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公益財団法人日本リウマチ財団 医療保険委員会委員長　井上 博
平成 26 年 4 月 1 日より診療報酬が改定

され，合わせて消費税も 3％アップした。
我々の生活に大きな影響が及ぶものと予想
される。診療報酬改定が消費増税分をカ
バーできればよいのだが，カバーできずに
医療機関側が背負い込むようでは，27 年
度に予定されている消費税 10％において
はどんな悪影響が出てくるだろうか？　

「小泉改革の負の遺産である医療崩壊」を
再び招くのではないかと憂慮しているのは
筆者一人ではないと思う。

さて今回の改定の要点であるが，
1）基幹病院と診療所の連携
2）在宅医療へのシフト
3）リハビリテーションの充実
4）消費増税対策
の 4 つの柱が感じられる。
我々リウマチ医に関係する部分としては

以下のような項目が着目される。

①�在宅自己注射指導管理料の見直し（注射
回数による細分化）がなされた（図 1）。

今まで一律に 820 点算定できていたも
のが回数により関節リウマチでは「100 ～
290 点」に減点された（図１）。当院の実
績をレセコンでシミュレーションした結
果，指導料が 1/4 という結果になった。た
だし追加の通達で既に導入している患者に
対し，「6 月 30 日」までに限り新規導入と
見なし 500 点（導入初期加算）を算定し
てもよいこととなった。7 月以降は導入加
算を算定できるのは「エンブレル 25mg の
週 2 回投与」のみで他の生物学的製剤では
100 ～ 190 点しか算定できず，悪性関節リ
ウマチなどは「難病外来指導料：月 270 
点」を算定した方が有利であろう。どちら
にしろ，リウマチ専門の診療所などには大
きな痛手となるはずである。

②化学療法加算
RA はインフリキシマブ（レミケード®），

トシリズマブ（アクテムラ®），アバタセプ
ト（オレンシア®）の点滴静注用に限定す
ることにより「在宅自己注射指導管理料（皮

下注製剤）」との二重評価を見直したよう
である（図 2）。このように我々リウマチ

図 2　外来化学療法の評価の見直しについて

外来化学療法加算は本来，入院して行う必要のない化学療法を，外来で実施する体制を整備した施設の評価を目的として設定され
たが，投与方法の拡大等に伴い，加算の趣旨が不明瞭になりつつある。また，加算の対象となる薬剤に関する規程が不明確であると
の指摘がある。さらに，一部の薬剤につては，在宅自己注射指導管理料の対象薬剤になっており二重評価になっていることから，外来
化学療法の評価のあり方について見直しを行う。
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（※1）添付文書の「警告」若しくは「重要な基本的注意」欄に「緊急時に十分対応できる医療
施設及び医師のもとで使用すること」又は「infusion reaction又はアナフィラキシーショッ
ク等が発現する可能性があるため患者の状態を十分に観察すること」等の趣旨が明記さ
れている抗悪性腫瘍剤又はモノクローナル抗体製剤などヒトの細胞を規定する分子を特
異的に阻害する分子標的薬

〔外来化学療法管理加算Bの対象疾患と対象薬剤〕
ア・関節リウマチ，クローン病，ベーチェット病，強直性脊椎炎，潰瘍性大腸炎、尋常性乾癬，膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症の患者に対してインフリキシマブ製剤を投与した場合
イ・関節リウマチ，多感説に活動性を有する若年性突発性関節炎，全身型若年性突発性関節炎又はキャッスルマン病の患者に対してトリシズマブ製剤を投与した場合
ウ・関節リウマチの患者に対してアバタセプト製剤を投与した場合
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図 1　在宅自己注射指導管理料の見直し

在宅自己注射指導管理料について，指導内容を明確化し1月の注射回数に応じ
て点数を設定する。また，導入初期について別に加算を行う。

〔算定要件〕
①在宅自己注射の導入前には，入院又は週 2 回以上の来院，往診若しくは訪問診療により，医師による
十分な教育期間をとり，十分な指導を行うこと。また指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に
交付すること。

②導入初期加算は，新たに在宅自己注射を導入した患者に対し，3月の間，月1回に限り算定する。ただし，
投与薬剤の種類を変更した場合は，当該変更を行った月においても算定することができる。なお，過
去1年以内に使用した薬剤に変更した場合は，算定できない。

（新）導入初期加算　500 点

現行 改定後
月3回以下 100 点（改）

月4回以下 190 点（改）

月8回以上 290 点（改）

月28 回以上 810 点（改）

在宅自己注射指導管理料
820 点

平成 26年度（公財）日本リウマチ財団・事業計画（抄）
１�調査・研究及びその助成事業

⑴ 中長期的な研究計画のもとにリウマチ性
疾患の治療研究を行う。

⑵ リウマチ性疾患治療薬等の治験の円滑実
施を検討推進する。

⑶ リウマチ性疾患の病因，診断・治療，予
防・疫学等に関する広範な調査研究の助
成を行う。
ア .  平成 26 年度リウマチ性疾患調査・

研究助成（公募）
7 課題　各 100 万円助成

イ .  平成 26 年度三浦記念リウマチ学術
研究賞
アの 7 課題のうち 1 題を選考し助成
する。

ウ .  平成 26 年度塩川美奈子・膠原病研
究奨励賞（100 万円）（公募）

膠原病の病因，診断・治療，予防・
疫学等に関する独創的な学術調査研
究の助成を行う。

エ .  その他
⑷ 平成 26 年度ノバルティス・リウマチ医

学賞（300 万円）（公募）
リウマチ性疾患の本態解明に関する研究
で生命科学，情報科学，遺伝・環境科学，
薬物科学等の分野で，顕著な功績を挙げ
た研究を顕彰し賞金を授与する。

⑸ 平成 26 年度（第 17 回）日本リウマチ財
団柏崎リウマチ教育賞（100 万円）
リウマチ性疾患に関する医学教育，患者
教育，社会教育等の功績を顕彰し賞金を
授与する。

⑹ 平成 26 年度日本リウマチ財団リウマチ
福祉賞（記念楯，20 万円）
リウマチ性疾患に悩む患者に対して永年
にわたる医学的又は社会的救済活動を通
じて，著しく貢献のあった個人または団
体を顕彰し賞金を授与する。

２�普及啓発事業
⑴ 日本リウマチ財団ニュースを年 6 回発行

し，リウマチ財団登録医等に配布する。
⑵ 平成 26 年度リウマチ月間（6 月）啓発

ポスターを作成し，医療機関，保健所，
市町村保健センター等に配布する。

⑶ 「平成 26 年度リウマチ月間リウマチ講
演会」を開催する。
月間事業に併せ同一会場において，医学
賞等の授賞式を挙行する。

開催月日 平成 26 年 6 月 8 日（日）
開催場所 東京都　丸ビルホール

⑷ 新しいリウマチ医療の導入，リハビリ
テーション医療のあり方等にかかる医療
保険制度の問題点について検討し改善策
を当局に提案，実現に努める他，診療報
酬等に関する情報をリウマチ財団登録医
等へ提供する。

⑸ リウマチ財団登録医の診療レベルの向
上，リウマチに関する知識の普及啓発事
業の展開を図るため，リウマチ財団登録
医の会又は，リウマチ医の会の活動を推
進する。

⑹ ホームページ・リウマチ情報センターを
運営する。
リウマチ財団登録医等が必要とする情報
を適宜，迅速に収集 ･ 提供し，頼られる
情報センターとなるために活動を強化
するとともに，逐次ホームページのリ
ニューアル，システム改善の他，リウマ
チ情報センターにおいて対応した質疑応
答の点検，充実を図る。

⑺ 財政好転時に備え，「リウマチ診療の記
録（Color Atlas）及び「リウマチ患者
さんの Q ＆ A」の出版・ｅラーニング
制作の準備作業に着手する。

３�教育研修事業
⑴リウマチ教育研修会

リウマチ財団登録医等の教育の一層の推
進に寄与するため，リウマチ教育研修会
を開催する。

北海道 ･ 東北
開催月日 平成 26 年 9 月 21日（日）

開催場所 リンクステーションホール
青森（青森市文化会館）

関東・甲信越
開催月日 平成 26 年 11月 23 日（日）
開催場所 新潟日報「メディアシップ」

東海・北陸
開催月日 平成 26 年 12 月 7 日（日）
開催場所 ミッドランドホール

近　畿
開催月日 平成 26 年 11月 9 日（日）
開催場所 KBS ホール

中国・四国
開催月日 平成26年11月24日（月・祝）
開催場所 徳島大学大塚講堂

九州・沖縄
開催月日 平成 26 年 8 月 3 日（日）
開催場所 大分県労働福祉会館ソレイユ

⑵ リウマチのトータルケア推進のため，リ
ウマチの治療とケア研修会及び RA トー
タルマネジメントフォーラムを開催す
る。
ア . リウマチの治療とケア研修会

北海道 ･ 東北
開催月日 平成 26 年 9 月 7 日（日）
開催場所 仙台市情報・産業プラザ（AER）

関東・甲信越
開催月日 平成 26 年 11月 22 日（土）
開催場所 東京ステーションコンファレンス

東海・北陸
開催月日 平成 26 年 10 月19 日（日）
開催場所 本多の森会議室
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公益財団法人 日本リウマチ財団　リウマチ登録薬剤師規則　平成 26 年 4 月 1 日制定 

関連団体が要望していた「皮下注製剤，点
滴静注製剤，投与方法，手技料」などの矛
盾点を，再定義することではなく，切り捨
てる方向で整合性を持たせた事は残念と言
わざるを得ないであろう。

その他は紙面の都合もあるので要点のみ
簡略して述べる。

③�運動器リハビリ（標準算定日超）は平成
28 年まで延長されたが次回再延長は難
しいだろう。

④�地減包括ケアシステム「2025 年」に向
けてシステムを構築中であること。

⑤�入院機能の評価（7：1 病棟には在宅復
帰率 75％以上の要件が追加された。療
養病棟，居宅介護施設，老健，特養など
と連携を強化しないと「リウマチ患者の
OPE」は困難になるか？）

以上，公益財団法人日本リウマチ財団医
療保険委員会としては，今後も前向きに活
動し「より良い医療が患者さんに提供」で
きるよう努力していく所存である。

図 2　外来化学療法の評価の見直しについて

外来化学療法加算は本来，入院して行う必要のない化学療法を，外来で実施する体制を整備した施設の評価を目的として設定され
たが，投与方法の拡大等に伴い，加算の趣旨が不明瞭になりつつある。また，加算の対象となる薬剤に関する規程が不明確であると
の指摘がある。さらに，一部の薬剤につては，在宅自己注射指導管理料の対象薬剤になっており二重評価になっていることから，外来
化学療法の評価のあり方について見直しを行う。

厚生労働省保険局医療課　平成26年4月3日版より抜粋して一部改変
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〔外来化学療法管理加算Bの対象疾患と対象薬剤〕
ア・関節リウマチ，クローン病，ベーチェット病，強直性脊椎炎，潰瘍性大腸炎、尋常性乾癬，膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症の患者に対してインフリキシマブ製剤を投与した場合
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び筋肉注射により投与
した場合は加算の対象
外。

改
定
後

図 1　在宅自己注射指導管理料の見直し

在宅自己注射指導管理料について，指導内容を明確化し1月の注射回数に応じ
て点数を設定する。また，導入初期について別に加算を行う。

〔算定要件〕
①在宅自己注射の導入前には，入院又は週 2 回以上の来院，往診若しくは訪問診療により，医師による
十分な教育期間をとり，十分な指導を行うこと。また指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に
交付すること。

②導入初期加算は，新たに在宅自己注射を導入した患者に対し，3月の間，月1回に限り算定する。ただし，
投与薬剤の種類を変更した場合は，当該変更を行った月においても算定することができる。なお，過
去1年以内に使用した薬剤に変更した場合は，算定できない。

（新）導入初期加算　500 点

現行 改定後
月3回以下 100 点（改）

月4回以下 190 点（改）

月8回以上 290 点（改）

月28 回以上 810 点（改）

在宅自己注射指導管理料
820 点

平成 26年度（公財）日本リウマチ財団・事業計画（抄）
ア . リウマチの治療とケア研修会（続き）

近　畿
開催月日 平成 26 年 10 月 5 日（日）
開催場所 ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

中国・四国
開催月日 平成 26 年 7 月 27 日（日）
開催場所 パルメイト出雲

九州・沖縄
開催月日 平成 26 年 11月 3 日（月・祝）
開催場所 ホルトホール大分

イ . 第 16 回 RA トータルマネジメント
フォーラム

開催月日 平成 27 年 2 月 7 日（土）
開催場所 東京都 品川インターシティホール

⑶ リウマチケア専門職制度研修会
リウマチケア看護師に加え，今年度から
発足するリウマチ財団登録薬剤師を対象
とし，それぞれの研修カリキュラムに
沿って実施する。

平成 26 年度リウマチケア専門職制度研修会
開催月日 平成 26 年 7 月 20 日（日）
開催場所 全社協・灘尾ホール

⑷ 既存のインターネットを利用したｅラー
ニングによる教育研修の充実に努める。

⑸ 財団主催以外の教育研修会について教育

研修単位の認定を行う。
⑹ 海外派遣研修医制度に基づく事業とし

て，海外研修のため派遣する医師 5 ～ 6
人を目途に助成する。（100 万円）

⑺ 日欧リウマチ外科交換派遣医制度に基づ
く事業として，今年度はヨーロッパリウ
マチ外科学会から派遣医 2 名を受入れ
る。

⑻ 国際学会におけるリウマチ性疾患調査・
研究発表に対し助成する。
国際学会においてリウマチ性疾患調査・
研究を発表する若手研究者に対し，登録
費用及び旅費，宿泊費用を対象として 1
学会について原則 3 名以内（国内で開催
する国際学会は 5 名以内）に助成する。

学会名 開催月日
ヨーロッパリウマチ学会

（EULAR）
平成 26 年
6 月11 日～ 14 日

助成対象金額 30 万円
アメリカリウマチ学会

（ACR）
平成 26 年
11 月14 日～ 19 日

助成対象金額 25 万円
アジア太平洋リウマチ学会

（APLAR）シンポジウム
平成 26 年
3月31日～ 4月5日

助成対象金額 15 万円
国内で開催する国際学会
助成対象金額 5 万円

⑼ 小児リウマチの診断・治療・研究に関す
る専門研修医へ助成を行う。

⑽ 日本リウマチ学会と合同により，リウマ
チ病学テキスト（第 1 版）全面改訂作業
を進める。来年度発行を目標とする。
※ ⑹，⑻は，原則としてリウマチ財団

登録医であること。

４�リウマチ財団登録医の養成事業
⑴ 平成 26・27 年度新規及び更新（昭和 63

年，平成 3 年，6 年，9 年，12 年，15 年，
18 年，21 年）リウマチ財団登録医の審
査登録を行う。

⑵ リウマチ財団登録医名簿（追録）を作成
し，リウマチ財団登録医等に配布する。

⑶ 改正登録医制度のもと，リウマチ財団登
録医のネットワーク，リウマチ財団登録
医の会の充実に努めるとともに，病診連
携等の強化等により，リウマチ医療の施
設間格差，地域格差の解消を目指す。

５�リウマチケア専門職制度の推進
平成 22 年度に発足した「日本リウマチ財
団登録リウマチケア看護師」については，
第 5 次の募集を実施し資格審査の上登録を
行い，今年度から発足する「日本リウマチ
財団リウマチ登録薬剤師」については，第
1 次の募集を実施し資格審査の上登録を行

う。
６�災害時リウマチ患者支援事業の推進

東日本大震災における災害時リウマチ患者
支援事業の検証結果を踏まえ，より実効性
のある支援事業を実施するため，ネット
ワークの再構築等体制強化を進める。

７�国際交流及び関係団体への助成事業

８�その他事業
⑴ 平成23年8月，厚生労働省が公表した「今

後のリウマチ対策の方向性等 ｣ の確実な
実施を厚生労働省に働きかける。

⑵ 各都道府県リウマチ財団登録医の会及び
ケア研究会の設置に努める。

⑶ リウマチ性疾患に関する調査・研究等の
助成事業に充当するため募金活動を推進
する。

⑷ リウマチケア専門職制度検討会を窓口と
して，欧州リウマチ学会リウマチ専門
ナース制度に関する情報交換を積極的に
行い，その浸透に助力する。

⑸ 時代のニーズを踏まえた事業が実際の医
療現場と連動して展開できるよう，賛助
会員の相互理解や交流を深める場とし
て，法人賛助会員打合会を開催する。

（制度の目的）�
第１条： （公財）日本リウマチ財団リウマチ登録

薬剤師制度は，リウマチ性疾患の薬物
療法に精通した薬剤師を育成し，日本リ
ウマチ財団登録医（以下，「リウマチ財団
登録医」という。），日本リウマチ財団登
録リウマチケア看護師（以下，「リウマチ
ケア看護師」という。）等と連携・協働し
て医療技術の進歩と医療水準の向上を
図り，系統的治療により，国民の健康と
福祉に貢献することを目的とする。

（登録）
第２条： 公益財団法人日本リウマチ財団（以下，「財

団」という。）は，前条の目的を達成す
るため，日本リウマチ財団リウマチ登録
薬剤師（以下，「リウマチ財団登録薬剤師」
という。）の登録を行う。（欧文標記を 

“The Certified Pharmacist by Japan 
Rheumatism Foundation” とする。） 

（リウマチ財団登録薬剤師の資格）
第３条：�リウマチ財団登録薬剤師の登録は，関

節リウマチ及び類似疾患並びに膠原病
（以下，「リウマチ性疾患」という。）に
ついて，別に定める「（公財）日本リウ
マチ財団リウマチ登録薬剤師研修カリ
キュラム」（以下，「カリキュラム」という。）
相当の医療薬学の知識及び経験を有
し，直近の 5 年間において通算 3 年以
上リウマチ性疾患の薬学的管理指導に
従事している薬剤師であって，直近の 5
年間において次の各号の要件を満たす
者について行う。

（1） リウマチ性疾患服薬指導等の薬剤師
業務を担当した患者名簿（以下，「リウ
マチ性疾患の薬学的管理指導患者名
簿」という。）20 例（抗リウマチ薬の
調剤 3 例以上を含む）を有すること。 

（2） 前号のリウマチ性疾患の薬学的管理

指導患者名簿のうち 10 例（前号に規
定する抗リウマチ薬の調剤 3 例以上含
む）について，リウマチ性疾患の薬学
的管理指導記録の記載を有すること。

（3） 財団が主催し又は認定するリウマチ性
疾患の医療薬学に関するカリキュラム
に相当する教育研修会（以下，「教育
研修会」という。）に出席し，20 単位
以上を取得した証明書を有すること。
上記 20 単位のうち 8 単位まではリウ
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が講師として
実施するカリキュラムに則った院内研
修（講義，技能・技術指導等）による
単位で充てることができる。この単位
認定等については，別途定める指導者・
受講者報告書に拠るところとする。

（4） 治験コーディネーター（CRC）資格者
等で，リウマチ性疾患の治験に参加し
た場合は，前号の単位の 10 単位に充

てることとし，治験担当医師の署名に
よる証明書を有すること。

（5） 財団の ｢ 災害時リウマチ患者支援事業
実施要綱 ｣ 等に基づき，災害発生時
にリウマチ性疾患患者の薬学的管理
指導に従事した場合（実地訓練を含む）
は，第３号の単位の 5 単位に充てるこ
ととし，担当医師の署名した従事記録
書（実地訓練実施計画書）を有するこ
と。

（6） リウマチ性疾患の医療薬学に関する
学術論文，学会，教育研修会・研究
会での発表等がある場合，筆頭者の
場合はそれぞれ 5 単位，3 単位，共
同研究者の場合は，それぞれ 3 単位，
2 単位を第１項第３号の単位に充てる
こととし，学術論文，学会・教育研修
会等での発表等の写しを提出する。

（7） 上記 （4），（5） については直近 5 年間

（4 ページに続きます）
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（公財）日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師規則施行細則

平成 26年 4月1日制定

（リウマチケア専門職審査委員会）
第１条：�リウマチ財団登録薬剤師規則（以下，「規則」という。）第４条のリウマチケア専門職審査委員会は，

委員長 1名，副委員長 1名，委員若干名をもって構成する。
２・�委員の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。
３・�委員会の事務局は，公益財団法人日本リウマチ財団に置く。
４・�委員会の運営について必要な事項は，別に定める。

（登録の申請）
第２条：�リウマチ財団登録薬剤師の登録の申請受付期間は，毎年 7月1日から9月30日までとする。
２・�規則第５条第２項第１号の申請書には，薬剤師免許証の写しを添えなければならない。

（審査料等）
第３条：�規則第５条第２項の審査料は，1万円とする。
２・�規則第５条第４項の登録料は，5千円とする。
３・�規則第７条第２項の登録更新料は，1万円とする。
４・�納付された審査料，登録料又は登録更新料は，返却しない。

（審査結果の通知）
第４条：�代表理事は審査結果を申請者に通知する。

（海外留学，出産・育児等の場合の申請特例）
第５条：�リウマチ財団登録薬剤師であって，海外留学，出産（産休）・育児（育休）等の理由により，第２条第

１項に規定する期間に申請を行うことができない者は，あらかじめ申請受付期限の延期を求めることがで
きる。この場合においては，当該申請を行うことができない事情を証する資料を提出しなければならない。

２・�前項に規定する申請受付期限の延期が認められた者は，帰国等によりその事情が解消したときは，速や
かに申請書を提出しなければならない。

附則
１・�この細則は，平成 26年 4月1日から施行する。

（公財）日本リウマチ財団 リウマチ登録薬剤師規則の
経過措置に関する規程

平成 26年 4月1日制定

第１条：�リウマチ財団登録薬剤師規則（以下「規則」という。）が規定通り運用可能な期間までの3年間（平
成28年 9月30日まで）は過渡的期間として，以下の経過措置でリウマチ財団登録薬剤師の登録を行う。

２・�規則第３条第１項３号及び第２項第２号については，直近 5年間に3回以上，発表又は参加の実績が
あることとし，規則第５条第２項第３号の要件を満たす書類等については，その証明となるプログラム，
参加票，出張願，復命書等の提出によることとする。又，第４号の治験参加，第５号の災害発生時のリ
ウマチ性疾患患者の薬学的管理指導に従事した場合（実地訓練を含む）については，教育研修会へ
1回参加したものとして扱い，治験担当医師の署名による証明，担当医師の署名した従事記録を有する
こと。

第２条：�平成 26 年度の登録申請受付は，平成 26年 6月1日から同年 9月30日までとする。

附則
１・この規程は，平成 26年 4月1日から施行する。
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に，それぞれ 1 回のみを単位に充てる
こととする。

２・ 薬剤師の資格をもつ薬学・医学系教育
機関の教員にあっては，直近 5 年間に
おいて次の各号の要件を満たす者につ
いて行う。

（1） 第１項の第１号及び第２号の要件は，
リウマチ性疾患の医療薬学に関する
講義，セミナー，演習，医療薬学実
習等の指導をもって代えることができ
る。この場合は引き続き3 年間の講義，
セミナー，演習，医療薬学実習等の
時間数の合計単位（学校教育による履
修単位） を 5 単位でもって充てること
とし，講義，医療薬学実習等のシラバ
スの写しを提出する。

（2） 前項第 3 号，第 5 号，第 6 号及び第 7
号の規定は，薬剤師の資格をもつ薬学・
医学系教育機関の教員にも適用する。

（リウマチケア専門職審査委員会）
第４条： リウマチ財団登録薬剤師等の資格審査

を行うため，財団にリウマチケア専門職
審査委員会（以下，「委員会」という。）
を置く。

２・ 委員会の委員は，理事長が任命する。

（資格審査及び登録）
第５条：�リウマチ財団登録薬剤師の資格審査（以

下「審査」という。）は，毎年 1 回行う。
２・ 審査を受けようとする者は，次の各号

の書類に審査料を添えて財団に提出す
るものとする。

（１） リウマチ財団登録薬剤師登録申請書
（２） 履歴書
（３） 第３条第１項及び第２項の資格要件

を満たす事を証する書類等
（４） リウマチ財団登録医，日本リウマチ

学会リウマチ専門医，日本整形外科
学会認定リウマチ医の推薦書（登録
申請書の推薦医師署名欄）

（５） ４号の医師の推薦書を原則とするが，
勤務環境等の事情で推薦が得られな
い場合はその理由書

３・ 審査は，書類審査とする。

４・�代表理事は，審査に合格した者をリウ
マチ財団登録薬剤師名簿に登録し，登
録証を交付する。登録証の交付を受け
る者は，登録料を納付しなければなら
ない。

（登録の有効期間）
第６条：�リウマチ財団登録薬剤師の登録は，登

録の日から 5 年を経過したときは効力
を失う。ただし，登録資格の再審査を
行うことにより効力を更新する。

（リウマチ財団登録薬剤師資格の再審査）
第７条： リウマチ財団登録薬剤師であって，直

近 5 年間にリウマチ性疾患の薬学的管
理指導の従事歴があり，リウマチ性疾
患の薬学的管理指導患者名簿 15 例以
上を有し，且つ，次の各号のいずれかに
該当する者は，リウマチ財団登録薬剤
師資格の再審査を受けることができるも
のとし，又，直近 5 年間にリウマチ性
疾患服薬指導等の薬剤業務従事歴がな
いが，将来リウマチ性疾患服薬指導等
の薬剤業務に従事する意思のある者に
ついては，直近 5 年間に教育研修会へ
出席し，20 単位以上取得した証明書を
有する者もリウマチ財団登録薬剤師資
格の再審査を受けることができるものと
し，第 3号から第 7号の規定を適用する。

（1） 教育研修会において 12 単位以上を取
得した者にあっては，リウマチ性疾患
の薬学的管理指導患者名簿から作成
された 5 例以上のリウマチ性疾患の薬
学的管理指導記録（第 3 条第 1 号に
規定する抗リウマチ薬の調剤 3 例以上
を含むものとする。）を有すること。

（2） 教育研修会において 6 単位以上を取
得した者にあっては，リウマチ性疾患
の薬学的管理指導患者名簿から作成
された 10 例以上のリウマチ性疾患の
薬学的管理指導記録（第３条第１号に
規定する抗リウマチ薬の調剤 3 例以上
を含むものとする。）を有すること。

（3） 第３条第１項第３号のリウマチ財団登
録医・リウマチケア看護師・リウマチ

財団登録薬剤師による院内研修の場
合の 8 単位については，資格の再審
査においては 6 単位とし，その単位認
定等については，別途定める指導者・
受講者の報告書に拠るところとする。

（4） 第３条第１項第４号のリウマチ性疾患
への治験コーディネーター参加の場合
の単位数 10 単位については，資格の
再審査においては 6 単位とし，治験
担当医師の署名による証明書を有する
こと。

（5） 第３条第１項第５号の災害発生時のリ
ウマチ性疾患患者の薬学的管理指導
に従事した場合（実地訓練を含む）の
5 単位については，資格の再審査にお
いては 3 単位とし，担当医師の署名し
た従事記録書（実地訓練実施計画書）
を有すること。

（6） リウマチ性疾患の医療薬学に関する
学術論文，教育研修会・研究会での
発表がある場合，筆頭者はそれぞれ
5 単位，3 単位，共同研究者はそれぞ
れ 3 単位，2 単位を第 1 号及び第 2 号
の単位に充てることとし，学術論文，
学会・教育研修会等での発表等の写
しを提出する。

（7） 上記 （4），（5）については直近 5 年間
に，それぞれ 1 回のみを第 1 号及び
第 2 号の単位に充てることとする。

２・ 薬剤師の資格をもつ薬学・医学系教育
機関の教員にあっては，次の要件を満
たす者について行う。

（1） 第１項第１号及び第２号の要件は，リ
ウマチ性疾患の医療薬学に関する講
義，セミナー，演習，医療薬学実習
等の指導をもって代えることができる。
この場合は引続き 5 年間の講義，セミ
ナー，演習，医療薬学実習等の時間
数の合計単位を 3 単位でもって充てる
こととし，講義，医療薬学実習等のシ
ラバスの写しを提出する。

（2） 教育研修会に出席し，12 単位以上を
取得した証明書を有すること。

（3） 前項第 3 号，第 5 号，第 6 号及び第 7
号の規定は，薬剤師の資格をもつ薬

学・医学系教育機関の教員にも適用
する。

３・ リウマチ財団登録薬剤師の資格の再審
査を受けようとする者は，次の各号の
書類に登録更新料を添えて財団に提出
するものとする。

（1） 登録資格更新申請書
（2） 第１項及び第２項の要件を満たす事を

証する書類等
（3） リウマチ財団登録医，日本リウマチ学

会リウマチ専門医，日本整形外科学
会認定リウマチ医の推薦書（登録資格
更新申請書の推薦医師署名欄）

（4） 3 号の医師の推薦書を原則とするが，
勤務環境等の事情で推薦が得られな
い場合はその理由書

４・ 第５条第１項，第３項及び第４項（同
項後段の規定を除く。）の規定は，再
審査について準用する。

（登録資格の再審査の特例）
第８条：�次に掲げる者は，前条第１項の規定に

該当しない場合においても，リウマチ
財団登録薬剤師の資格の再審査を受け
ることができる。

（1） 登録の有効期間満了時において 65 歳
以上であり，その時まで継続して 6 年
以上リウマチ財団登録薬剤師である者

（2） 登録の有効期間満了時まで継続して
18 年以上リウマチ財団登録薬剤師で
ある者

２・�前条第３項第２号の規定は，前項に規
定する者については適用しない。

（登録の取消）
第９条： リウマチ財団登録薬剤師としてふさわ

しくない行為があったと認められるとき
は，代表理事はその者の登録を取り消
すことができる。

２・ 代表理事は，前項の規定により登録を
取消そうとするときには，委員会の意
見を聞かなければならない。

附則
１・ この規則は，平成26年4月1日より施行する。
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企画運営委員会の活動について

平成 26 年 3 月・4 月開催の企画運営委員会の審議要旨を次の通り報告します。
企画運営委員会　委員長　西岡久寿樹

日　時：平成 26 年 3 月11 日（火）18：30 ～ 19：30
場　所：学士会館 303 号室
出席者：�西岡委員長，越智副委員長，井上委員，狩野委員，川合委員，髙久理事長，幸田副理事長，森専務理事
欠席者：岡田委員，中村委員，松原委員，村澤委員，山本委員

議　題
（報告事項）
１．研修会の開催について
（１）�九州地区リウマチの治療とケア研修会について

田辺三菱製薬株式会社との共催により，比企病院の忽那先生が世話人となって，1 月26 日，熊本市で開催し
た。参加者は 138 名である。
医師 30 名，看護師 74 名，薬剤師 13 名，その他 21 名である。
薬剤師の参加は共催社を通し，リウマチ財団登録薬剤師制度制定を周知した結果と思われる。

（２）第 15回 RAトータルマネジメントフォーラムについて
エーザイ株式会社との共催により，2 月1 日，品川インターシティホールで開催した。参加者は 644 名で，医師
115 名，看護師 443 名，薬剤師 17 名，その他 69 名である。来年度も平成 27 年 2 月 7 日，同じ場所で
開催予定である。

（３）近畿地区リウマチ教育研修会について
田辺三菱製薬株式会社との共催により，大阪リウマチ・膠原病クリニックの西本先生が世話人となって，2 月9
日，大阪市で開催した。参加者は，登録医 38 名，一般医 23 名，計 61 名である。
25 年度のリウマチ教育研修会は全てが終わり，全体で 322 名の参加があった。（登録医 208 名，一般医
114 名）

２．委員会の開催について
（１）リウマチ病学テキスト改訂検討会について

当財団教育研修委員会と，日本リウマチ学会生涯教育委員会が合同で，1 月30 日，リウマチ病学テキスト改
訂検討会を開催し改定方針を決めた。改定版も両者の合同編集として，基本的には全面改定版を27 年度に
出版することとして，改定の作業を始めることとした。

（２）リウマチケア専門職制度検討会について
3 月2 日に看護師制度検討部会，薬剤師制度検討部会の合同会議を開催した。
ア）�リウマチ財団登録薬剤師規則，同施行細則，経過措置規程，カリキュラム，申請書式について検討し，カリキュ

ラムと申請書式を除いて結論を得た。
イ）�リウマチケア看護師についても，登録有効期間を3 年から5 年に変更する事を検討し，リウマチ財団登録

薬剤師同様 5 年とすることで規則の改正を決めた。併せて，申請書式の一部改正，教育研修講演単位
認定要項の改正も決めた。カリキュラムの改正については，なお検討することとなった。

（３）医療情報委員会について
3 月5 日に開催してホームページのアクセス状況などを検証し，改善策を検討した。
平成 25 年 10 月から，今年 2 月までのアクセス数は，月平均 245,483 件であり，昨年同期より2 万件上回り，
過去最高である。年々上昇傾向にある。
リウマチ Q＆A 等，患者向け情報は，内容を再点検し，用語等の統一を図ったところであるが，見づらいとの意
見があり，イラストを入れるなど，見やすいような改善策を実行する。

３．診療報酬改定に関する厚生労働大臣への要望書について
26 年度の診療報酬改定に関し，在宅自己注射指導管理料の見直しに対する要望書を厚生労働大臣に提出し
たことが報告された。
西岡委員長から，要望書提出後，坂口元厚生労働大臣のアドバイスを受け，保険局長他と折衝したが，要望
が認められそうにないとの話があったが，要望実現のため日本リウマチ友の会関係者を同行し，改めて田村厚生
労働大臣に面談することとした。

（審議事項）
１．第 7回理事会，第 3回臨時評議員会について

3 月25 日に開催する理事会，評議員会に次の案件を審議し提案することを了承した。
（１）平成 25年度収支補正予算（案）について

会費収入，広告料の増額等が主因で，事業活動収入が 8 百万強増額となり，事業活動支出は削減努力で逆
に 5 百万円弱の減額となった 25 年度補正予算について審議の結果了承した。

（２）平成 26年度事業計画（案）について
基本的には 25 年度事業計画を継承しているが，新規事業として，塩川美奈子・膠原病研究奨励賞の制定，
日欧リウマチ外科交換派遣医の受入れ，小児リウマチ研修生への助成等の実施を盛り込んだ平成 26 年度事
業計画（案）を審議し了承した。

（３）平成 26年度収支予算（案）について
事業活動収入 146,741 千円，事業活動支出 135,920 千円，事業活動収支差額 10,821 千円の平成 26
年度収支予算（案）について審議し，これを了承した。

（４）日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師規則の制定について

リウマチ財団登録薬剤師制度については，規則等を1 月の企画運営委員会で基本的に了承しており，その際，
意見のあった登録有効期間の延長について，リウマチケア専門職制度検討会において検討し，3 年から5 年
に延長した部分の変更を了承した。本制度については，日本薬剤師会，日本病院薬剤師会等を介し，大々的
に広報することとした。

（５）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師規則の改正について
リウマチ財団登録薬剤師制度との整合性から，登録有効期間を3年から5年に延長する改正について了承した。

２．日本リウマチ友の会第 54回全国大会出席依頼について
6 月21 日，盛岡市で開催される標題の大会に，川合眞一企画運営委員会委員を派遣することを決めた。

３．リウマチ教育研修会について
教育研修委員会山本委員長の意向で，来年度の研修会から，現在の研修会のレベルを落とすことなく，臨床
研修医，大学院生，リウマチケア看護師，リウマチ財団登録薬剤師にも参加を認めることとしたいとする件につ
いて審議した結果，リウマチ教育研修会はリウマチ財団登録医を中心として，専門性のある教育研修を行うべき
との意見があり，リウマチケア看護師，リウマチ財団登録薬剤師を参加対象とすることで，専門性が失われる可
能性，医師とコ・メディカル双方が満足する研修会運営は難しいとの考えから，臨床研修医，大学院生を対象と
するが，リウマチケア看護師，リウマチ財団登録薬剤師は参加対象としないことを決めた。

４．第 8回理事会・第 4回定時評議員会の開催日程について
公益財団移行後，決算の承認，事業報告の承認の際は，理事会開催後 2 週間を空けるようにとの監督庁から
行政指導があったため，昨年 11 月の企画運営委員会において，3 月は従前同様，6 月は 2 週間の間隔をあけ
て開催することを決めている。
6 月10 日 15 時～ 16 時に第 8 回理事会を開催し（14 時～ 15 時，企画運営委員会），6 月24 日 17 時か
ら第 4 回定時評議員会を開催することを決めた。

日時：平成 26 年 4 月8 日（火）18：00 ～ 19：00
場所：学士会館 303 号室
出席者：西岡委員長，井上委員，岡田委員，狩野委員，川合委員，髙久理事長，幸田副理事長，森専務理事
欠席者：越智副委員長，中村委員，松原委員，村澤委員，山本委員

議　題
（報告事項）
１．平成 25年度研修会開催結果について

3 月16 日の近畿地区リウマチの治療とケア研修会をもって，25 年度の研修会はすべて終わった。全研修会の
参加者は，24 年度より162 人増えている。医師が 540 人で昨年より78 人増，看護師が 1,020 人で昨年よ
り50 人増，薬剤師が 44 人で昨年より15 人増，理学療法士が 88 人で 28 人増，作業療法士が 52 人で 9
人増となっている。

２．委員会の開催について
（１）財団ニュース編集委員会

3 月25 日に財団ニュース編集委員会を開催し，平成 26 年度の編集方針について協議した。26 年度の企画
としては，「感染症とリウマチシリーズ」等，従来のシリーズものに加え，新規企画として，「リウマチの在宅診療」
等を取り上げることとしている。

（２）日欧リウマチ外科交換派遣医選考委員会
5 月24 日に日欧リウマチ外科交換派遣医選考委員会を開催し，欧州からの派遣医の受入れについて協議する。

３．平成 26年度リウマチ月間リウマチ講演会について
リウマチ月間リウマチ講演会次第について最終確認し，併せてポスターについても確認した。

（審議事項）
１．資金運用規程の制定について

財団の保有する基本財産，特定資産の運用に関し，安全性，流動性，収益性の確保，長期保有の原則等，運
用の基本原則，運用対象金融商品，資金運用の意思決定を内容とする資金運用規程について審議し，一部修
正のうえ制定することを決めた。

２．職員の公募について
森専務理事（事務局長を兼務）が辞任の意向を明らかにしており，後任を財団ホームぺージにおいて，公募した
いとの提案を審議し原案通り決定した。
26 年 6 月11 日の事務局長就任を予定して公募するものであり，公募の期間は 4 月11 日から4 月30 日までで
ある。履歴書，応募理由書の提出を求め，書類審査したうえ面接を行って決定する。

３．医療保険委員会アドバイザーの委嘱について
財団の医療保険委員会に，医療保険制度，診療報酬制度に明るい元，厚生労働省審議官であり，東京医科
大学医学総合研究所教授の麦谷眞里先生をアドバイザーとして委嘱したいとの提案を審議し了承した。
　なお，委員である山前邦臣氏が外国移住をしたため，後任を日本リウマチ学会に推薦して貰うこととした。

４．平成 26年度一般社団法人全国膠原病友の会全国集会への出席依頼について
4 月20 日に仙台市で開催される，平成 26 年度一般社団法人全国膠原病友の会全国集会に出席依頼があり，
西岡常務理事が出席することを決めた。

５．第 29回日本医学会総会 2015 関連市民向けイベントについて
標題のイベントについては，財団として参加することを決め，具体の構想については，関西在住である越智副委員長，
松原委員に委ねることとした。

ほとんどがプレドニゾロンで，その１日用量
は 5mg か 10mg であることなども当然承知
していました。

仕掛け人は著名なドクター

学術部での最初の仕事として，1993 年の
年頭にミゾリビンの臨床試験の代表医師を
務めていただいた順天堂大学 塩川優一教
授（当時）にご挨拶に伺いました。その際，
肝心のミゾリビンの話を早 と々切り上げると，
関節リウマチ治療におけるステロイドのきめ
細かい調節の重要性，プレドニゾロンの錠
剤は日本には 5mg 錠しかなく，錠剤を割っ

たり，削ったりして医療機関や患者さんの家
族の方が大変苦労していること，散剤は苦
味があり，薬包紙に付着しやすく服薬量が
不正確になる等のステロイドの話をこんこん
とご教授いただいたのです。これには正直，
筆者たちはただ聞き入るほかはありませんで
した。

それから 1 ヵ月ほど経った頃，今度は
東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風セン
ター　柏崎禎夫教授（当時）からお呼び出
しがあり，「旭化成でプレドニゾロン 1mg 錠
を発売しないか？ 関節リウマチの治療には
大事な薬で，当センターでは薬剤部で製剤
化しているが，大変な作業で，できればやめ
たいと言われている。プレドニゾロン錠を販
売している複数の製薬会社に 1mg 錠の発売
を頼んでも『採算が合わない』との理由で
断られている」とのお話を頂戴することにな
りました。今になって振り返ると，塩川教授
と柏崎教授の間で「旭化成にプレドニゾロン
1mg 錠を発売させよう」との事前の打ち合
わせがあったのではと考えることもできるの
ですが，真偽の程は今になってしまえば不
明です。しかも採算が合わないというのは，
旭化成ファーマも他社と事情は同じでした。
当初は「無理です」というのが率直な思いで
した。

とはいえ，筆者はちょうどミゾリビンの情
報提供・収集のために全国のリウマチ専門施
設を訪問する機会が多い時期でしたので，そ
の合間にプレドニゾロンについても現場の専
門医のご意見を伺い，1mg 錠の必要性を多
くの先生からいただき，だんだんと両教授の
意図が理解できるようになっていったのです。

大変なのは内なる説得作業

ステロイドは基本的に中止すべきであり，
また可能な限り短期間で離脱することが大
切で，その過程では分割投与や隔日・漸減
投与が必要であること，欧米では 1mg 錠，
2.5mg 錠さらにシロップ製剤などのプレドニ
ゾロン製剤が存在し，関節リウマチ治療で
広く使用されていること等をこの間，改めて
学び返しました。このような少用量のプレド
ニゾロン製剤の出現を多くのリウマチ専門
医，患者さんとその家族が熱望しており，こ
の薬の需要は相当なものとの印象が深まり，
筆者の中でも製剤化のめどが見え始めてき
ました。

柏崎教授からは北里大学および東京女子
医科大学膠原病リウマチ痛風センターでの経
験から，「割線入り1mg 製剤であれば，割れ
ば 0.5mg，2 錠にすれば 2mg なので，1mg
製剤があればきめ細かい用量調節に対応で
きる」との貴重なご意見もいただきました。

柏崎教授からの実戦的なアドバイスは直ち
に当時の事業部長に伝えられ，開発部門や
生産管理部門の合意を得るようにとの指示
が発令されましたが，事はそう簡単ではあり
ません。筆者はと言えば，毎週のように本
社や生産管理部門の会議で，リウマチ治療
でのプレドニゾロン 1mg 錠の必要性を説得
することに忙殺されることになりました。当
然と言えば当然のことですが，自社の幹部
には「他の製薬会社が，採算が合わないな

石川 浩明
元 旭化成ファーマ株式会社社員

製薬企業にとって製造販売する医薬品に関する情報の提供・収集は大事な業務です。
筆者はミゾリビン（ブレディニン錠）の開発担当者として，「ループス腎炎」，「関節リウ
マチ」の効能追加の承認取得に携わりました。当時の旭化成ファーマにとって，全身性
エリテマトーデス（SLE）や関節リウマチ等の膠原病はまったくの新しい領域でしたから，
筆者がそれまでの開発業務の経験を生かすかたちで，1992年の末から実際診察に当たる
医師との接点の多い学術業務を務めることとなりました。

治療現場でのステロイドの重要性

さて，ご存じの向きもたいへん多いと思
われますが，糖質コルチコイド薬（以下ステ
ロイド）に関しては，1948 年に Hench 先生

（Philip Showalter Hench）らが世界で初め
て関節リウマチの患者さんに使用し，いま
まで寝たきりだった患者さんが歩き出したと
いう話や，大量投与，長期投与での重篤な
副作用に関するエピソードが有名で，筆者も
その程度の知識は多少持っていました。ま
た，ミゾリビンに関する関節リウマチの臨床
試験全調査票の集計では，約６割の患者さ
んが実際にステロイドを併用しており，その

（次ページ下段に続きます）
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Announcement
［登録医研修単位認定講演（H26.6 〜H26.7）］ 		財団主催の教育研修会および単位認定講演については，

リウマチ情報センターのサイト
（http://www.rheuma-net.or.jp/）で見ることができます。
問い合わせ先：日本リウマチ財団　TEL.03-3946-3551

※お問い合わせは連絡先または財団へ，時間は認定講演開始時間。

この研修会は医師のみを対象に
開かれています。

7/11（金）19:30　1単位� 茨城
第14回�取手リウマチ懇話会
ファイザー㈱
加藤�誠
Tel.080-3918-1941

関東・甲信越

7/18（金）19:45　1単位� 北海道
釧路リウマチフォーラム2014
アステラス製薬㈱
葛谷�静雄
Tel.0154-32-7816

6/28（土）17:00　1単位� 北海道
第26回�道東リウマチ・膠原病談話会
旭化成ファーマ㈱
伊藤�隆太
Tel.011-261-5445

6/27（金）19:00　1単位� 北海道
第17回�道南関節リウマチ・膠原病懇話会
旭化成ファーマ㈱
山浦�将太郎
Tel.0138-31-6701

6/6（金）19:30　1単位� 北海道
Rheumatology�Update�2014
ファイザー㈱
中村�正人
Tel.011-241-0993

北海道・東北

7/11（金）20:00　1単位� 千葉
第23回�リウマチ薬物治療研究会
ファイザー㈱
荒木�良太
Tel.048-649-2777

6/20（金）19:45　1単位� 千葉
印旛市郡リウマチセミナー
中外製薬㈱
吉野�佑一
Tel.090-2315-7003

6/19（木）19:30　1単位� 千葉
第22回�南総リウマチ研究会
武田薬品工業㈱
似鳥�巨澄
Tel.043-238-6081

6/4（水）19:45　1単位� 埼玉
埼玉県東部リウマチ研究会
武田薬品工業㈱
岩永�哲夫
Tel.048-641-3025

7/26（土）17:00　2単位� 群馬
群馬リウマチアカデミー
ファイザー㈱
若生�将希
Tel.027-328-6121

7/18（金）20:10　1単位� 栃木
第23回�栃木膠原病と腎カンファランス
旭化成ファーマ㈱
木下�量平
Tel.028-636-9162

7/25（金）19:30　1単位� 茨城
JAK阻害剤研究会
ファイザー㈱
加藤�誠
Tel.080-3918-1941

7/16（水）20:00　1単位� 東京
第7回�城北線維筋痛症研究会
日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野
村上�正人
Tel.03-3972-8111

7/15（火）19:30　2単位� 東京
第40回�東京整形外科・内科合同リウ
マチ性疾患研究会
旭化成ファーマ㈱
浅原�健太　Tel.03-3829-3171

7/11（金）20:10　1単位� 東京
東京リウマチフォーラム2014
田辺三菱製薬㈱
工藤�謙冶
Tel.03-3815-0301

7/8（火）19:45　1単位� 東京
The�RA�therapy�conference�in�Jyounan�area
アステラス製薬㈱
原�孝純
Tel.03-3244-3300

6/20（金）19:30　1単位� 東京
第3回�中野・杉並リウマチ治療を考える会
アッヴィ合同会社
小林�彩
Tel.080-2194-9202

7/18（金）19:30　1単位� 千葉
第17回�東総リウマチ研究会
成田赤十字病院�東総リウマチ研究会事務局
平栗�雅樹
Tel.0476-22-2311

7/3（木）20:00　1単位� 神奈川
第12回�川﨑中部リウマチ懇話会
田辺三菱製薬㈱
北目�武史
Tel.045-472-2653

7/3（木）19:30　1単位� 神奈川
第13回�横浜リウマチ・関節の外科研究会
参天製薬㈱
小島�英一
Tel.0120-310-106

6/18（水）20:00　1単位� 神奈川
第16回�湘南南部リウマチ性疾患症例検討会
参天製薬㈱
小島�英一
Tel.0120-310-106

6/14（土）18:30　1単位� 神奈川
大和市整形外科医会学術講演会
中外製薬㈱
松田�歩
Tel.046-229-2700

6/5（木）19:30　1単位� 神奈川
第20回�神奈川県続発性骨粗鬆症研究会
エーザイ㈱
服部�恒一
Tel.045-662-2892

6/4（水）20:00　1単位� 神奈川
第11回�田園都市リウマチフォーラム
ファイザー㈱
近藤�務
Tel.045-474-3110

7/10（木）19:00　2単位� 神奈川
第13回�横浜関節疾患研究会
第一三共㈱
天満�慎太郎
Tel.045-640-1856

7/9（水）20:00　1単位� 神奈川
第25回�三浦半島リウマチ懇話会
ファイザー㈱
佐藤�達哉
Tel.080-3584-8328

6/7（土）18:15　1単位� 新潟
第2回�新潟リウマチサミット
中外製薬㈱
斎藤�健大
Tel.025-247-7331

6/3（火）19:00　1単位� 新潟
第98回�膠原病研究会
新潟大学保健管理センター
黒田�毅
Tel.025-227-2040

7/5（土）16:15　2単位� 長野
リウマチ治療談話会
田辺三菱製薬㈱
池上�浩晴
Tel.026-224-7130

6/28（土）18:00　1単位� 長野
第6回�SRJミーティング
田辺三菱製薬㈱
池上�浩晴
Tel.026-224-7130

6/27（金）19:15　1単位� 山梨
第10回�山梨RA生物学的製剤研究会
中外製薬㈱
花房�聡
Tel.055-227-9711

7/10（木）19:30　1単位� 岐阜
第32回�東濃リウマチ性疾患研究会
ファイザー㈱
竹内�一哲
Tel.080-3583-8904

6/28（土）18:30　1単位� 岐阜
整形外科リバーサイドフォーラム
武田薬品工業㈱
原田�憲作
Tel.058-253-8611

6/7（土）16:00　2単位� 岐阜
第13回�岐阜整形外科セミナー
ファイザー㈱
竹内�一哲
Tel.080-3583-8904

6/5（木）19:25　1単位� 福井
第11回�Biologics研究会
ブリストル・マイヤーズ㈱
合田�博次
Tel.080-3609-7167

7/13（日）11:30　1単位� 石川
第43回�北陸リウマチ・関節研究会
金沢大学�整形外科
加畑�多文
Tel.076-265-2374

7/12（土）18:00　1単位� 石川
石川リウマチ医療連携を考える会
ブリストル・マイヤーズ㈱
高出�司
Tel.076-233-2751

東海・北陸

8/23（土）17:00　1単位� 岐阜
第29回�岐阜リウマチ研究会
ファイザー㈱
竹内�一哲
Tel.080-3583-8904

7/12（土）16:15　2単位� 岐阜
第3回�Gifu�Biologics�Seminar
大橋・谷整形外科
大橋�俊郎
Tel.058-272-0011

7/12（土）18:30　1単位� 愛知
第5回�三河地区トシリズマブ研究会
中外製薬㈱
岡澤�宏樹
Tel.0564-24-3191

7/12（土）17:30　1単位� 愛知
第14回�瑞穂リウマチ膠原病フォーラム
ファイザー㈱
花谷�一志
Tel.052-231-8611

7/5（土）16:00　1単位� 愛知
第24回�藤田リウマチカンファレンス
ファイザー㈱
水野�智弘
Tel.052-231-8611

6/28（土）17:00　1単位� 愛知
東海シェーグレンシンドロームカン
ファランス2014
日本化薬㈱
大野�由紀子　Tel.052-586-1355

6/16（月）19:00　2単位� 愛知
第5回�愛知膠原病セミナー
参天製薬㈱
上野�英雄
Tel.0120-310-106

6/14（土）17:15　1単位� 愛知
三河湾リウマチセミナー
田辺三菱製薬㈱
谷村�卓磨
Tel.0564-66-0220

6/12（木）19:30　1単位� 愛知
第22回�西三河南部整形外科医会
神谷内科整形外科
神谷�守雄
Tel.0563-73-4030

7/12（土）16:10　2単位� 静岡
静岡リウマチネットワーク学術講演会
中外製薬㈱
長縄�誠一
Tel.053-452-1161

6/21（土）17:45　2単位� 静岡
静岡県炎症研究会2014
ファイザー㈱
齋藤�尚也
Tel.052-231-8611

6/21（土）15:15　2単位� 静岡
第24回�静岡県東部リウマチ膠原病医
会定例会学術講演会
エーザイ㈱
宮川�翔伍　Tel.090-7004-3128

6/5（木）19:15　1単位� 静岡
静岡東部RAフォーラム
アステラス製薬㈱
堀内�賢冶
Tel.055-964-0601

6/26（木）19:30　1単位� 三重
第10回�トシリズマブ適正使用懇話会
中外製薬㈱
伊藤�清香
Tel.059-259-1211

6/17（火）19:40　1単位� 三重
北勢地区RAセミナー
田辺三菱製薬㈱
大橋�裕介
Tel.059-221-1745

8/30（土）18:30　1単位� 愛知
第11回�東海小児リウマチ・膠原病研究会
中外製薬㈱
平塚�真吾
Tel.052-961-9937

7/30（水）18:30　2単位� 広島
第5回�広島RAトータルケアフォーラム
アッヴィ合同会社
黒川�政幸
Tel.03-4577-1148

6/22（日）9:40　3単位� 広島
第3回�中国四国リウマチ医の会
参天製薬㈱
岡田�直美
Tel.06-4802-9370

7/12（土）16:40　1単位� 岡山
第9回�東備リウマチ研究会
エーザイ㈱
飯濱�卓哉
Tel.086-254-1811

6/19（木）19:15　1単位� 岡山
第12回�美作地区リウマチの会
田辺三菱製薬㈱
西村�直人
Tel.086-232-2402

6/21（土）18:30　1単位� 鳥取
第9回�鳥取リウマチカンファレンス
ファイザー㈱
馬場�淳一
Tel.080-3583-9734

6/28（土）17:00　1単位� 奈良
第10回�奈良RAサイトカイン治療研究会
田辺三菱製薬㈱
松本�栄一郎
Tel.0742-26-8200

7/3（木）18:45　2単位� 兵庫
第5回�姫路骨・関節疾患研究会学術講演会
中外製薬㈱

Tel.079-288-2841

7/26（土）17:00　1単位� 大阪
第3回�リウマチ手足の外科研究会
参天製薬㈱
田島�啓行
Tel.0120-310-106

6/21（土）17:30　1単位� 大阪
大阪臨床整形外科医会（第264回研修会）
（医）整流会�みやしまリウマチ整形外
科クリニック
宮島�茂夫　Tel.072-837-3100

6/14（土）17:00　1単位� 大阪
第9回�北摂リウマチ病診連携会
中外製薬㈱
松本�茂樹
Tel.06-6350-6359

中国・四国

6/7（土）19:00　1単位� 京都
第3回�膠原病を考える会
中外製薬㈱
大橋�良輔
Tel.075-212-6090

近　畿

7/10（木）19:00　1単位� 三重
第1回�三重リウマチ臨床セミナー
参天製薬㈱
中畑�忠士
Tel.0120-310-106

6/8（日）12:10　1単位� 福岡
第127回�西日本整形・災害外科学会学
術集会�ランチョンセミナー
福岡大学医学部整形外科学教室
金澤�和貴　Tel.092-801-1011

九州・沖縄

6/25（水）20:00　1単位� 高知
第50回�高知リウマチ研究会
旭化成ファーマ㈱
田中�倫紀
Tel.088-825-3191

7/12（土）18:30　1単位� 山口
第95回�山口県臨床整形外科医会
田辺三菱製薬㈱
河北�憲昭
Tel.083-972-5311

6/20（金）20:00　1単位� 熊本
熊本県RA免疫抑制療法研究会
アステラス製薬㈱
髙橋�良輔
Tel.096-212-0220

7/18（金）19:40　1単位� 佐賀
第18回�佐賀リウマチ研究会
田辺三菱製薬㈱
増田�全紀
Tel.0952-22-7811

7/16（水）19:40　1単位� 福岡
福岡RA生物学的製剤治療研究会
（第2回�セルトリズマブペゴルのRA適正使用研究会）
（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤�正一　Tel.092-762-2380

6/27（金）20:00　1単位� 福岡
アバタセプト皮下注射のRA適正使用セミナー
公立学校共済組合九州中央病院
時任�毅
Tel.092-541-4936

6/18（水）19:45　1単位� 福岡
福岡RA生物学的製剤治療研究会
（第3回�ゴリムマブのRA適正使用研究会）
（医）近藤リウマチ・整形外科クリニック
近藤�正一　Tel.092-762-2380

6/24（火）19:30　1単位� 長崎
第39回�県北膠原病研究会
旭化成ファーマ㈱
黒田�真
Tel.090-8478-2781

6/20（金）19:30　1単位� 沖縄
那覇整形外科リウマチセミナー
ファイザー㈱
矢野�真二
Tel.080-3918-1992

6/14（土）16:10　1単位� 沖縄
第2回�琉球整形外科フォーラム
中外製薬㈱
稲木�健一郎
Tel.080-1327-0269

6/25（水）19:30　1単位� 宮崎
第11回�宮崎膠原病リウマチ治療研究会
田辺三菱製薬㈱
山下�淳
Tel.0985-32-9205

7/10（木）20:00　1単位� 大分
第107回�大分県リウマチ懇話会
ファイザー㈱
末廣�雅彦
Tel.092-281-7031

どの理由で着手しない製剤を，旭化成ファー
マが開発して発売するのは難しい。開発費
もかかるし，製造費も出ない」と猛反対が
存在し，なかなかゴーサインが出ません。2ヵ
月が経過し，「これは正面から挑んでもだめ
だ」と事業部長と示し合わせて「ミゾリビン
の営業推進役としてプレドニゾロン 1mg 錠
の販売を進める」という方便を考案しました。
ミゾリビンは当時，医薬事業の主要製剤の
大きな柱になっていましたので，これには社
内の反対派も真っ向から反対はできません。
そのような方便によって，ようやくプレドニゾ
ロン 1mg 錠の開発準備に入ることができま
した。

社内合意が得られてからは，製剤開発作
業は順調に進み，1993 年の夏頃には製剤（組
成・性状，剤型）の検討が終了，安定性試
験も開始，その他試験も 1996 年には終了
し，直ちに申請ができました。このようにして，
プレドニゾロン 1mg 錠は 1998 年 6 月に無
事承認をいただき日の目を見たわけです。

プレドニゾロン１mg 錠の利点は日本リウ
マチ財団ニュース（1998 年春号）において

北里大学 岡田純先生がまとめて掲載されて
います（表）。プレドニゾロン１mg 錠の発売
までにはこうした秘話がありましたが，開発
を指導いただいた塩川教授，柏崎教授のリ
ウマチ治療への情熱の賜物です。

今も続く関節リウマチにおける
ステロイド論争

ステロイドの関節リウマチに対する有用性
に関していまだに種々の議論があります。欧
州からは早期関節リウマチ患者では少量の
ステロイドが関節破壊の進行を抑制するとの
報告や，メタアナリシス解析で有効であっ
たとの論文発表がありました。聖マリアンナ
医科大学 市川陽一教授（当時）は，わが国
においても「早期関節リウマチに対するステ
ロイド療法の有用性」に関する検証が必要
であると考え，2000 年の末に財団法人日本
リウマチ財団（当時）が実施する医師主導
の臨床研究としてステロイド治療研究委員
会を組織し，臨床研究を実施することにな
りました。この研究は 2001 年～ 2006 年に

わたり，全国 18 のリウマチ専門施設の参加
で行われました。対象は発症 2 年以内の関
節リウマチ患者として， “ステロイド治療群”
と“ステロイド非治療群” の無作為割付試
験として実施されました。プレドニゾロンは
7mg ／日（朝 4mg，夕 3mg）を用い，主
要評価項目は 2 年間の Sharp スコアの変化
で行われました。その結果，試験開始 2 年
後に ACR20％改善を達成した 25 例で，ロ
ジスティック回帰分析を用いて有意ではない

（p=0.116）が，オッズ比は 0.17 で，ステロ
イド治療により総 Sharp スコアの増加が抑
えられる可能性が示唆され，ステロイドの関
節破壊抑制作用が期待される結果となりま
した（炎症と免疫 17:606-613,2009）。

最近の生物学的製剤，新規の抗リウマチ
薬，免疫抑制薬等の開発により，関節リウ

マチの治療は急速に進歩しております。し
かしこれらの優れた治療法が開発される中
で，従来から使用されている薬剤の使い分
けや併用なども，診療の現場では今も様々
な工夫がなされていると思われます。2010
年 EULAR より発表された関節リウマチの
薬物治療に関する勧告でも，ステロイドの使
用は具体的に示されており，今なお関節リウ
マチ治療において大切な薬剤であることが
わかります。そのようなダイナミックな治療法
の変化の中で，本邦において 5mg 錠のみで
は不自由であったステロイド治療が，プレド
ニゾロン１mg 錠の市場投入により，関節リ
ウマチ治療を受ける患者さんのみならず広く
貢献できていることに，深い感謝の念と感
慨を今あらためて筆者も感じています。

平成 26 年度 リウマチケア専門職制度研修会
■日　時：平成 26 年 7 月20 日（日）◎要事前申込
■場　所：全社協・灘尾ホール（新霞が関ビル内）〔東京都千代田区霞が関 3-3-2〕
■単　位：日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師単位

日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師単位 ※参加実績は 2 回となります。
詳細及び取得単位数は財団ホームページに掲載します。

中村 彰宏 氏 国立病院機構九州医療センター膠原病内科レジデント

国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表に対する助成者
アジア太平洋リウマチ学会（APLAR）平成 26 年 3 月31 日～ 4 月5 日開催

表　プレドニゾロン錠 1㎎の利点
①�減量がスムーズに行いやすい。 ②�粉末に比べ服薬時のロスが少ない。
③��5 ㎎錠に比べ割る手間がなく破片によ
るロスもない。

④�粉の苦さが無くなり飲みやすい。

⑤�３分割投与も容易になる。 ⑥�薬局の省力化が可能。
⑦�コンプライアンスが向上する。

岡田�純（北里大学）：日本リウマチ財団ニュース�No.41（1998 年春号）
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【日本リウマチ財団ニュース　編集委員】	 委員長：後藤　眞 東京女子医大東医療センター整形外科・リウマチ科客員教授 練馬光が丘病院リウマチ内科 羽生忠正 長岡赤十字病院 リウマチセンター長
  岡田正人 聖路加国際病院アレルギー膠原病科 （SLE，関節リウマチ，小児リウマチ） 森本幾夫 順天堂大学大学院医学研究科免疫病・がん先端治療学講座 教授
  仲村一郎 帝京平成大学健康メディカル学部 教授・湯河原厚生年金病院客員部長 山村昌弘 岡山済生会総合病院内科診療部長／リウマチ・膠原病センター長
  村島温子 国立成育医療研究センター　周産期・母性診療センター主任副センター長

リウマチ学会が終った。最終日の医療

安全に関する講演でも話題になったが，

学会直前に脊髄造影用の造影剤と血管造

影用の造影剤を取り違えて患者が死亡す

るという医療事故が大きく報道された。

トップレベルの国立病院での事故だけに

ショックは大きい。担当医師の勉強不足

は論を待たないが，薬剤庫から造影剤を

搬出した薬剤師，放射線技師，介助の看

護師など周囲の誰か一人でもこのミスに

気づいていれば事故は起こらなかったと

思うと胸が痛む。しかし社会に与えるイ

ンパクトは等しく計り知れない。「悪意

のないミス」であっても，医療現場と研

究現場とではこうも結果責任が異なるこ

とに，人の命に関わる医師という職業の

責任の重大さを改めて痛感する。

（仲村一郎）
財団ホームページ　リウマチ情報センター

http://www.rheuma-net.or.jp/rheuma

	 	 	

授賞式は，6 月8 日東京・丸ビルホールにおいて開催の「リウマチ月間リウマチ講演会」の
場で行われます。

日本リウマチ財団リウマチ福祉賞受賞者
受賞者 所属

野口 祐子 氏 聖学院大学人間福祉学部 人間福祉学科 教授

永年にわたる社会的救済活動を通じ福祉向上に著しく貢献した人に贈られるものである。

平成 26年度	日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞
受賞者 所属

岩田 久 氏 名古屋大学 名誉教授
名古屋共立病院骨粗しょう症・リウマチセンター センター長

永年にわたりリウマチ性疾患にかかわる医学教育を通じ，わが国のリウマチ学の進歩・
発展に著しく貢献された方を顕彰するものである。
※  東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター名誉所長であった故柏崎禎夫氏

の遺志により創設。

平成 26年度	ノバルティス・リウマチ医学賞
受賞者 所属

中島 友紀 氏 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 分子情報伝達学分野
准教授（分野長）

リウマチ性疾患の病因，発生機序，あるいは画期的治療等に関する独創的な課題に
取り組み，自然科学の発展に大きく寄与した研究を顕彰する。

ノバルティス・リウマチ医学賞受賞者，日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞受賞者，
日本リウマチ財団リウマチ福祉賞受賞者決まる

医師を対象にリウマチ教育研修会を次のように開催する予定です。今年度からは，新たに前期・
後期臨床研修医，大学院生も参加対象とします。
※ 開催場所等変更する場合があります。詳細等はホームページでご確認ください。

お問い合わせ：日本リウマチ財団 03-3946-3551

地区名 開催日 開催場所 世話人

北海道
･ 東北

9/21
（日）

リンクステーション
ホール青森

（青森市文化会館）

弘前記念病院
三浦 孝雄 先生
黒石市国民健康保険黒石病院
院長 村田 有志　先生

関東・
甲信越

11/23
（日）

新潟日報
「メディアシップ」

新潟県立リウマチセンター
名誉院長 村澤 章 先生

東海・
北　陸

12/7
（日） ミッドランドホール 藤田保健衛生大学 リウマチ感染症内科

教授 吉田 俊治 先生

近　畿 11/9
（日） KBS ホール 京都大学大学院医学研究科 整形外科学

教授 松田 秀一 先生

中国・
四　国

11/24
（月・振替）

徳島大学
大塚講堂

美摩病院吉野川リウマチセンター
院長 四宮 文男 先生
徳島大学大学院 呼吸器・膠原病内科分野
教授 西岡 安彦 先生

九州・
沖　縄

8/3
（日）

大分県労働福祉会館
ソレイユ

大分大学 医学部整形外科学
教授 津村 弘 先生

平成 26 年度 リウマチ教育研修会 開催予定

平成 26 年度 リウマチの治療とケア研修会 開催予定
医師をはじめ，医療関係者を対象にリウマチの治療とケア研修会を次のように開催する予定です。
※ 開催場所等変更する場合があります。詳細等はホームページでご確認ください。

地区名 開催日 開催場所 世話人
北海道
･ 東北

9/7
（日）

仙台市情報・
産業プラザ (AER)

NTT 東日本東北病院
名誉院長 佐々木 毅 先生

関東・
甲信越

11/22
（土）

東京ステーション
コンファレンス

筑波大学医学医療系
内科 ( 膠原病・リウマチ・アレルギー )
教授 住田 孝之 先生

東海・
北　陸

10/19
（日） 本多の森会議室

石川勤労者医療協会城北病院
リウマチ科
村山 隆司 先生

近　畿 10/5
（日）

ナレッジキャピタル コングレ
コンベンションセンター

行岡病院 臨床リウマチ研究室長
村田 紀和 先生

中国・
四　国

7/27
（日） パルメイト出雲 島根大学医学部附属病院 膠原病内科

准教授（診療教授） 村川 洋子 先生

九州・
沖　縄

11/3
（月・祝）

ホルトホール
大分

大分大学 医学部整形外科学
教授 津村 弘 先生

お問い合わせ：日本リウマチ財団 03-3946-3551

平成 26 年度 リウマチ財団登録医新規及び更新申請

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 は 5 月 31 日までです

リウマチ財団登録医を募集しています。

平成 26 年度 リウマチ月間リウマチ講演会 開催予定
■日　時：平成 26 年 6 月8 日（日）13：00 ～
■場　所：丸ビルホール〔東京都千代田区丸の内 2-4-1　丸ビル 7 階〕
■単　位：日本リウマチ財団登録医単位 3 単位

日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師単位 3 単位
日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師単位 参加実績　1 回（3 単位）

日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師制度が発足
リウマチ性疾患の薬物療法に精通した薬剤師を育成し，リウマチ財団登録医，リウマチケア

看護師等と連携・協働して，リウマチ性疾患にかかる医療技術の進歩，医療水準の向上を図
り，よりよい医療を提供するため，リウマチ財団登録薬剤師制度が発足しました。

平成 26 年度の登録申請を平成 26 年 6 月1 日より9 月30 日まで受付け，資格審査後
10 月1 日付けでリウマチ財団登録薬剤師第 1 号誕生予定です。

<制度の対象となる薬剤師>
1．医療機関，調剤薬局において，リウマチ性疾患の薬学的管理指導に従事している薬剤師
2．薬剤師の資格をもつ薬学・医学系教育機関の教員

<リウマチ財団登録薬剤師の資格>
医療機関，調剤薬局において，リウマチ性疾患の薬学的管理指導に従事している薬剤師

直近の 5 年間において，通算 3 年以上リウマチ性疾患の薬学的管理指導に従事している薬
剤師で，直近の 5 年間において，次の各号の要件を満たす者

① リウマチ性疾患の薬学的管理指導患者名簿 20 例（抗リウマチ薬の調剤 3 例以上）を
有すること

② 薬学的管理指導患者名簿のうち，10 例（抗リウマチ薬の調剤 3 例以上）については，
薬学的管理指導記録の記載を有すること

③ 財団が主催し又は認定する教育研修会に出席し，20 単位以上取得した証明書を有する
こと

※		平成 28年 9月30日までは過渡的期間として，20単位以上の取得に替えて，財団主催，
認定の教育研修会，その他リウマチ性疾患に関わる研修会参加（発表）が3回あればよい。
受講証，出張命令，復命書，出席者名簿など参加を証明できる資料を有すること。

2．薬剤師の資格をもつ薬学・医学系教育機関の教員
直近 5 年間において，次の各号の要件を満たす者
① 引続き3 年間のリウマチ性疾患の医療薬学に関する講義，セミナー，演習，医療，薬学

実習等の指導時間数の合計単位（学校教育による履修単位）5 単位
② 財団が主催し又は認定する教育研修会に出席し，20 単位以上取得した証明書を有する

こと。
※		平成 28年 9月30日までは過渡的期間として，20単位以上の取得に替えて，財団主催，
認定の教育研修会，その他リウマチ性疾患に関わる研修会参加（発表）が3回あればよい。
受講証，出張命令，復命書，出席者名簿など参加を証明できる資料を有すること。
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