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リウマチ診療の現場においてリウマチ登録医らが直面している，

診療報酬を中心とする保険上の諸問題を解決すべく検討を行い，

その結果を監督官庁に適正な診療報酬・適正な運営をお願いする

事は，リウマチ財団事業にとって今後重要な事業であるとの認識

で，企画運営委員会において，平成19年度新規事業として提案さ

れ，それに基づき，医療保険委員会設置懇談会が，平成19年2月

25日（日）：東京丸の内・丸ビルホールにて行われた。

メンバーはリウマチ登録医で，第一線において多数のRA患者

を診療しており，生物学的製剤の十分な使用経験を持つ人を各地

区より選任した。またアドバイザー・オブザーバーの方もお願い

した。メンバーは右の通りである。

1．運営理念とその方法

・公益法人である日本リウマチ財団はリウマチの実

地医療にあたる約4,000名のリウマチ登録医を抱え

ているため，適正な診療報酬などの検討を行うこ

とにより，リウマチ医療全般の質的向上を目指す。

・リウマチ診療における種々な医療保険上の問題点

を，各地域別に任命された委員から提起して頂く。

2．提起された問題点（改善を早急に必要とするもの）

A．診察料に関する問題点
a）慢性疾患指導料が算定できない。
患者自身が日常心がけるべき運動・食事・療養・

生活習慣など，重要な指導を行っているにもかかわ

らず指導料の設定がない。こういった指導料の設定

は，質の高い医療を提供する上で必要である。

B．検査の問題
a）RF因子とMMP-3が同一日の算定できない。
18年4月の改正に伴い，同様な性格のものの検査

という認識だが，検査自体は同一のものではなく，

リウマチの骨破壊の早期診断にはMMP-3は重要であ

る。一方，リウマチの早期発見には抗CCP抗体の保

険適用も早急に求めたい。（抗CCP抗体については平

成19年4月1日より保険適応となった。）RF因子と

MMP-3，抗CCP抗体は，同一日に検査できなければ

早期リウマチの診断には役立たない。

C．
a）レミケードに関する問題
①投与量に関する問題

3mg/kgという投与量が決められており，50kgの

人は150mgとなり，1.5Vでよいので，0.5Vは減額と

いう例があった（1V1000mgであるが，蛋白製剤であ

り，半量に分けることは不可能である）が，実際は

2Vの請求が定められているので，この査定は不適切

である。

2V以上の使用の際は，体重をレセプトに記載した

方がよい。

②投与間隔に関する問題

4回目以降は，8週間隔という縛りがあるが，効果

減弱・患者都合などにより，6週間隔となり査定さ

れた例があった。季節性（年末年始など）をコメン

トに記載しても難しいので，原則はやはり8週間隔

とし，一部例外としても7週間よりの短縮は困難と

考える。

③化学療法外来加算に関する問題

都道府県別の審査になっており，疑義解釈にてす

でに保険局医療課より回答が出ているのにもかかわ

らず，常勤薬剤師・専門看護師・治療室などが不備

との理由で認可されないケースが多く，この有効な

治療が広まっていないことが懸念された。

④高額な点数に関する問題

高額なレセプトとなる為，医療機関の平均点数が

上昇し，集団的個別指導の対象となり，萎縮診療に

繋がっているという指摘あり。

改善策として，

a）インターフェロンのように，レミケードなど

（生物学的製剤）は，平均点の算定より除くと

いう指定をしてもらうという案。

b）人工透析施設のように，生物学的製剤使用施設と

認定してもらい，平均点の算定より除くという案。

a）b）あるが，どちらも一長一短あり，十分な検

討を要する。

尚，私の試算では600人以上のリウマチ患者が来院

している医療機関において，10%の患者に生物学的

製剤を使用すると，平均点が約1,700点以上となり，

集団的個別指導の目安の平均点1,500点を超える。

⑤

外来で行うには経費がかかりすぎ，薬剤の破損な

どのリスクもあり，他に投与中，患者の急変（インフ

ュージョンリアクションなど）もあり，手間がかかる。

インフュージョンポンプ・使用料などの他に診療

点数の上乗せが求められる。

b）エンブレルに関する問題
月に2回来院できないと自己注射管理加算がとれ

ない。エンブレルも投与を重ねていくと，患者も自

己注射に慣れ，技術的にも向上し，かつ関節炎症状

も改善し，ADL・QOLも改善すると，来院は月1回

となり，現実問題とすれば，月2回ということは時

代に逆行している措置であると言える。

D．手術に関する問題
人工関節置換術など，生体材料費が高い為，同月

に複数箇所行うと，高額レセプト（40万点以上）と

なり，重点審査となる。重点審査となると，必ず何

かしらが減額となり，重症例を高度の技術と，細心

の注意をはらって治療しているにもかかわらず，と

るに足らない理由で減額されるのは，診療する側と

すれば，納得がいかない。高額な生体材料費をレセ

プトより除外して頂きたい。

E．入院の問題
短期入院は時代の流れだが，リウマチ患者は多関

節が侵されており，1カ所ずつ手術しても，QOLの

改善に繋がらず，一度の入院で複数箇所の手術を行

うケースが多い。基幹病院では平均在院日数の縛り

があり，こういう患者を受け入れがたくなっている。
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千代田区の都市センターホールにお

いて開催された両シンポジウムである

が、2月27日に開催されたリウマチ領

域のシンポジウムでは，主催者側挨拶

として冒頭， 久史麿 理事長より，

本シンポジウムの趣旨説明と登録医制

度のあらまし，災害時対策の環境整備

の推進状況，生物学的製剤などを中心

とした新しい治療法の模索という，財

団活動の現況に対して説明がなされ

た。また、参加していただいた医師、

患者さんへの御礼もあった。

続いて，リウマチ領域のご来賓とし

て、厚生労働省の健康局疾病対策課課

長梅田珠実氏よりご挨拶があった。

梅田 氏は，本シンポジウムがこれま

でリウマチ疾患に関する5つの研究班

が合同で開催していた班会議を，「公

開シンポジウム」という形式で広く一

般の患者さんに向けて実施する画期的

な試みであることを評価したうえ，リ

ウマチ性疾患が多くの国民の生活と健

康を著しく脅かしている状況に触れ

た。また厚生労働省としては，平成2

年度より総合的研究事業を開始して以

来，さまざまな研究アプローチをリウ

マチ性疾患の克服のため推進し，平成

18年度においては約5億3千万円の予

算を費やし，病態の解明や疫学調査，

治療法開発を実施してきたという。

またさらに、今後のリウマチ対策を

総合的体系的に実施するため，平成

17年度には，「リウマチ対策の今後の

方向性等」という文書を作成し，現在

その推進を目指しているところである

とその現状を説明された。

今回のシンポジウムが，リウマチ性

疾患だけでなく，最近とみに関心が高

まっている線維筋痛症のシンポジウム

も同時に開催される意義にも触れて，

線維筋痛症の最新の知見に触れられる

ことへの期待感を合わせて表明された。

最後に今回のシンポジウムによっ

て，国民の関心が両疾患に向けて高ま

ること，そしてその研究がさらに進む

ことを期待しているとして，挨拶を締

めくくられた。

また，来賓として，日本リウマチ友

の会会長 長谷川三枝子 氏より，今回

のシンポジウムの意義について期待を

寄せる旨のご挨拶をいただいた。

その後，当財団常務理事の西岡久寿

樹 聖マリアンナ医科大学難病治療研

究センターセンター長教授をはじめと

して，4名の専門家から講演が行われ

た（プログラム参照）。

翌28日は，不幸にも，とある事件

によって一般の耳目を集めることとな

った線維筋痛症の研究や治療の実態に

ついての講演が4部構成で開かれた。

本疾患は，研究や治療環境，治療方針

がまだまだ未成熟な部分だけに，前日

のリウマチの話題に比べ，医師，患者

からともに活発な議論，質問がなされ，

熱気ある会となった。

この疾患の患者さんたちが，当財団

の登録医を含めた多くのリウマチ医に

その診療の多くをゆだねている現状が

講演の中でも示されたが，今後，登録

医の先生方のより一層の関心の高まり

が求められていくであろうことが，本

シンポジウムの盛り上がり方からも容

易に推察されるものであった。

本シンポジウムは，緊急に企画され

たものであったが，両日とも200人を

超える聴衆を集め，無事成功裡に終え

ることができた。当財団では，時代の

要請を敏感に感じ取りながら，今後も

このような会を積極的に開催し，医療

界にとどまらず，一般の方たちに情報

を提供していく予定である。

F．リハビリテーションに関する問題
関節リウマチに関しては，180日間の制限からはず

れているため，いまのところ患者がリハビリを受け

られないということはない。

G．生物学的製剤による外来加算の新たな設定に関する件
レミケードなど生物製剤使用の多くの患者は，外

来治療で十分であるにも関わらず，入院治療を受け

ているのが現状である。外来治療への変更を促進し

医療費を削減するため，従来の化学療法外来加算を

適応させた。しかしながら，必ずしも現状に適しな

い。従って，関節リウマチなどを対象とするいわゆ

る生物学的製剤による外来加算を新たに実施し，極

力，不必要な入院患者を少なくすることが望まれる。

H．
線維筋痛症に関しては，ICD11にて明確にされて

おり，厚労省研究班の専門家委員会でガイドライン

を作成し，それに基づいて保険病名として組み入れ

られるよう関係各所に働きかけていく。

以上が検討・提起された主な問題点である。

日本医師会副会長 宝住与一 先生及び，石名田洋一

先生（支払基金・嘱託）より，上記の点について，

できる限り早くとりまとめ，リウマチ財団理事長

久史麿 氏より要望書を厚生労働省保険局に平成19

年5月迄に申請する必要があると提言された。

以上，早急に改善しなければならない点を中心に

整理し申請します。

尚，リウマチ登録医の先生のご意見・ご要望等あ

りましたら，財団事務局までご連絡下さい。

去る2月27日（火曜），28日（水曜）の二日間にわたって，当財団

主催によるシンポジウムが，厚生労働省の後援をいただき開催され

た。またその他の後援には，日本リウマチ友の会，線維筋痛症友の

会が名を連ねていた。

開会の挨拶をする　久史麿理事長

来賓の挨拶をする
梅田珠実厚生労働省健康局疾病対策課課長

挨拶される
長谷川三枝子社団法人日本リウマチ友の会会長

線維筋痛症シンポジウムの来賓として挨拶する
橋本裕子線維筋痛症友の会会長

機能再建について講演する米延策雄 国立病院機
構大阪南医療センター副院長

薬物療法について講演する
西岡久寿樹常務理事

リウマチの早期診断について講演された
江口勝美長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
展開医療科学講座教授

講演される
越智隆弘国立病院機構相模原病院院長

①リウマチ医療公開シンポジウム
講演
１関節リウマチ患者では何が起きてい
るか

２リウマチを早く見つけるには
３リウマチ治療はここまで進んでいる
（1）薬物治療の立場から
（2）機能再建の立場から　　　　

②線維筋痛症研究の進歩
基調講演
―線維筋痛症研究この1年間の進歩―

第一部　線維筋痛症研究の進歩
１）線維筋痛症の痛みの分子メカニズム

とその制御へ向けて　２）疫学と病態
３）線維筋痛症のトータルマネージメン
ト　４）線維筋痛症の相談室の現状と治
療のネットワークの構築
第二部　線維筋痛症のケアーへのアプローチ
１）病態把握のために　２）薬剤療法に
ついて　３）心身医療面から
第三部　線維筋痛症をめぐるトピックス
１）睡眠呼吸障害と線維筋痛症　２）Pain
Visionを用いた「いたみ」の計量化について
３）カウンセリング側からみた線維筋痛症
のいたみについて　４）小児にみられる線
維筋痛症について
第四部　患者様と療養相談会

新たな

試 み

プログラム
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膠原病腎障害はリウマチ・
膠原病のテリトリーか

山村 私は日本では多いリウマチ専門

内科医としての育て方をされてきまし

た。まず，内科医としての研修は外の

病院で行って，大学に帰ってきてリウ

マチ･膠原病の入院患者さんを診る。

その多くはループスの患者で非常に限

られた疾患だけでした。外来で診察す

るようになり，関節リウマチ（RA）

の患者さんが少しずつ増えてきて，

RA患者さんとその他の膠原病患者さ

んが半分ずつでした。患者さんも高齢

化すると動脈硬化症による循環器疾患

の合併も増えます。私が所属していた

診療科は高血圧や糖尿病も専門として

いましたので，ステロイド使用に関連

した高血圧，糖尿病の軽症例は自分で

管理していました。そうしないと処方

薬が増えてしまうことが多いですか

ら。もちろん，呼吸器などの問題はコ

ンサルテーションをします。

岡田 私の場合，米国でも膠原病科だ

ったので，全身性疾患として降圧薬を

出さないわけではないのですが，あく

まで膠原病に関係した場合に限定され

ていたことが多いですね。ループス腎

炎で血圧が上がれば私たちが出します

し，骨粗鬆症ならば薬物療法も生活指

導も私たちが責任を持ってします。た

だ，膠原病とまったく関係ないものは

プライマリーケア医などに任せます。

山村 例えば腎生検においてループス

腎炎Ⅳ型で非常に活動性があり，エン

ドキサンを使うかどうかの判断に迷う

場合には，所属していた岡山大学では

同じ教室に腎臓グループもあったの

で，トータルに腎疾患をカバーできる

彼らに自分の患者さんを任せるように

していました。

岸本 日本では一般的なのでしょう

か。亀田総合病院でもそうです。透析

の直前となっていれば，腎炎の治療も

腎臓内科が診るということがあり，私

自身には最初違和感がありました。米

国では，ループス腎炎の治療は時に腎

臓内科が行うこともありましたが，通

常は腎生検を行って頂くのみで，腎炎

を専門にする病理医とも相談し治療方

針の決定自体はリウマチ科がイニシア

チブを持っていました。

山村 私は，外来で診ていたⅤ型で蛋

白尿がありコントロール不良なループ

ス腎炎の患者さんが，入院中に腎臓グ

ループの管理下でARBを使って非常

に良くなった経験があります。

岡田 私のイメージでは，それはリウ

マチ膠原病科がイニシアチブを取る分

野だと思います。腎臓内科は腎生検を

してくれる科であって，リウマチ膠原

病科で診ていた患者さんが，腎臓が悪

くなってきたので腎臓内科に任すとい

うことはありませんでした。もちろん

蛋白尿などではじめから腎臓内科にか

かった患者さんでは，たとえループス

腎炎でも，腎臓内科が診ている場合も

なくはないですが。

岸本 私の場合もそれはありませんで

した。

山村 皆さんの場合，国内でも米国流

のリウマチ科，膠原病科主導の診療が

思ったよりできているようですね。

岸本 どうやらそのようです。私は

「やらせていただいている」という感

覚です。

山村 ただ，おそらく大学病院と一般

病院では大きなギャップがあると思い

ます。

岡田 大学は各科の患者さんを日本流

では抱えてしまうこともあるようです

ので，難しいのかもしれませんが，責

任の所在がはっきりしているという利

点があるのかと思います。

生物学的製剤の使い方の
違いはあるか

山村 生物学的製剤はどう使われてい

ましたか？

岸本 かなり初期からの投与は頻度と

して非常に低かったです。BeSTスタ

ディ（Arthritis Rheum 2005; 52:3381-90）

のように最初からMTXと生物学的製

剤でいくことはほとんどありませんで

した。ただ，T I C R A スタディ

（Lancet. 2004 Jul 17-23; 364（9430）: 263-

9）であったようにわりと早めに1ヵ

月から2ヵ月ごとにデシジョンをして

いきます。3ヵ月で効果がなければ用

量を増やしたり，スイッチしたりしま

した。早い患者さんでは，半年くらい

経過した時点で生物学的製剤を始める

形です。

山村 ASPIRE 試験（Arthr i t i s

Rheum. 2006 Mar; 54（3）: 702-10）を

もとにしてるということですか。

岸本 ASPIRE試験の影響もあります

けど，それがスタンダードになってい

ました。

岡田 岸本先生，もっと早い人がい

ませんでしたか。最初から使用するよ

うな。

金城 私ももう少し早かった印象があ

ります。例えば脊椎関節症の診断がつ

いた途端にもうインフリキシマブでし

た。RAでも活動性の高い人はすぐ生

物学的製剤を開始していました。

岡田 フランスでは，ガイドライン

に沿って最初からの患者さんもいま

した。

山村 ASPIRE試験ではMTXの増量

によって，20mg/週まで上げておいて，

インフリキシマブを加えていくもので

すね。2～3ヵ月後には生物学的製剤

を使うことになります。

岸本 それに近かったですかね。

山村 今は，どれくらいのところに治

療のゴールを置いているのですか？

岸本 それも，指導医によって多少違

ったというのが正直な所です。ヨーロ

ッパのSmolen先生などは，痛みがな

くなるまで使うと。レミッション（寛

解）をどんどん推し進めてということ

をいってますが，私が指導を受けた先

生は，ある程度，患者さんが普通の生

活を送れて，クラス2かクラス1まで

行けば良いという方もいれば，

DAS28で3.2以下ぐらいでしょうか，

そこまでアグレッシブでない先生もい

ました。

帰国後に生物学的製剤の
使い方はどう変わったか

山村 では，帰国してからは皆さんど

のような薬物治療を行っていますか？

岸本 私はかなりコンサバティブで

す。以前はMTXを7.5mgからはじめ

て2～3ヵ月後効果が不十分ならば

15mgまで増量していましたが，現在

は2mgから始めています。

山村 日本式になっているわけです

ね。8mgを超える時はどうされますか？

岸本 8mgでとめています。ただ，

8mgで効果が見られない場合“MTX

抵抗性例”としてしまうのはすごく抵

抗がありますが。

山村 それでもし十分にコントロール

できなかった場合はどうされます？

岸本 サラゾスルファピリジンを加え

ます。それでだめなら生物学的製剤を

考慮しています。

山村 患者さんの治療目標はどれくら

いに置かれているのですか？

岸本 DAS28にすると，できれば2.4

以下。せめて3.2以下にはしたいと思

ってます。

山村 レミッションの考え方は？

岸本 3.2ではローディジーズ･アクテ

ィビティですね。できれば2.4以下ま

でいければいいかなと思ってます。

山村 岡田先生はどうですか？

岡田 米国を出たのが1997年で，生

物学的製剤はまだ治験段階でした。フ

ランスで診療していた2000年に米国

に数年遅れて市場に出てきて，普通に

使われていました。

山村 普通というと？

岡田 普通にみんな使うように，米国

で使うように使えていました。ただ，

フランスでは治療のアルゴリズムがで

きていて，患者さんの状態によっては

当財団が目指す，全国のリウマチ性疾患の医療技術向上と，リウマ

チ医療の平準化において，専門知識を有するあるいは最新の医療技

術に長けた「後進の育成」は，これからもっと重要となるであろう。

そこで前回に引き続き，日本の臨床教育から飛び出し，欧米の臨床

教育の薫陶を受けた，数名の若きドクターたちが何を学んできたか，

米国での具体的な治療法について，内容を絞ってご紹介する。
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最初から抗TNF製剤を選択するガイ

ドラインがあるのです。

山村 欧州リウマチ学会で推奨されて

いる，活動性の高い患者さんには生物

学的製剤を開始するものですね。

岡田 患者さんをどんどん分類してい

きます。まず，リウマチ因子が陰性か

どうか，ついでDAS28によって，例

えばDAS28が5.1以上でリウマチ因子

が陽性，最初に診た時に少しでもエロ

ージョンがあったなら，MTXとエタ

ネルセプトというようになっていま

す。つまり，リウマチ因子が陽性･陰

性，DAS28，エロージョンの有無で，

全部の治療ガイドラインが構成されて

いるわけです。軽い方ですとサラゾス

ルファピリジン，最重症のDAS5.1以

上でリウマトイド因子が陽性，エロー

ジョン陽性の人は，最初からMTXと

エタネルセプトとなってます。そうい

う意味で，最初から使おうと思えば使

えます。でも結局，私は最初からは使

っていないです。MTXの用量ですが，

フランスも通常は最初の時点では，

0.3mg/kgでした。そこから個人に応

じて増減をしていました。ですから，

50kgの患者さんで15mgは普通。フラ

ンス在住の日本人の患者さんでも考え

方は同じでした。ただ帰国後は，私は

完全に日本の添付文書どおり，MTX

から始めることも通常ないですし，サ

ラゾスルファピリジンから始めて，

MTXにして，その後に生物学的製剤

という流れですね。

山村 意外に日本的な枠の中でやられ

ているのですね。

岸本 私は岡田先生にかなり影響を受

けています。

MTXと葉酸の使い方について

金城 私は，米国での方法に慣れてし

まったみたいで，確かに初回の投与量

は米国人よりは少ないですが，最大用

量は米国よりは低めでも保険の枠をよ

く超えています。例えばMTX12.5mg

でRAの活動性が コントロールされて

くれば減量していくという方式にして

います。米国にいる時は日本の投与量

の1.5～2倍量をみんな使っていたの

で比較にならないですが，日本人は

MTXの必要量が欧米と比べて少ない

患者さんがある割合でいらっしゃるの

かもしれません。

山村 投与方法は週1回投与ですか？

金城 そうですね。週1回で1日1回

投与です。

山村 私は留学から帰った先生の

MTXの使い方で，週内の投与回数，

増量のスピードに戸惑いを感じたこと

があります。性格もあるかもしれない

ですが，週1回投与か，週3回投与で，

どこまで増やしていくべきか。その是

非を研修医にどう説明したらよいかわ

かりませんでした。

岡田 米国も以前は週1回分割投与だ

ったようです。

山村 乾癬性関節炎では，リンパの増

殖が12時間ごとにパルスをするとス

トップするかららしいですね。

岡田 乾癬の皮膚細胞の増殖が遅いか

らそのようになっていますが，関節リ

ウマチでは関係ありません。MTXの

錠剤が7.5mg，10mg，12.5mg，15mg

で1錠ですから，今では米国では3回

には分けられないですね。

岸本 17.5mgを超えると消化管副作

用があることを考え皮下注射で2錠処

方していました。

金城 そうですね。消化器系の副作用

の強い方には葉酸を増量したり，ロイ

コボリンの使用をする方もいました。

山村 葉酸製剤は全員に投与するの

ですか？

岡田 かつ毎日です。用量は1mgです。

山村 確かに米国は1錠1mgでしたね。

金城 日本は葉酸の5mg製剤しかな

いので，半錠すなわち2.5mgでMTX

投与日以外の週6日間毎日内服して頂

いています。口内炎などMTXの軽度

の副作用はかなり葉酸の使用で軽減す

るとされていますね。

山村 でも，ヨーロッパでは葉酸を

最初からMTXと併用しない国もあり

ます。

岡田 確かに最初からはしないことも

あります。

金城 そうなのですか？

山村 副作用が出る人だけ処方する。

アラバの有効性が米国でMTXより高

かったのは葉酸を併用していたこと

で，ヨーロッパで低かったのは葉酸を

併用していなかったからとも言われて

います。葉酸併用の，プラスマイナス

の効果の違いということのようです。

日本のリウマチ医療へあえて
提言するとしたら

山村 最後に日本のリウマチ医療に何

かご注文はありますか？

岸本 繰り返しになりますが，もっと

リウマチ科医がリードしていくような

環境になってほしい。例えばRAでは

これから化学的療法がさらに増えてく

るわけで，そのモニターが非常に大切

になってきますよね。副作用やその他

のさまざまな知識が必要になってく

る。リウマチ科医がどの段階でもいい

ですから，まず入って，例えば整形外

科の先生と一緒にディスカッション

し，患者さんをリウマチ科登録医の先

生が主導しながら一緒に診ていく雛形

を作っていった方がいいと思います。

亀田総合病院の場合は，整形外科の先

生は，患者さんが関節炎になった場合，

ほとんどすべて「関節リウマチ疑い」

ということで私たちにコンサルトして

くれるので，すごくやりやすい状況で

す。その後協力して診ていきます。た

だ，それが日本のスタンダードかと言

われると他の施設の経験がなくわかり

ませんが。

山村 私もそんなふうになってほしい

と思います。そうならないと若い医師

がリウマチ領域に集まりません。限ら

れた病気だけを診ていても面白味がな

いですし，リウマチ医は幅広い疾患を，

鑑別ができて，きちんとした治療がで

きるようにならなければいけないと思

っています。

岸本 こんなに面白い科はないと思い

ます。現在いわゆるトランスレーショ

ナル･リサーチが脚光をあびています

が，それが身近に体験できるというか，

すごく醍醐味があります。

山村 臨床的な研究領域としては最適

ですよね。生物学的製剤のような高価な

薬を，患者数の多い糖尿病，高血圧では

医療経済的に使用できないでしょうし。

リウマチの患者さんだからこそ開発の

し甲斐が製薬メーカーにもあるという

所でしょう。しかも，そこから適応は広

がっていきますし。その意味で一番最初

に使用することができるわけです。

金城 リウマチ医の人数が少ない以

上，おそらくはすべての関節疾患を

ずっとフォローすることはできませ

ん。岸本先生のお話の延長線上です

が，リウマチ医の診察を一度させて

頂いてから，診断と治療方針をある

程度はっきりさせて，プライマリー

ケア医にその後の継続診療をして頂

く，という継続性のある形態が望ま

しいと感じます。

山村 連携ですね。

金城 そうです。病診連携を強めてい

く所に鍵があると思います。そのため

には開業医の先生方にご協力して頂

き，MTXの使用方法，血液のチェッ

ク，モニターの仕方をお伝えして，フ

ォローの途中で問題があればリウマチ

医に戻す。そのような医師の連携がか

なりスムーズになれば，たとえリウマ

チ医が少なくても，患者さんがより多

くの機会に適切な治療が受けられるよ

うになるでしょうね。リウマチ医と開

業医の先生方との勉強会の機会を増や

すなど，各地域で行って頂いているこ

とが，個々の患者さんへの治療の質を

最も向上させることにつながっていく

のでしょう。

岡田 日本では，整形外科の先生のマ

ンパワーがしっかりしていて関節リウ

マチの診療が成り立っている歴史的背

景がありますので，スムーズに進むの

ではないでしょうか。米国では開業の

先生であってもお互いにタッグを組ん

でいるので，日本でも内科の開業の先

生と整形の開業の先生が連携し，お互

い教えあう利点があります。整形の先

生も内科的なことは全部内科医に任せ

て全部併診ということは難しいと思う

ので，整形の先生からも内科的なこと

に歩み寄って，内科も関節注射ぐらい

は修得して，というような関係が良い

かなと思います。内科が治療に加わる

べき患者さんはいると思う一方，日本

では整形外科の先生が診る方が良い患

者さんも，少なからずいるわけです。

そこをうまく協力していれば，窓口は

両方開けておいて，その後で上手く患

者さんを振り分けられるような形が日

本的な理想ではないでしょうか。

山村 日本の医療で考えたら，連携関

係を上手く築いていくことでしょう

ね。先生方のお話を伺って，皆さんの

ような若い専門医に，リウマチを志す

人を預けて，その診療の面白味がわか

ってくれればいいなと感じました。た

だ一般に，「リウマチは非常に面白い」

と実感できるような環境はあるかとな

ると，そのあたりが問題なのですが。

2年間の初期研修制度が施行されて，

はじめての統計が出た中で，将来希望

する科において内科が全体の20％く

らいで，リウマチ科が0.2％，アレル

ギー科が0.1％でしたから，やはりリ

ウマチの面白さを伝えるような研修シ

ステムがないと考えざるを得ないとい

う数字でしょう。

金城 目立った手技もないし，リウマ

チ科は地味ですよね。膠原病の面白さ

は，その多様な疾患の現れ方も含め，

他の内科疾患をある程度イメージでき

るようになってはじめて実感できたと

思います。

山村 私の以前いた中四国地方では内

科でリウマチを専門に診ている大学病

院はあまり多くありませんでした。し

かし学生に話を聞くと，症例検討では

頭を使う所が多く面白いし，免疫学も

面白い科学と感じていました。リウマ

チ･膠原病に興味を持ってくれる学生

は少なくとも1人か2人はいました。

だけど，大学の中にちゃんと彼らをリ

ウマチ専門医として育てるシステムが

あったかというと，そうではなかった

ように思います。むしろ，大学では研

究の方が優先されていました。私自身，

しっかりとしたリウマチ診療のトレー

ニングを受けたこともなかったです

し，教科書を読んで習得したことなの

で，実際どれだけ標準的な診療ができ

ているのか自信はありません。そう考
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「できる限り自分自身で

患者さんをみたい」

開業は平成10年，今年で9年目にな

ります。そもそも20年前，なぜ大学

の医局を出たかというと，「リウマチ

センターをつくりたい」という夢があ

ったからです。おかげで念願がかない，

国立病院九州医療センター（現独立行

政法人国立病院機構九州医療センタ

ー）にリウマチセンターをつくること

ができましたし，このリウマチセンタ

ーにはたくさんの患者さんが集まりま

した。「初期の目的は達したのでは」

と実感したことが，開業の大きな理由

です。しかも，リウマチセンター時代

には，日常業務の中で体力的な限界を

感じてもいましたし，私を信頼して来

院した患者さんを「できる限り自分自

身でみてあげたい」という気持ちが強

く湧いてきたのも大きな理由です。

なんとか「僕自身で診療してあげた

い」，チーム医療をおろそかにしたい

わけではないですが，リウマチセンタ

ーの中で後進を育て，スタッフの教育

をしていくための体制作りは十分でき

たし，自分が目指した「リウマチ医療

の地域中核施設を構築する」という目

的も果たした。「自分の使命は果たし

たのではないか」「多くの手術をこな

すことのできる施設，教育体制もほぼ

できたのではないか」「そろそろ，自

分のリウマチ医療に対する思いを自分

の目で，手の届く範囲で，手厚い診療

がしたい」ということです。つまりこ

れは，言葉を替えると「タイトコント

ロールを実現したい」ということです。

ですから，開業時の方針も明確で

す。「どんなことがあっても患者さん

は自分がみる」「代診はしない」「用

事のあるときは，きちんと患者さん

に伝えて代理診療はしない」。リウマ

チという病気は長いつきあいになる

ので，医師が「タイトコントロール」

していくのが理想だと私は信じてい

ます。その実現のためには，リウマ

チセンターではなく，個人病院の場

が必要だったといえます。

「患者さんのタイトコントロールが

診療にゆとりを生む」

現在，タイトコントロールができて

いる患者さんの総数はほぼ1,500人で

す。そして，毎月来院する患者さんは

そのうち1,000人強でしょう。いまは

以前と違い，いろいろな薬剤の長期処

方ができるようになったので，患者さ

んの集中豪雨的来院は避けることがで

きるようになって，落ち着いて診療に

専念できるというところでしょう。私

の大切な患者さん予約ノートには，お

かげでぎっしりと患者さんの予約が入

っています。

タイトコントロールの良い点は，そ

れを実施することにより，増悪や炎症

の再燃などに見舞われる患者さんが約

2割程度に抑えることができ，残りの

患者さんは長期処方で対応できるよう

な安定した患者さんになっていること

に表れていると思います。タイトコン

トロールでこまめに対応していると，

大変な患者さん，コントロール不良の

患者さんの数がだんだん減っていきま

す。そうすると，こまめに対応を迫ら

れるような，大変な患者さん，重症の

患者さんが少数となり，重症の患者さ

ん達に十分な治療の手間をかけること

ができるようになり，それがまた安定

した状態の患者さんを作り出すことと

いう，好循環になっているわけです。

タイトコントロールによって，さら

に診療にゆとりが生じてくるというこ

とになります。余力を蓄えることがで

きて，時間を有効活用できるし，仕事

のめりはりをつくることもできます。

それこそ患者さんたちに満足を与える

源泉じゃないでしょうか。私一人で患

者さん達をみていこうとした場合，患

者さん一人ひとりの病状を常に把握し

て，治療に時間と手間のかかる病状悪

化を増やさない細かいチェックが重要

と考えます。

その上，私としては「患者さんに優

しくしたい」というポリシーがありま

す。このポリシーも，大きな専門病院

では，その思いが周りのスタッフの個

人事情，仕事量，仕事時間等に影響を

与えてしまうこともあり，下手をする

と病院内に不協和音を生じさせてしま

いかねません。しかし個人のクリニッ

クでは「患者さんに優しくしたい」と

いう私の気持ちを汲んでくれる，共感

してくれるスタッフを雇うことができ

ますし，みんなで患者さんに優しくす

ることができるので，ほぼ理想的と思

九州の中核都市福岡において，クリニックを開業し，多くの患者

さんたちを診療しつつ，精力的に研究会，講演会等をこなし，臨床

研究家として活躍中の近藤正一 氏。本紙連載でもそのリウマチ診療

哲学の一端が披歴されているが，患者さんにごくごく近い目線で医

療を語りつつ，最新の治療法を理解実行することが可能な，数少な

いリウマチ領域のエキスパートである。

しかし，一医療者としてのクリニックの様子や経営姿勢を知る者

は当然多くはないだろう。本紙連載で近藤 氏が展開する，患者さん

の心の機微に繊細に配慮した治療方針や哲学は，どこから生み出さ

れたものなのか，また，どのような創意工夫がその診療にこめられ

ているものなのか，直接お話を伺いながら探ってみたい。

近藤リウマチ･整形外科クリニック
コンビニエンス･ストアの階上に位置するビル診療所の典型的テキ

スタイル。中州などの福岡の繁華街の喧騒からは少し離れているた

め，交通の便が特に優れているというわけではない。ただ，近隣に

有料のパーキングが点在し，車で来院する患者さんが困ることもな

いであろう。また，診診連携の受け皿となるような内科系のクリニ

ックも近くに存在する。

最近の医療を取り巻く環境は非常に厳しいものがある。リウマ

チを専門としながら，病院や医院を経営する場合でもその苦境は

変わらない。前号では，その医療変革の嵐の中へ新たに船出した

「新潟県立リウマチセンター」新設の模様を，羽生忠正編集委員

のレポートで紹介した。一方今回は，ぐっと患者さんに身近な

「かかりつけ医」的リウマチ・クリニックを訪問しご紹介する。

検証 リウマチ・クリニックの経営術

近藤リウマチ・整形外科クリニック院長　近藤正一氏

略歴

近藤　正一氏（こんどうまさかず）
昭和23年4月生まれ

九州大学医学部卒（昭和48年）

九州大学医学部整形外科教室（昭和48年～昭和61年）

国立福岡中央病院整形外科（昭和62年～平成6年）

国立病院九州医療センター整形外科（平成6年～平成10年）

近藤リウマチ･整形外科クリニック開院（平成10年4月）

日本整形外科学会専門医　日本リウマチ学会指導医　同評議員　

日本臨床リウマチ学会理事　日本リウマチ財団認定医　

略歴

院長インタビュー・レポート院長インタビュー・レポート

「目指すは究極のかかりつけ医：
タイトコントロール実現のためのクリニック」

「できる限り自分自身で
患者さんをみたい」

「患者さんのタイトコントロールが
診療にゆとりを生む」

近藤リウマチ・整形外科クリニック 訪問�近藤リウマチ・整形外科クリニック 訪問�近藤リウマチ・整形外科クリニック 訪問�



日本リウマチ財団ニュース 7No.82 平成19年5月1日発行　 第三種郵便物認可

っています。東京女子医大の山中 寿

先生からの「先生にみてもらえる患者

さんは幸せですね」という言葉が，何

よりのそれに対する褒め言葉でした。

「病診連携の不安がない

幸運に恵まれてこそ」

では，このスタイルをだれにでもお

勧めできるかと言ったら，そうではな

いかもしれません。私の場合，専門医

となってから開業したのでそのメリッ

トがあると思っています。しかも，現

在でも基幹病院に当時一緒に働いた同

僚や教え子がいるので，病診連携がス

ムーズにできやすい環境が整ってい

て，病診連携のネックとなりやすい，

人的コミュニケーションの問題が最初

の時点でクリアされている，という利

点があったと思っています。

開業したての頃はなるべく自分で手

術を行っていましたが，患者さんの数

も増えているので，今では紹介状を書

いて病診連携を実施し手術をしてもら

っています。また，術後は患者さんは

必ず戻ってきます。患者さんが戻って

くるか来ないかということを心配する

必要もないわけです。

しかも当院の主治医（私のことです

が）はリウマチの専門医である上に，

大きな病院のように長時間待つ必要も

ないし，何かあったら電話をすればす

ぐ私につながりますし，その便利さが

患者さんのメリットにもなっているよ

うです。

その点，今からクリニックを始め

ようとする先生にはある程度の専門

性を出していく必要があると私は思

います。一般内科，一般整形外科と

いうくくりでは経営は大変なような

気がします。「必ず定期的にあの先生

のところに行かなければならない」

という患者さんの動機となるものが

必要じゃないでしょうか。今や患者

さんのほうが情報入手は盛んで，医

者を探してでも来院します。その時，

患者さんの評判や最新の治療法への

造詣などは，医師同士の差別化のポ

イントとなりますし，口コミは無視

できないと思っています。

「クリニックによる

リウマチセンターへの思い」

今後の夢というか目標は，特に拡大

志向があるわけではないのですが，周

辺クリニックの中核となる専門病院と

は違ったリウマチセンターをつくれた

らとも思っています。街中に2，3人

ぐらいの医師をそろえて，病診連携の

中心（コア）になるようなクリニック

スタイルのリウマチセンターです。た

だ，よくよく考えると，問題がないわ

けではありません。経営や手間という

問題でいまも躊躇しています。ただし，

患者さんにしてみれば，病院を探す手

間と，そこに行けば確実な診断と確実

な治療，そして，かかりつけ医まで見

つけてもらえるというメリットがある

ので，面倒とはいえ実現できる道を探

っていこうと思っています。

そのためには今のクリニックをたた

まなければならないので，現在，規模

的にも経営的にも安定していて，いま

通ってきている患者さん的にも安心し

てもらいながら，個人的な理想「タイ

トコントロールで患者さん一人ひとり

に上手に対応できている」という場所

を，スパッとやめてしまうことには，

なかなか踏ん切りがつかない部分もあ

ることは事実です。

でも，リウマチ医療の理想としては，

個人経営の枠を超えて（私のようなク

リニックを増やすためにも），多くの

リウマチ患者さんを待たさないで，少

しでも効率良く最新の医療を提供でき

る，またそのようなクリニックを経営

できる後輩を育てるためにも，いつか

はクリニックスタイルのリウマチセン

ターをつくりたいと思っています。

パーテーションの少ないオープンな処置室 明るい診察室

エントランス 1,500人の予約が埋まる大切なノート 患者さんへの告知板（代診を行わない）

「病診連携の不安がない
幸運に恵まれてこそ」

「クリニックによる
リウマチセンターへの思い」

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。
〔 研 修 単 位 〕登録医教育研修単位　有

地区名� 開催日�

平成20年3月1日�
（土）�

開催場所� 世話人・申込先�

金沢医科大学血液免疫制御学��
梅原　久範　教授�

北海道・�
東北�

11月18日�
（日）�

佐川昭リウマチクリニック��
佐川　昭　院長�

東海・�
北陸�

12月8日�
（土）�

松原メイフラワー病院��
松原　司　院長�

関東・�
甲信越�

6月9日�
（土）�

10月27日�
（土）�

10月20日�
（土）�

松山市��
愛媛県民文化会館�

神戸市�
ラッセホール�

大分市�
大分県医師会館�

松山一番町クリニック��
山本　純己　顧問�

九州�
国立病院機構別府医療センター ��
リウマチ膠原病センター�
安田　正之　センター長�

金沢市�

東京都千代田区��
秋葉原コンベンション�

ホール�

札幌市��
ウェルシティ札幌��
厚生年金会館�

〒350-8550　埼玉県川越市鴨田辻道1981�
埼玉医科大学総合医療センター��
リウマチ･膠原病内科��
竹内　勤　教授（世話人／申込先）�

中国・�
四国�

近畿�

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
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専門看護師教育システムの発足理由

― 国による認定看護師制度に対して，

リウマチ医療の現場の意識はいかがで

すか。

亀岡 社会情勢，医療情勢の変化の中，

認定看護師制度について高い関心をも

っています。

適切な医療看護を提供することは私

たちの使命と思っています。リウマチ

性疾患専門病院の看護師として，一つ

一つのケアに責任をもって看護を実施

するために，リウマチケア教育に取り

組んでいます。

― こちらの病院のホームページでは，

過去専門看護師の育成を謳っていまし

たが，それはどのようなご理由からで

すか。

亀岡 リウマチ性疾患の患者さんは病

状が厳しい人もいます。そして長期間

治療を受けられる人もいます。自立を

支援するためには患者さんの病状，日

常生活を理解して関わることが大切だ

と思っています。患者さんの病状をア

セスメントできる能力をもった看護師

を育成したいと思っています。

（http://www.shikoku.ne.jp/racenter/k

ango_new/ra.pdf）。

― 他の病院から移ってきた方や新入

看護師さんでも，なるべく早く同レベ

ルになるようにと心がけている点は？

亀岡 教育背景，実務経験が異なって

いるため一定の教育を行います。それ

ぞれの経験年数を考慮し，経験年数別

コースを設けています。コース分けは，

新人，メンバー，リーダー，エキスパ

ート，管理コースを設定して年間を通

してコース別研修を受講してもらって

います。

リウマチ性疾患，治療，看護を学ぶ

ことによって看護師の意欲も高まって

います。リウマチ性疾患については医

師が講師を引き受けてくれます。医師

以外では薬剤師，理学療法士，栄養士，

臨床検査技師に講師を依頼しています。

専門性を高め成果が上がっています。

― 病院内の看護師さんは何人います

か？　またどのくらいの方が教育に参

加されますか。

亀岡 看護師79名，準看護師24名，

看護助手33名，総数136名です。研修

参加についてはコース別に実施してい

るためコースの対象者数によって参加

数は異なります。どのコースの対象者

も参加率は95～100％です。

― リウマチの専門看護師の重要な要

素とは？

亀岡 リウマチ性疾患に関わる看護師

は，特に全体を見る高い能力が求めら

れます（身体面・精神面・社会状況）。

患者さんが腕の痛みを訴えられたりし

ても…腕だけではない場合もありま

す。精神的不安のため訴えが変わる場

合もあります。痛みの訴えからトイレ

に行きたい，起きたい，座りたいと言

われることもあります。患者さんの訴

えが一つであっても病気の関連性と違

うこともあります。

専門的知識のほか，普段から観察を

しっかり行うことで患者さんの訴えが

理解でき，精神安定・病状改善につな

がることもあり，観察は重要な要素と

考えています。

― 心身両面の部分も看られないと，

リウマチの看護はできないということ

ですね。

亀岡 リウマチ性疾患の患者さんは精

神的に病んでいる人も多く，訴えも多

くなってくることもあります。病気の

経過も長く，寛解，再燃の繰り返しの

ため，身体的，精神的，経済的にも負

担が大きくなってきます。そのため看

護を行う上で，細かい気配りは必要で

す。例えばやっと起きられるような患

者さんの食事を準備する場合，その患

者さんが食べやすいように配膳位置を

設定しないといけないのに，配膳のみ

行って「さあ食事して下さい」では困

ります。患者さんの状態をしっかりと

見て対応しなくてはいけません（全体

を見てほしい）。

― すると，カリキュラムを作ったか

ら全員ができるものでもないですね。

亀岡 教育を実施するためのカリキュ

ラムは必要で，カリキュラムに沿って

学習することで計画的に進行していき

ますが，臨床の場では日々色々な出来

事に遭遇します。その時の対応がいか

に適切にできるか？　できる看護師は

日頃より患者の状態をよく知って行動

しています。

教育（研修）システムの実際

― カリキュラムの基本方針を具体化

するための方策をお教えください。

亀岡 教育（研修）システムを実施した

ことが，臨床で生かされるか否かは重

要なことであるため，計画を立てる前

に教育委員会にて担当者が企画し，学

びたい研修についてアンケートを実施

し，受講者より希望，意見を提出しても

らい実施しています。実施後，コース別

に評価を行っています。研修コースに

よっては実技を行っています。

― 経験則の伝え方はミーティングの

場でしょうか？

亀岡 教育委員会，各委員会，部署別

会議，カンファレンス等で伝達してい

ます。会議では討議を重ね，決定すれ

ば早々と実践します。まず説明し，や

ってみせ，次にやらせて，評価する方

法で実践しています。

―マニュアルがあるのですか？

亀岡 看護業務全般に関してのマニュ

アルは作成しています。特に，リウマ

チの患者さんの看護を行う上で，この

種のマニュアルは必要です（看護の実

際を明記して使いやすくしています）。

―研修はどのくらいの頻度ですか？

亀岡 研修はコース別と選択に分けて

います。コース別は対象者にはなるべ

く出席してもらっています。一方，選

択研修は自由参加としています。強制

はしていませんが，自主的参加者が多

く，頑張っていると思います。

― 実技というと，どのようなことで

しょうか？

亀岡 日常的に必要で基本的なことを

中心に行っています。ME機器の使い

方，食事・排泄の介助，各装具類の付

け方，車椅子の正しい使い方，移乗，

移動方法，体位変換，ストレッチャー

の安全な搬送等について実技研修を実

施することで，安全と危険が実際に理

解できます。リウマチ性疾患の患者さ

んは骨，皮膚，筋肉が脆弱なため，丁

寧に，関わることが大事であることを

理解し，日々の業務を実践しています。

― それを就業時間外でやっていると

いうことですよね。

亀岡 時間内のこともありますが，ほ

とんど時間外研修で実施しています。

勤務内で実施すると業務が回らなくな

ってしまうので，勤務終了後落ち着い

て研修を行っています。

― 時間外の研修は，医師の方が学会

や研修会に行かれたりすることと同じ

扱いになっていますか。

亀岡 少し意味合いが違うかもしれま

せん。

待遇や評価について

― 認定看護師の資格取得の際でも，

常に問題になりますが，研修を受ける

ことによって待遇が改善されることは

あるのでしょうか。病院内での評価に

つながりますか？

亀岡 現時点ではありません。研修を

受講してもらって，一定の業務ができ

ることに視点をおいています。研修の

結果（テスト），合格者は次のレベル

へ進むことができます。コース変更

（アップ）を行っていますが，待遇改

善には至っていません。能力主義と言

われている今日，企業も医療機関も評

価の時代の中にあり，状況を見ながら

評価を行うことは必要と思います。

― 今までも，看護学校ではリウマチ

を詳細に教えてはいないと思います

が，いかがでした。

亀岡 現在のカリキュラム内容につい

てはよく分かりませんが，看護専門学

校での授業では深くは学ばなかったと

思います。もちろん，学校で学んでも

学校の教育が即，戦力とはいきません。

実際の業務を体験することで能力アッ

プにつながっていきます（学ぶこと，

体験することが大切）。

― 大学においても，リウマチ専門の

講座はあまり存在していない状態で，

看護師さんが専門性を高めるのは大変

ですね。

亀岡 大学での授業内容は分かりませ

んが，どの科目も深く学ばれていると

思いますので，リウマチ性疾患，看護

に興味をもってもらえれば成果は期待

できます。リウマチ看護は知識，技術，

態度が基本と思って携わっています。

基本を守って実践することは自信につ

ながります。大学での教育を十分発揮

亀岡 玉子 氏　看護部長　

笹山 千代美 氏　看護師長（看護教育委員長）

話し手

リウマチにおける臨床的な専門家を育成することが，日本リウマチ

財団の主たる目的となっている。また多岐にわたる患者さんのケアの

ために，コメディカルの存在はきわめて重要であることはいうまでも

ないであろう。一方，国の方針によって，がんや各種の生活習慣病，

手術分野等において認定看護師制度が実施されてきているが，リウマ

チ領域ではまだである。そのような実情の中，

独自にリウマチ専門の看護師を育成しようと

する試みが，四国松山の道後温泉病院で始ま

っているという情報を得て，現地に確認のた

めに足を運んだ。

ある専門病院の挑戦
道後温泉病院のケース

道後温泉
病 院

笹山千代美氏道後温泉病院 亀岡玉子氏

専門看護師教育システムの
発足理由

教育（研修）システムの実際

待遇や評価について

レポート�レポート�
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してもらうためにはリウマチ看護に興

味をもってほしいと思います。

低い自己評価と継続的な教育の将来

笹山 道後温泉病院では，看護師たち

のリウマチに対する育成研修を平成16

年から始めています。これまでもこれ

らの教育実施をしてきましたが，リウ

マチ看護は3年やると「何となく分か

った」という気持ちになりやすく，「自

分はもうここで学ぶことはないので他

のことをしたくなる」というような，

スタッフに問いかけたリウマチ医療の

アンケートの結果が出ていました。

でも，実際はそうではないのですが，

「もう分かった」，そんな錯覚・誤解で

離職につながることが少なからずあり

ました。同じアンケートでは，自己の

看護に対して，「かなり不安」，「少し

不安」，「満足」，「かなり満足」と4段

階で自己評価してもらっています。と

ころが5年以上の経験を有し，リーダ

ーのテストにも受かったエキスパート

を含めても，アンケート結果では1，

2割の人しか満足した看護を提供して

いません。80点以上が合格ラインで

すが，それに達しているのは管理だけ，

という結果です。

新人と言ってもすでに1年の経験が

あるのに，「かなり不安」というのが

非常に高い数値でした。分かった気に

なりやすい3年目のリーダーでも実際

自己評価は低いです。ところが「リウ

マチは分かった」と勘違いする。だか

らこそ，やっぱりリウマチ疾患・看護

をしっかり知るべきじゃないかと，こ

の評価を基に平成16年からリウマチ

育成研修を始めたのです。当院の8割

前後はリウマチ患者さんですが，そう

いう患者さんを看ているのにも拘わら

ず，不安を抱えて看護するのは困りま

すから，これではいけない，自信をも

って看護したいということにつながっ

たと思います。（図　平成17年度の

アンケートデータ）

亀岡 これだけ見ると我々も不安にな

りますが，現場では毅然としてやって

いますから。自己評価なので遠慮もあ

るでしょうし…。

― データとは反対に，向学意欲がう

かがえますね。

亀岡 日々の看護業務は元気に実践し

ていますが，アンケートを実施すると

意外な結果が出ていることに多少驚い

ています。決められた看護はできてい

ても，新しい治療，新薬投与，新たな

検査，また特別な状況が発生したとき

の対応に戸惑っているのかも知れませ

ん。夜間帯とかスタッフ数が少ない時

間帯に対して，不安を感じているのか

どうかはっきりしませんが，自己評価

が低い結果です。

― 看護師さん以外の周囲の評価はい

かがですか？

亀岡 病院全体でチーム医療を推進

しているため，他部署からも応援が

あります。患者さんが安心，安全な

看護を受けられるようにするという

共通の目的で関わっているため，他

部署との対立はありません。病院機

構評価受審前より協力的で友好ムー

ドとなっています。

離職対策はできているか

― 離職を防ぐためのモチベーション

維持はいかがですか。

亀岡 難しい状況です。リウマチ専門

病院という特殊性のため，一つに集中

しているため，業務に変化が少なく慣

れてくると意欲が低くなってしまうよ

うです。就業3年目ごろが一つの要注

意時期です。仕事にも慣れ後輩の指導

を行う立場になっていますが，自分自

身の将来への不安を感じるようです。

リウマチ看護以外も経験したいという

焦り感もあるようです。思いとどまっ

てもらうのに，今のところよい方法が

ないことが残念です。

― 看護師さんは，一つの病院に大体

何年ぐらい在職するものですか？

亀岡 施設によって違いがあると思い

ます。当院においても年度によっては

安定しない時期があります。昨年度は

12名の看護師が退職しました（6ヵ月

以内3名，1年以内1名，2年以内1名，

3年以内2名，4年以内2名，5年以内2

名，8年以内1名）。できるだけ定着し

てほしいと思っていますが厳しい状況

です。

― 病診連携の中で，交流とか研修と

かはいかがですか。

亀岡 地域医療連携病院として他施設

との交流，学習会への参加を行ってい

ます。

― 道後温泉病院の看護師さんが他施

設に行くのですか？

亀岡 地域医療関連施設への訪問とし

て，一つは研修を受けること，また一

つは他施設の見学もあります。普段か

ら横のつながりは大切であり，お互い

に他施設との交流をもつことで医療に

関する新しい情報も入手できます。

他施設への単純な興味・関心もあ

り，施設訪問・見学させてもらうこと

によって業務改善につながることもあ

ります。リウマチ専門施設である当院

へ他施設より研修，見学に来られるこ

ともあります。交流が広がると活性化

につながります。

クリニカルパスの作成と専門教育の課

題について

― クリニカルパスを独自にお作りに

なっていると思いますが，看護師さん

向けと先生方向けと2通りあるのでし

ょうか？

亀岡 一応ありますが…。看護師は積

極的に活用していますが，先生方は使

っている先生とあまり使われない先生

がいます。24時間患者さんを看てい

る看護師にとって医師の指示は重要で

あり，パスは必要と思います。

― 確かに今のお薬は24時間看る必要

がありますね。

亀岡 患者さんを看ていく上で，治療

と看護が一枚のパスに記入されている

ことで確認時間の短縮にもなり，業務

の効率化につながっていきます。

―専門教育を始めて3年目になられて

何か課題がありますか？

笹山 今の時点ではまず学習環境で

す。育児をしながら勤めている者もい

ますから，時間外の研修に出られない

とき，どういう形でフィードバックさ

せるかということなど…例えば病棟の

中や部署の中でそれをしたいと思って

も時間の調整が難しくすぐにはできま

せん。また，育児をしながらも参加し

てくれるスタッフもいますが，託児所

などで延長保育料を払いつつ，研修を

受けているスタッフがいることは課題

です。

― 本音としては時間内を希望されて

いるのでは？

笹山 希望してもそれは限界がありま

す。研修は年間計画に入っていますか

ら，勤務調整を行い夜勤も外します。

家族に協力してもらうことと，企画す

る側でできることは何かを，今後も考

えていく必要があります。

亀岡 研修時間は大体17時30分から1

時間以内と決めています。部署によっ

ては17時30分で業務が終わらないこ

ともあり，揃わない状況で開始するこ

ともあります。研修終了後部署へ帰り

残務整理をする者もいます（現状は厳

しい）。

― 病院のバックアップは今後どこま

で得られるのでしょう。

亀岡 とても大事なことですが，時

間・費用についてはそれほど熱心に交

渉していません。今後は交渉術を身に

付けたいと思います（笑い）。

― 病院全体のフォローが病院全体の

レベルアップになるわけですね。

亀岡 自分達の学習ですがフォローが

あれば少し余裕をもって研修参加がで

き，それぞれの能力アップにつながる

と思います。

― 今はまだ自主研修という形です

が･･･。

亀岡 研修時間が自己負担であるた

め，研修が必要であっても強制的に研

修参加を促していませんが，できれば

全員出席してほしいと思います。

― リウマチ看護はリウマチ病院の経

営方針と切り離せないということでし

ょうか。

亀岡 そう思っています。リウマチ性

疾患専門病院に勤務する以上，経営方

針を理解し貢献したいと思っていま

す。これからも患者さんのためになる

医療・看護を提供したいと思っていま

す。入院患者の確保は病院にとって収

入の根幹であり，多くの患者さんに安

心して入院加療して頂けるように努め

ていきたいと思います。病院が繁栄し

地域に貢献できる教育・指導を行い，

一人一人の能力をアップし，もっとや

る気にさせたいと思います。

―有難うございました。（文責編集部）

かなり不安　　　少し不安　　　満足　　　かなり満足�
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離職対策はできているか

図　平成17年度のアンケートデータ

低い自己評価と継続的な
教育の将来

クリニカルパスの作成と
専門教育の課題について

先般当財団では，登録医の勤めている

3264の医療機関の長にあてて，「災害時

リウマチ患者支援事業実施要綱」（4月10

日施行）に則って，災害時のリウマチ医

療の継続性を保つための，当財団登録医

による医療機関ネットワークを新たに構

築すべく，「災害時支援協力医療機関申込

書」をすでに郵送いたしております。各

登録医におかれましては，是非その趣旨

をご理解いただき，本ネットワークへの

ご参画をご検討していただきたく存じ上

げます。また，医療機関にお勤めの登録

医の先生方には，ご所属の医療機関長様

へ，是非同ネットワークへのご参画をご

要請いただきたく存じ上げます。

尚，この申込書の締め切りは，事務手

続き上の問題から，誠に勝手ではござい

ますが6月末日となっております。また，

本事業の開始時期は，本年9月1日を予定

しております。以上，何卒よろしくお願

い申し上げます。

災害時リウマチ患者
支援事業参画 お願い
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H19.5～H19.9）］

※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。
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

この研修会は医師のみを対象に開かれています。

5／11（金） 19:30 1単位（神奈川）
第6回川崎リウマチ・膠原病診療懇話会
榊原　豊　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱首都圏病院第一営業所

5／11（金） 19:30 1単位 （福岡）
第6回福岡南部リウマチ研究会
志田　純一　Tel.092-541-4936
九州中央病院

5／12（土） 18:00 1単位 （埼玉）
第1回埼玉Biologics研究会
池本・脇本　Tel.03-3230-6628
田辺製薬㈱千葉埼玉支店医薬推進課

5／12（土） 18:40 1単位 （石川）
第3回石川リウマチ薬物治療研究会
津村　治行　Tel.076-265-5535
アステラス製薬㈱北陸支店

5／12（土） 18:00 2単位 （東京）
第5回桜骨・関節研究会
龍　順之助　Tel.03-3972-8111
日本大学整形外科

5／14（月） 19:45 1単位 （富山）
富山サイトカインセミナー
松下　功　Tel.076-434-7353
富山大学整形外科

5／17（木） 19:30 1単位 （東京）
第12回大田区リウマチ・膠原病研究会
中村　秀紀　Tel.03-3762-4151
東邦大学整形外科

5／17（木） 19:30 1単位 （千葉）
第8回南総リウマチ研究会
日高　雄二　Tel.0470-99-2211
亀田総合病院リウマチ膠原病内科

5／18（金） 18:45 2単位（北海道）
骨粗鬆症フォーラム2007
中村　稔　Tel.011-851-6171
エーザイ㈱

5／18（金） 19:30 1単位（北海道）
第2回帯広・十勝地区リウマチ講演会
奥田　淳　Tel.0154-23-3571
武田薬品工業㈱　道東営業所

5／18（金） 20:00 1単位 （埼玉）
埼玉東部リウマチフォーラム
木田　一成　Tel.048-975-0321
順天堂越谷病院

5／18（金） 20:00 1単位 （高知）
第36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㈱

5／19（土） 19:00 1単位 （岡山）
第229回岡山県臨床整形外科医会研修会
角南　義文　Tel.086-273-1233
竜操整形外科病院

5／19（土） 16:00 1単位 （大阪）
第15回北河内リウマチ膠原病勉強会
宮島　茂夫　Tel.06-6992-1001
関西医科大学滝井病院整形外科

5／19（土） 18:15 2単位 （京都）
京都府医師会学術講演会
永田　昭博　Tel.06-6203-4591
ワイス㈱京阪神支店

5／24（木） 8:00 1単位 （兵庫）
5／26（土） 13:00 1単位
第80回日本整形外科学会学術総会
三川　圭祐　　Tel.03-254-3705
㈱コングレ　

5／24（木）12:15 5／25（金）13:00（兵庫）
5／26（土）5／27（日）11:45 各1単位
平安セミナー
三川　圭祐　　Tel.03-254-3705
㈱コングレ　

5／29（火） 19:30 1単位 （東京）
第23回ひがし東京リウマチ研究会
青砥　正道　Tel.03-3230-6729
田辺製薬㈱製品育成部レミケードグループ

5／29（火） 18:30 2単位 （長崎）
第17回長崎骨粗鬆症研究会
小川　聡　Tel.095-848-7601
旭化成ファーマ㈱長崎営業所

5／31（木） 20:00 1単位 （愛知）
第8回西三河南部整形外科医会
伊達　聡　Tel.052-211-2458
ワイス㈱東海北陸支店

6／1（金） 19:40 1単位（神奈川）
第５回蒲田・川崎リウマチ懇話会
山口　雅孝　Tel.03-3745-6151
祐徳薬品工業株式会社東京支店
医専部

6／1（金） 20:00 1単位 （宮崎）
第4回宮崎膠原病リウマチ治療研究会
中田　敏行　Tel.0985-32-9205
田辺製薬㈱宮崎営業所

6／1（金） 20:00 1単位 （福岡）
第72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

6／9（土） 16:00 1単位 （兵庫）
神戸大学整形外科同門会開講記念講演会
西山　隆之　Tel.078-382-5985
神戸大学　整形外科

5／19（土） 19:00 1単位（神奈川）
第1回生物学的製剤治療研究会
榊原　豊　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱首都圏病院第一営業所

5／11（金） 18:30 1単位（北海道）
第4回Current Opinion Forum
林　紀樹　Tel.011-261-5445
旭化成ファーマ㈱医薬札幌支店

6／9（土） 16:00 2単位 （東京）
第14回城北リウマチ膠原病医会
松元　秀一郎　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱東京第一営業所

6／10（日） 10:05 2単位　（愛媛）
12:30 3単位　

第20回中国・四国リウマチ医の会
甲斐　徹　Tel.089-913-1884
参天製薬㈱　松山医薬チーム

6／10（日） 12:15 2単位 （愛知）
2007関節整形外科フォーラム（名古屋）
梅本　忠夫　Tel.03-3797-8661
ノバルティスファーマ㈱

6／13（水） 20:10 1単位（神奈川）
第2回湘南西部リウマチ性疾患症例検討会
藤井　宏　Tel.03-3517-2581
参天㈱

6／14（木） 19:30 1単位 （埼玉）
第13回埼玉県北部リウマチ研究会
今井　史彦　Tel.0494-27-0055
今井内科クリニック

6／14（木） 20:00 1単位 （神奈川）
第13回神奈川県続発性骨粗鬆症研究会
花出　剛　Tel.045-472-0820
大日本住友製薬㈱　横浜支店

6／15（金） 19:00 1単位（北海道）
第10回旭川リウマチ研究会
研谷　智　Tel.0166-68-2511
旭川医科大学整形外科

6／15（金） 19:00 1単位 （宮崎）
都城リウマチ研究会
藤元　和子　Tel.070-5579-8919
ワイス㈱

6／16（土） 16:00 2単位 （長野）
リウマチ治療談話会
南澤　育雄　Tel.026-295-1199
長野市民病院

6／16（土） 19:00 1単位 （岡山）
第230回岡山県臨床整形外科医会研修会
角南　義文　Tel.086-273-1233
竜操整形外科病院

5／19（土） 16:45 2単位 （兵庫）
第3回兵庫骨粗鬆症懇話会
楊　鴻生　Tel.079-552-1181
兵庫医科大学篠山病院整形外科

5／19（土） 17:30 1単位 （愛知）
第63回名市整形外科セミナー　
福岡　宗良　Tel.052-853-8236
名古屋市立大学　整形外科

6／23（土） 15:30 1単位 （愛知）
第10回藤田リウマチカンファレンス　　
松本　大祐　Tel.052-211-2458
ワイス㈱

6／23（土） 17:00 1単位 （埼玉）
埼玉リウマチ・膠原病フォーラム
秋山　雄次　Tel.049-276-1462
埼玉医科大学リウマチ膠原病科

6／5（火） 19:00 1単位 （新潟）
第84回膠原病研究会
黒田　毅　Tel.025-227-2200
新潟大学医歯学総合病院第二内科

6／6（水） 19:30 1単位 （埼玉）
熊谷市整形外科医会学術講演会　
盛山　孝明　Tel.049-245-6321
エーザイ㈱

5／19（土） 16:00 1単位 （大阪）
第14回大阪リウマチケア研究会
小池　達也　Tel.06-6448-9007
大阪市立大学大学院リウマチ外科学

6／2（土） 18:00 1単位 （大阪）
第5回阪神RA研究会
大坪　有一郎　Tel.078-222-7277
田辺製薬㈱　阪神営業所

6／21（木） 19:00 1単位（神奈川）
第2回藤沢リウマチネットワーク講演会
整形外科開業医会講演会　
三橋　成行　Tel.0466-25-3111
藤沢市民病院　整形外科

6／2（土） 18:00 1単位 （群馬）
群馬リウマチの外科研究会
山本　寛　Tel.027-252-1221
武田薬品工業㈱

5／19（土） 14:20 2単位（北海道）
北海道リウマチ性疾患の治療とケア
大津　貴智　Tel.011-851-6172
エーザイ㈱

6／2（土） 17:00 1単位 （奈良）
第3回奈良RAサイトカイン治療研究会
小畠　康宣　Tel.0744-29-8873
奈良県立医科大学　整形外科

6／22（金） 19:45 1単位 （福井）
第1回嶺南リウマチ研究会
奈良　匡朗　Tel.0776-22-8160
武田薬品工業㈱

6／21（木） 19:30 1単位（神奈川）
三浦半島リウマチのトータルケア懇話会
千場　純　Tel.046-822-7045
三輪医院

6／21（木） 20:00 1単位 （大分）
第84回大分県リウマチ懇話会
藤田　雅章　Tel.097-537-7151
中外製薬㈱　大分営業所

5／19（土） 19:00 1単位 （三重）
三重関節リウマチフォーラム
中山　勝裕　Tel.059-228-2211
田辺製薬㈱津営業所

6／9（土） 14:00 2単位 （福岡）
第113回西日本整形・災害外科学会
脇山　みさ子　Tel.092-642-5487
九州大学整形外科

5／19（土） 18:00 2単位 （東京）
第12回桜リウマチ研究会
龍　順之助　Tel.03-3972-8111
日本大学整形外科

6／7（木） 20:00 1単位 （東京）
第9回城北関節炎RA・OA・AS談話会
関田　宰子　Tel.03-3355-9481
ワイス㈱首都圏支店

6／23（土） 18:15 1単位 （岐阜）
岐阜 Biological 研究会
関山　寛　Tel.058-253-8611
武田薬品工業㈱

6／23（土） 17:00 1単位 （岐阜）
第81回岐阜県整形外科集談会
清水　克時　Tel.058-230-6330
岐阜大学　整形外科

6／23（土） 18:30 1単位 （千葉）
第9回リウマチ薬物療法研究会
松村　竜太郎　Tel.043-261-5171
千葉東病院アレルギー・膠原病科

6／27（水） 19:30 2単位 （愛媛）
愛媛関節リウマチ治療研究講演会
大蔵　誉志夫　Tel.082-246-7536
ワイス㈱　中四国支店

6／28（木） 19:30 1単位 （岐阜）
第25回東濃リウマチ性疾患研究会
川越　輝彦　Tel.052-211-2458
ワイス㈱

6／30（土） 17:00 1単位 （愛媛）
愛媛リウマチ医のための肺障害研究会
長田　雅道　Tel.089-941-6345
エーザイ㈱

6／30（土） 16:25 2単位 （東京）
第39回多摩リウマチ研究会
中林　公正　Tel.0422-47-5511
杏林大学第一内科

6／30（土） 17:00 1単位 （兵庫）
兵庫県整形外科医会学術講演会
（Ｈ19年度第3回）
山下　仁司　Tel.079-426-8800
やました整形外科

6／30（土） 17:30 1単位 （兵庫）
第25回神戸免疫・膠原病懇話会
黒本　卓司　Tel.06-4807-3003
参天㈱

6／30（土） 18:30 2単位 （千葉）
第12回千葉リウマチ医の会
土田　豊実　Tel.043-309-1114
ツチダクリニック

7／5（木） 19:30 1単位（神奈川）
第6回横浜関節疾患研究会
濱野　伸起　Tel.045-640-1856
第一三共㈱横浜支店

7／6（金） 19:30 1単位（神奈川）
第4回横浜・横須賀 knee frontier
中島　邦晴　Tel.045-787-2655
横浜市立大学　運動器病態学

7／6（金） 19:30 1単位 （鳥取）
鳥取県臨床整形外科医会　学術講演会
佐藤　晋司　Tel.0859-32-5225
エーザイ㈱　米子CO

7／7（土） 14:05 2単位 （大阪）
第2回リウマチ研修会
岡田　直美　Tel.06-6321-7068
参天製薬㈱　医薬事業部

7／7（土） 15:00 2単位 （高知）
第8回日本リウマチ財団中国四国リウ
マチ外科セミナー
奥　真裕美　Tel.087-821-1147
第一製薬㈱（H19.4月より第一三共㈱

7／7（土） 16:30 1単位 （岐阜）
第6回岐阜整形外科セミナー
大橋　俊郎　Tel.058-268-0567
山内ホスピタル整形外科

7／8（日） 11:15 1単位 （石川）
第36回北陸リウマチ・関節研究会
山本　珠美　Tel.076-244-7548
科研製薬㈱金沢営業所

7／10（火） 20:00 1単位（鹿児島）
第3回リウマチ膠原病治療の未来を考
える内科医師の会
米田　智　Tel.099-251-5151
田辺製薬㈱　鹿児島営業所

7／13（金） 19:00 1単位 （長崎）
第7回長崎県央地区リウマチセミナー
小川　聡　Tel.095-848-7601
旭化成ファーマ㈱　長崎営業所

7／13（金） 19:45 1単位 （埼玉）
第49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

7／13（金） 20:00 1単位 （茨城）
第4回茨城リウマチケア研究会
藤田　健作　Tel.029-856-5118
エーザイ㈱　茨城医薬二部

7／14（土） 15:00 1単位 （愛知）
第2回海部津島リウマチ疾患研究会
安積　克郎　Tel.052-931-1315
エーザイ㈱　名古屋コミュニケーショ
ンオフイス

7／14（土） 17:00 1単位 （大阪）
第37回南大阪リウマチ・関節外科研究会
岩城　啓好　Tel.06-6645-3851
大阪市立大学　整形外科

7／19（木） 19:20 1単位 （埼玉）
埼玉県整形外科医会学術講演会
林　承弘　Tel.048-756-8555
林整形外科

7／21（土） 15:00 3単位 （宮崎）
第16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

7／21（土） 16:00 2単位（和歌山）
和歌山臨床RAフォーラム（第18回）
木浦　賀文　Tel.072-471-3321
阪南市立病院　整形外科

7／21（土） 17:50 1単位 （大阪）
大阪臨床整形外科医会研修会
（183回）
長谷川　利雄　Tel.06-701-5815
長谷川整形外科医院

7／21（土） 18:00 2単位（神奈川）
第56回神奈川リウマチ医会
長岡　章平　Tel.045-782-2101
横浜南共済病院　リウマチ科

7／21（土） 19:30 1単位 （埼玉）
第3回埼玉高尿酸血症・代謝フォーラム
津田　龍一　Tel.048-858-6881
帝人ファーマ㈱千葉埼玉支店

7／22（日） 13:50 1単位 （香川）
第22回中国・四国地区整形外科教育
研修会
山本　哲司　Tel.087-891-2195
香川大学整形外科

7／26（木） 19:00 1単位 （山口）
第15回山口県東部地区リウマチ勉強会
池崎　孔貴　Tel.082-502-7301
参天製薬㈱山口医療チームオフィス

7／26（木） 19:00 1単位 （香川）
第7回香川整形外科セミナー
山本　哲司　Tel.087-891-2195
香川大学整形外科

7／26（木） 19:15 1単位 （福井）
福井県臨床整形外科医会学術講演会
片山　元　Tel.0776-35-2400
片山整形外科

7／27（金） 19:30 1単位 （富山）
第3回富山ステロイド骨粗鬆症講演会
小泉　正宏　Tel.076-433-5630
万有製薬㈱　富山第一営業所

7／28（土） 18:00 1単位 （富山）
第2回富山・リウマチトータルマネジ
メント研究会
大谷　徹　Tel.076-432-9530
エーザイ㈱　富山医薬部

8／4（土） 18:00 1単位 （兵庫）
第7回骨粗鬆症セミナー
大石　淳　Tel.078-261-9851
帝人ファーマ㈱

8／25（土） 10:00 1単位 （宮城）
第36回リウマチの外科研究会
岡崎　純子　Tel.022-292-0820
中嶋病院医療連携室

8／25（土） 12:00 1単位 （宮城）
第36回リウマチの外科研究会ランチ
ョンセミナー
岡崎　純子　Tel.022-292-0820
中嶋病院　医療連携室

8／25（土） 18:00 1単位 （兵庫）
第9回播磨リウマチ膠原病研究会
松原　司　Tel.0795-42-8851
松原メイフラワー病院

9／8（土） 12:00 1単位 （愛媛）
第17回日本脊椎関節炎研究会
ランチョンセミナー
吉良　史枝　Tel.189-960-5343
愛媛大学医学系研究科運動器学

9／14（金） 19:45 1単位 （富山）
第22回富山県リウマチ性疾患研究会
小林　久仁　Tel.076-444-0805
大日本住友製薬㈱　富山営業所

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 ご寄附いただける方は，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

●お知らせ 各種お祝い等，また香典
返しに代えての寄附もお受けしていま
す。その際，匿名扱いは厳守しますの

で，財団に氏名，住所等お知らせ下さ
るようお願いします。

●寄附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）に支出した寄附金の額か，また
は所得の合計額の25%相当のいずれか
低いほうの額から1万円を控除した金
額が寄附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。

【ご寄附いただいた方】
（平成19年3月）

英 チヅ子様（岩手県）

平成19年度　日本リウマチ財団主催　リウマチ教育研修会開催予定

日本リウマチ財団主催によるリウマチ教育研修会は，下記のように開催する予定です。
研修単位は次の資格条件の単位に充当できます。
日本リウマチ財団登録医資格取得単位（直近5年間で20単位）

〃　　　　　資格維持単位（直近3年間で12単位）
研修会に参加ご希望の方は，事前申込が必要です。
〔 申込 方 法 〕「中央または○○地区リウマチ教育研修会申込」とし，氏名，勤務先，科
名，連絡先住所，電話番号，財団登録医は登録番号を書き，返信用封筒（宛先を書き80
円切手貼付）を同封のうえ申込先へ申込み下さい。
〔 受 講 料 〕中央研修会：登録医　21,000円　一般医　30,000円

地区研修会：登録医 7,000円　一般医　10,000円
〔 テ キ スト 〕『リウマチ基本テキスト』第2版（平成17年度発行）を使用します。
受講者には単位取得証明書（教育研修単位記載）をお渡しします。

中　央�

兵庫医科大学��
佐野　統　教授��
名古屋大学整形外科��
石黒　直樹　教授�

〒170-0005 �
東京都豊島区南大塚 2-39-7 �
ヤマモト大塚ビル5階�
（財）日本リウマチ財団（申込先）�

7月28日�
（土）�
7月29日�
（日）�

和歌山�
和歌山市�

ダイワロイネットホテル�
和歌山�

9月23日�
（日）�

公立那賀病院リウマチ科��
山内　康平　科長�

地区名� 開催日�開催場所� 世話人・申込先�

青　森�
黒石市国民健康保険黒石病院��
村田　有志　院長�

愛　知�
8月26日�
（日）�

名古屋市��
名古屋銀行協会倶楽部�

藤田保健衛生大学��
吉田　俊治　教授�
山田　治基　教授�

島　根�
9月30日�
（日）�

松江市��
くにびきメッセ�

玉造厚生年金病院��
上尾　豊二　院長��
島根大学医学部第三内科��
村川　洋子　診療教授　�

千　葉�

�
千葉市�

ホテルスプリングス幕張�

鹿島労災病院　 ��
守屋　秀繁　院長�

9月9日�
（日）�

9月2日�
（日）�

長　崎�
長崎市��

長崎県医師会館�
長崎大学大学院��
江口　勝美　教授�

10月14日�
（日）�

青森市�
青森県観光物産館�
アスパム5階�

大阪市��
レ ルミエール�
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リウマチ患者さんが
漢方的アプローチを求める理由

― 最近のリウマチ治療は，なるべく

早期に，アグレッシブに完全寛解にも

っていこうということが主流で，

DMARDsのみならず生物学的製剤で

ガツンと最初にたたこうという風潮

が強い。それでうまくいく場合もあ

りますが，やはり高価である，副作用

もあるということで，患者さんも医

師から薦められてもちょっと迷う場

合も多いみたいです。しかも，長く

治療しなければいけないということ

から「先生，漢方でなんとかなりま

すか？」という質問が多いわけです。

そこでお尋ねしたいのですが，今田屋

先生はリウマチ性疾患をご覧になる

機会は多いのですね。

今田屋 非常に多いですね。

― では，患者さんにどう漢方を処方し

ているのですか。漢方の教育をあまり

受けてない医師向けに「証」とかを，

うまく教えていただければと思いま

す。

今田屋 リウマチ患者さんのさまざま

な症状・ニーズに対応する漢方治療の

有効活用ということですね。最近のリ

ウマチ患者さんはなぜ漢方に関心を持

つかですが，やはり恐怖感ということ

が最初にあります。これは患者さんの

率直なところで，薬をもらったが飲ま

ないなんてことも多々あります。

患者さんの全身的なQOL改善を要

求する傾向は，「リウマチも大事だけ

ど，そのために薬で体調を崩したらい

けない」という意識につながっていま

す。そのあたりに漢方への期待がある

のでしょう。

― そうですね。西洋的な治療という

のは，分析に分析を重ねて，ターゲッ

トを得て，それをやっつける。抗生物

質やがん治療などがそれで功を奏して

います。ただし，慢性の炎症で未だど

こがターゲットかよくわからないよう

なリウマチに対しては，生物学的製剤

をはじめとするターゲット療法がどん

どん出てきてもそこには限界があっ

て，かえって副作用などの面が強く出

てきていると思います。

西洋的な考えに対して，東洋的な考

えは，場を理解することが強くいわれ

ていますね。分析して相手を見つける

のもいいけど，まずその場をうまくコ

ントロールすることがよろしいという

考え方です。

今田屋 それがまさしく漢方的な考え

方ですね。

漢方による生活改善の実例

今田屋 リウマチに漢方治療を実施し

ていると，全身状態にも非常にいい効

果が出てきます。たとえば食欲が良く

なる，睡眠がとれるようになってくる，

疲れなくなった，かぜをひきにくい，

扁桃腺が腫れなくなった，手足が温ま

ってきたというように，関節の痛みも

そうですが非常に体全体が良くなって

くる。

漢方薬は全体を調整して，いわば二

次的に局所を治すという考え方ですか

らそのような効果が出るのでしょう。

― 患者さんたちは，そういうことを

ご存じですか。

今田屋 わからないで来ていると思い

ます。漢方でも何か良い方法があるの

ではないかという期待で来られている

のでしょう。

― 昔から使われていて，なんとなく

副作用もなさそうだ，という期待感

ですか。ただ，最近の患者さんの中

には，中国にわざわざ行き，治療を

受けてさらに私の治療も受けるとい

う方もいます。

今田屋 なるほど，担当医師にはいわ

ないけど，こっそり行っている人もい

るでしょうね。

― けっこう密かに実行しているよう

です。問い詰めると話してくれます。

ところで漢方は，食欲が出る，元気が

出る，よく眠れるなど，いろいろな効

果がまわりまわってQOLもあげて，

治療効果があがるようですね。ただ，

リウマチの痛みに対してはどうでしょ

うか。NSAIDsを減らすこともできま

すか。

今田屋 漢方薬自体が鎮痛作用と免疫

調整作用の両面をもっていますので，

NSAIDsを減量あるいは中止というこ

とは多々あります。この症例は46歳

の女性で，全身状態を調整することに

より，痛みが消失した例です。某冷凍

研究所などにも足を運び，胃潰瘍穿孔

も起こして，また地元に戻ってきて，

入院後，寝たきり状態になってしまっ

た方です。

来院した際には，風呂にも入れても

らえず，不潔なわけです。まずきれい

にしようということで， 苡附子敗

醤酸（ヨクイブシハイショウサン）で

きれいにしてあげようと。

皮膚のカサカサとか，ボロボロとか

を取るためです。最初の処方は，私の

リウマチ第1選択薬の1つである，桂

枝芍薬知母湯（ケイシシャクヤクチモ

トウ）を投与しました。これは痛みを

目標にして使ったのです。ところがあ

まりはかばかしくない。それで手足を

診るとまだものすごく冷たい。氷みた

いに冷えきっていました。そこで，ま

ず手足をもっと温めて，循環をよくし

てからと，治療の舵取りを変えました。

痛みは後回しにして，全身を調整する

方法に切り換ました。

茯苓四逆湯（ブクリョウシギャクト

ウ）を処方したところ，手足が温まっ

てきて，食欲も出てきた。気力も出て，

本人ももしかしたら治るかもしれない

という希望すら出てきました。以前は

「もう帰れない」と言って毎日泣いて

ばかりいたのですが，多少希望が出て

きたようでした。そのうち立つことが

できるようになり，あるときリハビリ

をやりたいというわけです。何十年も

ステロイド薬を使っていますから，ち

ょっと倒れたらすぐ骨折を起こしてし

まいそうでしたが。

― カルテにリハビリ開始と書いてあ

るのは，茯苓四逆湯投与と同時ですか。

今田屋 茯苓四逆湯はもうちょっと前

からです。これを飲みはじめてから，

「リハビリしたい」という意欲が出て

きたわけです。結局，リハビリ

後，車椅子ですが退院すること

ができました。

茯苓四逆湯自体は手足を温め

る作用が強いのですが，あまり

痛みを止める作用はありませ

ん。冷えをとることで全身を調

整して，結果的に痛みにも効い

て，退院したということです。

― プレドニゾロンを減らすよ

うなことはできましたか。

今田屋 そのまま続けていま

す。この症例は，股関節に非

常に炎症が強く，寝たきりに

なっていました。写真（図1）
は入院時の股関節ですが，右

は良好ですが左は非常に激し

い炎症がある。しかし7ヵ月経

過後に見ると，新しい関節面

がきれいにできてきた（図2）。
これで痛みがなくなったの

です。

―筋力が出てきたのですか。

今田屋 四肢の筋力もついて車

椅子で病院中を動き回るように

なりました。リハビリの効果も

大きいかもしれません。この方

の場合は，漢方で全身を調整し

て，局所を治すという典型例で

はないかと思っています。

― リウマチ患者さんは，手足が冷え

ると訴える方が多いわけですが，我々

は，血流を改善するベラプロストナト

リウム（ドルナー）あるいはリマプロ

ストアルファデクス（オパルモン）な

どを使用することがあります。一方，

漢方による治療法もあるわけですね。

茯苓四逆湯は，レイノー症などにもい

いのでしょうか？

今田屋 ええ，レイノー症にもよく効

きます。さらに強皮症の方には茯苓四

逆湯の他に桂枝茯苓丸（ケイシブクリ

ョウガン）があります。この併用療法

でずい分よくなります。ただ，茯苓四

逆湯は煎じ薬なので，そこが難点かも

しれませんね。

MTXとの相性の悪い漢方薬？

― たとえば漢方治療と並行してリウ

マチの通常治療が加えられた場合に

は，CRPとか血沈とか，検査値に大

きく影響するというデータはあります

か？データがあると皆さんを説得しや

すいと思うのですが。

今田屋 漢方医学と現代医学との併用

についてですが，現代医学に漢方を追

加した報告は既に出ています。漢方医

学に現代医学を併用した報告は少ない

ようです。検査や評価方法は現代医学

と同じですから，血液学的，生化学的，

免疫学的検査なども当然されておりま

す。漢方治療をしていて，一定の効果

を認めながらも，もう少し改善を，と

いうところで，金製剤やブシラミンを

生物学的製剤先進国米国では，医療費の削減という社会的命題のた

め，代替医療が広く認められるようになってきています。世界的な

傾向として，漢方のような医療が見直され始めているのは間違いあ

りません。この流れは今や，患者さんを含めて一般人の生活にも現

れています。

大きく時代が動いている中で，慢性疾患を診ている我々リウマチの

専門医は，漢方にもう少し精通するべきではないかと本対談は企画

されました。（後藤）

漢方と現代リウマチ医療
今田屋 章 氏　今田屋内科 院長話し手

後藤　眞 氏　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 本紙編集委員長聞き手
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併用することはしばしばあり，データ

にも反映されています。

ただ，併用の際に注意すべき点が

あります。それは相乗作用のあるも

のもありますが，相殺作用について

は，まだわかっていない，というこ

とです。MTXと漢方を併用する場合

は，その両者の相殺作用が懸念され

ます。漢方薬を投与していると，リ

ウマチ反応なども通常はどんどん下

がってくるので，そこにMTXなどを

入れればよいようですが，作用的に

は同じ免疫反応を抑えるのでも，漢

方薬の場合はどちらかというと「免

疫を調整する」ように働き，MTXと

は逆の作用ベクトルを持っているよ

うに思われます。従って，選択を誤

ると，作用が結果的に拮抗する可能

性があることなのです。

そこで私は，MTXを併用している

方には，MTXを飲む日は漢方薬をや

めていただく。それで，それ以外の日

に漢方薬を飲んでいただくという服薬

スケジュールをとります。

― でも，MTXはけっこう長く体内に

とどまっていますよね。休薬だけで問

題は起きないのですか。

今田屋 MTXの血中半減期は数時間

ですよね。その後は組織に移行してい

るわけです。それで問題が生じないよ

うです。

― 確かにその意味ではあまり問題な

いということになりますね。

今田屋 いずれにしても，MTXを使

った日は漢方薬をやめていただく。そ

して，荒廃した組織を漢方薬でもう一

回立て直して，体調を整えて，また

MTXをいきましょうという考え方で

す。

― MTXと最も拮抗しそうな漢方薬は

何ですか。

今田屋 我々が痛みに対して使う漢方

薬ですね。桂枝加朮附湯（ケイシカジ

ュツブトウ），桂芍知母湯（ケイシャ

クチモトウ）など，痛みに狙いをつけ

て出す処方が拮抗しそうです。

―NSAIDsとはどうでしょうか。

今田屋 NSAIDsとは問題はありませ

ん。ステロイド薬もです。

―そうですか。

今田屋 特記すべき併用の効果はブシ

ラミンと柴苓湯（サイレイトウ），ロ

ベンザリットと防已黄耆湯（ボウイオ

ウギトウ）の相乗作用は報告されてい

ます。

ただし，MTXと漢方治療の併用効

果については，まだ確たる報告はあり

ません。

― ブシラミンと柴苓湯で相乗効果が

あるのですか。

今田屋 そうです。ブシラミンの場合

は柴苓湯を併用することで実質上問題

はありません。

― 私は，シェーグレン症候群に麦門

冬湯（バクモンドウトウ）を処方する

ことが多いのですが，高齢リウマチ患

者さんで，二次性のシェーグレン症状

がある場合，麦門冬湯はリウマチ薬と

拮抗することはないのですか。

今田屋 だいじょうぶですね。その症

状には，柴胡桂枝乾姜湯（サイコケイ

シカンキョウトウ）も使いやすくて非

常にいい薬です。

先日も，お年寄りの方が来院して，

以前は悲しいドラマを見ても涙が出な

かったが，最近は悲しいドラマを見る

と涙が出てきてしまうと，喜んでいま

した。

―それは唾液にもいいのですか。

今田屋 唾液にも，目にもです。

陰，陽，虚，実の見極め

今田屋 後藤先生も漢方はだいぶ処方

されているのですか。

― 使えるものは何でも使う主義です。

ただし，漢方で一般的に最もわかり

にくいのが，陰，陽，虚，実だと思

います。

今田屋 日本漢方としては一応，診

断基準はできています。しかし，か

なり感覚でいくところもあります。

図3を見てください。病気を生体と，
侵襲因子とその間の闘病反応と，3つ

に分けて考えますと，現代医療の場

合は侵襲因子（原因）に強くこだわ

ります。つまり，病因と闘病反応に

よって診断します。その診断過程で

は，生体がどんな状態なのかという

ことにあまり関心が払われていない

と思います。

他方，漢方の場合は，生体の状態を，

精しく観察します。この生体の状態を

表すのが「虚実」ということになりま

す。またこの生体の状態と闘病反応の

関係も重視されます。闘病反応は，昔

の医学なので，陰・陽という言葉が使

われますが，これは熱証か寒証かとい

うふうに言い換えたほうがわかり易い

と思います。つまり，漢方医学では生

体の状態と闘病反応から診断します。

漢方のこのような診断過程には，病

因は入っていません。

― なるほど。闘病反応というのは，

生体が何かの病気になったときに，ど

ういう反応をしているかということで

すか。

今田屋 ええ，生体に現われる症状で

す。発熱もそうですし，のどが渇くな

ど，あらゆる症状を組み込んで，体表

に現われる症状を整理して，陰・陽の

2つに分けていくということです。

― すると，原因はブラックボックス

にしておいて，そこの中に何か投げ込

んだときに，どう球が返ってくるかと

いう，その球が冷たいか，温かいかと

か，そういう感じでとらえていいので

すかね。

今田屋 ええ，原因はほとんど問わな

い。ですから，原因がわからないい

ろんな疾患には漢方医学は向いてい

ますね。

―なるほど。

今田屋 それで，この生体の状態をと

らえるのに「虚実」という言葉が使わ

れます。闘病反応に対しては陰陽と書

いてありますが，「寒熱」と置き換え

たほうがわかりやすいかもしれません

ね。「熱証」なのか「寒証」なのか。

横軸に寒・熱を取って，縦軸に虚・

実を取ると，この4つの象限に分かれ

るんですね。すべての漢方薬はこのど

こかに入ります。ですから漢方薬とい

えども，この場所を間違えて使うと，

副作用ではありませんが，使い方の間

違いとなって，大変なことになるかも

しれません（図4）。
―実で陰というのはないわけですか。

今田屋 いえ，あります。ただ，リウ

マチに使う処方はないと思います。

小柴胡湯で人が亡くなったことがあ

りますが，小柴胡湯というのは，陽・

実の薬です。一方，亡くなられた肝硬

変の末期のような方は，生体としてだ

いぶ弱っていますよね。

―虚ですね。

今田屋 虚で陰の状態。こういう人に

陽で実の薬を処方しますと問題が生じ

るわけです。陽で実の患者さんにはエ

ネルギーを費やして，あっという間に

治そうという方法です。

― なるほど。かぜをひいたときにサ

ウナに入って治そうという方法です

ね。

今田屋 そうです。汗をバーッと出す。

―元気なときにはいいけど･･･。

今田屋 はい。先のような人に使うと

どんどん悪くなる。ですから，そうい

う人には注意して使わないと，漢方薬

は安全といっても，大変なことになる

ということですね。

リウマチ患者さんの「証」

― 一般的なイメージでは，リウマチ

患者さんは，みんな陰で虚にとらえら

れると思いますがいかがでしょう。

今田屋 そのほうが多いでしょうね。

―でも，実・陽はあるわけですね。

今田屋 それはあります。陽・実証の

葛根湯（カッコントウ）のたぐいを使

う人もいますし，桂枝湯（ケイシトウ）

と越婢湯（エッピトウ）の合法である

桂枝越婢湯を使う人も少なくありませ

ん。でも，圧倒的に多いのはやっぱり

陰・虚の桂枝芍薬知母湯を使うような

患者さんですね（図4）。
― なるほど。そこのところの簡単な

見分け方を，素人にわかりやすくご教

示できますか。

今田屋 やっぱり「手足の冷えをしっ

かりと診る」ということですね。手足

の冷えを診て，お腹もあんまり力がな

く，痩せ型という場合は陰・虚と考え

る。手足がほてっているという方は，

これは陽証ですから。

― それは年齢や性別は関係ないで

すか。

今田屋 性別より年齢のほうが関係が

あると思います。加齢により徐々に

陰・虚に傾きます。私のところの処

方では，桂枝芍薬知母湯が6割ぐらい

を占めます。この桂枝芍薬知母湯と

いうお薬の中に，すでに「附子（ブ

シ）」というトリカブトを修治した漢

方薬が入っています。附子は鎮痛作

用，血液循環改善作用を持っていま

す。桂枝加朮附湯は軽いリウマチ患

者さんに使いますが，これは桂枝湯

に朮とか，附子とかを加えたもので

すが，桂枝芍薬知母湯は最初から朮

や附子が入っています。

― その「陽で虚」というのが，わか

りにくいのですが。「陰で虚」はわか

るし，「実で陽」もなんとなくわかり

ますが，「陽で虚」は何なのか，「実で

陰」は何なのかということを教えてく

ださい。

今田屋 それは虚実をどう見るかとい

うことですよね。一般的にかぜをひい

たようなときに汗をかかない人という

のは「陽・実」です。

― 汗をかかない患者さんがそうなの

ですか。

今田屋 はい。これらの人はお薬を入

れるとパーッと汗をかいて治ってしま

う。ところが，普段からジトジトと汗

をかくような人は「陽で虚」ですね。

― そうですか。それはちょっとイメ

ージが狂いましたね。

今田屋 ただし脈や腹などを診ないと

確定はできませんが。

―「腹証が大事」とかいいますね。

今田屋 お腹が充実しているかどうか

です。

― それもよくわからないのですが

（笑）。やっぱりある程度経験が必要に

なってくるわけですか。

今田屋 脈なんかはそうですね。

一応，千葉大学の寺澤捷年先生の虚

実の診断基準を例として掲げておき

今田屋章氏 後藤　眞氏
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リウマチ患者さんの「証」

陰，陽，虚，実の見極め
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ます（表1）。
― 1つでは判断せず，総合的に判断さ

れているとみていいのですか。

今田屋 そういうことです。これはス

コアで評価するものです。

陰陽虚実の鑑定とリウマチ疾患

― リウマチの進捗具合は陰や陽と関

係があるのでしょうか。

今田屋 リウマチは病状的には，長期

的には陰・虚に移っていきます。最初

は陽・実の症状の患者さんでも長期に

わたると徐々に疲弊して陰・虚証にな

っていくと考えるべきです。

― その区別は明るい感じの人や陰気

な感じの人とはまったく別次元の話で

すか。

今田屋 それは大いに関係あります。

陰気な顔をしている人はやっぱり陰虚

証ですし，明るい人はそれだけで陽の

範疇に入ります。

― 簡単な判別はそれでもいいわけで

すか。

今田屋 まずは顔色でしょう。あと手

足を触ってみて温かいか冷たいか。そ

の他冷たいものが好きか（陽）温かい

ものが好きか（陰），着物も薄着か

（陽）厚着か（陰），なども参考になり

ます。電気毛布などを使う人は陰証と

考えます。

― 陰陽と虚実では，どちらを間違わ

ないほうがいいのですか。

今田屋 どちらとも言えませんが，強

いて言えば陰・陽ですね。陰・虚証を

陽・実証と間違えて，陽・実証の薬を

投与すると，これは好ましくありませ

ん。陽・実証の人に陰・虚証の薬を投

与してもあんまり大きな問題は起きま

せんが，陰・虚証の人に陽・実証の薬

を投与すると，やはり不具合が生じや

すくなります。

― 多少安全策としてはその程度は知

っておきたいですね。

今田屋 患者さんの「証」が判別しか

ねるときには，まずは陰の薬から処方

を始めておけばリスクは回避できます。

―なるほど。それで効果がなければ陽

の薬に変えてみるということですね。

今田屋 そうですね。

―虚と実の薬では，いかがですか。

今田屋 同じような理由で，実の薬を

虚の患者さんに使うことは避けたいで

す。たとえば桂芍知母湯という薬は，

「ブシ」が入っているぐらいですから，

虚証の人にも使いやすい薬です。

― でも，ブシが入っているというこ

とは，実とか陽によろしいのでは…。

今田屋 この薬は陰に「傾いた」患者

さんに使うことになります。

― なるほど。では使っている間に患

者さんの証が変わってくるということ

もあるわけですよね。

今田屋 もちろんあります。ちょっと

効きが薄れてきたから，ほかの薬をと

いうこともあります。エキス剤を使う

ときは，桂枝加朮附湯（ケイシカジュ

ツブトウ）単法でやるとか，桂芍知母

湯単法でやるとかというと，ちょっと

効果が弱いかもしれませんね。

漢方による「リウマチの出発処方」

今田屋 私の場合は治療手順を「リウ

マチの出発処方」と名付けています。

そしてどこから出発するかですが，桂

枝加朮附湯に防已黄耆湯を併用するこ

とを第1選択，出発処方としています。

そこから患者さんの反応に応じていろ

いろ変えていきます。また，ちょっと

体の弱いと思われる患者さんには，桂

芍知母湯と防已黄耆湯を併用して出発

処方としています。

―ところで，現在，我々の一般的な治

療法は，最初にガチンとやろうという

「window of opportunity」の流れなの

ですが，漢方はどう治療戦略をとらえ

ているものなのでしょうか。じわじわ

とまわりからというものでしょうか。

今田屋 いいえ，そればかりではあり

ません。直接的にリウマチを狙っては

いますが，ただ，西洋薬に比べて効い

てくるのに若干時間がかかります。

― でも私の感触では，DMARDsが効

いてくるのと似たようなものでしょう

か。2，3ヵ月ですよね。

今田屋 確かにそうですね，似ていま

す。ですから，シオゾールなどとは相

性がいいですね。ちなみに通常，シオ

ゾールは何mgぐらいから効いてくる

ものでしょうか。

― 500mgぐらいでしょう。

今田屋 そうですか。漢方薬を併用し

ていると，100mg未満で効果を実感で

きます。おそらく相乗作用もあると思

います。しかもシオゾールの作用期間

も長くなります。何年も使用している

人もいます。

― シオゾールと併用するその漢方薬

は何ですか。

今田屋 多くは，桂芍知母湯や桂枝加

朮附湯ですね。

骨と漢方の関係は未知数

― 漢方は，骨への貢献などはあるの

でしょうか。

今田屋 漢方では骨自体に直接焦点は

当てていないですね。炎症がおさまっ

てくれば骨にもいいわけですから，炎

症を抑える面に全力を注ぐ。その間に，

血液循環を改善し，骨を強くする八味

丸（ハチミガン）や桂枝茯苓丸（ケイ

シブクリョウガン）を使ってQOLを

上げるようにします。

― では壊れた骨を治す，という狙い

の治療はないのですか。

今田屋 それはちょっと難しいでが，

症例で呈示しましたように，股関節が

みごとに改善しているところをみる

と，そういう切り口があってもいいで

すね。

合併症対策に漢方は
どう対応できる

― リウマチ患者さんは手足の冷えば

かりでなくて，痛みや食欲不振，うつ

症状，不眠症状と，更年期の症状があ

るわけです。そういう合併症へのアプ

ローチはありますか。

今田屋 一応，痛みに対するお薬は出

します。その他の症状も患者さんの訴

えに応じて対応します。

― 痛みに対してはNSAIDsを併用し

たりしますか。それとも漢方だけでし

ょうか。

今田屋 漢方が効いてくるまでのしば

らくの間はNSAIDsを併用することも

あります。痛みに随伴していろいろな

症状が出てきますから，それはエキス

剤などで対応していきます。

― たとえばNSAIDsやDMARDsの副

作用で，肝障害や腎障害が起きること

がリウマチ患者さんではありますが，

そういう事態に対して漢方を上手に使

うことによって対応する良い例はあり

ますか。

今田屋 基本は原因薬をやめればだい

たい自然と治りますが，それでも治ら

ない場合は，柴胡剤を投与してみます。

ただしリウマチに使っていい柴胡剤と

いけない柴胡剤があります。無頓着に

リウマチ患者さんに使うと悪化させて

しまう場合もあります。補中益気湯

（ホチュウエッキトウ）と柴苓湯と柴

胡桂枝乾姜湯（サイコケイシカンキョ

ウトウ）。これはリウマチに最初から

使っても問題ないですが，小柴胡湯や

大柴胡湯は，詳細な理由は不明ですが

悪化することがあります。

最も使いやすいのが柴苓湯や柴胡桂

枝乾姜湯，補中益気湯です。これらの

使用ではあまり問題ありません。しか

も，これらは長く使っていると，呼吸

障害やアレルギーにも同時に効果があ

る上に，倦怠感にも効果があります。

― 呼吸障害にも有用とのことですが，

リウマチ患者さんは，高齢である場合

も多く，治療によっては肺炎になった

り結核になったりする場合もありま

す。患者さんが現代医療に恐怖感を抱

く理由の最大の理由がそこにあるかも

しれません。では，漢方ではそういう

ことはとくにないわけですか。

今田屋 使い方が間違いなければ，漢

方薬自体にそういう副作用はありませ

んが……。

― ただ，小柴胡湯には間質性肺炎の

副作用が書いてありますね。あれはや

っぱり証が違うのですか。

今田屋 小柴胡湯は，あまりよろしく

ないですね。症状を悪化させてしまう

こともあります。

― 大柴胡湯もあまりよくないわけで

すね。

今田屋 ええ，大柴胡湯，柴胡桂枝湯，

四逆散あたりはあまり使わないほうが

いいでしょう。陰・虚証の薬を使った

ほうがいいです。

― 補中益気湯で何か面倒なことは起

きないですか。こういう人にはやめた

ほうがいいとか。

今田屋 同じような薬で，補中益気湯

と十全大補湯（ジュウゼンタイホトウ）

というのがあります。十全大補湯はほ

んとうに弱っている人に使います。貧

血を伴う人には十全大補湯がよい。一

方，多少顔が少し赤みをもっていると

か，若干陽の傾向があれば補中益気湯。

顔色も非常に悪くて，多少冷えている

人は十全大補湯のほうがいいようで

す。この二種の漢方薬を使って，大き

な問題は起きていません。

生物製剤との
コンビネーションの可能性

― 生物学的製剤Infliximab（レミケー

ド）やEtanercept（エンブレル）を

使った上で，補中益気湯を飲んでいる

患者さんなどはいるでしょうか。

今田屋 私自身が生物学的製剤を処方

した例はありませんが，患者さんの中

にレミケードやエンブレルを使用して

いる人がいます。その人たちに何も使

わないわけにもいかないので，症状に

応じて対応します。一応，痛みがなく

ても，桂枝加朮附湯や桂芍知母湯をそ

の時に応じて使っています。

―補中益気湯は出されてない。

今田屋 体がだるいといえば出してい

ます。

― 生物学的製剤を使っている人に，

補中益気湯を出しておくと安全という

ようなコツはありますか。

今田屋 それは，あると思っています。

がんの予防とか感染症の予防のために

この処方を使いますが，生物学的製剤

を使う場面でも有用ではないかと思っ

ています。

― 生物学的製剤との相性の悪さのよ

うなことはありますか。

今田屋 生物学的製剤の前提として，

MTXがほとんどの場合投与されてい

ます。漢方薬との相性は生物学的製剤

よりもMTXのほうが悪いので，服薬

スケジュールをずらして使うことにな

ります。

―ステロイド薬は今でも患者さんが副

作用を心配し，いやがる傾向が強いの

で，私の場合，量を減らすために柴胡

の入ったような漢方薬を代用する場合

があります。先生はどうされますか？

今田屋 ステロイド薬を減らすために

ある薬を使うということ自体は行って

いません。ステロイド薬に変えて処方

するのなら，柴苓湯がいいでしょう。

小柴胡湯は避けたほうが良いでしょう。

― リウマチ患者さんが，筋力がない，

筋肉がつりやすい，痙攣が起きやすい

と訴える場合，芍薬甘草湯（シャクヤ

カンゾウトウ）を使ってみたりするの

ですが問題ないでしょうか。

今田屋 問題ありません。漢方薬は薬

味が少なくなるほど切れ味が良くなり

ます。複合しすぎると切れ味がはっき

りしなくなり，それこそ1ヵ月たって

も効果がわからないという場合があり

ます。

― 非常に印象的だったのは，漢方は

原因を問わないで症状を抑える治療で

あるということです。原因を追求して，

そこをたたくという現代医療とまったく

違うアプローチでした。では，患者さん

により近い医療はどちらかというと，ど

うも漢方のほうが近いようですね。

昨今のテーラーメイド医療，患者中

心の医療の提唱も，現代医療の行き詰

まり感から，患者さんが望まれている

面があると思います。長時間，さまざ

まなお話しをいただきどうもありがと

うございました。

（文責編集部）

判定基準：いずれも顕著に認められるものに当該のスコアーを与え，軽度なもの
には2分の1を与える。すべての項目の評点を合計し，＋30点以上を実証，－30点
以下を虚証とする。いずれにも該当しないものを虚実間証とする。�
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表1 虚実の診断基準　（寺澤）

合併症対策に漢方は
どう対応できる

生物学的製剤との
コンビネーションの可能性

陰陽虚実の鑑定とリウマチ疾患
漢方による「リウマチの出発処方」

骨と漢方の関係は未知数
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1. RA外来診療の心構え

RAは慢性で進行性の病気のため

多くの患者さんは神経症的でうつ

傾向になりがちです。このことを

よく理解して診療に臨み，このよ

うな患者さんと主治医の信頼関係

を構築していくことが最も大切な

ことです。

このためにはRAの外来診療では

表1の如く，「RAという疾患ではな

く，RAに罹患したRA患者さんと

いう人を治療する」という心構えが

基本です。そして「RA治療に対す

る患者さんの希望を失わせない」こ

とが最も大事なことです。

2. 効率の良いRA外来診療

1）周到な病状管理

一人一人の患者さんのRA疾患活

動性，抗リウマチ剤の副作用，合併

症を周到に管理し，RAのコントロ

ールに努めます。このためには定期

的に疾患活動性評価，副作用チェッ

クを行い，必要な対応策を遅れない

ように取っていきます。このような

努力をすることで副作用のリスクを

回避して，かつコントロール良好な

RA患者さんが増していきます。

コントロール良好な患者さんが増

えれば外来診療は楽になりますし，

患者さんも満足し医師との信頼関係

も良好なものになります。

私は病状管理にRA（患者さん用）

手帳（日本財団ニュース2006年 9

月号No.78紹介），リウマチ診療用

コンピュータプログラム（同2006

年9月号No.78紹介），副作用に対

する説明書（同2007年3月号No.81

紹介），生物学的製剤投与用チェッ

クシート（同2007年1月号No.80紹

介）などを使っています。

2）短時間での診察方法

RA再来では数多くの患者さんを

診ますが，個々の患者さんに検査結

果の説明，薬の副作用のチェック

（問診他），とさらに関節所見をとら

なければなりません。疼痛関節はま

ずRA手帳で自己申告してもらい，

これを触診で確認し，腫脹関節もチ

ェックして，カルテの人体図に記入

します。この時の全身関節の診察は

図1の如く，まず両手の左右対称性

の視診から触診を行い，次いで肘の

伸展制限，肩の拳上制限を診ます。

可動域制限があればこれらの関節の

触診を行い，病変を確認します。

次いで下肢は患者さんをイスに座

らせたまま膝を伸展させてそのまま

膝の腫脹そして足部の腫脹を診ま

す。前足部の訴えがあれば移動が容

易なイスに足をのせて診察します

（図2）。この他頸椎は回旋運動の制

限，股関節はイスでの屈曲外旋制限

（足を組ませながらの運動）でチェ

ックします。なお，下肢関節の診察

は必要となれば，当然ベッド上での

診察となります。

3. 在宅リハビリテーションや生活指

導

外来では一通りの診察が済んだ

ら，必ず必要なリハビリテーション

治療や日常生活上の注意点を指導し

ます。

これらの指導をすることで患者さ

んは自らのRA診療に参加できます

し，単に薬と検査の外来診療がリハ

ビリテーションや生活指導を受ける

ことでより内容のある外来診療へと

変わり，患者さんの満足度も高くな

ります。

1）在宅リハビリテーション治療

基本的にはADL能力の維持が目

標となります。

上肢では洗面，食事動作が基本と

なります。このためには手指の屈曲，

手の回内外，肘の屈曲，肩の拳上な

どの可動域訓練が必要です。他方，

下肢ではイスからの立ち上がり動作

と歩行が基本となります。このため

には膝の伸展筋力強化と，膝の完全

伸展位と足の中間位保持が必要です。

これらの基本動作が可能か否かは

先述の診察時にチェックしておきま

す。もし問題となる関節障害があれ

ば，これを改善するよう可動域改善

のリハビリテーション治療を指導し

ます。例えば「お風呂上がりに両手

の手指をゆっくり充分に曲げる訓練

を5分間毎日してください」，「もっ

と肘を曲げるように訓練しないと顔

が洗えなくなりますよ」，「膝をまっ

すぐ力を入れて伸ばして5秒間保持

してください。これを左右交互に20

回ずつ，朝・夕してください」など

具体的に指導します。

ところで，私は「首」のつく関節

は可動域より安定性が重要と考えま

す。首（上位頸椎），手首（手関節）

そして足首（足関節）の3つの関節

です。頸椎は上位頸椎の亜脱臼防止

が大切で，手首は握力の維持（回内

外はADL上必要ですが）が必要で，

足首では可動域より中間位での安定

した荷重が優先されます。従って，

これらの「首」の関節では無理な可

動域訓練はかえって炎症を悪化させ

逆効果になる場合がありますので，

むしろ安静固定を指導します。

近藤正一　近藤リウマチ・整形外科クリニック院長

RA外来診療のコツ

RA診療のコツ�集�総� 編�

1．RAという疾患ではなくRAに罹患した
RA患者さんという人を治療する
・患者さんの訴えをよく聞き理解を示す

・患者さんの質問には的確に答える

（新しいRA知識への研修を怠らない）

・検査ばかりではなく丁寧な診察（触診）

を心がける

・不用意な言葉を慎む

2．RA治療に対する患者さんの希望を
失わせない
・RAは治らないなど不用意な言葉を慎む

・その患者さんの良い点を強調し，悪い

点についてはきちんと対応策を示す

・新しい治療への取り組み姿勢を示す

・強力なRA治療薬により寛解も可能な

ことを知らしめる

表1．RA外来診療の心構え

効率の良いRA外来診療2

在宅リハビリテーションや
生活指導3

RA外来診療の心構え1

図1．上肢（手指，手，肘，肩）の診察

図2．下肢の簡便な診察

両手・手指の腫脹を左右対称性に
視診し，触診で腫脹と圧痛を確認する

両肘の伸展，両肩の挙上をさせて，
運動制限で病変を視診する

膝を伸展させて，筋力と可動域制限
を診る

丸椅子に下肢をのせて膝の腫脹，
圧痛を診る

同肢位で足部の腫脹，圧痛を診る
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2）生活指導

RAが悪化しない生活指導として

以下の4つを指導しています。

・関節の保護

・体調をくずさない

・ストレスをためない

・バランスのよい食事

です。

関節の保護は手指に病変があれば

重いものは持たないことや，両手を

使うように指導します。膝に病変が

あれば，しゃがみ動作や階段を避け

るように，足趾に病変があれば踵の

低い前足部の広い靴をはくように指

導します。

体調管理は睡眠不足や過労になら

ないように注意をさせます。

ストレスもイライラせず穏やかな

気分で過ごすようにストレスの原因

を相談して解決の方向へ努力するよ

う指導します。

食事は消化の良いもので，良質の

タンパクやカルシウム，ミネラルを充

分摂るよう指導します。特に高脂血

症，肥満，高尿酸血症の患者さんに

は各々具体的な食事指導を行います。

4. その他の患者さんに感謝される外

来診療の工夫

1）ステロイド剤注射の疼痛緩和

①注射部位の冷却

病炎局所へのステロイド剤の注射

はRAではかかせない治療の1つで

すが，関節穿刺は特に膝関節では排

液も行うため18Gと大きい針を刺す

ため痛みが強く，また高分子ヒアル

ロン酸も粘調度が高いため22Gとや

や大きい針が多く用いられます。注

射部位への局所麻酔までする必要が

ない場合，痛みの緩和には注射部位

の冷却が有用です。市販の保冷剤を

注射前5分間穿刺部位にあてて冷却

しておきます（図3）。これはかなり

有効で患者さんから痛みが軽いと感

謝されます。

②細い針での穿刺

また，排液以外の関節注入時のみ

の場合はできる限り細い針を使うと

痛みが軽減されます。膝へのヒアル

ロン酸注入は22Gでなく25Gの針で

も医師の負担にはなりますが力を込

めると注入可能です。

その他比較的浅い関節の注射は

27Gの皮内針を使うとほとんど刺す

痛みはなくなります。また，細い針

は変形して関節断裂が狭い穿刺困難

な関節にも大変有用です。

③手指屈筋腱々鞘内注入

局所注射で最も痛いのは手指屈筋

腱々鞘内ステロイド剤注入ですが，

図4の如く，手指を屈曲させて27G

の針で穿刺し，ステロイド剤をゆっ

くり注入すると同時に手指を伸展さ

せていけば注入液が腱鞘に沿って入

っていくため，痛みがかなり緩和さ

れます。

2）踵部のRA結節

踵骨足底部の皮下に，時にRA結

節が発生します。これは荷重部にな

るため歩行時の痛みが高度で患者さ

んにとっては苦痛となります。

しかし，これは診断がつけば図5

のように足底から踵骨にあてて針を

刺しステロイド剤を注入することで

2，3日で消失し無痛となります。

この他まれですが坐骨結節のRA

結節も坐位で痛がられます。これ

は立位で躯幹を前屈し坐骨を突出

させステロイド剤を局注するとや

はり大変よく効きます。しかし，

よくある膝関節の膝蓋骨外側直下

にできるRA結節はステロイド剤

注入でもあまり改善しません。ま

た，膝蓋骨下のRA結節が弾揆は

しますが，あまり痛がることはあ

りません。

3）前足部槌趾変と有痛性胼胝への

対策

変形が高度となれば手術適応とな

りますが，軽度の場合は色々工夫し

て変形進行の防止や痛みの緩和を試

みます（図6，7）。

最も効果的なのは粘着包帯による

図7．RA前足部有痛性胼胝に対する対策2

図3．冷却しての膝関節穿刺

市販の保冷剤で5分間穿刺部位を
冷却しておく

太い針（18G）で穿刺しても痛みが
軽減される

図5．踵部の有痛性RA結節へのステロイド剤注射

○印部に有痛性RA結節を触れる 27Gの針で結節部の踵骨下に
注射する

図4．手指屈筋腱腱鞘内ステロイド注入

穿刺時，指を屈曲させておく 薬液を注入しながら指を伸展
させていく

5足指靴下

RA足に適した靴

図6．RA前足部有痛性胼胝に対する対策1

粘着包帯による矯正

市販装具（ジェル製）によるクッション

その他の患者さんに感謝
される外来診療の工夫4
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矯正（図8）ですが，毎日の付け替

えが面倒なのが難点です。

なお，足部変形防止には踵が低く前

足部の広い，クッションの良い靴の使

用が基本です。また，室内でも厚い靴

下やスリッパを使用してもらいます。

5. おわりに

RA診療のコツとして1年間連載

させていただきましたが，多くの先

生方にとっては通常行われているこ

とと拝察いたします。しかし，これ

からリウマチ診療をしようとされる

先生や若い先生方に少しでもお役に

立てたら嬉しい限りです。

私自身30年以上リウマチ診療に従

事し，数多くのリウマチ患者さんを診

療し，また立派なリウマチ専門医の先

生方とも知り合うことができました。

この連載に書きましたことは，私

の経験のみならず，このような患者

さんや先生方から教えられたことが

多く含まれています。

しかし，毎日の診療をしています

とまだまだ知らないことや患者さん

から学ぶことが多々あり，リウマチ

診療の奥の深さを痛感いたします。

これから先も勉強の日々が続くと

肝に命じていますが，「RAという疾

患ではなく，RAに罹患したRA患

者さんという人を診療する」という

気持ちを忘れないでいきたいと思い

ます。

本号には先号に引き続いて米国でト

レーニングを受け，リウマチ膠原病専

門医の資格を取られて，現在日本のリ

ウマチ医療に携わっている若手の先生

方との対談記事が掲載されている。

現在横浜で開催されている日本リウ

マチ学会参加後に後記を書いている

が，米国リウマチ学会とのレベルの違

いを思い知らされてしまった。特にこ

の数年の傾向でもあるが，学会の演題

を聞いていると，関節リウマチへの生

物学的製剤に関しての演題の多さに驚

かされる。もちろん生物学的製剤の登

場により従来からの関節リウマチの治

療法が画期的と言われるほどに変化

し，患者さんに多大なるベネフィット

を与えている事は事実であり，そのた

めに学会員への教育，啓蒙，最新の情

報提供も学会活動の1つとしてとても

重要であると思う。

しかし，一抹の寂しさ及び憂いとし

て感ずるのは次の関節リウマチや膠原

病治療の新しいターゲットや病態解明

などに繋がる基礎的研究演題や萌芽的

研究演題の少なさである。

研究は創造性に富み，かつ連続性が

あることが重要であることは言うまで

もないが，それだけに短期間に成果を

得ることは難しい。特に若手リウマチ

研究者を育てる指導的立場にある医師

及び研究者の人達が原点に立ち戻っ

て，リウマチ学に革命を起こすような

研究者を育てることをお願いしたい。

小生が若手リウマチ医と言われていた

頃は，今のようなリウマチの先端治療

は無かったが，各大学のリウマチ研究

者達は競って，基礎的研究を行ってい

た感じがする。現在の生物学的製剤も

すべて海外からの導入で，しかも米国

に比べて4～5年遅れであると言うこ

とを肝に銘じたい。 （森本幾夫）

日本リウマチ学会
印象記

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】

図8．前足部三角状変形に対する粘着包帯による矯正

まず親指引き上げ第2足指を引き下げ，第3，4足指に高さを合わせて巻きつける

おわりに5

レ ン ト ゲ ン ク イ ズ

協和会病院リウマチセンターセンター長 村田 紀和

【症例】49歳，女性
数年前から年に2ヵ月ぐらい全身に疼痛を

感じている。

第19問

第18問　
【症例】55歳，女性 数ヵ月前から左膝に疼痛と腫脹が認められる。

前 回

股関節正面

初診時 2ヵ月後

【解説】
骨変化としては，初診時の像では大腿骨内顆の嚢胞状陰影
と同部および脛骨内顆の骨エロージョンを認めるだけであ
る。2ヵ月後には関節面全体が破壊され不整が著しい。急激
な進行から骨腫瘍より感染が疑われる。他の細菌に比べ骨萎
縮が広範囲におよび骨膜反応などの骨増殖性変化に乏しい。
腐骨形成を疑わせる所見も見られる（→）。
初診時の像の側面をよく見れば，すでに関節面軟骨下骨の
不整が認められる。

第18問 解 答

左膝結核性関節炎

→
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