来の左股関節痛と
可動域制限がある。

前 回
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