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日時：平成29年6月11日（日）
12時開場　12時30分～16時00分（予定）

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

入場無料

【教育研修単位】
　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

◆代表理事挨拶
公益財団法人日本リウマチ財団代表理事　髙久 史麿

◆来賓祝辞（予定）
厚生労働大臣
公益社団法人日本医師会会長
一般財団法人日本リウマチ学会理事長
公益財団法人日本整形外科学会理事長
日本製薬工業協会会長
公益社団法人日本リウマチ友の会会長

◆厚生労働大臣感謝状贈呈
◆日本リウマチ財団福祉賞等，医学賞等各賞表彰式

◆パネルディスカッション
「リウマチ性疾患の征圧に向けて」

パネラー（予定）
参議院議員　藤井 基之
参議院議員　高階 恵美子
一般社団法人全国膠原病友の会代表理事　森 幸子
一般社団法人日本リウマチ学会理事長
公益社団法人日本整形外科学会理事長

◆30周年記念講演会
「難病治療に大改革をもたらした生物学的製剤」

リウマチ・膠原病領域
演者　住田 孝之

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
皮膚科・リウマチ領域

演者　島田 眞路
山梨大学 学長

◆市民公開講座（予定）
◆閉会の辞

公益財団法人日本リウマチ財団は，昭和 62 年 11 月，法人認可を得てから，平成 29 年度で 30 周年を迎える。
この間，当財団は日本リウマチ友の会及び日本リウマチ学会等関係団体と手を取り合い，一貫してリウマチ性

疾患の征圧に向け，諸事業を行ってきたが，今や，リウマチ性疾患は，不治の病ではなく，寛解の病となってきた。
30 周年を契機にさらなる征圧に向けて研究の推進や啓発の一層の充実と向上を図る。

141 号の主な内容
● 公益財団法人日本リウマチ財団
 創立 30 周年記念 リウマチ月間リウマチ講演会のお知らせ

● 平成 28 年度 公益財団法人日本リウマチ財団　法人賛助会員打合会
● リウマチネットワーク訪問・信州　抱生会 丸の内病院
● 平成 29 年度 春季編集会議を行いました

リウマチ性疾患治療の先駆者である故塩
川優一先生が中心となって，故七川歓次先
生，故水島裕先生，故本間光夫先生をはじ
めとする多くの先生方がリウマチ性疾患征
圧を目的に当財団発足のために奔走されて
早くも 30 年の時が流れ，2017 年 11 月 1
日に日本リウマチ財団は設立 30 周年を迎
えることになりました。

日本リウマチ財団は 30 年前に初代理事
長の故塩川優一先生が立法府や行政の要望
のもと，リウマチ医療の確立と治療システ
ム構築の推進を強力に推進するため，1987
年 11 月 1 日に厚生省（現・厚生労働省）
に正式に認可された財団で，多くのリウマ
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を育てて参りました。

当財団は，設立当初からリウマチ診療教

日本リウマチ財団発足 30 周年を迎えるにあたって
公益財団法人日本リウマチ財団 代表理事　髙久 史麿

日本リウマチ財団発足 30 周年について　～新しいリウマチ対策事業の推進を～
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　西岡 久寿樹

当財団が発足するまでは，日本には関
節リウマチの患者様はほとんどいないと
言われており，認知度も低かったこの疾
患の認知度が飛躍的に上昇したきっかけ
は，30 年前に日本リウマチ財団が設立さ
れ，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など専
門職の教育・育成を推進してきたからだ
と思っています。

育機関のネットワーク化と画期的な治療方
法の普及を中心に活動をしており，この間，
塩川先生から髙久史麿先生に理事長がバト
ンタッチされ，私自身も引き続き企画運営
委員長という大役を仰せつかっております。

リウマチの治療は生物学的製剤の誕生に
より画期的な進歩を遂げ，リウマチ性疾患
の多くは克服されつつあります。しかしな
がら，最近の難治性のリウマチ性疾患はリ

現在，バイオ製剤の登場によって，リウ
マチ性疾患の治療は飛躍的に進歩し，リウ
マチ性疾患の多彩な症状を呈する新しいタ
イプの難病への征圧へと向かっています。
そのためには，産・官・学，そして患者団
体との密接な連携が重要です。

塩川先生から受け継いだ二代目の理事長
として，今後もリウマチにおける当財団の

ウマチ科のみならず，整形外科・皮膚科・
呼吸器科・消化器科・小児科・神経内科な
どの多くの診療科にまたがり，それぞれの
診療科のネットワークの構築という新しい
重要な課題が浮上してきました。

「バイオ治療」を軸とした診療体制の新
しい枠組みの構築という極めて重要な課題
に立ち向かうという新しいリウマチ対策の
局面を迎えております。日本リウマチ財団

役割について使命感を持ち，様々な関係者
のご理解・ご支援のもと我が国の新しい時
代のリウマチ性疾患征圧に向けて活動，す
なわち各診療科のネットワークによる患者
様を中心とした医療の構築に全力を尽くす
心算であります ｡

関係する皆様方のご協力 ､ ご尽力を心か
ら期待しています ｡

はこの新しい重要なミッションを，全国各
地で活躍する数多くの経験豊富なリウマチ
財団登録医，リウマチケア看護師，リウマ
チ財団登録薬剤師との密接な連携をもとに
推進して参りたいと思います。

引き続き当財団にご支援・ご指導を賜り
ますようお願い申し上げます。
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法人賛助会員打合会 続き

髙久史麿氏は，まず，日本リウマチ財団
発足の背景と，氏が当財団と関わりを持ち
第二代の代表理事を引き受けるに至った経
緯を，氏自身の誕生以来の経歴を交えて
語った。

当財団は昭和 62 年（1987 年）に，当時
の日本におけるリウマチ性疾患への人々の
無理解と対策の遅れを克服する使命を担っ
て設立され，初代代表理事に，当時，日本
におけるリウマチ・膠原病研究のパイオニ
アであった故塩川優一氏（当時，順天堂大
学教授）が就任した。塩川氏は 2002 年ま
で 15 年間，同代表理事を務めた後，同氏
と研究上の交流があった髙久氏に後継を委
嘱，以後，髙久氏が第二代代表を務めてい
る。

一方，髙久氏は 1972 年から自治医大内

科教授，82 年から東大第三内科教授，以
後，同医学部長，国立病院医療センター院
長，国立国際医療センター総長等を歴任し，
1996 年自治医大学長に就任，現在は同名
誉学長。自治医大内科時代に同リウマチ膠
原病科教授を併任したことなどから，自身
の専門である血液病以外に，リウマチ性疾
患への関心を深め，また，他分野の臨床家
や研究者との交流が広がり，これが後に当
財団とつながる機縁になったと，髙久氏は
当時を振り返って述べた。

当財団は，1987 年の発足時に 4 つの行
動目標を掲げ，1 つ 1 つ実現してきた。①
リウマチ患者の介護・生活環境の整備につ
いては，1993 年からリウマチ膠原病の患
者も身体障害者手帳の交付が受けられるよ
うになり，98 年には身体の不自由なリウ
マチ患者が介護保険の適用を受けられるよ
うになった。②リウマチ患者の医療費につ
いては，悪性関節リウマチが公費負担の対
象となった。③「リウマチ科」の標榜が認
められるようになった。④多くの医療機関・
研究機関でリウマチ性疾患の病因・病態・
治療の研究が進められるようになった。

髙久氏はさらに，優れたリウマチ治療薬
が次々に登場する一方，リウマチ財団登録
医制度などの整備によりリウマチ診療の体
制が全国的に目覚ましく改善されている現
状に触れ，最後に，リウマチ診療・ケアの
人材育成を含め当財団の果たす役割は今日
ますます重要になっていると述べた。

日本リウマチ財団 30 年の歴史を語った
髙久氏の講演に続き，西岡久寿樹氏は，当
財団が最近行った大幅な組織改編・スリム
化の概要と，今後の財団のミッション遂行
に必要な各方面との連携体制の強化につい
て述べ，また，その課題を指摘した。

当財団の基本活動は，①リウマチ予防
と治療に関する調査・研究助成，②知識
の普及・啓発，③教育研修，④関連団体
への支援・協力，⑤諸外国との交流，⑥
災害時支援事業など多岐にわたり，これ
らの活動を進めていく上で，いくつかの
問題点も生じてきたため，その解消を図
る一つの方途として，昨年，組織の改編
を実行した。具体的には，これまで存在
していた 13 の委員会を，活動分野に応じ
て 5 つの委員会に集約し，組織の
スリム化と同時に機能の効率化を
実現した（図 1）。

新しく組織された 5 つの委員会
のうち，「企画運営委員会」は，財
団全体の活動を統括する。「学術助
成委員会」は，各種の賞や研究助
成の対象者の選考などを行う。「教
育研修委員会」では，整形外科医
などにも新たに参加を求め，治療・
ケアの両面で引き続きリウマチ医
療従事者の教育研修を拡充・強化
していく。「医療情報委員会」は，

すべての会員の役に立つ『日本リウマチ財
団ニュース』の誌面づくりを進める。最後
に，「リウマチ専門職委員会」は，当財団
の専門職制度の一層の普及とより強力な運
用を通じて，リウマチ医療の地域間格差の
解消を図っていく。

当財団が克服の目標と定めているリウマ
チ性疾患は，関節リウマチのみにとどまら
ず非常に多岐にわたり，また，それらの疾
患の多くは病態も発症機序も未だに解明さ
れず，有効な治療法が存在しないものも少
なくない。これらの疾患の病因解明と治療
法の開発をリウマチ科単独で進めることは
到底不可能であり，皮膚科，耳鼻科，呼吸
器科，消化器科などの診療科との連携が必
要不可欠である（図 2）。当財団は，これ
らのリウマチ性疾患の克服に向かって，多
くの診療科と手を組んで研究を推進してい
く方針であり，現在，各診療科との連携の
モデルづくりに取り組んでいる。

西岡氏は最後に，製薬企業の医薬情報担
当者が，降圧剤データ捏造事件以後，医療
従事者との接触を過度に“自粛”する傾向
がみられることを指摘。また，こうした製
薬企業と医療者との関係の疎遠化が，アン
メットニーズへの無関心を招き，最終的に
は患者の不利益につながるとの懸念を表明
した。西岡氏は当日出席した法人賛助会員
の関係者に，両者の関係の“正常化”を訴
えて，講演を結んだ。

（文責編集部）

旧組織 新組織

1

企画運営委員会

企画運営委員会
　・医療保険部会医療保険委員会

災害時リウマチ患者支援事業推進委員会

2

医学賞選考委員会

学術助成委員会登録医学術研究助成委員会

日欧リウマチ外科交換派遣医選考委員会

3
教育研修委員会

教育研修委員会
リウマチのケア研究委員会

4
財団ニュース編集委員会 医療情報委員会

　・財団ニュース部会医療情報委員会

5

登録医制度運営委員会

リウマチ専門職委員会リウマチケア専門職制度委員会

リウマチケア専門職審査委員会

図 1　日本リウマチ財団の旧組織と新組織

図 2　他診療科との連携が必要なリウマチ性疾患

皮膚科領域との連携

掌蹠膿疱症性関節炎（PPPSA）

乾癬性関節炎（PSA）

アトピー性皮膚炎

全身性エリテマトーデス（SLE）

強皮症（SSc）

混合性結合組織病（MCTD）

多発性筋炎 / 皮膚筋炎（PM/DM）

血管炎症候群

耳鼻科領域との連携

IgG4 症候群

Wegener 肉芽腫

シェーグレン症候群（SjS）

その他，呼吸器科，消化器科，神経内科，眼科など多くの他領域との連携が必要となる疾患が多数ある。

講演の様子

平成 28 年度の法人賛助会員打合会が 12 月 13 日，前年度までの会場であった東京・
千代田区の学士会館から，本年度より同・港区の当財団会議室に会場を移して開催さ
れた。はじめに髙久史麿代表理事が挨拶を述べ，財団内組織の改編・スリム化など 28
年度中の財団の活動状況を報告した後，引き続き髙久代表理事と，西岡久寿樹・当財
団常務理事がそれぞれ講演を行った。

講演 1
日本リウマチ財団の 30 年記念事業について
演者：髙久 史麿 氏

公益財団法人日本リウマチ財団 代表理事／日本医学会 会長
座長：西岡 久寿樹 氏

公益財団法人日本リウマチ財団 常務理事／東京医科大学医学総合研究所 所長

講演する髙久代表理事

講演 2
これからの日本リウマチ財団の新しい運営方針について
演者：西岡 久寿樹 氏

公益財団法人日本リウマチ財団 常務理事／東京医科大学医学総合研究所 所長
座長：髙久 史麿 氏

公益財団法人日本リウマチ財団 代表理事／日本医学会 会長

講演する西岡常務理事
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の先生方が参加していました。長野県で
はこの 4 病院が拠点病院となってリウマ
チ医療を支えてきたのです。しかし，な
にぶん広い県ですから，県内全域をカバー
することは容易ではなく，そのことが長
く課題となっていました。
羽生：そうした状況の中，山㟢先生は故郷
である長野県の丸の内病院に赴任されまし
たね。
山㟢：はい。赴任翌々年の 2003 年，大き
な転機が訪れました。「中部リウマチ学会」
が，長野県で開催されたのです。主催は当
院の鈴木明夫前院長，私はその下で事務局
を務めました。それまで，リウマチの大き
な学会が長野県で行われるような機会がな
かったこともあり，この学会には，長野県
全域から出身大学や整形外科／内科を問わ
ず，多くのリウマチ医が参加しました。
羽生：よく覚えています。インフリキシマ
ブが発売された年ですよ。長野オリンピッ
クが終わったあとで，オリンピック会場を
使いましたね。
山㟢：そうです。このときは県内の先生方
がそれぞれの立場からご協力くださいまし
て，演題にしてもほんとうにたくさんの数
が集まりました。この会が盛況のうちに終
了したことで，「みんなで力を合わせれば
長野県のリウマチ医療をもっと発展させ
ることができる」という意識づけが長野
県の先生方に行われたのではないでしょ
うか。また，当院としても，地域リウマ
チ中核病院であることをあらためて自覚
しました。「うちの病院がしっかりやらな

いと」と。これらの意識の変化が，「信州
リウマチネットワーク」につながっていっ
たのだと思います。

基本理念と組織化の手段

羽生：なるほど。2003 年の中部リウマチ
学会がきっかけとなり，2007 年に信州リ
ウマチネットワークが発足したのですね。
当初に理想としたネットワーク像はどんな
ものでしたか？
山㟢：どのような地域においても最善の治
療を受けられるようなリウマチ医療体制を
構築する――そのためのネットワークで
す。これは，現在でも信州リウマチネット
ワークの基本理念として掲げており，設立
時から変わっていません。さきほどもお話
ししたように，古くから，本県のリウマチ
医療の問題点は，広い県内を包括しきれて
いないことでしたから。
羽生：地域格差の是正をテーマにしたわけ
ですね。
山㟢：そうです。全県的にリウマチ患者さ

んが最善の治療を受けられるようにしよ
う，と。今，世間ではほぼ“ネットワー
ク＝医療連携”“ネットワーク＝病診連携”
となっていますが，私たちは患者さんが最
善の治療を受けられるのであれば，その方
法にはこだわりません。県内のリウマチ患
者さんすべてを当院のような中核病院で管
理しようとするよりも，患者さんにとって
身近な地域の専門医が最新の治療を学ぶお
手伝いをしたいと思います。そうすれば，
地域の専門医は治療の実体験をその場所で
広めてくれるでしょう。また，患者さんや
一般市民のみなさんへの啓発も，最善の治
療を受けてもらうためには欠かせないと考
えています。
羽生：ネットワークを，医療連携や病診連
携という実務のレベルではなく，もっと広
い概念で考えているということですね。現
在，どのくらいの施設が参加していますか？
山㟢：病院 42，診療所 50 です。こういう
基本理念なので，参加施設の基準はあまり
タイトにしていません。会費や厳密な規約

表 1　リウマチ医療の変革と長野県内の取り組み

新規薬剤 リウマチ医療界の
主な出来事 信州リウマチネットワークの主な取り組み 丸の内病院の取り組み

医師向け 患者さん向け スタッフ向け

2003 インフリキシマブ
レフルノミド

2004

2005 エタネルセプト
タクロリムス

2006 アンケート調査 医学部学生実習開始

2007
信州リウマチネットワーク発足
アンケート調査
ホームページ開設

病院新築移転

2008 トシリズマブ
アダリムマブ ACR recommendation アンケート調査 第1回市民公開講座 リウマチセンター視察開始

2009 アンケート調査 第2回市民公開講座 地域連携カンファレンス開始

2010 アバタセプト
ACR/EULAR classification criteria
EULAR recommendation
T2T

第3回市民公開講座 RA生物学的製剤
スタッフミーティング リウマチケア看護師登録

2011 ゴリムマブ ACR/EULAR remission criteria
MTX公知申請承認 アンケート調査 第4回市民公開講座 リウマチ教室開始

2012 イグラチモド ACR recommendation update 第5回市民公開講座 第2回生物学的製剤
スタッフミーティング

呼吸器・放射線科
合同カンファレンス開始

2013 セルトリズマブ
トファシチニブ 信州リウマチセミナー 第6回市民公開講座 第3回生物学的製剤

スタッフミーティング

2014 インフリキシマブ　BS 日本リウマチ学会ガイドライン
ACR recommendation update 信州リウマチセミナー 第7回市民公開講座 第4回スタッフミーティング

2015 信州リウマチセミナー
関節エコーハンズオンセミナー 第 8回市民公開講座 第5回スタッフミーティング 積極的逆紹介開始

6 ページに続きます。

長野県松本市の市中病院，丸の内病院。同院のリウマチ領域の責任者である山㟢秀
氏は，広く長野県全域を活動範囲とする「信州リウマチネットワーク」を立ち上げ，
今日まで運営してきた医師である。昨年のリウマチ学会では，全国各地のリウマチネッ
トワークを調査し，それぞれの特徴について語る山㟢氏の姿があった。今回は，もは
やリウマチネットワークの専門家ともいえる山㟢氏のもとを訪れ，これまでの経験を
基にしたネットワーク論を訊いた。

ネットワーク誕生のきっかけ

仲村：全国で稼働中のリウマチネットワー
クを訪ねる本シリーズは，数あるリウマチ
ネットワークの特徴を読者の皆さんにご紹
介し，ご自身の地域でネットワークを作る
際にはどのようなネットワークが適してい
るか，検討の材料にしていただく目的で取
材を重ねています。山㟢先生，羽生先生，
本日はよろしくお願いします。
羽生：じつは山㟢先生は新潟大学を卒業し
て新潟で診療されていたため，私と山㟢先
生は今でも交流があります。本日はどうぞ
よろしくお願いします。まずは，信州リウ
マチネットワークの成り立ちからお聞きし
ます。発足は 2007 年ということですが，
それ以前の医療圏の状況と，ネットワーク
を作ろうと思った動機について教えてくだ
さい。
山㟢：長野は「北信」，「東信」，当院のあ
る「中信」，「南信」と，山岳に区切られて
いる県です。この区切りを越えて患者さん
が移動することはあまりないため，医療圏
は 4 つ存在します。また，2 大都市である
長野市と松本市に異なる気風を持つこと
も，県内の医療交流を難しくしていまし
た。長野県の医師は出身大学も多様です
ね。ただ，信州リウマチネットワークの
以前にも 1980 年代から「信州リウマチ膠
原病懇談会」という学術研究のための会
がありまして，信州大学，長野赤十字病
院，篠ノ井総合病院，当院（丸の内病院）

左から羽生編集員，山㟢氏，仲村編集長。丸の内病院の会議室にて。

話し手：山㟢 秀 氏／抱生会 丸の内病院 聞き手：羽生忠正 編集員／長岡赤十字病院 リウマチ科 センター長
リウマチ膠原病センター リウマチ科 科長  仲村一郎 編集長／帝京平成大学 健康メディカル学部 教授・JCHO 湯河原病院 リウマチ科
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リウマチネットワーク訪問・信州 続き

もありませんし，専門医の集まりでもあり
ません。
羽生：中部リウマチ学会のあと，ネットワー
クの組織化はどのように行ったのですか？
山㟢：「リウマチ医療の変革と長野県内
の取り組み」という年表を作成しました 

（表 1）。まず，2006 年から立ち上げ準備
も兼ねて，長野県内でリウマチ患者さんを
診ていると思われる医療施設に対し，大規
模なアンケート調査を実施しました。中部
リウマチ学会でお会いした先生を含め，合
計約 300 人に郵送で質問をお送りし，生物
学的製剤（バイオ）の使用状況や，使用し
ていない場合はその理由などを訊くような
ことです。そのとき，最後の質問を「リウ
マチネットワークにご賛同いただけます
か？」とし，ここで賛同してくださった先
生方の施設が，翌年の 2007 年，信州リウ
マチネットワーク設立時の最初の登録施
設となったわけです。このアンケートは
2011 年まで続けましたが，2006 年「実態
調査」，2007 年「バイオを使う際のスタン
ス」，2009 年「DAS を取っていますか」，
2011 年「T2T をどのくらい意識していま
すか」と年と共に変わる状況に合わせた調
査と，調査結果のフィードバックをしてき
ました。
羽生：なるほど。信州リウマチネットワーク
の初期に事務局と先生方をつないでいたの
は，毎年のアンケート調査だったのですね。

活動 3本柱とその運営時の工夫

羽生：次に，信州リウマチネットワークの
具体的な活動内容を教えてください。
山㟢：「医師向け」，「患者さん向け」，「スタッ
フ向け」の 3 本柱で行っています。医師向
けの活動は，「信州リウマチセミナー」（2013
年～）などの新しいリウマチ治療に関する
啓発活動が中心です。小規模の講演会は以
前から実施していたのですが，年１回の「信
州リウマチセミナー」は，長野県全体の医
師のアップデートの場と捉えています。現
在ではバイオを使用する医師と使用しない
医師がはっきり分かれてきたため，先生方
の興味を探りながら，幅広いテーマを設定
していますね。たとえば最新のガイドライ
ンの共有や，乾癬，慢性疼痛，リンパ腫な
ど。あえてバイオをテーマにする場合は，
同じような内容の講演ばかりにならないよ
うに，海外学会の最新のアップデートを話
していただくなどの工夫をしています。

患者さん向けには，「信州リウマチネッ
トワーク 市民公開講座」（2008 年～）を
毎年開催しています。3 本柱の中では患者
さん向けの施策がいちばん苦労しますね。

というのも，医師向けセミナーに比べると
規模が大きくなるため，何事も公平に進め
る必要があるからです。たとえば当院の医
師だけが講演を行うと，そんなつもりがな
くても「丸の内病院に患者さんを集めよう
としている」と見えてしまうかもしれませ
ん。いろんな病院の先生に関わっていただ
くように調整しています。大きな会場を借
りるなど費用もかかるため，製薬会社さん
の協賛も必要としますが，その場合も一つ
の会社に偏らないように持ち回り制にしま
す。一つの病院や企業の活動ではなく，信
州リウマチネットワークのイベントとして
開催することで，あくまでも患者さんのた
めの市民公開講座であることを示したいの
です。

最後に，スタッフ向けには「スタッフミー
ティング」（2010 年～）を，やはり年 1 回
くらいのスパンで開催しています。バイオ
の登場により，リウマチ診療の現場では，
より一層スタッフの力が求められるように
なりました。日本リウマチ財団にもリウマ
チケア看護師制度，次いで登録薬剤師制度
が作られましたが，私たちも“チーム医療”
を意識し，最初はバイオを扱っている施設
の看護師を中心にミーティングを始めて，
2 年前からは薬剤師向けの講演も取り入れ
て行っています。毎年，長野県下の異なる
地域をまわっていますので，該当地域のリ
ウマチケア看護師，登録薬剤師の育成に貢
献できればと考えています。
羽生：“公平性”は，リウマチネットワー
クでは重要なキーワードだと思います。た
とえば肝炎のネットワークなどは国の補助
金制度があるため，補助を受けるためにも，
大学を中心にきちんとまとまろうという動
きが見えます。しかし，リウマチネットワー
クには補助金はありません。特定の施設や
会社に利益と負担が集中しない采配こそ，
事務局長の腕の見せどころでしょうね。

市民講座では
演劇による疾患啓発も
羽生：初期に開催された市民公開講座で
は，演劇による疾患啓発がありましたね。
山㟢：これについては，長野県では昔から
医療の啓発活動に劇を取り入れてきたとい
う下地があるのですよ。それこそ長野県佐
久市の佐久総合病院におられた若月俊一先
生（1910 ～ 2006 年）が，リアカーに荷物
を積んで村々の公民館をまわり，生活習慣
の大切さを寸劇で訴えた時代からです。確
かに，プログラムが講演だけでは興味を
持ってもらえないこともあるかと思い，信
州リウマチネットワークの市民公開講座で
も私が脚本を書き，病院のスタッフ総出で
演劇を行うことにしました。

劇の内容は，リウマチ患者さんの悩みを

主治医や家族との関わりを通じて描くもの
です。これまでに 2 本の劇を上演しました
が，1 本目は若い女性が主人公でした。「リ
ウマチは結婚や出産の障害になるのか」と
いった悩みに対し，劇中で回答していきま
した。2 本目はお年寄りが主人公です。「歩
けるようになりたいけど，手術は怖い」と
いうリウマチ患者さんに向けた，あるおば
あちゃんが手術をして歩けるようになるま
でのストーリーです。

この 2 作品の共通タイトルは『ルノワー
ルの幸福な一日』です。仏の画家ルノワー
ルはリウマチを患っていましたが，いった
ん絵を描き始めると体の痛みを忘れ，ただ
ひたすら描くことに没頭したそうです。そ
のときのことを，彼の息子は，「ああ，今
日もルノワールの幸福な一日が始まったの
だ」と書き残しています。私が患者さんに
伝えたかったのは，病気の辛さを忘れられ
るような何かを見つけてください，そして
リウマチであっても幸福に過ごしてくださ
いということです。
羽生：稽古など，準備が大変だったでしょ
うね。成果はいかがでしたか？
山㟢：患者さんのみならず，演じた医師や
スタッフにとっても勉強になることが多く
ありました。きっちりゆっくり話すこと，
相手にわかるように話すことの大切さを学
びました。演劇の手法は，日常診療をおこ
なう医療者にとても役に立つのではないか
と思います。

丸の内病院の逆紹介について

羽生：信州リウマチネットワークの目的で
はないということでしたが，医療連携はど
の程度行っていますか？
山㟢：じつは，丸の内病院では一昨年から
積極的逆紹介を始めましたので，そのこと
についてお話ししたいと思います。契機は
当院リウマチ科の医師が 1 名減ったことで

す。逆紹介を行わないと，当院はリウマチ
センターであるにも関わらず，新患や急患
が十分に診察できない状況になってきまし
た。また，過去にはメトトレキサートの服
用患者さんをクリニックに任せることに不
安がありましたが，今は信州リウマチネッ
トワークがあるので，どの先生だったらき
ちんと診ていただけるかということがある
程度わかっているという背景もあります。
そこで，1 年以上寛解状態が続いている患
者さんを対象に，逆紹介に踏み切りました。
経過はまずまずです。2016 年 12 月までに
125 名の患者さんを逆紹介しましたが，再
燃などで戻ってきた方は 11 名でした。患
者さんからは「こんなに近くにリウマチを
診てくれる先生がいるのを初めて知って，
むしろ安心した」という声もありました。
クレームがないのは，逆紹介後も半年に 1
度は当院へ診察に来ていただくようにした
からだと思っています。丸投げしないとい
う姿勢を示した上で，「調子が悪い時はい
つでも来院してください」と伝えることが
大切ではないでしょうか。

今，丸の内病院では，私だけで約 600 名
のリウマチ患者さんを受け持っていますが，
そのうち約 400 名が寛解か低疾患活動性で
す。今後はもう少し逆紹介を増やして，当
院は新患や再燃の患者さん，それから合併
症を併発した患者さんを迅速に診たいと考
えています。それがリウマチセンターの本
来の役割ですよね。こちらに信州リウマチ
ネットワークと中信地区の連携図を作成し
てみましたが（図），将来的にはもっと役割
分担を明確にしていきたいと考えています。

まとめ―
次の 10年にむけて
山㟢：今年，信州リウマチネットワークを
立ち上げて 11 年目の年になります。そこ
で，次の 10 年に向けてのグランドデザイ
ンを考えました（表 2）。私は，次世代へ

図　信州リウマチネットワークの全体図

基本理念を重視：長野県内どこでも最善のリウマチ医療を受けられる体制
（医療連携構築が目的ではない）

県内 4つのエリアで拠点病院を中心にリウマチ医療体制を構築

重症患者

丸の内病院
リ
ウ
マ
チ
医
療
連
携

かかりつけ医

信州大学医学部
附属病院

北　信

東　信

南　信

定期受診積極的
逆紹介

合併症治療、他科との連携

中信

市民公開講座にて行われた演劇の様子。医師役が山㟢先生。

表 2　次の 10 年に向けての信州リウマチネットワーク グランドデザイン

・リウマチ専門医の育成と長野県内適正配置
・教育システムの確立
・かかりつけ医と専門医との役割分担，連携構築
・スタッフの育成と連携構築
・患者さん，市民に向けての情報提供
・リウマチ学における学術研究活動の推進（地方からの発信）
・リウマチ医療を超えた幅広い分野への展開（関節エコー，骨粗鬆症，

地域包括ケア，高齢者医療など）

基本理念の達成
長野県内のリウマチ患者さんがどの地域においても最善の治療
を受けられるようなリウマチ医療体制を構築する

１日さぼれば長野県のリウマチ医療が１日遅れる
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の継承ができるかどうかが，このネットワー
クの最終的な成果を決めると考えています。
現在，長野県のリウマチ専門医は，実働で
43 名と把握していますが，もっとリウマチ
を診ることができる医師を増やす必要があ
ります。そのために教育システムの確立を
行います。それから，スタッフの育成と連
携構築も進めたいと思っています。今，財
団のリウマチケア看護師を含むリウマチ医
療に関わる看護師の自立に向けて，県内で
彼ら自身が運営する「リウマチケアナース
の会」の設立準備をしているところです。
羽生：ネットワークの跡継ぎに関しては，
どのように考えていますか？全国各地で課
題となっていますが。
山㟢：幸いなことに長野県では有望な若手
医師が育っていますので，誰か一人の医師
がいなくなれば終わってしまうネットワー

クよりは，複数の医師で役割を分担しても
らえたら嬉しいです。分担することで，ネッ
トワークという形ではなくなることも考え
られますが，私はリウマチ医療さえ良くな
ればいいのです。ネットワークの発展のた
めではなく，リウマチ医療の発展のために
始めたことですから。私があと 10 年続け
てこのグランドデザインを完成させたら，
もう信州リウマチネットワークという名前
はやめて，それぞれで頑張ってくださいと
いうのもいいのかなと思っています。
仲村：それは驚きました。ここまで育てた
ものを手放せるとおっしゃるのは，あく
までも医療連携ではなく，患者さんが最
善の医療を受けられるための体制を構築
するという基本理念のためにやってこら
れたからでしょうね。厳しい決まりや細
かい決め事を作らない，費用をかけない

／集めないという点から，今まで取材し
たネットワークの中でも，どこの地域で
も始められるネットワークモデルだとい
う印象を受けました。
羽生：先生は事務局長として，学会や中央
の講演会に足を運ばれ，現状より一歩でも
レベル向上をめざして医師向けセミナーの
企画を行い，また，今一番必要なことをア
ンケート調査の題材に取り上げ，ネット
ワークの参加者に伝えてこられました。ま
た，患者さん向けの市民公開講座では，特
別講演だけでなく，「ここが聞きたい，リ
ウマチについての Q&A」の時間をとって，
質問の内容とその回答をきちんとまとめた
記録集を発刊されてこられました。この患
者さんからの声が宝物で，今後の方向を考
えるうえで役立ったと伺っております。さ
らに，圧巻だったのは演劇による疾患啓発

です。私も，スライドを使った患者さん向
けの講演の中で，寸劇を 3 場（リウマチと
は，治験と民間療法，紹介状が必要なわけ）
入れて行い，最後に長岡の「大花火音頭」
に合わせたリウマチ体操を披露して締めと
したことがありますが，山㟢劇場は『ルノ
ワールの幸福な一日』という共通のタイト
ルで，伝えたいことを最後まで演じた大作
でした。そして，チーム医療の実現に欠か
せないスタッフの教育は，その先を見越し
てリウマチケア看護師自らが運営する会の
立ち上げにまで発展させておられました。
この 3 本の柱がうまく機能し，先生のキー
ワードである“何事も公平に”，“4 つの医
療圏のリウマチ医療のレベル向上”，そし
て“次世代への継承”，これらの成果を 10
年後に，もう一度聞かせてください。本日
はありがとうございました。

企画運営委員会の活動について
平成 29 年 1 月開催の企画運営委員会の審議概要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

平成 29 年 1 月　企画運営委員会　議事録
日　時　平成 29 年 1 月 10日（火）18：00 ～
《報告事項》
１． 委員会等の開催について (12 月～ 2 月まで )
 ・法人賛助会員打合会
 ・リウマチ専門職委員会
 ・平成 30 年度以降の研修会のあり方（打合せ）
 ・平成 29 年度　リウマチ教育研修会世話人打合会・リウマチの治療とケア研修会世話人

打合会
 ・医療保険部会，リウマチ診療制度検討会
 ・会計事務所監査
２．平成 28 年度日欧リウマチ外科交換派遣医は，9 月4 日から２週間滞在，髙久代表理事を表

敬訪問。

《審議事項》
１．平成 29 年度柏崎リウマチ教育賞
 石川斉先生に決定
２．リウマチケア看護師の登録は新規 107 名，更新 210 名　計 317 名
 新規⇒申請 108 名，合格 107 名，不合格 1 名
 リウマチ財団登録薬剤師（第 3 期新規）の登録は 139 名
３．日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師規則の改定（案）について
 第 6 条第 4 項第 3 号の改定

 

平成 29 年度 春季編集会議を行いました

日本リウマチ財団ニュースの平成 29 年度 春季編集会議を，2 月 24 日夜に
行いました。新記事の企画会議では，6 名の編集員による活発な議論が交わさ
れました。今後の日本リウマチ財団ニュースにご期待ください。

左から後藤編集員，岡田編集員，羽生編集員，森本編集員，山村編集員，仲村編集長。新橋の日本リウ
マチ財団事務所にて。

◎各編集員より，ご挨拶

岡田正人氏より：仲村先生が新しく編集長になられ，これまでの後藤眞先生の内科医とし
ての視点からの鋭い話題の選定を継承されながらも，整形外科医としての日常診療で役立
つ実践的な内容の記事もさらに充実するのではと考えて期待し，少しでもお役に立てればと
願っています。

後藤美賀子氏より：初めて編集会議に参加いたしました。財団ニュースは，タイムリーな記
事から，今さら聞きにくい知識まで網羅し，かつ「リウマチ」というキーワードで科を超えた話
題を一度に読むことができる素晴らしい情報源です。誌面を作成する側に関わることができ
る喜びに心が踊っております。

羽生忠正氏より：整形外科系は編集長の仲村一郎と小生の 2 人です。新たな企画として
“リウマチの手・足そして脊椎のケア・装具療法・適切な手術のタイミング”，あるいは“骨
粗鬆症治療における合併症問題”などを取り上げ，患者教育と各職種とのチーム医療が推
進できるよう必要な知識の共有化を図りたいと思っています。よろしくお願いいたします。

森本幾夫氏より：新しい財団ニュース編集長の仲村一郎先生及び他の編集委員の先生方
とともに，財団ニュースが特に財団登録医の方々の啓蒙活動の一助となるように頑張るつも
りです。

山村昌弘氏より：地域基幹病院のリウマチ・膠原病センターに勤務しています。高齢のリ
ウマチ・膠原病の患者さんが増加しており，これからのリウマチ医は Specialist（専門医）
であると同時に高齢者に多い慢性疾患にも対応できるGeneralist（総合診療医）としても
知識・技能の必要性を最近痛感しています。リウマチ医に必要な Generalist の話題も財
団ニュースで取り上げていけたらと思っています。

仲村一郎氏（編集長）より：昨年の秋から編集長をつとめております。あらためましてどうぞよ
ろしくお願いいたします。編集員がそれぞれの得意分野を活かして充実した誌面を作ってい
ければと思っております。６名で力を合わせて皆様のお役に立つ企画を立てて参ります。今
後の誌面にご期待ください。

次号（142 号）では，「リウマチ足の手術のタイミング」と題し，東京大学
医学部附属病院の松本卓巳先生のインタビューを掲載いたします。
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【日本リウマチ財団ニュース　編集員】 編集長：仲村一郎 帝京平成大学健康メディカル学部 教授・JCHO 湯河原病院リウマチ科 羽生忠正 長岡赤十字病院 リウマチ科 センター長
  岡田正人 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center センター長 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
  後藤美賀子 国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター 山村昌弘 岡山済生会総合病院 特任副院長 / リウマチ・膠原病センター長

このたび，日本リウマチ財団の医療情
報委員会委員となりました，妊娠と薬情
報センターの後藤と申します。近年，「若
手のための」といったセミナーには堂 と々
は参加しにくくなっている私ですが，本委
員会では，ご高名な先輩方の中で，ご期
待に沿えるよう若手として精進してまいり
ます。

さて，本号は財団が 30 周年を迎え，
歴史を振り返る講演記事が掲載されてい

ます。自分がリウマチ科医師となった際
にはすでに当たり前であったことが，諸先
輩方の多大なる努力の賜物であったこと
を改めて実感いたしました。今後の財団
の役割としてリウマチ医療専門職の人材
育成，生産人口の減少にともなう退職の
高齢者の再雇用，そのために高齢者患
者の疼痛緩和の促進をおこなっていくこ
と，そして病態や治療薬が重なるような
診療科との連携などが挙げられました。
次の 30 年もやるべきことが山積みです
が，大きな期待が膨らみます。

一愛読者であった私がとても楽しみに
していた「リウマチネットワーク訪問」で

すが，今回は信州でした。設立初期には，
事務局が登録施設に積極的にアンケート
をとり，その結果をフィードバックして連携
を強めてきたというのが印象的な内容で
した。また，啓発のための市民講座に劇
を取り入れているのが興味深いと感じま
した。私は妊娠に関わる仕事をしている
ため「リウマチは結婚，出産の障害にな
るのか」はぜひ拝見してみたい内容で
す。私が勤務しております妊娠と薬情報
センターでは，拠点病院の医師・薬剤師
向けに毎年研修会を行っています。そこ
では，妊娠と薬外来のシミュレーションを
おこない，患者役をも先生方に演じてい

ただくことで，コミュニケーションの練習と
なり，より深い理解を得られることを実感し
ています。信州ネットワークの演劇は，市
民のみならず，医療関係者の診療発展に
も役に立っているものと想像されます。

今後は，今まで掲載した各ネットワーク
の取り組みを総括する特集も予定してい
ますので，リウマチ診療の地域間格差の
解消のためにも再度ご参考にしていただ
きたいと思います。

（後藤美賀子）

国立成育医療研究センター

妊娠と薬情報センター

日本リウマチ財団では，ご指定されたメールアドレスに，毎号財団ニュースのファイル
をダウンロードできるURL や財団情報を送付しております。 

つきましては，お手数をおかけして大変恐縮でございますが，配信先としてご希望のメー
ルアドレスの登録をお願い申し上げます。

以下の財団事務局アドレスにメールをお送りください。

①お名前 

②ご所属

③登録医番号

④配信先としてご希望のメールアドレス

送信先：jrfnews@rheuma-net.or.jp

登録方法

メール配信がお手元に届かない先生
メールアドレスをご登録ください

平成 29 年度海外派遣研修医募集

募集要項等詳細については財団ホームページをご覧ください。

注） 1. 教育研修会とは，財団が主催する教育研修会，又は認定する教育研修講演をいう。
 2. 研修単位は財団証明書によるもの。
 3. 研修会出席回数は，同一学術集会において複数の研修講演に出席しても 1 回である。
 4. 単位証明書及び研修会出席の有効期間は，過去 5 年以内。

・登録の有効期間は 5 年です。
・更新の要件は以下のように分かれます。

更新料　 2 万円
但し，日本リウマチ学会リウマチ専門医及び
日本整形外科学会認定リウマチ医は１万円

登録医資格再審査（更新）特例
要　件

次の者は更新資格要件不要。
1．65 歳以上の者で 10 年以上継続して登録医
2．15 年以上継続して登録医
3．日本リウマチ学会リウマチ専門医
4．日本整形外科学会認定リウマチ医

手続き
登録資格更新申請書

登録医資格の再審査（更新）
要　件

引続きリウマチ性疾患の診療に従事してい
るリウマチ財団登録医であって，診療患者
名簿 20 名以上を有し，下記のいずれかを満
たす者。
1． 教育研修会，e ラーニングで 20 単位以上
2． 教育研修会に 5 回以上出席し，e ラーニン

グを含む教育研修単位 10 単位以上
手続き

１．登録資格更新申請書
２．要件を満たすことを証する書類

登録医資格再審査・更新手続（リウマチ財団登録医規則による）

規則及び申請方法につきましてはホームページをご覧ください。

資格再審査（更新）

平成 24 年度にリウマチ財団登録医になられた方は
平成 29 年度資格更新者に該当いたしますのでご留意ください。

申請受付期間 平成 29 年3月1日～ 5 月31日

平成 29 年度リウマチ財団登録医資格再審査・更新手続

平成 29 年度海外派遣研修医募集
募集要項等詳細については財団ホームページをご覧ください。

平成 29 年度 リウマチ財団新規登録医募集

資　格 ≪要件≫
１．3 年以上リウマチ性疾患の診療に従事している医師
２．過去 5 年間において

（１）リウマチ性疾患診療患者名簿 …………………30 名以上
（２）リウマチ性疾患診療記録（上記名簿のうち）…20 名
（３）財団主催・認定の教育研修会，eラーニング修得による教育研修単位 20 単位以上

審査料 （申請時） ………… 1 万円
登録料 （審査に合格後） … 2 万円
登録有効期間  …………… 5 年間

リウマチ財団登録医を募集しています。
規則及び申請書類一式はホームページよりダウンロードできます。

申請受付期間 平成 29 年3月1日～ 5 月31日

ご寄付いただいた方 〜平成 28 年 12 月〜

間瀬　俊道 様 吉田　健太郎 様

●使途　 当財団のリウマチ性疾患調査・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。

市民公開講座等，一般（患者さん等）向けの講演会を
開催予定の登録医へ

リウマチ財団ホームページ「患者さん向け講演会」のコーナーに，リウマチ財団登録医が

主催，世話人，演者等で関係する患者さんやそのご家族に向けての公開講座，講習会等を

掲載します。

お名前，登録医番号，eメールアドレスを明記の上，会の名称，開催日時，場所，内容（プ

ログラム），ＨＰのある場合はＵＲＬ等詳細を下記のアドレスまでお送りください。開催日の 1 か

月前までにご連絡ください。

e-mail：inform@rheuma-net.or.jp

◆ 但し，掲載は以下の要件を満たすこととします。 ◆

・リウマチ財団登録医が主催，世話人，演者等であること。

・内容がリウマチ性疾患であること。

・対象が一般市民（患者さんやその家族等）であること。

・営利目的ではないこと（商品名が会の名称にあるもの等は許可しない）。


