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リウマチ診療・研究歴45年の西岡常務理事。

　日本リウマチ財団の前身である「日本リウ
マチ協会」が創設され、患者会「日本リウマチ
友の会」が発足した196 0年前後、日本では
関節リウマチを専門とする医師は限られてい
ました。またリウマチは非常に曖昧模糊とした
疾患概念であったため、整形外科で診療した
り、内科で診療したり、ときにはその2つの科
がリウマチの診療をめぐって対立したことも
あり、リウマチ医療発展の途上において乗り
越えるべき課題となっていました。また、看護
師などの医療スタッフの教育は職種ごとに分
断され、米国リウマチ学会のように医師を含む
チームが一丸となって広範囲なリウマチ領域
を学ぶ場はありませんでした。
　1972年、各方面からのご尽力により厚生省が
リウマチ調査研究事業を開始しました。さらに
京都で開催された国際リウマチ学会の影響な
どを受け、医師たちは新しい治療方法の開発
や患者さんに対しトータルケアを行うことの必
要性を痛感することになります。そして1987年、
リウマチ性疾患の征圧を目的とした「財団法人
日本リウマチ財団」が創設されました。そして、
リウマチ性疾患の診療レベルを飛躍的に向上
させる目的で「リウマチ財団リウマチ専門職制
度」をスタートさせたのです。制度は当初、医師
のみが登録の対象でしたが、のちにリウマチケ
ア看護師（2010年～）、登録薬剤師（2014年～）、
登録理学療法士・作業療法士（2019年～）へと
拡大しました。財団ではこれらリウマチ専門職
に対し、各地方での研修会のほか、年1回、千人
規模の会場を用意した全国版の研修会をひら
いて教育研修事業を行っています。
　整形外科と内科などの各診療科の壁を超え、
「リウマチ科」が標ぼうできるようになったの
は1996年以降のことでした。全国の大学でも

リウマチ学の講座を作るという流れが起こり、
2003年から始まる生物学的製剤（以下、バイオ）
上市を前にして、日本のリウマチチーム医療
は世界でも類を見ないスピード感を持って動
き出したのです。

　現在、リウマチ専門職制度は【登録医：2,901
人】、【リウマチケア看護師：1,416人】、【登録薬
剤師：529人】、【登録理学療法士・作業療法士：
155人】を擁しています。リウマチ医療に携わる
あらゆる職種がおなじ団体へ登録し、学び、交
流するこの制度は、世界的にも非常にユニーク
なものであり、なによりバイオの適正使用の
浸透に一役買った成功モデルです。
　リウマチ専門職制度は、まだバイオによる十分
な治療が行われていないアジアの国々へ“制度
輸出”するべきだと思います。足掛かりは人口
の多い中国も候補の一つでしょう。中国へ伝え
れば、中国資本の医療ビジネスが進出している
アジア太平洋地域へ拡大します。
　製薬会社が新しい国でバイオなどの新規製
剤を普及しようというとき、もっとも気にするの
は適正使用です。自分たちの薬を安全に使って
もらえるか？　医師だけではなく、看護師や薬
剤師などチームは整備されているか？　当財
団には製薬会社と協力し、これからバイオを必
要とする患者さんのためにも、日本の成熟した
リウマチチーム医療を諸外国に伝える任務が
あります。
　また、全世界的にはAPLAR圏とヨーロッパ
にまたがるロシアへ、日本のバイオケアシステム
を輸出することも望まれます。こちらも中国と
同様、キー国であるロシアへ定着させることで
多くの周辺国へ広めていくべきでしょう。

　近年、日本ではさまざまな領域の疾患でバ
イオが適応拡大になっています。皮膚科領域
の乾癬性関節炎などがその代表例です。ご存
じのように、皮膚科領域では皮膚科医自身の
手でバイオ製剤を投与することを学会が推奨
していないため、現状ではリウマチ科との連
携が非常に役に立っています。
　さらに最近、骨粗鬆症の画期的なバイオが
許認可されました。また、変形性関節炎、視神経
脊髄炎、多発性硬化症などの数多くの難病に対

して様々なバイオが相次いで開発途上にあり、
今後さらに活発になると思います。

　図は、リウマチ治療の進歩を、治療薬の切り
口であらわしたものです。1940年代からステロ
イドとNSAIDs（非ステロイド抗炎症薬）が登場
し、リウマチの疼痛症状を抑えました。さらに
1970年代にはDMARDs（合成低分子リウマチ
薬）やメトトレキサートなどによって、初めて疾患
活動性をコントロールできるようになりました。
そして2000年代に入るとバイオの登場により、
リウマチは寛解に持ち込める疾患となりました。
　バイオの果たした役割は多大ですが、一方
で財政的な問題をもたらしました。患者さん
の経済的負担はもちろん、国全体の医療費も
圧迫するようになっています。近年はバイオの
約6割の薬価であるバイオシミラーの普及が
あるものの、根本的な解決には至りません。
　莫大な医療費を抑制するために、今盛んに
研究されているのが治療ワクチンです。すな
わち抗体医薬品をワクチン化するという発想
です。TNFやIL-6、IL-17などの抗体が持続的
にリウマチ性疾患の患者の体内にできれば、
高価なバイオを投与し続けなくても良いこと
になり、医療費は削減されます。その後は、より
高度なDNAワクチンやペプチドワクチンが
誕生するでしょう。
　昨年11月に開催された東京-モスクワ国際
医学フォーラムでも、治療ワクチンはポストバ
イオ戦略のシンポジウムとして取り上げられま

した。日本、フランス、アメリカなどから多くの
重要な知見が報告されたのです。リウマチ医療
は、今、バイオ以降の次のステージに向かって
いるといえます。

　財団の運営にあたっては、企画運営委員会
で10年先がどうなっているのかというシミュ
レーションを絶えず行っています。歴史的にみる
と「リウマチ＝痛み」であり、とくに慢性的に
続く痛みは原因がなんであろうと財団でカバー
すべきと考えています。昔からリウマチ科は、
曖昧模糊としたよくわからない疾患の“駆け
込み寺”であったからです。
　痛みを起こす疾患として超高齢化社会を迎
える日本でこれから直面するのは、リウマチ
領域では骨粗鬆症と変形性関節炎です。加齢
によって誰もがなりうる病気であり、骨折によ
る社会的なロスはかつてないほど大きく、早急
な対策が必要です。そして、それは若い医師に
とって極めて魅力ある取り組みとなるでしょう。
なぜなら、疾病構造といい患者規模といい、
先輩たちがまだやったことのないほど新しく
大きな仕事だからです。財団の研修会でも、
この2疾患は積極的に取り上げる予定です。
　日本リウマチ財団では、次世代の仲間達に
広範囲な学問的知識を必要とするリウマチ学
への興味を持ってもらい、魅力的な領域と感じ
てもらうため、10年先、20年先を見据えてリウ
マチ専門職の育成に努めていきたいと思って
います。

図 120年のリウマチ治療の進化（過去から未来へ）

リウマチチーム医療の成り立ち

皮膚科領域とのバイオ連携

リウマチ治療ワクチンの開発について

若い医師にも魅力あるリウマチ領域リウマチ専門職制度の
グローバル化へ向けて

リウマチ医療、新時代
―生物学的製剤から治療ワクチンの時代へ―

リウマチ医療の世界が劇的な変化を遂げつつあります。その真っただ中で活動する日本リウマチ財団では、リウマチ専門職制度の
整備や皮膚科領域とのバイオ連携など、さまざまな施策を行っています。さらに「リウマチ治療ワクチン」の最新事情や領域の未来
について、西岡常務理事に語ってもらいました。

西岡 久寿樹 氏 ／ 日本リウマチ財団常務理事
  政策研究大学院大学グローバルヘルスケア シニアフェロー
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後藤　薬剤師は病院勤務か薬局勤務かによっ
て、業務内容が大幅に異なると思われます。
そのため、本日は病院の先生2名、薬局の先生
1名にお越しいただいています。まずは自己紹
介を兼ねて、登録薬剤師の資格を取ろうと
思った理由を教えてください。
詫間　後藤先生とおなじ国立成育医療研究
センターに勤務しています。子供と妊婦さんが
多い施設です。7年程前から小児の腎臓・リウ
マチ・膠原病科の担当になったのですが、は
じめは大人の関節リウマチしか知らず、小児
リウマチは多岐に渡っているので、知識を深
めるために資格を取ろうと思いました。
與那覇　勤務先の埼玉メディカルセンターの
膠原病内科では、１ヵ月10人以上にバイオ製
剤を新規導入していました。それを2名の薬剤
師が外来で服薬指導している状況でしたが、
バイオ製剤の種類も多く、よほど知識がない
とうまく患者さんに説明できないと感じていま

した。そんなときに上司に勧められ、思い切って
チャレンジしました。
亀山　神奈川県伊勢原市の東海大学病院の
前にある薬局に勤務しています。「得意の専門
分野を持ちたい」という思いもあって、リウマチ
やバイオ製剤などの勉強会に参加していた時期
に、『薬事日報』の一面にリウマチ財団の登録
薬剤師制度が始まるという記事が掲載されて
いたのを見て取得しようと思いました。

後藤　資格をとられて、実際に役に立ちました
か。資格を取得したことは院内で認識されて
いますか。
與那覇　リウマチ担当医と薬剤師は知ってい
ます。資格をとったこともあり、リウマチ患者
さんの服薬指導を任されました。ネットで検索
された患者さんから、「君、載ってるね」と言わ
れたこともあります。
宮﨑　外来担当の薬剤師は同じ患者さんを

リウマチ性疾患の薬物療法に精通した薬剤師を育成するためのリウマチ財団登録薬剤師制度が発足して、今年で5年目を迎えます。そこで、登録薬剤師一期生の方々にお集まりいただき、登録

薬剤師としての役割や今後の抱負などを伺いました。司会は国立成育医療研究センターの「妊娠と薬情報センター」で薬剤師と一緒に診療する医師の後藤編集員と、開局薬剤師であり、日本薬剤師会

の常務理事として生涯学習や学術を担当している宮﨑氏です。

継続してみるのが難しいのではないですか。
與那覇　当院では薬剤師が注射の指導も行っ
ていますが、患者さんは手技ができるまで頻
繁に通院されるので、なるべく同じ薬剤師が
担当します。不在のときは申し送りをします。
亀山　私の薬局ではリウマチ患者さんはできる
だけ登録薬剤師が担当するようにしています。
担当する薬剤師によって確認や指導のフォー
カスが異ならないよう、薬歴の表書きに指導の
ポイントや患者さんの訴えを記録しています。
痛みのある部位や生活上の問題点ですね。
　また、処方内容に疑義があり電話照会をした
のですが、処方変更が行われず、後日図々しく
処方医の意図を確認しに医局を訪ねたことが
あります。そんなことができたのは登録薬剤師
という資格を取得したことを含め、自分なりに
リウマチの知識に自信が持てるようになった
からだと思います。
後藤　薬物治療を始めるときは、小児でも本人
を主体として服薬指導をされているのですか。
詫間　小学生ぐらいになったら、まず本人に
病気を理解してもらうことから始めます。バイオ
製剤をスーパーマンに例え、「火事が起きている
ので、それを消してくれるよ」とか、免疫抑制剤
は「普段は体を守ってくれるおまわりさんが、間
違えて自分の体を敵だと思って攻撃してしまっ
ているから、おまわりさんをお休みさせる薬だ
よ」などと、絵を用いながら病気と薬の話をす
ると「私が使っているのはすごい薬なんだ」と
思ってもらえます。リウマチ疾患は成人になっ
ても内服継続が必要な場合が多くあるので、
最初のうちから話をすることが大事だと思って
います。お子さん用の説明書をつくったり、その
理解度をテスト形式で確認したりもします。
亀山　個々の患者さんは様々な生活上の工夫
をしていて、これらを聞き出してパンフレットに
まとめたものをフィードバックとして患者さんへ
渡したことがあります。朝のこわばりで着替え
ができないので夜のうちに服を着て寝るとか、
カボチャが切れないのでレンジでチンするとか、

いろんな工夫が聞き出せました。闘病中の患者
さんは、ほかの患者さんの状況を知り、工夫し
ていることを知って、励みになったようです。
與那覇　メトトレキサート（MTX）の服薬指導
用パンフレットを医師と薬剤師の共同で作成
しました。バイオのオートインジェクター製剤
は既成のパンフレットを見てもうまくいかない
ことがあるので、1枚の裏表で完結するような
写真付きの手順書をつくってお渡ししています。
後藤　皆さんはリウマチ財団のバッジを着け
られていますか。
亀山　着けています。服薬指導している際、
「リウマチの薬剤師さんがいるんですね」と言
われました。バッジを見て指名して相談してく
れる人もいるので、仕事のやりがいにつながっ
ています。
與那覇　私は着けていませんでしたが、着けた
ほうがいいですね。
後藤　バッジを着けていると、「それは何です
か」というところから話が始まることもありま
すよね。
亀山　そうです、そうです。ぜひ、着けてくだ
さい。

宮﨑　病院と薬局の薬剤師同士で情報を共有
する機会はありますか。
與那覇　2016年に、バイオ製剤を院外処方に
したのですが、薬局の薬剤師の方々が戸惑う
ことのないよう、一連の説明会を行うなど、
何ヵ月か準備をしてから院外処方に出しました。
そのときは登録薬剤師を取得していてよかった
と思いました。現在は、導入してから３ヵ月ぐ
らいは院内処方、その後は院外処方という
かたちに切り替えています。当院では年数回、
薬薬連携の会を開催しており、リウマチ関連
の会も継続しています。
宮﨑　薬局の立場としては、患者さんの情報

や注射手技などに関する情報は伝えていただ
きたいですね。
後藤　地域によってはカルテを共有されている
と聞いたのですが。
宮﨑　長崎県は非常に特殊で、患者さんの同
意のもとで、暗号化したインターネットを使っ
て医療機関同士や薬局をつなぎ、医療情報を
共有する「あじさいネット」というシステムがあ
るのです。薬局がそれに加入し、薬剤師がそこ
の主催する講習会を受けると、カルテの内容か
ら検査値、医師の紹介状まで見ることができ
ます。主治医の許可は要りません。
後藤　そういうシステムがない場合はどうやっ
て連携すればいいでしょうか。
宮﨑　病院薬剤師から薬局の薬剤師に、医師
の紹介状のような内容の手紙を渡してくださる
と連携がしやすくなります。
詫間　薬局ではどういう情報を必要とされて
いるのですか。
宮﨑　患者さんの検査値の他に、病院でどう
いう説明をし、どこまで指導したかですね。
亀山　わかります。それを知っているのと知ら
ないのとでは服薬指導のスタートが違うんで
す。あとは、以前薬剤師向けにアンケート調査
を行ったのですが、病院薬剤師から他病院の
併用薬の情報を共有したいという回答が多
かったので、こういった情報も共有していける
といいですね。
與那覇　私は将来的には注射導入した場合の
理解度や苦手な部分、忘れがちなところなど、
簡単なコメントをお薬手帳経由で薬局に出し
たいと考えています。
宮﨑　いいですね。大規模なカルテ共有システ
ムも役立ちますが、薬剤師同士の顔のわかる
リアルな連携のほうが大切だと個人的には思
います。
詫間　ただ、病院薬剤師は入院患者で手一杯
で、外来までは手が回っていないところが多い
です。
後藤　まずは、院内と院外の登録薬剤師の間
で連携ができるといいですね。
詫間　私は小児薬物療法認定薬剤師の資格も
持っていますが、薬局薬剤師も取得できるので、
研修のときに全国の薬局薬剤師の方とお話し
する機会があり、「何か疑問点があればいつで
も電話してください」と伝えています。小児の
場合は調剤方法も特殊なので、よく電話がか
かってきます。また、小児期医療から成人期医
療への移行期に薬の管理が本人に代わること
で休薬や怠薬が多くなり、薬局薬剤師の力が

必要だと感じているので、何らかの形でコミュ
ニケーションが取れるといいと思っています。
宮﨑　地域ごとに、院内と院外の登録薬剤師
が一堂に会して話をする機会があればいいと
思いました。そうすれば、リウマチ医療のなかで
薬剤師は何ができるかが見えてきて、面白いこ
とができると思うのです。
後藤　困っていることの共有でもいいですよね。
資格を生かしていくうえで、そういう会があれば
いいと思います。

後藤　知識のアップデートのために、何か努力
されていることはありますか。
亀山　日常業務で疑問に思ったことはすぐ調べ
て、理解するように心がけています。
與那覇　登録薬剤師を取得したと言えば、勉強
会の情報も入ってきますし、医師もリウマチに
関する知識を教えてくださったりします。「自
己注射はやっぱり嫌。無理です」と言われる
患者さんから信頼と納得が得られる説明をす
るためには、先生がこの治療を選ばれた理由
を正確に知っておく必要があるので、医師と
綿密にコミュニケーションを取るようにも努め
ています。
詫間　リウマチ財団や企業主催の勉強会、リウ
マチ学会、小児リウマチ学会などで知識を高め
ています。また、日常の服薬指導のなかで患者
さんから学ぶことも多いです。どこが痛いのか、
どんなふうに腫れるのかなどは、実際に患者
さんを見ないとわかりません。
與那覇　そうですね。腫脹という言葉は知って
いても、実際どうなっているのかは自分の目で
見ないとわからないので、患者さんと信頼関係
を培って「私にも痛いところをちょっと見せて
もらえますか」と言い、次の指導のときは「注射
したら、ここはだいぶ良くなりましたね」などと
コミュニケーションをとっています。
亀山　高齢で手指の変形ができあがってし
まった関節は痛そうにみえますが、痛くないの
だということも、患者さんから聞いて知りました。
患者さんとのコミュニケーションから得られる
知識は新鮮です。
後藤　バイオ製剤を始める患者さんがいるとき
には、医師から申し送りがありますか。あるいは、
定期的なカンファレンスなどをされていますか。
與那覇　外来部門で定期的なカンファレンス
はないので、当日に連絡がくることも少なくあり

ません。前もって情報が入ってきたときは、「ど
んな患者さんですか」とこちらから医師に聞き
に行くこともあります。疑問点などを事前に聞
いておきたいので、なるべく情報を回してもらえ
るようにクラークの方にもお願いしています。
後藤　医療費のことを聞かれることはありま
すか。
與那覇　あります。処方医も医療費を気にかけ
て、患者さんによく情報提供してくださるので、
それほど困ることはありませんが、医療費に
ついても勉強しました。
亀山　私は、妊娠を希望されている新婚の女性
患者さんでMTXは使えずタクロリムスで治療し
ているのですが関節の腫れは軽快せず「先生
にバイオ製剤を勧められたけど高額だし、迷っ
ている」と相談されたことがあります。新婚さん
にバイオ製剤は確かに高額で大変だと思いま
したが、さっきのご高齢の患者さんの変形した
手指みたいになって欲しくないと思い、「高いか
もしれないけど、バイオ製剤で治まればやめら
れるかもしれないし、赤ちゃんができたら、その
ときに続けるかどうかまた考えればいいのでは
ないですか」と背中を押してあげました。

後藤　薬剤師の立場からリウマチ医療と薬剤に
ついて、現状の問題点や将来の展望をお聞かせ
ください。
詫間　バイオ製剤の注射時の痛みは小児に
とっては大きな問題です。添加物等が改善さ
れた薬剤を使っている患者さんからは「痛みが
だいぶ違う」と聞いているので、製薬会社に対
しても患者さんの訴えを伝えていきたいです。
また、バイオの二次無効例が出てきていること
と、小児の場合は免疫抑制中の生ワクチンの
接種スケジュールなども問題となることが多い
です。
亀山　支払いの窓口となる薬局としては、患者
さんの反応から、薬剤が高額であることが問題
だなと感じています。
宮﨑　そうですね。バイオ製剤などの高額な医
薬品については、薬局の会計の段階で患者さん
が「えっ」と驚かれることがあります。ご自身が
“購入する商品”の価格について事前に説明と承
諾がなければ、患者さんがかわいそうです。ドク
ターには事前に患者さんとご相談いただきたい
と思います。
　我 と々しては、バイオシミラーが安定供給され

ると勧めやすくなるのですが。ただ、立体構造が
同一とは言えないので、そこは慎重にならなけ
ればいけません。でも、使わないとバイオシミ
ラーの問題点はわからないので、使ったほうが
いいと思います。

後藤　今後も登録薬剤師の資格を継続したい
と思いますか。
與那覇　もちろん、継続したいと思っています。
リウマチの患者さんとは長い付き合いになるの
で、継続的な支援ができればいいのですが、当
院のシステムでは導入時に濃密に関わり、その
後のフォローはあまりできていません。今後、資
格を継続していくなかで、院外薬局と連携する
とともに、通院している患者さんにも何らかのア
プローチができればと考えています。
亀山　私はリウマチを自分の業務のテーマにし
ていることもあり、資格は仕事をするうえでモチ
ベーションにもなるので、継続していきたいです。
職場では「リウマチの患者さんは僕に対応させ
て！」と頼んでいます。一人でも多くのリウマチ
患者さんに関って、その方々を継続して見守って
いきたいですね。
詫間　私も継続したいです。特に小児のリウマ
チをやっている薬剤師は非常に少ないですし、
勉強会もなかなかありません。小児の薬は成人
に遅れて承認されるので、成人で適応を得た新
薬がどんな薬なのか、自分で知識を高めていか
なければなりません。また、私自身が育児中で、
リウマチの患者さんが育児をするのはどれほど
大変か身を持って感じているので、今後はそう
いうところにも関わっていきたいと思っています。

後藤　座談会に参加してみて、いかがでしたか。
詫間　1人じゃないという感じがしました。薬剤
師は1人で黙 と々勉強することが多くて、それを
アウトプットするのは得意ではないので、やはり
共有することが大事だと思いました。このように
集まって話すことが大切ですね。
亀山　病院薬剤師の着眼点とか、処方される側
の先生のお話もとても勉強になりました。今日聞
いた情報を持ち帰って、さっそく真似してみよう
と思います。
與那覇　特に小児は今まで勉強したことがな
かったので、すごく新鮮に感じ、興味もわきまし
た。また、薬局の立場だとそのように考えている
んだなと、言われて初めて気づくこともありまし
たし、何を伝えたら良いかがわかってよかった
です。
宮﨑　それぞれ、着眼点が違うので非常に参考
になりました。これからは薬剤師同士の連携が
重要です。今日をスタートとして、リウマチ財団
の登録薬剤師間で連携し、何かができればいい
と思います。
後藤　はい。本誌でも薬剤師の先生方のお役に
立つ企画を実施していきたいと思います。本日
はありがとうございました。

《司　会》 後藤 美賀子 編集員／国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター
 宮﨑 長一郎 氏／日本リウマチ財団 専門職委員会 委員　宮崎薬局

《参加者》 亀山　俊 氏／望星薬局
 詫間 梨恵 氏／国立成育医療研究センター
 與那覇 晃子 氏／埼玉メディカルセンター　　※50音順
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RA分子薬理学の最前線に立つ
スペシャリストの役割

小児のリウマチ患者さんを担当する詫間氏。 病院外来を中心に活躍する與那覇氏。 薬局チェーン本店の薬局長・亀山氏。

ご自身の薬局も経営する宮﨑氏。日本薬剤師会常務理事。 詫間氏とおなじ施設で診療する後藤編集員。

左から後藤編集員、詫間氏、亀山氏、與那覇氏、宮﨑氏。日本リウマチ財団の会議室にて。
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後藤　薬剤師は病院勤務か薬局勤務かによっ
て、業務内容が大幅に異なると思われます。
そのため、本日は病院の先生2名、薬局の先生
1名にお越しいただいています。まずは自己紹
介を兼ねて、登録薬剤師の資格を取ろうと
思った理由を教えてください。
詫間　後藤先生とおなじ国立成育医療研究
センターに勤務しています。子供と妊婦さんが
多い施設です。7年程前から小児の腎臓・リウ
マチ・膠原病科の担当になったのですが、は
じめは大人の関節リウマチしか知らず、小児
リウマチは多岐に渡っているので、知識を深
めるために資格を取ろうと思いました。
與那覇　勤務先の埼玉メディカルセンターの
膠原病内科では、１ヵ月10人以上にバイオ製
剤を新規導入していました。それを2名の薬剤
師が外来で服薬指導している状況でしたが、
バイオ製剤の種類も多く、よほど知識がない
とうまく患者さんに説明できないと感じていま

した。そんなときに上司に勧められ、思い切って
チャレンジしました。
亀山　神奈川県伊勢原市の東海大学病院の
前にある薬局に勤務しています。「得意の専門
分野を持ちたい」という思いもあって、リウマチ
やバイオ製剤などの勉強会に参加していた時期
に、『薬事日報』の一面にリウマチ財団の登録
薬剤師制度が始まるという記事が掲載されて
いたのを見て取得しようと思いました。

後藤　資格をとられて、実際に役に立ちました
か。資格を取得したことは院内で認識されて
いますか。
與那覇　リウマチ担当医と薬剤師は知ってい
ます。資格をとったこともあり、リウマチ患者
さんの服薬指導を任されました。ネットで検索
された患者さんから、「君、載ってるね」と言わ
れたこともあります。
宮﨑　外来担当の薬剤師は同じ患者さんを

リウマチ性疾患の薬物療法に精通した薬剤師を育成するためのリウマチ財団登録薬剤師制度が発足して、今年で5年目を迎えます。そこで、登録薬剤師一期生の方々にお集まりいただき、登録

薬剤師としての役割や今後の抱負などを伺いました。司会は国立成育医療研究センターの「妊娠と薬情報センター」で薬剤師と一緒に診療する医師の後藤編集員と、開局薬剤師であり、日本薬剤師会

の常務理事として生涯学習や学術を担当している宮﨑氏です。

継続してみるのが難しいのではないですか。
與那覇　当院では薬剤師が注射の指導も行っ
ていますが、患者さんは手技ができるまで頻
繁に通院されるので、なるべく同じ薬剤師が
担当します。不在のときは申し送りをします。
亀山　私の薬局ではリウマチ患者さんはできる
だけ登録薬剤師が担当するようにしています。
担当する薬剤師によって確認や指導のフォー
カスが異ならないよう、薬歴の表書きに指導の
ポイントや患者さんの訴えを記録しています。
痛みのある部位や生活上の問題点ですね。
　また、処方内容に疑義があり電話照会をした
のですが、処方変更が行われず、後日図々しく
処方医の意図を確認しに医局を訪ねたことが
あります。そんなことができたのは登録薬剤師
という資格を取得したことを含め、自分なりに
リウマチの知識に自信が持てるようになった
からだと思います。
後藤　薬物治療を始めるときは、小児でも本人
を主体として服薬指導をされているのですか。
詫間　小学生ぐらいになったら、まず本人に
病気を理解してもらうことから始めます。バイオ
製剤をスーパーマンに例え、「火事が起きている
ので、それを消してくれるよ」とか、免疫抑制剤
は「普段は体を守ってくれるおまわりさんが、間
違えて自分の体を敵だと思って攻撃してしまっ
ているから、おまわりさんをお休みさせる薬だ
よ」などと、絵を用いながら病気と薬の話をす
ると「私が使っているのはすごい薬なんだ」と
思ってもらえます。リウマチ疾患は成人になっ
ても内服継続が必要な場合が多くあるので、
最初のうちから話をすることが大事だと思って
います。お子さん用の説明書をつくったり、その
理解度をテスト形式で確認したりもします。
亀山　個々の患者さんは様々な生活上の工夫
をしていて、これらを聞き出してパンフレットに
まとめたものをフィードバックとして患者さんへ
渡したことがあります。朝のこわばりで着替え
ができないので夜のうちに服を着て寝るとか、
カボチャが切れないのでレンジでチンするとか、

いろんな工夫が聞き出せました。闘病中の患者
さんは、ほかの患者さんの状況を知り、工夫し
ていることを知って、励みになったようです。
與那覇　メトトレキサート（MTX）の服薬指導
用パンフレットを医師と薬剤師の共同で作成
しました。バイオのオートインジェクター製剤
は既成のパンフレットを見てもうまくいかない
ことがあるので、1枚の裏表で完結するような
写真付きの手順書をつくってお渡ししています。
後藤　皆さんはリウマチ財団のバッジを着け
られていますか。
亀山　着けています。服薬指導している際、
「リウマチの薬剤師さんがいるんですね」と言
われました。バッジを見て指名して相談してく
れる人もいるので、仕事のやりがいにつながっ
ています。
與那覇　私は着けていませんでしたが、着けた
ほうがいいですね。
後藤　バッジを着けていると、「それは何です
か」というところから話が始まることもありま
すよね。
亀山　そうです、そうです。ぜひ、着けてくだ
さい。

宮﨑　病院と薬局の薬剤師同士で情報を共有
する機会はありますか。
與那覇　2016年に、バイオ製剤を院外処方に
したのですが、薬局の薬剤師の方々が戸惑う
ことのないよう、一連の説明会を行うなど、
何ヵ月か準備をしてから院外処方に出しました。
そのときは登録薬剤師を取得していてよかった
と思いました。現在は、導入してから３ヵ月ぐ
らいは院内処方、その後は院外処方という
かたちに切り替えています。当院では年数回、
薬薬連携の会を開催しており、リウマチ関連
の会も継続しています。
宮﨑　薬局の立場としては、患者さんの情報

や注射手技などに関する情報は伝えていただ
きたいですね。
後藤　地域によってはカルテを共有されている
と聞いたのですが。
宮﨑　長崎県は非常に特殊で、患者さんの同
意のもとで、暗号化したインターネットを使っ
て医療機関同士や薬局をつなぎ、医療情報を
共有する「あじさいネット」というシステムがあ
るのです。薬局がそれに加入し、薬剤師がそこ
の主催する講習会を受けると、カルテの内容か
ら検査値、医師の紹介状まで見ることができ
ます。主治医の許可は要りません。
後藤　そういうシステムがない場合はどうやっ
て連携すればいいでしょうか。
宮﨑　病院薬剤師から薬局の薬剤師に、医師
の紹介状のような内容の手紙を渡してくださる
と連携がしやすくなります。
詫間　薬局ではどういう情報を必要とされて
いるのですか。
宮﨑　患者さんの検査値の他に、病院でどう
いう説明をし、どこまで指導したかですね。
亀山　わかります。それを知っているのと知ら
ないのとでは服薬指導のスタートが違うんで
す。あとは、以前薬剤師向けにアンケート調査
を行ったのですが、病院薬剤師から他病院の
併用薬の情報を共有したいという回答が多
かったので、こういった情報も共有していける
といいですね。
與那覇　私は将来的には注射導入した場合の
理解度や苦手な部分、忘れがちなところなど、
簡単なコメントをお薬手帳経由で薬局に出し
たいと考えています。
宮﨑　いいですね。大規模なカルテ共有システ
ムも役立ちますが、薬剤師同士の顔のわかる
リアルな連携のほうが大切だと個人的には思
います。
詫間　ただ、病院薬剤師は入院患者で手一杯
で、外来までは手が回っていないところが多い
です。
後藤　まずは、院内と院外の登録薬剤師の間
で連携ができるといいですね。
詫間　私は小児薬物療法認定薬剤師の資格も
持っていますが、薬局薬剤師も取得できるので、
研修のときに全国の薬局薬剤師の方とお話し
する機会があり、「何か疑問点があればいつで
も電話してください」と伝えています。小児の
場合は調剤方法も特殊なので、よく電話がか
かってきます。また、小児期医療から成人期医
療への移行期に薬の管理が本人に代わること
で休薬や怠薬が多くなり、薬局薬剤師の力が

必要だと感じているので、何らかの形でコミュ
ニケーションが取れるといいと思っています。
宮﨑　地域ごとに、院内と院外の登録薬剤師
が一堂に会して話をする機会があればいいと
思いました。そうすれば、リウマチ医療のなかで
薬剤師は何ができるかが見えてきて、面白いこ
とができると思うのです。
後藤　困っていることの共有でもいいですよね。
資格を生かしていくうえで、そういう会があれば
いいと思います。

後藤　知識のアップデートのために、何か努力
されていることはありますか。
亀山　日常業務で疑問に思ったことはすぐ調べ
て、理解するように心がけています。
與那覇　登録薬剤師を取得したと言えば、勉強
会の情報も入ってきますし、医師もリウマチに
関する知識を教えてくださったりします。「自
己注射はやっぱり嫌。無理です」と言われる
患者さんから信頼と納得が得られる説明をす
るためには、先生がこの治療を選ばれた理由
を正確に知っておく必要があるので、医師と
綿密にコミュニケーションを取るようにも努め
ています。
詫間　リウマチ財団や企業主催の勉強会、リウ
マチ学会、小児リウマチ学会などで知識を高め
ています。また、日常の服薬指導のなかで患者
さんから学ぶことも多いです。どこが痛いのか、
どんなふうに腫れるのかなどは、実際に患者
さんを見ないとわかりません。
與那覇　そうですね。腫脹という言葉は知って
いても、実際どうなっているのかは自分の目で
見ないとわからないので、患者さんと信頼関係
を培って「私にも痛いところをちょっと見せて
もらえますか」と言い、次の指導のときは「注射
したら、ここはだいぶ良くなりましたね」などと
コミュニケーションをとっています。
亀山　高齢で手指の変形ができあがってし
まった関節は痛そうにみえますが、痛くないの
だということも、患者さんから聞いて知りました。
患者さんとのコミュニケーションから得られる
知識は新鮮です。
後藤　バイオ製剤を始める患者さんがいるとき
には、医師から申し送りがありますか。あるいは、
定期的なカンファレンスなどをされていますか。
與那覇　外来部門で定期的なカンファレンス
はないので、当日に連絡がくることも少なくあり

ません。前もって情報が入ってきたときは、「ど
んな患者さんですか」とこちらから医師に聞き
に行くこともあります。疑問点などを事前に聞
いておきたいので、なるべく情報を回してもらえ
るようにクラークの方にもお願いしています。
後藤　医療費のことを聞かれることはありま
すか。
與那覇　あります。処方医も医療費を気にかけ
て、患者さんによく情報提供してくださるので、
それほど困ることはありませんが、医療費に
ついても勉強しました。
亀山　私は、妊娠を希望されている新婚の女性
患者さんでMTXは使えずタクロリムスで治療し
ているのですが関節の腫れは軽快せず「先生
にバイオ製剤を勧められたけど高額だし、迷っ
ている」と相談されたことがあります。新婚さん
にバイオ製剤は確かに高額で大変だと思いま
したが、さっきのご高齢の患者さんの変形した
手指みたいになって欲しくないと思い、「高いか
もしれないけど、バイオ製剤で治まればやめら
れるかもしれないし、赤ちゃんができたら、その
ときに続けるかどうかまた考えればいいのでは
ないですか」と背中を押してあげました。

後藤　薬剤師の立場からリウマチ医療と薬剤に
ついて、現状の問題点や将来の展望をお聞かせ
ください。
詫間　バイオ製剤の注射時の痛みは小児に
とっては大きな問題です。添加物等が改善さ
れた薬剤を使っている患者さんからは「痛みが
だいぶ違う」と聞いているので、製薬会社に対
しても患者さんの訴えを伝えていきたいです。
また、バイオの二次無効例が出てきていること
と、小児の場合は免疫抑制中の生ワクチンの
接種スケジュールなども問題となることが多い
です。
亀山　支払いの窓口となる薬局としては、患者
さんの反応から、薬剤が高額であることが問題
だなと感じています。
宮﨑　そうですね。バイオ製剤などの高額な医
薬品については、薬局の会計の段階で患者さん
が「えっ」と驚かれることがあります。ご自身が
“購入する商品”の価格について事前に説明と承
諾がなければ、患者さんがかわいそうです。ドク
ターには事前に患者さんとご相談いただきたい
と思います。
　我 と々しては、バイオシミラーが安定供給され

ると勧めやすくなるのですが。ただ、立体構造が
同一とは言えないので、そこは慎重にならなけ
ればいけません。でも、使わないとバイオシミ
ラーの問題点はわからないので、使ったほうが
いいと思います。

後藤　今後も登録薬剤師の資格を継続したい
と思いますか。
與那覇　もちろん、継続したいと思っています。
リウマチの患者さんとは長い付き合いになるの
で、継続的な支援ができればいいのですが、当
院のシステムでは導入時に濃密に関わり、その
後のフォローはあまりできていません。今後、資
格を継続していくなかで、院外薬局と連携する
とともに、通院している患者さんにも何らかのア
プローチができればと考えています。
亀山　私はリウマチを自分の業務のテーマにし
ていることもあり、資格は仕事をするうえでモチ
ベーションにもなるので、継続していきたいです。
職場では「リウマチの患者さんは僕に対応させ
て！」と頼んでいます。一人でも多くのリウマチ
患者さんに関って、その方々を継続して見守って
いきたいですね。
詫間　私も継続したいです。特に小児のリウマ
チをやっている薬剤師は非常に少ないですし、
勉強会もなかなかありません。小児の薬は成人
に遅れて承認されるので、成人で適応を得た新
薬がどんな薬なのか、自分で知識を高めていか
なければなりません。また、私自身が育児中で、
リウマチの患者さんが育児をするのはどれほど
大変か身を持って感じているので、今後はそう
いうところにも関わっていきたいと思っています。

後藤　座談会に参加してみて、いかがでしたか。
詫間　1人じゃないという感じがしました。薬剤
師は1人で黙 と々勉強することが多くて、それを
アウトプットするのは得意ではないので、やはり
共有することが大事だと思いました。このように
集まって話すことが大切ですね。
亀山　病院薬剤師の着眼点とか、処方される側
の先生のお話もとても勉強になりました。今日聞
いた情報を持ち帰って、さっそく真似してみよう
と思います。
與那覇　特に小児は今まで勉強したことがな
かったので、すごく新鮮に感じ、興味もわきまし
た。また、薬局の立場だとそのように考えている
んだなと、言われて初めて気づくこともありまし
たし、何を伝えたら良いかがわかってよかった
です。
宮﨑　それぞれ、着眼点が違うので非常に参考
になりました。これからは薬剤師同士の連携が
重要です。今日をスタートとして、リウマチ財団
の登録薬剤師間で連携し、何かができればいい
と思います。
後藤　はい。本誌でも薬剤師の先生方のお役に
立つ企画を実施していきたいと思います。本日
はありがとうございました。

《司　会》 後藤 美賀子 編集員／国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター
 宮﨑 長一郎 氏／日本リウマチ財団 専門職委員会 委員　宮崎薬局

《参加者》 亀山　俊 氏／望星薬局
 詫間 梨恵 氏／国立成育医療研究センター
 與那覇 晃子 氏／埼玉メディカルセンター　　※50音順

リウマチ財団登録薬剤師・一期生 座談会

RA分子薬理学の最前線に立つ
スペシャリストの役割

小児のリウマチ患者さんを担当する詫間氏。 病院外来を中心に活躍する與那覇氏。 薬局チェーン本店の薬局長・亀山氏。

ご自身の薬局も経営する宮﨑氏。日本薬剤師会常務理事。 詫間氏とおなじ施設で診療する後藤編集員。

左から後藤編集員、詫間氏、亀山氏、與那覇氏、宮﨑氏。日本リウマチ財団の会議室にて。

登録薬剤師の資格を取得した理由

リウマチ医療と薬剤について

今後の抱負

座談会に参加してみて

資格はどのように役立っているか

病院薬剤師と薬局薬剤師の情報共有

リウマチ財団登録薬剤師としての
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詳しくは財団ホームページをご覧ください。

日本リウマチ財団登録リウマチ専門職表彰候補者を募集しています。

http://www.rheuma-net.or.jp/ リウマチ財団日本リウマチ財団ホームページ 検索

フ ロ ン ト ラ イ ン

令和元年 11 月 1 日発行　No. 157 日本リウマチ財団ニュース 　 　　　3



後藤　薬剤師は病院勤務か薬局勤務かによっ
て、業務内容が大幅に異なると思われます。
そのため、本日は病院の先生2名、薬局の先生
1名にお越しいただいています。まずは自己紹
介を兼ねて、登録薬剤師の資格を取ろうと
思った理由を教えてください。
詫間　後藤先生とおなじ国立成育医療研究
センターに勤務しています。子供と妊婦さんが
多い施設です。7年程前から小児の腎臓・リウ
マチ・膠原病科の担当になったのですが、は
じめは大人の関節リウマチしか知らず、小児
リウマチは多岐に渡っているので、知識を深
めるために資格を取ろうと思いました。
與那覇　勤務先の埼玉メディカルセンターの
膠原病内科では、１ヵ月10人以上にバイオ製
剤を新規導入していました。それを2名の薬剤
師が外来で服薬指導している状況でしたが、
バイオ製剤の種類も多く、よほど知識がない
とうまく患者さんに説明できないと感じていま

した。そんなときに上司に勧められ、思い切って
チャレンジしました。
亀山　神奈川県伊勢原市の東海大学病院の
前にある薬局に勤務しています。「得意の専門
分野を持ちたい」という思いもあって、リウマチ
やバイオ製剤などの勉強会に参加していた時期
に、『薬事日報』の一面にリウマチ財団の登録
薬剤師制度が始まるという記事が掲載されて
いたのを見て取得しようと思いました。

後藤　資格をとられて、実際に役に立ちました
か。資格を取得したことは院内で認識されて
いますか。
與那覇　リウマチ担当医と薬剤師は知ってい
ます。資格をとったこともあり、リウマチ患者
さんの服薬指導を任されました。ネットで検索
された患者さんから、「君、載ってるね」と言わ
れたこともあります。
宮﨑　外来担当の薬剤師は同じ患者さんを

リウマチ性疾患の薬物療法に精通した薬剤師を育成するためのリウマチ財団登録薬剤師制度が発足して、今年で5年目を迎えます。そこで、登録薬剤師一期生の方々にお集まりいただき、登録

薬剤師としての役割や今後の抱負などを伺いました。司会は国立成育医療研究センターの「妊娠と薬情報センター」で薬剤師と一緒に診療する医師の後藤編集員と、開局薬剤師であり、日本薬剤師会

の常務理事として生涯学習や学術を担当している宮﨑氏です。

継続してみるのが難しいのではないですか。
與那覇　当院では薬剤師が注射の指導も行っ
ていますが、患者さんは手技ができるまで頻
繁に通院されるので、なるべく同じ薬剤師が
担当します。不在のときは申し送りをします。
亀山　私の薬局ではリウマチ患者さんはできる
だけ登録薬剤師が担当するようにしています。
担当する薬剤師によって確認や指導のフォー
カスが異ならないよう、薬歴の表書きに指導の
ポイントや患者さんの訴えを記録しています。
痛みのある部位や生活上の問題点ですね。
　また、処方内容に疑義があり電話照会をした
のですが、処方変更が行われず、後日図々しく
処方医の意図を確認しに医局を訪ねたことが
あります。そんなことができたのは登録薬剤師
という資格を取得したことを含め、自分なりに
リウマチの知識に自信が持てるようになった
からだと思います。
後藤　薬物治療を始めるときは、小児でも本人
を主体として服薬指導をされているのですか。
詫間　小学生ぐらいになったら、まず本人に
病気を理解してもらうことから始めます。バイオ
製剤をスーパーマンに例え、「火事が起きている
ので、それを消してくれるよ」とか、免疫抑制剤
は「普段は体を守ってくれるおまわりさんが、間
違えて自分の体を敵だと思って攻撃してしまっ
ているから、おまわりさんをお休みさせる薬だ
よ」などと、絵を用いながら病気と薬の話をす
ると「私が使っているのはすごい薬なんだ」と
思ってもらえます。リウマチ疾患は成人になっ
ても内服継続が必要な場合が多くあるので、
最初のうちから話をすることが大事だと思って
います。お子さん用の説明書をつくったり、その
理解度をテスト形式で確認したりもします。
亀山　個々の患者さんは様々な生活上の工夫
をしていて、これらを聞き出してパンフレットに
まとめたものをフィードバックとして患者さんへ
渡したことがあります。朝のこわばりで着替え
ができないので夜のうちに服を着て寝るとか、
カボチャが切れないのでレンジでチンするとか、

いろんな工夫が聞き出せました。闘病中の患者
さんは、ほかの患者さんの状況を知り、工夫し
ていることを知って、励みになったようです。
與那覇　メトトレキサート（MTX）の服薬指導
用パンフレットを医師と薬剤師の共同で作成
しました。バイオのオートインジェクター製剤
は既成のパンフレットを見てもうまくいかない
ことがあるので、1枚の裏表で完結するような
写真付きの手順書をつくってお渡ししています。
後藤　皆さんはリウマチ財団のバッジを着け
られていますか。
亀山　着けています。服薬指導している際、
「リウマチの薬剤師さんがいるんですね」と言
われました。バッジを見て指名して相談してく
れる人もいるので、仕事のやりがいにつながっ
ています。
與那覇　私は着けていませんでしたが、着けた
ほうがいいですね。
後藤　バッジを着けていると、「それは何です
か」というところから話が始まることもありま
すよね。
亀山　そうです、そうです。ぜひ、着けてくだ
さい。

宮﨑　病院と薬局の薬剤師同士で情報を共有
する機会はありますか。
與那覇　2016年に、バイオ製剤を院外処方に
したのですが、薬局の薬剤師の方々が戸惑う
ことのないよう、一連の説明会を行うなど、
何ヵ月か準備をしてから院外処方に出しました。
そのときは登録薬剤師を取得していてよかった
と思いました。現在は、導入してから３ヵ月ぐ
らいは院内処方、その後は院外処方という
かたちに切り替えています。当院では年数回、
薬薬連携の会を開催しており、リウマチ関連
の会も継続しています。
宮﨑　薬局の立場としては、患者さんの情報

や注射手技などに関する情報は伝えていただ
きたいですね。
後藤　地域によってはカルテを共有されている
と聞いたのですが。
宮﨑　長崎県は非常に特殊で、患者さんの同
意のもとで、暗号化したインターネットを使っ
て医療機関同士や薬局をつなぎ、医療情報を
共有する「あじさいネット」というシステムがあ
るのです。薬局がそれに加入し、薬剤師がそこ
の主催する講習会を受けると、カルテの内容か
ら検査値、医師の紹介状まで見ることができ
ます。主治医の許可は要りません。
後藤　そういうシステムがない場合はどうやっ
て連携すればいいでしょうか。
宮﨑　病院薬剤師から薬局の薬剤師に、医師
の紹介状のような内容の手紙を渡してくださる
と連携がしやすくなります。
詫間　薬局ではどういう情報を必要とされて
いるのですか。
宮﨑　患者さんの検査値の他に、病院でどう
いう説明をし、どこまで指導したかですね。
亀山　わかります。それを知っているのと知ら
ないのとでは服薬指導のスタートが違うんで
す。あとは、以前薬剤師向けにアンケート調査
を行ったのですが、病院薬剤師から他病院の
併用薬の情報を共有したいという回答が多
かったので、こういった情報も共有していける
といいですね。
與那覇　私は将来的には注射導入した場合の
理解度や苦手な部分、忘れがちなところなど、
簡単なコメントをお薬手帳経由で薬局に出し
たいと考えています。
宮﨑　いいですね。大規模なカルテ共有システ
ムも役立ちますが、薬剤師同士の顔のわかる
リアルな連携のほうが大切だと個人的には思
います。
詫間　ただ、病院薬剤師は入院患者で手一杯
で、外来までは手が回っていないところが多い
です。
後藤　まずは、院内と院外の登録薬剤師の間
で連携ができるといいですね。
詫間　私は小児薬物療法認定薬剤師の資格も
持っていますが、薬局薬剤師も取得できるので、
研修のときに全国の薬局薬剤師の方とお話し
する機会があり、「何か疑問点があればいつで
も電話してください」と伝えています。小児の
場合は調剤方法も特殊なので、よく電話がか
かってきます。また、小児期医療から成人期医
療への移行期に薬の管理が本人に代わること
で休薬や怠薬が多くなり、薬局薬剤師の力が

必要だと感じているので、何らかの形でコミュ
ニケーションが取れるといいと思っています。
宮﨑　地域ごとに、院内と院外の登録薬剤師
が一堂に会して話をする機会があればいいと
思いました。そうすれば、リウマチ医療のなかで
薬剤師は何ができるかが見えてきて、面白いこ
とができると思うのです。
後藤　困っていることの共有でもいいですよね。
資格を生かしていくうえで、そういう会があれば
いいと思います。

後藤　知識のアップデートのために、何か努力
されていることはありますか。
亀山　日常業務で疑問に思ったことはすぐ調べ
て、理解するように心がけています。
與那覇　登録薬剤師を取得したと言えば、勉強
会の情報も入ってきますし、医師もリウマチに
関する知識を教えてくださったりします。「自
己注射はやっぱり嫌。無理です」と言われる
患者さんから信頼と納得が得られる説明をす
るためには、先生がこの治療を選ばれた理由
を正確に知っておく必要があるので、医師と
綿密にコミュニケーションを取るようにも努め
ています。
詫間　リウマチ財団や企業主催の勉強会、リウ
マチ学会、小児リウマチ学会などで知識を高め
ています。また、日常の服薬指導のなかで患者
さんから学ぶことも多いです。どこが痛いのか、
どんなふうに腫れるのかなどは、実際に患者
さんを見ないとわかりません。
與那覇　そうですね。腫脹という言葉は知って
いても、実際どうなっているのかは自分の目で
見ないとわからないので、患者さんと信頼関係
を培って「私にも痛いところをちょっと見せて
もらえますか」と言い、次の指導のときは「注射
したら、ここはだいぶ良くなりましたね」などと
コミュニケーションをとっています。
亀山　高齢で手指の変形ができあがってし
まった関節は痛そうにみえますが、痛くないの
だということも、患者さんから聞いて知りました。
患者さんとのコミュニケーションから得られる
知識は新鮮です。
後藤　バイオ製剤を始める患者さんがいるとき
には、医師から申し送りがありますか。あるいは、
定期的なカンファレンスなどをされていますか。
與那覇　外来部門で定期的なカンファレンス
はないので、当日に連絡がくることも少なくあり

ません。前もって情報が入ってきたときは、「ど
んな患者さんですか」とこちらから医師に聞き
に行くこともあります。疑問点などを事前に聞
いておきたいので、なるべく情報を回してもらえ
るようにクラークの方にもお願いしています。
後藤　医療費のことを聞かれることはありま
すか。
與那覇　あります。処方医も医療費を気にかけ
て、患者さんによく情報提供してくださるので、
それほど困ることはありませんが、医療費に
ついても勉強しました。
亀山　私は、妊娠を希望されている新婚の女性
患者さんでMTXは使えずタクロリムスで治療し
ているのですが関節の腫れは軽快せず「先生
にバイオ製剤を勧められたけど高額だし、迷っ
ている」と相談されたことがあります。新婚さん
にバイオ製剤は確かに高額で大変だと思いま
したが、さっきのご高齢の患者さんの変形した
手指みたいになって欲しくないと思い、「高いか
もしれないけど、バイオ製剤で治まればやめら
れるかもしれないし、赤ちゃんができたら、その
ときに続けるかどうかまた考えればいいのでは
ないですか」と背中を押してあげました。

後藤　薬剤師の立場からリウマチ医療と薬剤に
ついて、現状の問題点や将来の展望をお聞かせ
ください。
詫間　バイオ製剤の注射時の痛みは小児に
とっては大きな問題です。添加物等が改善さ
れた薬剤を使っている患者さんからは「痛みが
だいぶ違う」と聞いているので、製薬会社に対
しても患者さんの訴えを伝えていきたいです。
また、バイオの二次無効例が出てきていること
と、小児の場合は免疫抑制中の生ワクチンの
接種スケジュールなども問題となることが多い
です。
亀山　支払いの窓口となる薬局としては、患者
さんの反応から、薬剤が高額であることが問題
だなと感じています。
宮﨑　そうですね。バイオ製剤などの高額な医
薬品については、薬局の会計の段階で患者さん
が「えっ」と驚かれることがあります。ご自身が
“購入する商品”の価格について事前に説明と承
諾がなければ、患者さんがかわいそうです。ドク
ターには事前に患者さんとご相談いただきたい
と思います。
　我 と々しては、バイオシミラーが安定供給され

ると勧めやすくなるのですが。ただ、立体構造が
同一とは言えないので、そこは慎重にならなけ
ればいけません。でも、使わないとバイオシミ
ラーの問題点はわからないので、使ったほうが
いいと思います。

後藤　今後も登録薬剤師の資格を継続したい
と思いますか。
與那覇　もちろん、継続したいと思っています。
リウマチの患者さんとは長い付き合いになるの
で、継続的な支援ができればいいのですが、当
院のシステムでは導入時に濃密に関わり、その
後のフォローはあまりできていません。今後、資
格を継続していくなかで、院外薬局と連携する
とともに、通院している患者さんにも何らかのア
プローチができればと考えています。
亀山　私はリウマチを自分の業務のテーマにし
ていることもあり、資格は仕事をするうえでモチ
ベーションにもなるので、継続していきたいです。
職場では「リウマチの患者さんは僕に対応させ
て！」と頼んでいます。一人でも多くのリウマチ
患者さんに関って、その方々を継続して見守って
いきたいですね。
詫間　私も継続したいです。特に小児のリウマ
チをやっている薬剤師は非常に少ないですし、
勉強会もなかなかありません。小児の薬は成人
に遅れて承認されるので、成人で適応を得た新
薬がどんな薬なのか、自分で知識を高めていか
なければなりません。また、私自身が育児中で、
リウマチの患者さんが育児をするのはどれほど
大変か身を持って感じているので、今後はそう
いうところにも関わっていきたいと思っています。

後藤　座談会に参加してみて、いかがでしたか。
詫間　1人じゃないという感じがしました。薬剤
師は1人で黙 と々勉強することが多くて、それを
アウトプットするのは得意ではないので、やはり
共有することが大事だと思いました。このように
集まって話すことが大切ですね。
亀山　病院薬剤師の着眼点とか、処方される側
の先生のお話もとても勉強になりました。今日聞
いた情報を持ち帰って、さっそく真似してみよう
と思います。
與那覇　特に小児は今まで勉強したことがな
かったので、すごく新鮮に感じ、興味もわきまし
た。また、薬局の立場だとそのように考えている
んだなと、言われて初めて気づくこともありまし
たし、何を伝えたら良いかがわかってよかった
です。
宮﨑　それぞれ、着眼点が違うので非常に参考
になりました。これからは薬剤師同士の連携が
重要です。今日をスタートとして、リウマチ財団
の登録薬剤師間で連携し、何かができればいい
と思います。
後藤　はい。本誌でも薬剤師の先生方のお役に
立つ企画を実施していきたいと思います。本日
はありがとうございました。

《司　会》 後藤 美賀子 編集員／国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター
 宮﨑 長一郎 氏／日本リウマチ財団 専門職委員会 委員　宮崎薬局

《参加者》 亀山　俊 氏／望星薬局
 詫間 梨恵 氏／国立成育医療研究センター
 與那覇 晃子 氏／埼玉メディカルセンター　　※50音順

リウマチ財団登録薬剤師・一期生 座談会

RA分子薬理学の最前線に立つ
スペシャリストの役割

小児のリウマチ患者さんを担当する詫間氏。 病院外来を中心に活躍する與那覇氏。 薬局チェーン本店の薬局長・亀山氏。

ご自身の薬局も経営する宮﨑氏。日本薬剤師会常務理事。 詫間氏とおなじ施設で診療する後藤編集員。

左から後藤編集員、詫間氏、亀山氏、與那覇氏、宮﨑氏。日本リウマチ財団の会議室にて。

登録薬剤師の資格を取得した理由

リウマチ医療と薬剤について

今後の抱負

座談会に参加してみて

資格はどのように役立っているか

病院薬剤師と薬局薬剤師の情報共有

リウマチ財団登録薬剤師としての
知識の磨き方

新しく、リウマチ性疾患に関わるリウマチ専門職が継続的にリウマチ性疾患に対する医療・ケアの向上に大きく貢献
した者を讃えるとともに、その功績を積極的に社会・国民に発信することを目的として、リウマチケア看護師、リウマチ
財団登録薬剤師、リウマチ財団登録理学・作業療法士各1名を対象とした日本リウマチ財団登録リウマチ専門職表彰制
度を設置しました。応募期間は10月1日から12月末日で、6月のリウマチ月間リウマチ講演会の場で表彰します。
詳しくは財団ホームページをご覧ください。

日本リウマチ財団登録リウマチ専門職表彰候補者を募集しています。
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後藤　薬剤師は病院勤務か薬局勤務かによっ
て、業務内容が大幅に異なると思われます。
そのため、本日は病院の先生2名、薬局の先生
1名にお越しいただいています。まずは自己紹
介を兼ねて、登録薬剤師の資格を取ろうと
思った理由を教えてください。
詫間　後藤先生とおなじ国立成育医療研究
センターに勤務しています。子供と妊婦さんが
多い施設です。7年程前から小児の腎臓・リウ
マチ・膠原病科の担当になったのですが、は
じめは大人の関節リウマチしか知らず、小児
リウマチは多岐に渡っているので、知識を深
めるために資格を取ろうと思いました。
與那覇　勤務先の埼玉メディカルセンターの
膠原病内科では、１ヵ月10人以上にバイオ製
剤を新規導入していました。それを2名の薬剤
師が外来で服薬指導している状況でしたが、
バイオ製剤の種類も多く、よほど知識がない
とうまく患者さんに説明できないと感じていま

した。そんなときに上司に勧められ、思い切って
チャレンジしました。
亀山　神奈川県伊勢原市の東海大学病院の
前にある薬局に勤務しています。「得意の専門
分野を持ちたい」という思いもあって、リウマチ
やバイオ製剤などの勉強会に参加していた時期
に、『薬事日報』の一面にリウマチ財団の登録
薬剤師制度が始まるという記事が掲載されて
いたのを見て取得しようと思いました。

後藤　資格をとられて、実際に役に立ちました
か。資格を取得したことは院内で認識されて
いますか。
與那覇　リウマチ担当医と薬剤師は知ってい
ます。資格をとったこともあり、リウマチ患者
さんの服薬指導を任されました。ネットで検索
された患者さんから、「君、載ってるね」と言わ
れたこともあります。
宮﨑　外来担当の薬剤師は同じ患者さんを

リウマチ性疾患の薬物療法に精通した薬剤師を育成するためのリウマチ財団登録薬剤師制度が発足して、今年で5年目を迎えます。そこで、登録薬剤師一期生の方々にお集まりいただき、登録

薬剤師としての役割や今後の抱負などを伺いました。司会は国立成育医療研究センターの「妊娠と薬情報センター」で薬剤師と一緒に診療する医師の後藤編集員と、開局薬剤師であり、日本薬剤師会

の常務理事として生涯学習や学術を担当している宮﨑氏です。

継続してみるのが難しいのではないですか。
與那覇　当院では薬剤師が注射の指導も行っ
ていますが、患者さんは手技ができるまで頻
繁に通院されるので、なるべく同じ薬剤師が
担当します。不在のときは申し送りをします。
亀山　私の薬局ではリウマチ患者さんはできる
だけ登録薬剤師が担当するようにしています。
担当する薬剤師によって確認や指導のフォー
カスが異ならないよう、薬歴の表書きに指導の
ポイントや患者さんの訴えを記録しています。
痛みのある部位や生活上の問題点ですね。
　また、処方内容に疑義があり電話照会をした
のですが、処方変更が行われず、後日図々しく
処方医の意図を確認しに医局を訪ねたことが
あります。そんなことができたのは登録薬剤師
という資格を取得したことを含め、自分なりに
リウマチの知識に自信が持てるようになった
からだと思います。
後藤　薬物治療を始めるときは、小児でも本人
を主体として服薬指導をされているのですか。
詫間　小学生ぐらいになったら、まず本人に
病気を理解してもらうことから始めます。バイオ
製剤をスーパーマンに例え、「火事が起きている
ので、それを消してくれるよ」とか、免疫抑制剤
は「普段は体を守ってくれるおまわりさんが、間
違えて自分の体を敵だと思って攻撃してしまっ
ているから、おまわりさんをお休みさせる薬だ
よ」などと、絵を用いながら病気と薬の話をす
ると「私が使っているのはすごい薬なんだ」と
思ってもらえます。リウマチ疾患は成人になっ
ても内服継続が必要な場合が多くあるので、
最初のうちから話をすることが大事だと思って
います。お子さん用の説明書をつくったり、その
理解度をテスト形式で確認したりもします。
亀山　個々の患者さんは様々な生活上の工夫
をしていて、これらを聞き出してパンフレットに
まとめたものをフィードバックとして患者さんへ
渡したことがあります。朝のこわばりで着替え
ができないので夜のうちに服を着て寝るとか、
カボチャが切れないのでレンジでチンするとか、

いろんな工夫が聞き出せました。闘病中の患者
さんは、ほかの患者さんの状況を知り、工夫し
ていることを知って、励みになったようです。
與那覇　メトトレキサート（MTX）の服薬指導
用パンフレットを医師と薬剤師の共同で作成
しました。バイオのオートインジェクター製剤
は既成のパンフレットを見てもうまくいかない
ことがあるので、1枚の裏表で完結するような
写真付きの手順書をつくってお渡ししています。
後藤　皆さんはリウマチ財団のバッジを着け
られていますか。
亀山　着けています。服薬指導している際、
「リウマチの薬剤師さんがいるんですね」と言
われました。バッジを見て指名して相談してく
れる人もいるので、仕事のやりがいにつながっ
ています。
與那覇　私は着けていませんでしたが、着けた
ほうがいいですね。
後藤　バッジを着けていると、「それは何です
か」というところから話が始まることもありま
すよね。
亀山　そうです、そうです。ぜひ、着けてくだ
さい。

宮﨑　病院と薬局の薬剤師同士で情報を共有
する機会はありますか。
與那覇　2016年に、バイオ製剤を院外処方に
したのですが、薬局の薬剤師の方々が戸惑う
ことのないよう、一連の説明会を行うなど、
何ヵ月か準備をしてから院外処方に出しました。
そのときは登録薬剤師を取得していてよかった
と思いました。現在は、導入してから３ヵ月ぐ
らいは院内処方、その後は院外処方という
かたちに切り替えています。当院では年数回、
薬薬連携の会を開催しており、リウマチ関連
の会も継続しています。
宮﨑　薬局の立場としては、患者さんの情報

や注射手技などに関する情報は伝えていただ
きたいですね。
後藤　地域によってはカルテを共有されている
と聞いたのですが。
宮﨑　長崎県は非常に特殊で、患者さんの同
意のもとで、暗号化したインターネットを使っ
て医療機関同士や薬局をつなぎ、医療情報を
共有する「あじさいネット」というシステムがあ
るのです。薬局がそれに加入し、薬剤師がそこ
の主催する講習会を受けると、カルテの内容か
ら検査値、医師の紹介状まで見ることができ
ます。主治医の許可は要りません。
後藤　そういうシステムがない場合はどうやっ
て連携すればいいでしょうか。
宮﨑　病院薬剤師から薬局の薬剤師に、医師
の紹介状のような内容の手紙を渡してくださる
と連携がしやすくなります。
詫間　薬局ではどういう情報を必要とされて
いるのですか。
宮﨑　患者さんの検査値の他に、病院でどう
いう説明をし、どこまで指導したかですね。
亀山　わかります。それを知っているのと知ら
ないのとでは服薬指導のスタートが違うんで
す。あとは、以前薬剤師向けにアンケート調査
を行ったのですが、病院薬剤師から他病院の
併用薬の情報を共有したいという回答が多
かったので、こういった情報も共有していける
といいですね。
與那覇　私は将来的には注射導入した場合の
理解度や苦手な部分、忘れがちなところなど、
簡単なコメントをお薬手帳経由で薬局に出し
たいと考えています。
宮﨑　いいですね。大規模なカルテ共有システ
ムも役立ちますが、薬剤師同士の顔のわかる
リアルな連携のほうが大切だと個人的には思
います。
詫間　ただ、病院薬剤師は入院患者で手一杯
で、外来までは手が回っていないところが多い
です。
後藤　まずは、院内と院外の登録薬剤師の間
で連携ができるといいですね。
詫間　私は小児薬物療法認定薬剤師の資格も
持っていますが、薬局薬剤師も取得できるので、
研修のときに全国の薬局薬剤師の方とお話し
する機会があり、「何か疑問点があればいつで
も電話してください」と伝えています。小児の
場合は調剤方法も特殊なので、よく電話がか
かってきます。また、小児期医療から成人期医
療への移行期に薬の管理が本人に代わること
で休薬や怠薬が多くなり、薬局薬剤師の力が

必要だと感じているので、何らかの形でコミュ
ニケーションが取れるといいと思っています。
宮﨑　地域ごとに、院内と院外の登録薬剤師
が一堂に会して話をする機会があればいいと
思いました。そうすれば、リウマチ医療のなかで
薬剤師は何ができるかが見えてきて、面白いこ
とができると思うのです。
後藤　困っていることの共有でもいいですよね。
資格を生かしていくうえで、そういう会があれば
いいと思います。

後藤　知識のアップデートのために、何か努力
されていることはありますか。
亀山　日常業務で疑問に思ったことはすぐ調べ
て、理解するように心がけています。
與那覇　登録薬剤師を取得したと言えば、勉強
会の情報も入ってきますし、医師もリウマチに
関する知識を教えてくださったりします。「自
己注射はやっぱり嫌。無理です」と言われる
患者さんから信頼と納得が得られる説明をす
るためには、先生がこの治療を選ばれた理由
を正確に知っておく必要があるので、医師と
綿密にコミュニケーションを取るようにも努め
ています。
詫間　リウマチ財団や企業主催の勉強会、リウ
マチ学会、小児リウマチ学会などで知識を高め
ています。また、日常の服薬指導のなかで患者
さんから学ぶことも多いです。どこが痛いのか、
どんなふうに腫れるのかなどは、実際に患者
さんを見ないとわかりません。
與那覇　そうですね。腫脹という言葉は知って
いても、実際どうなっているのかは自分の目で
見ないとわからないので、患者さんと信頼関係
を培って「私にも痛いところをちょっと見せて
もらえますか」と言い、次の指導のときは「注射
したら、ここはだいぶ良くなりましたね」などと
コミュニケーションをとっています。
亀山　高齢で手指の変形ができあがってし
まった関節は痛そうにみえますが、痛くないの
だということも、患者さんから聞いて知りました。
患者さんとのコミュニケーションから得られる
知識は新鮮です。
後藤　バイオ製剤を始める患者さんがいるとき
には、医師から申し送りがありますか。あるいは、
定期的なカンファレンスなどをされていますか。
與那覇　外来部門で定期的なカンファレンス
はないので、当日に連絡がくることも少なくあり

ません。前もって情報が入ってきたときは、「ど
んな患者さんですか」とこちらから医師に聞き
に行くこともあります。疑問点などを事前に聞
いておきたいので、なるべく情報を回してもらえ
るようにクラークの方にもお願いしています。
後藤　医療費のことを聞かれることはありま
すか。
與那覇　あります。処方医も医療費を気にかけ
て、患者さんによく情報提供してくださるので、
それほど困ることはありませんが、医療費に
ついても勉強しました。
亀山　私は、妊娠を希望されている新婚の女性
患者さんでMTXは使えずタクロリムスで治療し
ているのですが関節の腫れは軽快せず「先生
にバイオ製剤を勧められたけど高額だし、迷っ
ている」と相談されたことがあります。新婚さん
にバイオ製剤は確かに高額で大変だと思いま
したが、さっきのご高齢の患者さんの変形した
手指みたいになって欲しくないと思い、「高いか
もしれないけど、バイオ製剤で治まればやめら
れるかもしれないし、赤ちゃんができたら、その
ときに続けるかどうかまた考えればいいのでは
ないですか」と背中を押してあげました。

後藤　薬剤師の立場からリウマチ医療と薬剤に
ついて、現状の問題点や将来の展望をお聞かせ
ください。
詫間　バイオ製剤の注射時の痛みは小児に
とっては大きな問題です。添加物等が改善さ
れた薬剤を使っている患者さんからは「痛みが
だいぶ違う」と聞いているので、製薬会社に対
しても患者さんの訴えを伝えていきたいです。
また、バイオの二次無効例が出てきていること
と、小児の場合は免疫抑制中の生ワクチンの
接種スケジュールなども問題となることが多い
です。
亀山　支払いの窓口となる薬局としては、患者
さんの反応から、薬剤が高額であることが問題
だなと感じています。
宮﨑　そうですね。バイオ製剤などの高額な医
薬品については、薬局の会計の段階で患者さん
が「えっ」と驚かれることがあります。ご自身が
“購入する商品”の価格について事前に説明と承
諾がなければ、患者さんがかわいそうです。ドク
ターには事前に患者さんとご相談いただきたい
と思います。
　我 と々しては、バイオシミラーが安定供給され

ると勧めやすくなるのですが。ただ、立体構造が
同一とは言えないので、そこは慎重にならなけ
ればいけません。でも、使わないとバイオシミ
ラーの問題点はわからないので、使ったほうが
いいと思います。

後藤　今後も登録薬剤師の資格を継続したい
と思いますか。
與那覇　もちろん、継続したいと思っています。
リウマチの患者さんとは長い付き合いになるの
で、継続的な支援ができればいいのですが、当
院のシステムでは導入時に濃密に関わり、その
後のフォローはあまりできていません。今後、資
格を継続していくなかで、院外薬局と連携する
とともに、通院している患者さんにも何らかのア
プローチができればと考えています。
亀山　私はリウマチを自分の業務のテーマにし
ていることもあり、資格は仕事をするうえでモチ
ベーションにもなるので、継続していきたいです。
職場では「リウマチの患者さんは僕に対応させ
て！」と頼んでいます。一人でも多くのリウマチ
患者さんに関って、その方々を継続して見守って
いきたいですね。
詫間　私も継続したいです。特に小児のリウマ
チをやっている薬剤師は非常に少ないですし、
勉強会もなかなかありません。小児の薬は成人
に遅れて承認されるので、成人で適応を得た新
薬がどんな薬なのか、自分で知識を高めていか
なければなりません。また、私自身が育児中で、
リウマチの患者さんが育児をするのはどれほど
大変か身を持って感じているので、今後はそう
いうところにも関わっていきたいと思っています。

後藤　座談会に参加してみて、いかがでしたか。
詫間　1人じゃないという感じがしました。薬剤
師は1人で黙 と々勉強することが多くて、それを
アウトプットするのは得意ではないので、やはり
共有することが大事だと思いました。このように
集まって話すことが大切ですね。
亀山　病院薬剤師の着眼点とか、処方される側
の先生のお話もとても勉強になりました。今日聞
いた情報を持ち帰って、さっそく真似してみよう
と思います。
與那覇　特に小児は今まで勉強したことがな
かったので、すごく新鮮に感じ、興味もわきまし
た。また、薬局の立場だとそのように考えている
んだなと、言われて初めて気づくこともありまし
たし、何を伝えたら良いかがわかってよかった
です。
宮﨑　それぞれ、着眼点が違うので非常に参考
になりました。これからは薬剤師同士の連携が
重要です。今日をスタートとして、リウマチ財団
の登録薬剤師間で連携し、何かができればいい
と思います。
後藤　はい。本誌でも薬剤師の先生方のお役に
立つ企画を実施していきたいと思います。本日
はありがとうございました。

《司　会》 後藤 美賀子 編集員／国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター
 宮﨑 長一郎 氏／日本リウマチ財団 専門職委員会 委員　宮崎薬局

《参加者》 亀山　俊 氏／望星薬局
 詫間 梨恵 氏／国立成育医療研究センター
 與那覇 晃子 氏／埼玉メディカルセンター　　※50音順

リウマチ財団登録薬剤師・一期生 座談会

RA分子薬理学の最前線に立つ
スペシャリストの役割

小児のリウマチ患者さんを担当する詫間氏。 病院外来を中心に活躍する與那覇氏。 薬局チェーン本店の薬局長・亀山氏。

ご自身の薬局も経営する宮﨑氏。日本薬剤師会常務理事。 詫間氏とおなじ施設で診療する後藤編集員。

左から後藤編集員、詫間氏、亀山氏、與那覇氏、宮﨑氏。日本リウマチ財団の会議室にて。

登録薬剤師の資格を取得した理由

リウマチ医療と薬剤について

今後の抱負
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資格はどのように役立っているか

病院薬剤師と薬局薬剤師の情報共有

リウマチ財団登録薬剤師としての
知識の磨き方
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財団登録薬剤師、リウマチ財団登録理学・作業療法士各1名を対象とした日本リウマチ財団登録リウマチ専門職表彰制
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山村　藤原先生には以前、強直性脊椎炎で
股関節を障害されている患者さんをご紹介し
たことがありました。手術内容はもちろん、術前
術後の説明も非常に詳しく話していただいたと
患者さんが大変満足されておられました。強直
性脊椎炎の股関節障害は激しい痛みを伴いま
すが、その患者さんが歩いて診察室を出入りで
きるようになったのを見て、藤原先生にお願い
して本当によかったと思っている次第です。
　今日は関節リウマチ患者さんの股関節の話
になりますが、よろしくお願いします。まずは
じめに、最近のトピックスをお聞かせください。
藤原　人工股関節の歴史は非常に古く約50年
に及びますが、この10年で素材の改良が進み
長期成績が大きく改善したことがトピックスと
して挙げられます1）。これまでの人工股関節
の耐用年数は約15年程度と言われ長くもたな
いため、再置換術を数回おこなうこともありま
したが、現在のものはおそらく一生に一度の
手術で済むのではないかと期待されています。
また、それによって若い患者さんでも痛みに
耐えつつ手術を先延ばしにするのではなく、
機能障害が現れる前に手術を受けることで
完全に近い機能回復が得られるという大きな
メリットがあります。

山村　実際に関節を開けて病変部を見ている
整形外科医の視点からすると、股関節の障害・
変形はどのように起こって､進展していくので
しょうか。
藤原　関節リウマチの股関節変形には、大きく
分けて２つの進行様式があると考えられます。
１つは炎症が関節内に起こることによる軟骨
をはじめとした骨破壊で、これは炎症による直

接の変形と言えます。最近は薬剤の進歩など
により減少傾向にあると思います。もう１つは
過去に関節に炎症が起き、軟骨の変形あるいは
部分的な骨壊死や微小骨折によって関節周囲
の変形が起こっていたものが徐々に進行して
いくという形式で、変形性関節症に近い進行
様式です。
山村　特に股関節の障害に関わることで、日常
生活で問題になることはありますか。
藤原　股関節の変形が起こっていく過程のな
かで注意していただきたいのが骨粗鬆症です。
骨粗鬆症があるとエックス線写真では一見
異常がないように見えているにもかかわらず、
実は骨頭に脆弱性骨折が起こっていることが
あります。それはわずかな段差を飛び越えた
りつまずいたり、軽微な外傷で起こり得るもの
です。特にリウマチの患者さんは多関節障害
の方が多いので、足の変形あるいは膝の障害
によってつまずきやすい生活をされているため、
気をつけていただきたいです。非常に軽微な
外傷で急激に股関節変形が出てくる可能性も
あるため注意が必要です。
山村　たとえば膝に病変がある方では、より
股関節の障害が進みやすいとか、そういった
影響はあるのでしょうか。
藤原　隣接関節障害といって、膝関節の可動域
が悪いとそれを補うように股関節に過大な可動
域が要求されます。また、下肢や膝が悪い場合
には対側の股関節への影響が非常に大きく、
変形が進みやすいとされています。リウマチの
患者さんではそうしたストレスがかかる可能性
が高いと考えられます。

 

山村　股関節の病変を見逃さないために、患者
さんのどのような症状に注意すべきか所見に
ついて教えてください。
藤原　まず疼痛についてですが、夜間に痛み

「足」、「手」、「頸椎」、「肘」と回を重ねてきた本シリーズ。今号では「股関節」を取り上げ、岡山市立市民病院の藤原一夫氏にお話しいただきます。藤原氏は関節手術のなかでも特に股関節手術の

エキスパートです。2018年3月まで17年間にわたり岡山大学に在籍され、これまで行った股関節手術は1,500件に及びます。聞き手は同じ市内の岡山済生会総合病院にて診療し、自身の患者さん

の手術を藤原氏に依頼することも多い山村編集員です。

が強くなり目が覚めるというような安静時痛
が強い場合には炎症を反映している状態と考
えられます。一方、動作の開始時に痛みを強く
感じる場合は、生物学的製剤（以下、バイオ）
などによって炎症は抑えられていても変形の
進行が疑われます。
山村　夜間痛の場合には炎症による痛みの可
能性が高く、動作はじめに起こってくる痛みは、
むしろ変形とか障害によって起こってくるとい
うことですね。
藤原　疼痛がある場合は診断・治療を進めて
いくことになるわけですが、疼痛があるにもか
かわらずエックス線写真でほとんど変化を認め
ない症例が散見されます。その場合にはMRI
を撮ることが診断する上で非常に大事です。た
とえば、骨粗鬆症や骨脆弱性をベースに発生す
る大腿骨頭軟骨下脆弱性骨折は、MRIを撮って
みないとわかりません（図1）。一方、疼痛をあま
り訴えられない患者さんの場合には積極的に
可動域を見ることも大切です。可動域が悪化傾
向にあると変形が進行している場合があります。
山村　可動域を見るのに、実際にはどんな検査
をすればよいのですか。
藤原　股関節の可動域を見るのにPatrick test
（図2）を実施します。整形外科医がよく行う検
査で、これで屈曲・外転・外旋の動きを見ます。
また、膝は表面から触ることができますが、股関
節は直接触ることができません。最近はエコー
も高性能となっていますので、水腫を見逃さな
いためにはエコーによるアプローチも有用です。
山村　エコーに慣れてないリウマチ医も多いと

思います。股関節を観察するポイントがあれば
教えていただけますか。
藤原　股関節は非常に深いところにあるため
詳細な部分を全体で評価することは難しいの
ですが、股関節の前方にプローブをあてると股
関節までの距離が比較的短い状態になります。
その位置から水腫を観察するのが良いと思い
ます（図3）。
山村　股関節の病変を見るのにCTは必要ない
ですか。
藤原　CTも有用なツールです。診断において
CTが特に有用な疾患として、骨盤の脆弱性
骨折や股関節周囲の微小な骨折などが挙げ
られます。骨欠損および嚢胞の把握にも使え
ます。関節リウマチ以外の原因を診断するにも
CTは有用です。
山村　エックス線写真は多くの先生が利用で
きると思いますが、股関節のような大きな関節
では、どれくらいの間隔で撮影すれば障害の

発生・進行について適切な判断ができるので
しょうか。
藤原　リウマチ患者さんの中には、急激に骨破
壊が進行する方がおられますので、疼痛などの
症状が続いている場合は3ヵ月ごとに撮るよう
にしています。半年～1年という選択肢もあると
思いますが、治療のタイミングを逃さないために
は3ヵ月ごとが適切と考えています。変形があっ
ても症状があまりない方の場合には年に1回は
エックス線写真を撮るようにしています。
山村　内科医の場合は28関節を評価すると
それでおしまいというところがあるのですが、
症状・所見をよく見て定期的にエックス線写真
を撮影し、場合によってはMRIを実施し、歩き
方がおかしいといった場合には横になってい
ただいてPatrick testを行い股関節の可動域
を見るなど、その評価法について少しずつ経
験を積んでいくことが大切ですね。

山村　実際にどういう状態になったら整形外
科の先生に紹介したらよいのでしょう。たと
えば痛みがあればすぐに紹介したほうがいい
のか、それともある程度観察した上で紹介した
ほうがいいのか、教えていただけますか。
藤原　関節リウマチの患者さんの場合、特徴
的な変形の１つに臼底突出症があります。骨盤
の内側に大きく骨頭が突出するのが特徴です
（図4a）。一方、骨盤の外側に骨頭がずれ上が
る変形を起こす患者さんもおられます（図4b）。
どちらも再建が困難となるため、骨欠損が大き
くなる前に紹介いただけるとあり難いです。
　以前は、Larsen分類2）※のグレード3以上が
人工関節の適応とされていましたが（図5）、
進行性で疼痛があれば筋力も低下しますし、
可動域制限が不可逆的な機能障害として術後

も残ってしまう場合もあります。最近は人工関
節の耐久性が向上したために、機能障害が発
生する前の早い段階で手術する傾向になって
きています。
山村　早い時期に病態を検出するには、1年に
1回のエックス線撮影で可能なのでしょうか。
藤原　近年はバイオの効果であったり骨粗鬆
症の治療も確立してきたためだと思いますけ
れども、1年以内に進行する方は少なくなって
きたように思います。変形があっても痛みがあ
まり強くない方に関しては、定期的にエックス
線写真を年1回撮っておくことで手遅れになる
ことなく、機能障害が出る前に手術ができると
思っています。
山村　もしも手術のタイミングが不幸にして遅
れてしまった場合、どこまで関節機能が回復
できるかという問題があると思いますが、先生
が経験された難治症例がありましたら教えて
ください。
藤原　やはり寛骨臼の骨欠損がひどい関節リ
ウマチの患者さんで、臼蓋側に特殊なプレート
をあて、大量の骨移植を併用するなどの寛骨
臼側の欠損を再建するような方法で手術を行
いました（図6）。このように、特殊なオプション
を駆使して行いますので、手術は不可能という
ことはありませんが、手術時間も長くなります
し、術後の回復にも時間がかかってしまいます。
もちろん、タイミングが遅れても再建は可能で
すので、その時点で整形外科にぜひご相談い
ただければと思います。
山村　ちなみに先生が手術された関節リウマチ
患者さんで最高齢は何歳の方ですか。
藤原　人工股関節については85歳ですが、関
節リウマチの患者さんに限らず、健康な状態で
通常の手術の侵襲に耐えられる方であれば、
手術年齢に上限はないと考えています。 山村　最後になりますが、股関節手術はこれか

らどのように進歩していくのでしょうか。また、
関節リウマチだけに限らず変形性股関節症を
含めた股関節手術において、現在どのように生
体にマッチした人工関節が開発されているの
か教えてください。
藤原　関節リウマチの患者さんは軟部組織
も弱く多関節障害もあるため、股関節が他の
関節を補うような動きを要求されて、大きく
屈曲するために脱臼するケースが多かった
のです。しかし最近の人工関節の大きな進歩
の１つとして、骨頭を大きくすることができる
ようになり、これにより関節の可動域が大きく
要求されるような患者さんでも脱臼抵抗性の
高い人工関節が開発されています（図7）。さら
に骨頭にはセラミックが積極的に使われるよう
になってきています。また、人工関節の中の軟
骨部分に相当する部分（ライナー）がハイクロス
リンクポリエチレンという超高分子の特殊な
構造に改良されて摩耗が減り、長期成績が得
られるようになりました1）。さらにポリエチレン
の中に抗酸化剤としてビタミンEを配合するこ
とで耐久性が向上し、より長期成績が獲得で
きるようになると期待されています。最初にお
話ししたように、股関節分野の人工関節にお

いては素材の急速な進歩があります。一生に
一度の手術で済むだけでなく、たとえば日常
生活のしゃがむ動作や正座など、いままで困
難とされていたことがクリアできるようになっ
てきています。今後のリウマチ股関節手術で
最も期待できる点だと思っています。
山村　今日はいろいろと診療に役立つお話を
ありがとうございました。私自身､明日から患者
さんに股関節の痛みがあるかどうか伺って、
実際にPatrick testを行い、股関節の状態を
評価するように努めたいと思った次第です。
藤原　ありがとうございました。

話し手 ： 藤原 一夫 氏／岡山市立市民病院 整形外科部長／人工関節センター長
聞き手 ： 山村 昌弘 編集員／岡山済生会総合病院 特任副院長／リウマチ・膠原病センター長

実地リウマチ医のための簡便ですぐ役に立つ手引き

リウマチ股関節手術の
タイミング

「素材の改良が股関節手術を変えた」と藤原氏。

「内科医も関節評価の手段を増やすべき」と山村編集員。

※ Larsen分類：関節破壊の程度をエックス線で評価する方法で、
 手術時期の決定など治療方針の決定に用いられる。

出典
1） de Steiger R, et al: J Bone Joint Surg Am 100（15）; 
 1281-1288, 2018
2） Larsen A, et al: Acta Radiol Diagn（Stockh） 18（4）; 
 481-491, 1977

岡山市立市民病院にて、対談後の藤原氏（左）と山村編集員（右）。お疲れさまでした！
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写真は右側の様子。対側（左側）の上前腸骨棘を押しつつ右股関節を屈曲・外転・外旋することで、
右股関節に疼痛を誘発する。

写真は鼠径靭帯（A）、縫工筋（B）、長内転筋（C）で囲まれる三角形の領域（Scarpa三角）で
股関節を観察。
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今後のリウマチ股関節治療の展望

股関節の変形が起こるメカニズムと
日常生活での注意点

股関節病変を見逃さないために：
検査とポイント

整形外科への紹介、手術は、
従来よりも早めの判断を
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山村　藤原先生には以前、強直性脊椎炎で
股関節を障害されている患者さんをご紹介し
たことがありました。手術内容はもちろん、術前
術後の説明も非常に詳しく話していただいたと
患者さんが大変満足されておられました。強直
性脊椎炎の股関節障害は激しい痛みを伴いま
すが、その患者さんが歩いて診察室を出入りで
きるようになったのを見て、藤原先生にお願い
して本当によかったと思っている次第です。
　今日は関節リウマチ患者さんの股関節の話
になりますが、よろしくお願いします。まずは
じめに、最近のトピックスをお聞かせください。
藤原　人工股関節の歴史は非常に古く約50年
に及びますが、この10年で素材の改良が進み
長期成績が大きく改善したことがトピックスと
して挙げられます1）。これまでの人工股関節
の耐用年数は約15年程度と言われ長くもたな
いため、再置換術を数回おこなうこともありま
したが、現在のものはおそらく一生に一度の
手術で済むのではないかと期待されています。
また、それによって若い患者さんでも痛みに
耐えつつ手術を先延ばしにするのではなく、
機能障害が現れる前に手術を受けることで
完全に近い機能回復が得られるという大きな
メリットがあります。

山村　実際に関節を開けて病変部を見ている
整形外科医の視点からすると、股関節の障害・
変形はどのように起こって､進展していくので
しょうか。
藤原　関節リウマチの股関節変形には、大きく
分けて２つの進行様式があると考えられます。
１つは炎症が関節内に起こることによる軟骨
をはじめとした骨破壊で、これは炎症による直

接の変形と言えます。最近は薬剤の進歩など
により減少傾向にあると思います。もう１つは
過去に関節に炎症が起き、軟骨の変形あるいは
部分的な骨壊死や微小骨折によって関節周囲
の変形が起こっていたものが徐々に進行して
いくという形式で、変形性関節症に近い進行
様式です。
山村　特に股関節の障害に関わることで、日常
生活で問題になることはありますか。
藤原　股関節の変形が起こっていく過程のな
かで注意していただきたいのが骨粗鬆症です。
骨粗鬆症があるとエックス線写真では一見
異常がないように見えているにもかかわらず、
実は骨頭に脆弱性骨折が起こっていることが
あります。それはわずかな段差を飛び越えた
りつまずいたり、軽微な外傷で起こり得るもの
です。特にリウマチの患者さんは多関節障害
の方が多いので、足の変形あるいは膝の障害
によってつまずきやすい生活をされているため、
気をつけていただきたいです。非常に軽微な
外傷で急激に股関節変形が出てくる可能性も
あるため注意が必要です。
山村　たとえば膝に病変がある方では、より
股関節の障害が進みやすいとか、そういった
影響はあるのでしょうか。
藤原　隣接関節障害といって、膝関節の可動域
が悪いとそれを補うように股関節に過大な可動
域が要求されます。また、下肢や膝が悪い場合
には対側の股関節への影響が非常に大きく、
変形が進みやすいとされています。リウマチの
患者さんではそうしたストレスがかかる可能性
が高いと考えられます。

 

山村　股関節の病変を見逃さないために、患者
さんのどのような症状に注意すべきか所見に
ついて教えてください。
藤原　まず疼痛についてですが、夜間に痛み

「足」、「手」、「頸椎」、「肘」と回を重ねてきた本シリーズ。今号では「股関節」を取り上げ、岡山市立市民病院の藤原一夫氏にお話しいただきます。藤原氏は関節手術のなかでも特に股関節手術の

エキスパートです。2018年3月まで17年間にわたり岡山大学に在籍され、これまで行った股関節手術は1,500件に及びます。聞き手は同じ市内の岡山済生会総合病院にて診療し、自身の患者さん

の手術を藤原氏に依頼することも多い山村編集員です。

が強くなり目が覚めるというような安静時痛
が強い場合には炎症を反映している状態と考
えられます。一方、動作の開始時に痛みを強く
感じる場合は、生物学的製剤（以下、バイオ）
などによって炎症は抑えられていても変形の
進行が疑われます。
山村　夜間痛の場合には炎症による痛みの可
能性が高く、動作はじめに起こってくる痛みは、
むしろ変形とか障害によって起こってくるとい
うことですね。
藤原　疼痛がある場合は診断・治療を進めて
いくことになるわけですが、疼痛があるにもか
かわらずエックス線写真でほとんど変化を認め
ない症例が散見されます。その場合にはMRI
を撮ることが診断する上で非常に大事です。た
とえば、骨粗鬆症や骨脆弱性をベースに発生す
る大腿骨頭軟骨下脆弱性骨折は、MRIを撮って
みないとわかりません（図1）。一方、疼痛をあま
り訴えられない患者さんの場合には積極的に
可動域を見ることも大切です。可動域が悪化傾
向にあると変形が進行している場合があります。
山村　可動域を見るのに、実際にはどんな検査
をすればよいのですか。
藤原　股関節の可動域を見るのにPatrick test
（図2）を実施します。整形外科医がよく行う検
査で、これで屈曲・外転・外旋の動きを見ます。
また、膝は表面から触ることができますが、股関
節は直接触ることができません。最近はエコー
も高性能となっていますので、水腫を見逃さな
いためにはエコーによるアプローチも有用です。
山村　エコーに慣れてないリウマチ医も多いと

思います。股関節を観察するポイントがあれば
教えていただけますか。
藤原　股関節は非常に深いところにあるため
詳細な部分を全体で評価することは難しいの
ですが、股関節の前方にプローブをあてると股
関節までの距離が比較的短い状態になります。
その位置から水腫を観察するのが良いと思い
ます（図3）。
山村　股関節の病変を見るのにCTは必要ない
ですか。
藤原　CTも有用なツールです。診断において
CTが特に有用な疾患として、骨盤の脆弱性
骨折や股関節周囲の微小な骨折などが挙げ
られます。骨欠損および嚢胞の把握にも使え
ます。関節リウマチ以外の原因を診断するにも
CTは有用です。
山村　エックス線写真は多くの先生が利用で
きると思いますが、股関節のような大きな関節
では、どれくらいの間隔で撮影すれば障害の

発生・進行について適切な判断ができるので
しょうか。
藤原　リウマチ患者さんの中には、急激に骨破
壊が進行する方がおられますので、疼痛などの
症状が続いている場合は3ヵ月ごとに撮るよう
にしています。半年～1年という選択肢もあると
思いますが、治療のタイミングを逃さないために
は3ヵ月ごとが適切と考えています。変形があっ
ても症状があまりない方の場合には年に1回は
エックス線写真を撮るようにしています。
山村　内科医の場合は28関節を評価すると
それでおしまいというところがあるのですが、
症状・所見をよく見て定期的にエックス線写真
を撮影し、場合によってはMRIを実施し、歩き
方がおかしいといった場合には横になってい
ただいてPatrick testを行い股関節の可動域
を見るなど、その評価法について少しずつ経
験を積んでいくことが大切ですね。

山村　実際にどういう状態になったら整形外
科の先生に紹介したらよいのでしょう。たと
えば痛みがあればすぐに紹介したほうがいい
のか、それともある程度観察した上で紹介した
ほうがいいのか、教えていただけますか。
藤原　関節リウマチの患者さんの場合、特徴
的な変形の１つに臼底突出症があります。骨盤
の内側に大きく骨頭が突出するのが特徴です
（図4a）。一方、骨盤の外側に骨頭がずれ上が
る変形を起こす患者さんもおられます（図4b）。
どちらも再建が困難となるため、骨欠損が大き
くなる前に紹介いただけるとあり難いです。
　以前は、Larsen分類2）※のグレード3以上が
人工関節の適応とされていましたが（図5）、
進行性で疼痛があれば筋力も低下しますし、
可動域制限が不可逆的な機能障害として術後

も残ってしまう場合もあります。最近は人工関
節の耐久性が向上したために、機能障害が発
生する前の早い段階で手術する傾向になって
きています。
山村　早い時期に病態を検出するには、1年に
1回のエックス線撮影で可能なのでしょうか。
藤原　近年はバイオの効果であったり骨粗鬆
症の治療も確立してきたためだと思いますけ
れども、1年以内に進行する方は少なくなって
きたように思います。変形があっても痛みがあ
まり強くない方に関しては、定期的にエックス
線写真を年1回撮っておくことで手遅れになる
ことなく、機能障害が出る前に手術ができると
思っています。
山村　もしも手術のタイミングが不幸にして遅
れてしまった場合、どこまで関節機能が回復
できるかという問題があると思いますが、先生
が経験された難治症例がありましたら教えて
ください。
藤原　やはり寛骨臼の骨欠損がひどい関節リ
ウマチの患者さんで、臼蓋側に特殊なプレート
をあて、大量の骨移植を併用するなどの寛骨
臼側の欠損を再建するような方法で手術を行
いました（図6）。このように、特殊なオプション
を駆使して行いますので、手術は不可能という
ことはありませんが、手術時間も長くなります
し、術後の回復にも時間がかかってしまいます。
もちろん、タイミングが遅れても再建は可能で
すので、その時点で整形外科にぜひご相談い
ただければと思います。
山村　ちなみに先生が手術された関節リウマチ
患者さんで最高齢は何歳の方ですか。
藤原　人工股関節については85歳ですが、関
節リウマチの患者さんに限らず、健康な状態で
通常の手術の侵襲に耐えられる方であれば、
手術年齢に上限はないと考えています。 山村　最後になりますが、股関節手術はこれか

らどのように進歩していくのでしょうか。また、
関節リウマチだけに限らず変形性股関節症を
含めた股関節手術において、現在どのように生
体にマッチした人工関節が開発されているの
か教えてください。
藤原　関節リウマチの患者さんは軟部組織
も弱く多関節障害もあるため、股関節が他の
関節を補うような動きを要求されて、大きく
屈曲するために脱臼するケースが多かった
のです。しかし最近の人工関節の大きな進歩
の１つとして、骨頭を大きくすることができる
ようになり、これにより関節の可動域が大きく
要求されるような患者さんでも脱臼抵抗性の
高い人工関節が開発されています（図7）。さら
に骨頭にはセラミックが積極的に使われるよう
になってきています。また、人工関節の中の軟
骨部分に相当する部分（ライナー）がハイクロス
リンクポリエチレンという超高分子の特殊な
構造に改良されて摩耗が減り、長期成績が得
られるようになりました1）。さらにポリエチレン
の中に抗酸化剤としてビタミンEを配合するこ
とで耐久性が向上し、より長期成績が獲得で
きるようになると期待されています。最初にお
話ししたように、股関節分野の人工関節にお

いては素材の急速な進歩があります。一生に
一度の手術で済むだけでなく、たとえば日常
生活のしゃがむ動作や正座など、いままで困
難とされていたことがクリアできるようになっ
てきています。今後のリウマチ股関節手術で
最も期待できる点だと思っています。
山村　今日はいろいろと診療に役立つお話を
ありがとうございました。私自身､明日から患者
さんに股関節の痛みがあるかどうか伺って、
実際にPatrick testを行い、股関節の状態を
評価するように努めたいと思った次第です。
藤原　ありがとうございました。

話し手 ： 藤原 一夫 氏／岡山市立市民病院 整形外科部長／人工関節センター長
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「素材の改良が股関節手術を変えた」と藤原氏。

「内科医も関節評価の手段を増やすべき」と山村編集員。

※ Larsen分類：関節破壊の程度をエックス線で評価する方法で、
 手術時期の決定など治療方針の決定に用いられる。
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写真は右側の様子。対側（左側）の上前腸骨棘を押しつつ右股関節を屈曲・外転・外旋することで、
右股関節に疼痛を誘発する。

写真は鼠径靭帯（A）、縫工筋（B）、長内転筋（C）で囲まれる三角形の領域（Scarpa三角）で
股関節を観察。

A

変形した大腿骨頭

B

C

図4 関節リウマチ患者さんに特徴的な変形

0

a

b

1 2
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Dual mobility cup
（ZIMMER BIOMET社）

THA術中

グレード0：正常 グレード1：軽度変化 グレード2：明らかな初期変化

グレード3：中等度破壊性変化 グレード4：高度破壊性変化 グレード5：ムチランス型変化

股関節手術の最近のトピックス

今後のリウマチ股関節治療の展望

股関節の変形が起こるメカニズムと
日常生活での注意点

股関節病変を見逃さないために：
検査とポイント

整形外科への紹介、手術は、
従来よりも早めの判断を
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PReS

　まずは台風15号ならびに19号により、

大きな被害を受けられた皆様に心よりお

見舞い申しあげます。

　本号の登録薬剤師一期生の座談会記事に

注目したいと思います。臨床現場のリウマ

チ医師にとってリウマチケア看護師は身近

な存在でコミュニケーションも密ですが、

登録薬剤師は少し遠い存在です。しかし登

録薬剤師の方がリウマチ知識の習得や患

者への日常生活でのアドバイスなどにい

かに創意工夫し努力しているのかを知り、

とても参考になりました。医師側としても

リウマチ担当の薬剤師にどのような情報

を提供することがリウマチ患者ケアの向上

につながるか、より一層努力すべきと痛感

しました。

　リウマチケア看護師の場合には資格維持

のためのサポートシステムやインセンティ

ブなどが問題点として挙がっていますが、

登録薬剤師の場合、そういう問題点は存在

しないのか、全国の薬剤師の方が財団登録

薬剤師の資格獲得のため、いかなる点が改

善されればその輪をさらに広げられるのか

の意見も聞きたいと思いました。

　他の注目記事は「手術のタイミング」の岡

山市立市民病院の藤原整形外科部長による

股関節手術のお話でした。股関節病変は非

常に深い場所のためその評価については難

しさを伴いますが、内科系の医師にとって

股関節病変を見逃さないためのポイントや

日常診療での注意点、手術のタイミングな

どよく理解でき、とても勉強になりました。

　最後になりましたが、西岡教授による

「リウマチ医療、新時代」の記事はリウマチ

財団創設からリウマチ医療の未来や若手

への提言など盛りだくさんの内容で、本財

団発展の旗振り役として今後益々の活躍

を期待しています。

編集後記

令和元年9月 企画運営委員会議事録
令和元年9月開催企画運営委員会の審議概要を下記の通り報告します。
企画運営委員会委員長 西岡久寿樹
日　時：令和元年9月10日（火）18：00～19：30
【報告事項】
1．研修会の報告について
 今年度は6地区6会場で開催のところ、本日までに2会場が終了した。
2．令和2年度診療報酬改定に対する要望事項の提出について
 8月5日付でリウマチ医療に関する要望書を厚生労働省保健局医療課長宛に提出。
3．登録リウマチ専門職表彰要項（案）について
 財団登録リウマチ専門職（看護師、薬剤師、理学・作業療法士）に対する新たな表彰制度を
 来年度から実施するための要項（案）が報告され承認された。
4．財政状況（正味財産増減計算書）について
 令和元年4月から8月末までの財政状況を報告。ほぼ昨年と同様の経理状況。
【審議事項】
1．令和2年度リウマチ月間リウマチ講演会について
 令和2年6月28日（日）大手町サンケイプラザで開催するため、実行委員会のメンバー、メイン
 テーマ、趣意書案等が示され決定した。
2．令和元年度法人賛助会員セミナーについて
 法人賛助会員を対象とした11月20日（水）開催のセミナーについて、演者、講演内容等を
 決定した。
3．リウマチ専門職制度（4職種制度）規則の改定（案）について
 制度間における統一を図り、現状に合わせた規則に改定することが決定した。大きな変更事項
 としては、新規申請の資格要件として、国家資格取得後3年以上の実務経験が必要となった。
4．リウマチ性疾患について
 財団が公表しているリウマチ性疾患一覧表の内容について検討し、一部修正し、ホームページ
 に公表することが決まった。
5．日本リウマチ財団委員会設置規程の改定案について
 委員会の所管事務内容に変更が生じたので、一部改正を行うことが決まった。

医学賞等候補者を募集

開催地区 開催日 開催場所 世話人

名古屋大学大学院医学系研究科
総合医学専攻
運動・形態外科学講座 整形外科学
教授 石黒 直樹

東海・北陸 令和2年
2/2（日）

ミッドランドスクエア
オフィスタワー5Ｆ
「ミッドランドホール」

兵庫医科大学 内科学
リウマチ・膠原病科
教授 松井　聖

近畿 11/24（日） 生田神社会館

九州・沖縄 令和2年
1/26（日） ホテルJALシティ宮崎

宮崎大学医学部
内科学講座免疫感染病態学分野
（膠原病感染症内科）
教授 岡山 昭彦

医学賞 締めきり 備考

ノバルティス・
リウマチ医学賞

令和2年
1月31日

リウマチ性疾患調査・
研究助成

令和元年
11月30日

※今年度5件予定。その中から、「三浦記念リウマチ学術研究賞」
と「塩川美奈子・膠原病研究奨励賞」を特に1件ずつ選考する。

令和元年度 リウマチの治療とケア教育研修会 開催予定

単位数はリウマチ財団登録医6単位、リウマチケア看護師6単位、リウマチ財団登録薬剤師
6単位、リウマチ財団登録理学・作業療法士6単位（参加実績/経過措置期間）予定。他学会等
単位も予定。

http://www.rheuma-net.or.jp/ リウマチ財団

日本リウマチ財団ホームページ
検索

詳細は財団ホームページをご覧ください。

令和2年度 リウマチ財団新規登録医募集／
リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続き
登録医規則が変わりました。詳しくは財団ホームページをご覧ください。
申請受付期間　令和2年3月1日～5月31日
令和2年度資格更新該当者は、下記年度にリウマチ財団登録医を取得された方です。
昭和61年度、平成1、4、7、10、13、16、19、22、27年度

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

1．本学会の特色
　2019年6月12日から15日にかけての4日間、
スペインの首都マドリードにて小児リウマチ
欧州協会（PReS：Paediatric Rheumatology 
European Society）が開催された。7年ぶり
の欧州リウマチ学会（EULAR）との共同開催
であり、例年行われる小児リウマチ医を中心と
した学会と比較し、とても規模の大きなもの
になった。オープニング・プレナリーセッション
に登壇したPReS会長の B.プラッケン 教授
（オランダ ユトレヒト大学メディカルセンター 
小児免疫学教授、Eureka トランスレーショナ
ル医療センターCSO）（写真）は、小児リウマチ
領域におけるトランスレーショナル医療（科学
的技術を活用して臨床的意義の高く患者さん

の役に立つ医療を発展させる）の重要性に触
れ、一例としてシンガポールのアルバーニ教授
のグループが進めている CyTOF（cytometry 
by time-of-flight）を用いた小児の正常免疫系
の発達及び疾患による影響の研究成果につい
て紹介した。患者家族会（ENCA: European 
Network for Children with Arthritis）が
主体となり、小児リウマチの患者さんが本学会
に発表者として複数のセッションに参加し、
移行期医療について、疾患による容貌の変化
や学校生活で直面する課題について問題提起
をしたことは画期的であった。「病気の自己
管理の方法について教えて欲しい」「医師は
私たちに話をする前に、まず私たちの話をよく
聞いて欲しい」という言葉が印象的であった。

若年性特発性関節炎（JIA）の治療を続けて
いる子供たちによる座談会の様子や、様々な
スポーツに挑戦する姿を映すビデオクリップ
が会場で放映されていたので、印象の残った
参加者も多いのではないだろうか。

2．薬物治療に関する新しい知見
●全身型JIA（sJIA）に対するアナキンラの有効
性：57例のsJIAにアナキンラが投与された。
発症2ヶ月未満に治療を開始された症例では
高い有効性（90%以上）を示した反面、2ヶ月
以上経過してから治療を開始された症例で
の有効性はおよそ50%にとどまった。1）

●インターフェロノパチーに対するJAK阻害薬
の有効性：18例のインターフェロノパチー
患者（CANDLE 10例、その他 8例）にバリ

シチニブが投与され、CANDLEでは50%の
患者で寛解を得た。それ以外の症例では
有効性は低かった。2）

●マクロファージ活性化症候群（MAS）に対
する抗インターフェロン-γ抗体の有効性：
sJIAの経過中にMASを合併した6例の患
者にエマパルマブが投与された。4週後の時
点では半数例が、8週後の評価では全例が
完全奏功（complete response）を得ること
ができた。3）

◎（編集部より）財団ホームページにて本記事
のロングバージョンが閲覧できます。

小児リウマチ欧州協会 2019速報
山口 賢一 氏
聖路加国際病院 Immuno－Rheumatology Center 医長

責任編集: 岡田 正人 編集員
聖路加国際病院 Immuno－Rheumatology Center センター長
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1） Pardeo M, et al: PReS-EULAR 2019 #OP0057
2） Sanchez GAM, et al: J Clin Invest 128（7）: 3041-3052, 2018
3） Benedetti FD, et al: PReS-EULAR 2019 #OP0204
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