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話し手：西岡 久寿樹 氏／公益財団法人日本リウマチ財団常務理事・企画運営委員長
聞き手：仲村 一郎 氏／『日本リウマチ財団ニュース』編集長
昭和 62 年 11 月に法人許可を得てから，本年度で 30 周年を迎えた日本リウマチ財
団がこれまで築いてきたもののうち最大の財産は何か。それは，
「リウマチ財団登録医」
制度を中心とする 3 つの人材育成制度であると常務理事の西岡久寿樹氏はいう。診療
科間連携・職種間連携を基盤とするチーム医療のモデルを作ったのも，実はリウマチ
財団登録医，リウマチケア看護師，リウマチ財団登録薬剤師たちの功績である――そ
う考える西岡氏を招いて，財団が今後，医療界にどんな貢献を果たし得るかを聞いた。

日本のリウマチ医療を支える
財団の３つの人材育成制度

リウマチ薬物療法の発達とともに
形成されたトータルケアシステム

仲村：本日は当財団が設立 30 周年を迎え

仲村：今日われわれが手にしているよう

るに当たり，世の中に向かって最も打ち出

な，診療科の壁を越え，職種の垣根を越え

すべきメッセージは何かをお伺いします。

たリウマチ・トータルケアシステムの形成

その前に，メッセージの前提として，当財

を促した要因は何だったのでしょうか。

団が持っている大きな価値を確認しておき

西岡：一つは，関節リウマチや膠原病と

たいと思います。

いう疾患が持つ診療科横断的な特性によ

西岡：私は，当財団が過去 30 年間に築い

るところが大きいと思います。かつて，
「リ

てきたもののうち最も価値ある財産は，
「リ

ウマチ科」という独立の診療科がまだ無

仲村：さまざまな疾患領域でチーム医療の

との連携の仕方を学んでもらい，われわれ

ウマチ財団登録医」の制度だと考えていま

かった時代に，関節リウマチの患者さん

必要が叫ばれる時代にあって，当財団はリ

のバイオ製剤の使用経験を「生きたモデ

す。現在，全国に 3,025 名のリウマチ財団

が来院すると，「整形外科が診るか，内科

ウマチ性疾患の分野で，チーム医療の基盤

ル」として参照してもらうことです。乾癬

登録医がいますが，一つの疾患領域に対し

が診るか」などという激論をしていたこ

となる診療科間連携と職種間連携を進め，

の例からも明らかなように，もう診療科や

てこれほど多くの医師が高い専門性を有し

とがありましたが，このとき私たちは「内

チームのコアとなって活躍できる人材を育

疾患領域の枠に捉われている時代ではあ

て臨床の第一線で活躍している例は，おそ

科と整形外科が連携して診ればよいでは

成するという先駆的な役割を担ってきたわ

りません。われわれには，あらゆる領域の

らく他にありません。これは本当に凄いこ

ないか」と考えて東京女子医大に日本の

けですね。

学会や団体と連携し，経験をシェアする十

とだと思います。さらに，当財団には「リ

医育機関で初めてのリウマチセンターを

西岡：その通りです。しかも，われわれは

分な用意があるということを，当財団から

ウマチケア看護師」と「リウマチ財団登録

作りました。この時，両科の間を取り持ち，

自らの現場で，自らが築いたチーム医療の

のメッセージとして，医療・医学だけでな

薬剤師」の制度があり，現在，全国で 1,623

橋渡しをしたのが，実は，リウマチ財団

システムの中で，時代の最先端を行く数々

く，あらゆる方面に伝えていきたいと考え

名のリウマチケア看護師と，463 名のリウ

登録医だったのです。関節リウマチは数

のバイオ製剤の使用経験を重ねてきまし

ています。

マチ財団登録薬剤師が活躍し，特に後者は

多くの疾患の中で，最も早くから診療科

た。今後さまざまな疾患領域にバイオ製剤

今，うなぎ登りの勢いで増えています。以

間連携が進んだ疾患領域だといえるかも

による治療が普及していくと予想されます

上の 3 つの人材育成制度は，今日の日本の

しれません。

が，私はそのときに，他分野に先駆けて重

西岡常務理事（左）と仲村編集長（右）
。新橋の財団事務所にて。

われわれのバイオ製剤の使用経験を
あらゆる領域の医療者とシェアしたい

使い方を他科医に勉強してもらい，われわ
れも異なる分野の診断法や診断基準を知
ること。さらに，他科にも私たちの他職種

本年度の「リウマチ講演会」の内容と
『リウマチ財団ニュース』の役割

リウマチ医療を支えるものとして，非常に

二つ目の要因は，リウマチ医療，特に

ねてきたバイオ製剤治療の経験をモデルと

独創的でかつ大きな価値を持っていると

リウマチ薬物療法の進歩です。ご承知の

して提供できるのではないかと考えていま

仲村：日本リウマチ財団として，世の中に

いってよいと思います。

通 り， リ ウ マ チ の 薬 物 治 療 は，NSAIDs

す。私が，今後 30 年に向けて当財団が発

向かって何を訴えていくべきなのかがよく

仲村：当財団の 3 つの制度を通じて育成さ

による対症療法しかなかった時代から，

するべき最大のメッセージと考えているの

分かりました。今後，そのメッセージをど

れたリウマチ医療の専門人材を 3 本柱とし

より病態に踏み込んだ DMARDs の時代に

も，このことに関連しています。

のようにして伝えていきますか。

て，全国各地にリウマチ・トータルケアの

変わり，さらに 2000 年代に入ってからは

仲村：具体的には，
どのようなことですか。

西岡：そのための当面最大の機会が，来

システムが築かれ，同時に彼ら彼女ら自身

機能分子を標的とするバイオ製剤の時代

西岡：例えば，皮膚科の難治疾患の一つで

る 6 月 11 日（日）に開催を予定している

がその中心的な担い手となって働いている

へと変革を遂げてきました。DMARDs の

ある乾癬です。この疾患は関節リウマチ

「日本リウマチ財団創立 30 周年記念リウマ

ということですね。

代表的薬剤で，一定の服薬管理を要する

の発症機序と共通する部分があり，関節

チ月間リウマチ講演会」です。第 1 部のセ

®
メトトレキサート（リウマトレックス ）

リウマチで使用されているバイオ製剤が乾

レモニーに続く第 2 部のパネルディスカッ

がリウマチ治療の現場に登場した頃から，

癬の治療にも有効であることが証明され

ションでは，立法府を代表して，参議院議

リウマチの専門知識を持ったコメディカ

たため，2010 年にアダリムマブ，インフ

員で薬剤師の藤井基之氏と，参議院議員で

ル各職種の積極的な治療への関与が求め

リキシマブが乾癬に対して適応拡大となり

看護師の高階恵美子氏，患者を代表して，

られるようになり，さらに，先端的なバ

ました。その後，ウステキヌマブ，セクキ

全国膠原病友の会代表理事の森幸子氏，医

イオ製剤の時代に至って，リウマチ診療

ヌマブなどが乾癬治療薬として発売されま

療者を代表して日本リウマチ学会理事長

は多職種連携による医療チームの力によ

した。ところが，多くの第一線の皮膚科医

と，日本整形外科学会理事長，計 5 人にご

らなければ一歩を進めることさえ難しく

は今まで見たことも使ったこともないバイ

登壇いただき，存分にご議論いただいたう

なりました。このようなリウマチ医療現

オ製剤の採用には慎重で，せっかく期待を

え，われわれのメッセージをそれぞれの場

場の情勢の変化に対応して整備されてき

担って登場した何種類ものバイオ製剤が十

に持ち帰っていただこうと考えています。

たのが，当財団のリウマチケア看護師と

分に活用されない状況が続いています。こ

第 3 部の講演は，
「難病治療に大改革をも

リウマチ財団登録薬剤師の制度であった

の状況を打破するためにわれわれができる

わけです。

ことは，関連学会と連携し，バイオ製剤の

142 号の主な内容
● 対談・日本リウマチ財団
これからの 30 年
● 広がるリウマチケア専門職の
活動
● リウマチ手術のタイミング
（リウマチ足の手術のタイミン
グ編）

次ページに続きます
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製剤治療の華々しい成果を語っていただく

は今後も紙媒体ならではの特性を生かして，

われわれのメッセージがホットに伝わるよ

予定です。

当財団の未来に向けたメッセージを広範囲

うな誌面づくりを期待しています。

たらしている生物学製剤」というタイトル

仲村：最後に，
『日本リウマチ財団ニュース』

に，確実に届けていってほしいと思います。

仲村：承知しました。本日はありがとうご

を冠し，リウマチ・膠原病領域を代表して

に今後どんな役割を期待されますか。

重要なのは当財団の歴史と現状を踏まえた

ざいました。

筑波大学教授の住田孝之氏と，皮膚科・リ

西岡：インターネット一辺倒のこの時代に

うえで，われわれの目指す方向を照らし続



ウマチ領域を代表して山梨大学学長の島田

あっても，財団ニュースのような紙媒体の

けることです。これからも過去から現在へ，

眞路氏に，それぞれの領域におけるバイオ

果たす役割は依然として重要です。本誌に

現在から未来へという時間軸が感じられ，

対談・日本リウマチ財団これからの 30 年 続き

（文責編集部）

リウマチケア看護師・リウマチ財団登録薬剤師の活動紹介にあたって
松本 美富士 氏

地方独立行政法人桑名市総合医療センター 膠原病リウマチ内科 顧問
公益財団法人日本リウマチ財団 リウマチ専門職委員会委員長
生物学的製剤の登場により，リウマチ性疾

優良看護師として
群馬県知事より表彰

チ財団登録薬剤師が抗リウマチ薬の管理に

患の治療とケアに各種医療専門職の連携・協

おいて当地域の中核的役割を果たしていると

働によるチーム医療がこれまで以上に必要とな

いう報告です。

りました。この状況を受け，日本リウマチ財団

リウマチケア専門職制度は，その規則の

では「リウマチケア専門職制度」を創設。平

理念にもあるようにリウマチ性疾患のケアに

成 22 年度には「日本リウマチ財団登録リウマ

関する優れた専門職を育成し，リウマチ財

チケア看護師制度」を発足し，現在 1,623 名

団登録医と連携・協働して医療技術の進歩

の「リウマチケア看護師」が登録しています。

と医療水準の向上を図り，系統的治療によっ

さらに，平成 26 年度には「日本リウマチ財団

て国民の健康と福祉に貢献することを目的と

登録薬剤師制度」を発足し，
現在 463 名の「リ

しています。設立から約 7 年が経過したこと

ウマチ財団登録薬剤師」が登録しています。

になりますが，これら専門職の方々の学会

そこで，今号の財団ニュースではリウマチケ

発表や論文からは，最近のわが国ではリウ

ア専門職の方々にご登場いただき，活動状況，

マチ医療・ケアの院内外での医療連携と協

課題や制度への提言，今後の抱負など日頃か

働が積極的に行われていることがわかりま

ら感じておられることを紹介します。

す。また，活躍されている地域のリウマチ医

バイオを取り扱う
関口氏

リウマチ診療において目指すべき薬剤師のトータルケア
～多職種連携と薬物治療支援～
片山 歳也 氏

JCHO 四日市羽津医療センター 薬剤科 副薬剤科長
公益財団法人日本リウマチ財団 リウマチ財団登録薬剤師

1 人目は，リウマチケア看護師として 18 名の

療の質は向上し，地域格差の均てん化がみ

昨今，生物学的製剤（バイオ）の登場によ

有資格者がおられる群馬県井上病院の関口

られ，この制度の理念が確実に実践されて

り，関節リウマチでは症状コントロールを中

さち子氏。関口氏からはリウマチケア看護師

いることも間違いありません。

心とした治療から寛解を目指す治療へ大きく

理栄養士・理学療法士・メディカルアシスタン

変化してきました。本稿ではリウマチ性疾患

トが連携したリウマチケアチームを結成し，職

を中心とした情報共有の結果，患者さんから

しかし，この制度には大きな課題があります。

な点滴治療管理を支援しています。
入院診療では，医師・看護師・薬剤師・管

厚い信頼を得て，行政からも質の高いリウマチ

それは，専門職の活躍が保険点数という直接

患者さんに対するリウマチ財団登録薬剤師

種間の情報共有を行っています。薬剤師は抗

ケアの実践が認められたという報告です。

リウマチ薬と他の併用薬を含めた薬歴管理，

的な形で目に見えないことであり，たびたび当

の活動と役割について，病院薬剤師の立場

2 人目は，リウマチ財団登録薬剤師の立場

事者の方々からも指摘されています。当財団

より述べます。

から三重県 JCHO 四日市羽津医療センターの

の委員会組織は，昨年からより機能的に再編

外来診療におけるリウマチ患者さんのバイ

に関する副作用などの問題点や不安・疑問

片山歳也氏。片山氏からは，抗リウマチ薬の

されました。これを契機にリウマチ専門職委員

オの新規導入や変更に伴う患者指導では，医

点などの情報を，多職種に向け情報提供して

薬学的管理についての研修会を院内では看

会は医療保険部会と密接に連携して，リウマ

師・看護師・薬剤師が連携して対応していま

います。他には，リウマチ患者さんの難治例

護師を対象に，院外では薬薬連携として保険

チケア専門職制度が目に見える形で医療機関

す。通常は医師から診察時にバイオの新規

や副作用に対する専門的な治療支援を行って

薬局の薬剤師を対象に企画されるなど，リウマ

への貢献につながるように努力して参ります。

導入や変更に関する十分な説明がなされま

います。

薬効および副作用モニタリングを行って，薬剤

す。しかし，リウマチ患者さんは予期せぬ治

地域医療においては，リウマチ診療におけ

療薬の変更などの説明や提案を医師からされ

る病院薬剤師と開局薬剤師の薬薬連携を中

関口 さち子 氏

た時に，治療継続や生活上の不安などが大き

心として，地域におけるリウマチ性疾患の専門

医療法人井上病院 外来看護師

いと，医師の説明内容がリウマチ患者さんに

治療を支援できる薬剤師（リウマチ財団登録

公益財団法人日本リウマチ財団 リウマチケア看護師

しっかりと伝わらないことがあります。そこで，

薬剤師）の育成を目的とした研修会を開催し

看護師と薬剤師が連携して十分な説明を行

ています。

生物学的製剤自己注射導入の取り組み

私たちの井上病院にはリウマチセンターがあ
り，リウマチ治療の専門病院という位置づけに

一人ひとりに合った指導を工夫しています。
その後，リウマチケア看護師制度が発足し，

い，リウマチ患者さんの不安を軽減できるよう

リウマチ診療における薬剤師のトータルケ

に相談応需します。自己注射の場合は，看護

ア（図）には多くの項目があり，このような内
容を薬剤師として取り組む必要性があります。

なっています。古くから県内外から来院される

当院では 7 名が第 1 期のリウマチケア看護師

師より自己注射方法の説明を行い，そして薬

多数のリウマチ患者さんの診察・治療に取り

に認定されました。さらに，バイオ導入時を経

剤師からバイオの特徴・投与間隔・効果・副

最後に，リウマチ財団登録薬剤師は抗リウマ

組み，人工関節の手術も多数実施していまし

験した看護師が多数いたことから，その経験

作用・注射製剤の保管・廃棄方法，感染予

チ薬全般の専門的な治療支援のみならず，そ

た。そのような状況下で，2003 年に生物学的

を活かし，当院での自己注射指導の取り組み

防について説明を行っています。内服薬の場

の患者さんが服用・使用されているすべての

製剤（バイオ）が登場しました。当院のリウ

について中央の RAトータルマネジメントフォー

合も必要時に医師から薬剤師に説明依頼があ

薬物治療の支援ができるよう，今後も他の医

マチ治療も劇的に変化しましたので，今回は

ラムで発表する機会を得ました。また，県内に

り，わかりやすい説明を心がけております。他

療職と連携・協働していきたいと思います。

そのお話をします。

おいては自己注射指導の実践，患者アンケー

には薬剤師がバイオを調製して，安心・安全

まず，当院ではバイオを発売と同時に導入す

トからみる皮下注射製剤の現状，バイオ治療

るため，院内で医師を含めた勉強会を実施しま

における当院の化学療法室の取り組みについ

した。結果，外来看護師と病棟看護師が中心

てなどの講演を行いました。

となって，患者さんの状態を具体的かつ詳細に

私は，バイオ治療に携わることやリウマチケ

把握する必要があるということがわかり，情報

ア看護師制度を通し，当院の看護師のコミュ

提供や啓発など，患者さん本人との連携体制

ニケーション能力や知識と技術が向上している

を重要なテーマに据えました。そうして把握し

のを感じます。私自ら率先して講演会など勉

た患者さんの状態は確実に診療に活かせるよ

強の場に積極的に参加する姿を見せることで，

うに，
関節評価（関節評価表を利用）
，
バイタル，

今ではリウマチケア看護師認定者も 18 名まで

来院までの状態，当日の様子を記入してチーム

増えました。そして，このたび私は看護師とし

で共有することにしました。この作業には患者

て地域医療に貢献してきたことに対し，群馬県

さん本人の協力が不可欠でしたから，自然と患

優良看護職員知事賞を受賞しました。これか

者さんとの信頼関係ができていきました。

らもリウマチ患者さんのことを理解し，診療面

患者さんの情報を重視する方針は，バイオ
導入後も変わりません。自己注射の指導法な
ど，看護師の間で話し合いを持ち，患者さん

からもレベルの向上を目指していきたいと思い
ます。
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