
城北リウマチ教室 春の総集編 2019 
 

スケジュール 

10:00 開会あいさつ            看護師 金尾 由佳 

10:05 事務局からのお知らせ        看護師 金森 圭史 

10:10  講演 

  「あらためて考えるリウマチ治療の進歩」  医 師 村山 隆司 

11:10   リウマチQ&A               医 師 村山 隆司 

11:50   閉会あいさつ            看護師   河原    政子    

Q&A コーナーの質問を随時、受け付けています。 
日頃、疑問に思っていること、知りたいこと、など 
お手元の質問用紙に簡潔に記入されてスタッフに手渡しお願いします。 



城北病院リウマチ科 
       村山 隆司 

第１６６回城北リウマチ教室 
春の総集編 

             １９．５．１２ 

 
 

http://www.jouhoku-rheumatism.com 

 
リウマチ教室の予定とこれまでの講義 

内容が収録されています 
 

あらためて考えるリウマチ治療の進歩 

http://www.jouhoku-rheumatism.com/
http://www.jouhoku-rheumatism.com/
http://www.jouhoku-rheumatism.com/


関節リウマチの臨床的特徴 

  多発性関節炎 

   四肢のあらゆる関節に腫脹、疼痛が出現 

 進行性の関節破壊（機能障害・能力障害）   

 全身性の炎症性疾患 

     発熱、全身倦怠感、貧血、リウマチ肺、骨粗鬆症、 

  血管炎、心疾患、神経障害、眼疾患など 

 働き盛りの壮年女性に多く発症 

 有病率は0.5~1.0％ 

 予後 

  生物学的製剤導入以前では、 

   ・ １０％が完全寛解 

   ・ １０％が重度障害 

   ・ ＲＡ患者の年収は健康人の1/2～1/4 
   ・ ＲＡ患者は罹病10年で５０％の患者が失職 
   ・ 仕事が出来ても効率は1/3～2/3低下 
   ・ ＲＡ患者の直接医療費は一般平均の３倍 
   ・ 平均寿命は一般より10年短縮 



1970                   1980                    1990                     2000 

自然経過 

安静にしておれば楽 

関節破壊遅延 関節破壊防止 

日常生活が可能 健常人と同じ生活 

治 療 目 標 

患 者 の 状 態 

NSAIDs治療 DMARDs治療 
MTX治療 
1999,2011 

生物学的製剤治療 
2003 

Improve Remission Cure 

関節リウマチ薬物治療の変遷 
JAK阻害剤 

2013 

前世紀のRA患者 
 
癌は死刑、リウマチは終身刑 
リウマチと仲良く暮らしていこう 

前世紀のリウマチ医（医学教育の父と呼ばれるWilliam Osler） 

 
リウマチ患者が前のドアから入ってきたら， 
医師は後ろのドアから逃げ出す 



根拠となった仮説 

 ・予後の良い疾患 

 ・NSAIDは副作用が少ない 

 ・DMARDは副作用が多い 

 ・ステロイドは使うべきでない 

Step-up therapy 

Step-down therapy 



ピラミッド型治療戦略におけるＲＡ予後 

    Scott DL,et al  Lancet 1:1108-1111,1987 

  ピラミッド治療戦略によって治療したRA患者 112名 

 

・初期には改善を示したが、10年を過ぎると成績が悪化 

 

・20年後には 

  35%が死亡 

  19%が重度身体機能障害 

  50%以上が予後不良 

 

・未治療群と経過は同じであった 



罹病期間と関節破壊の関係 
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RAにおける関節破壊は 

疾患発症早期に急速に進行する 

Fuchs HA, et al. : J Rheumatol. 16（5）: 585-591, 1989 

Möttönen TT. : Ann Rheum Dis. 47（8）: 648-653, 1988 

van der Heijde DM, et al. : Arthritis Rheum. 35（1）: 26-34, 1992 

試験概要：RA患者200例の手および手首の関節間隙狭小化、アライメント不良と罹病期間の関係を調査した。 

治療機会の窓 
Wiodow of therapeutic opportunity 



最近のリウマチ治療戦略 

関節リウマチと診断 

メトトレキサート 
疾患修飾性抗リウマチ薬 

ステロイド 

疾患修飾性抗リウマチ薬＋ 
生物学的製剤 

JAK阻害剤 

３か月以内に改善がみら
れなかったり、 

６か月以内に治療目標を
達成できなかった場合は、 
治療法の変更を検討する 

治療目標 
 

寛解 
低疾患活動性 



早期診断/早期治療 
ACR/EULAR Classification Criteria,2010 

目標は低疾患活動性～寛解 
ACR/EULAR Remission Criteria,2011 

EULAR recommendations,2010 

ACR recommendations,2012 

ACR recommendations,2008 

関節リウマチの治療戦略（グローバル・スタンダード） 
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EULAR recommendations,2013 

関節リウマチガイドライン,2014 

ACR guideline,2015 

EULAR recommendations,2016 



関節リウマチ治療のパラダイムシフト 

慢性関節リウマチ 関節リウマチ（2002年） 

関節痛・腫脹の軽減 

関節破壊の遅延 

 

Care＝維持 

痛みも腫れもない 

関節破壊の進行なし 

日常生活の障害ない 

 

Cure＝寛解 



城北診療所（サテライト診療所） 

上荒屋クリニック 

輪島診療所 

金沢リハビリテーション病院（現上荒屋クリニック） 

リウマチクリニック 

リウマチ医療の変遷 



免疫異常に伴う関節炎 

関 節 破 壊 

日常生活動作障害 

ハンディキャップ 

精 神 障 害 

薬 物 療 法 

外 科 療 法 

リハビリテーション 
介   護 

福 祉 行 政 

メンタルケア 

組み合わせて行うリウマチの治療 
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関節リウマチの薬物療法 

非ステロイド系抗炎症薬（NSAID） 
鎮痛補助薬 

疾患修飾性抗リウマチ薬（DMARD） 

症状の改善 QOL改善 

関節炎の鎮静化 

関節破壊の予防 

予後改善 

副腎皮質ホルモン（ステロイド薬） 

生物学的製剤、細胞内伝達阻害剤 

関節破壊予防薬 
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関節リウマチの薬物療法 
１．一般的な抗炎症薬 
  ・ 非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs) 
      非選択的Cox抑制薬 
         （ボルタレン），（インダシン），（ロキソニン），（ソレトン），（オステラック）など 
      選択的Cox抑制薬 
         （セレコックス） 
   ・ 副腎皮質ステロイド薬（ステロイド） 
      プレドニゾロン，リンデロン，デカドロンなど 
 
２．疾患修飾性抗リウマチ薬（リウマチの進行を遅らせる薬剤：DMARDs） 
     注射金剤（シオゾール），オーラノフィン（リドーラ）， 
     D-ペニシラミン（メタルカプターゼ），ブシラミン（リマチル）， 
     アクタリット（モーバー），サラゾスルファピリジン（ アザルフィジン） 、イグラチモド（ケアラム） など 
 
３．免疫抑制薬（疾患修飾性抗リウマチ薬に含まれる） 
     メトトレキサート（リウマトレックス,MTX）， 
     ミゾリビン（ブレディニン）， レフルノミド（アラバ），タクロリムス（プログラフ） 
     シクロフォスファミド（エンドキサン＊） ，アザチオプリン（イムラン＊），シクロスポリン（ネオーラル＊）， など 
 
４．生物学的製剤（抗サイトカイン療法） 
   ・ TNF阻害薬 
       インフリキシマブ（レミケード），エタネルセプト（エンブレル） ，アダリブマブ（ヒュミラ）  
               ゴリムマブ（シンポニー）、セルトリズマブ・ペゴル（シムジア） 
   ・ IL-6 阻害薬   トシリズマブ（アクテムラ）、サリルマブ（ケブザラ） 
      ・ T細胞選択的共刺激調節剤   アバタセプト（オレンシア） 
 
５．細胞内伝達阻害剤 
   ・ JAK阻害剤 
        トファシチニブ（ゼルヤンツ）,バリシチニブ(オルミエント） 

（ ）内の薬剤は代表的な商品名 

* 保険未収載 



非ステロイド系抗炎症薬（ＲＡ治療での位置づけ） 

 作用：鎮痛，解熱，消炎作用（非特異的に炎症反応を抑制） 

 進行を阻止したり，関節破壊を防止する作用はない 

 主なかつては第一選択薬であったが，最近では補助的役割 

 ・ RAの寛解に導く効果がない 

 ・ 副作用が少なくない 

 副作用 

    胃腸障害，皮疹，肝障害，腎障害，喘息，造血器障害など 

  疼痛をとることにより関節破壊を増長させる危険 

 ADLが著しく障害される疼痛がある場合に限定して使用する 



鎮痛薬の種類と作用部位 

痛みの受容器 
（皮膚などの末梢神経が刺激を知覚） 

脊髄視床路 
（痛みの上行路） 

脊髄後角 

大脳 

オピオイド（トラムセット®、ワントラム®、
ノルスパンﾃｰﾌﾟ®など） 

アセトアミノフェン（カロナール®） 

プレガバリン（リリカ®） 
デュロキセチン（サインバルタ®）ュ
ロキセチン（ 

 

炎
症 

非ステロイド性抗炎症薬 
ステロイド 

下行性疼痛抑制系神経 
（痛みを抑える下行路） 



副腎皮質ステロイド（ステロイド） 

副腎皮質ホルモン 

 普通の状態でも常に体内で作られていて，身体に対する 

 各種ストレスに対処しており，生きていくうえで大変，重要 

 な働きをするホルモン 

 糖質コルチコイドは強力な抗炎症作用と免疫抑制作用を有する 

 

用法、用量 

 ・関節リウマチでは 

  リウマチ治療の初期に限って投与が認められている。 

  できるだけ早期に減量中止する。 

 ・膠原病では 

  臓器障害の程度に応じてプレドニゾロン30~60ｍｇ/日を投与する 

   



ステロイド薬の副作用 

厚生労働省関節リウマチの診療マニュアル（改訂版） 

重篤なもの 軽症なもの 

・ 感染誘発，増悪 ・ 座瘡様発疹 

・ 消化性潰瘍  ・ 食欲亢進，体重増加 

・ 過血糖，糖尿病 ・ 満月様顔貌 

・ 精神障害 ・ 浮腫 

・ 骨そしょう症，骨折 ・ 多毛症，皮下出血 

・ 脂質異常症 ・ 月経異常 

・ 血圧上昇，動脈硬化 ・ ほてり 

・ 血管炎 ・ 多汗 

・ 副腎不全 ・ 多尿 

・ 白内障，緑内障 ・ 不眠 

・ 無菌性骨壊死 ・ 白血球増加 

・ 筋力低下 ・ 低カリウム血症 



疾患修飾性抗リウマチ薬 

Disease Modifying Anti─ Rheumatic Drugs：DMARDs 

■ 遅効性である。 
■ 非特異的抗炎症作用はほとんどない。 
■ 免疫異常を是正する。 
■ 寛解は稀だが関節破壊の進行を遅らせる可能性がある。 
■ 副作用は少なくない。 
 

Wolfe F and Sharp JT. Arthritis Rheum. 1998;41(9):1571-1582. 

腫脹関節数 

破壊関節数 

骨びらん関節数 

DAMARs服用年数 

DMARDsの種類 
注射金剤（シオゾール®） 
ブシラミン（リマチル® ）  
サラゾスルファピリジン（アザルフィジンEN ® ） 
ミゾリビン（ブレディニン® ） 
メトトレキサート（リウマトレックス® ） 
タクロリムス（プログラフ®） 
イグラチモド（ケアラム® ） 
など 



メトトレキサート（MTX） 

 

・優れた有効性 

・高い継続率 

・骨破壊進行抑制効果 

・生命予後改善効果 

RA治療ガイドラインの 

中心的薬剤 

他のDMARDsや生物学的製剤との併用療法における基本薬 

アンカー・ドラッグ 

日本でも2011年2月より 

RAの第一選択薬として利用可能 

最高16mg/週まで増量が可能 

・1988年米国FDAがRAに認可 

・1999年日本で認可 

他のcsDMARDｓ無効例、8㎎/週に制限 



  作用機序：細胞増殖に必要な葉酸合成阻害作用 

  細胞増殖が盛んな細胞 

      ・ ガン細胞 

      ・ 関節リウマチの滑膜細胞 

      ・ 骨髄血球細胞 

      ・ 肝細胞 

      ・ 正常な他の組織細胞 

  MTXは抗がん剤として開発 

  副作用が出やすい増殖の盛んな細胞 

   ・ 白血球、血小板減少  ・ 肝機能障害 

  副作用防止のため、MTX服用後、葉酸補充 

メトトレキサート（MTX）の作用機序 



メトトレキサートは関節リウマチに対する有効性は、短期的にも長期的にも多くの臨床試験で確
認されており、最もエビデンスの明確なお薬として推奨されています。 
しかし、全く副作用がでない有効なお薬というものはありません。 
以下の注意をよく守って頂けるようお願いいたします。 
 
・ 決められた服用時間を厳守ください。飲み忘れた分は飲まないようにしてください。 
・ 併用している薬剤との相互作用（強く効いたり、効かなくなったりします）の可能性があります。 
  主治医に他の医療機関で処方されている薬剤があればお知らせください。 
・ サプリメント（特に葉酸を含有しているもの）や漢方薬の服用は、薬の効果を強くしたり弱くした  
  りする可能性があります。主治医にご相談ください。 
・ 妊娠中や授乳中の女性は申し出てください。また胎児に悪い影響を与える恐れがあるため、 
  妊娠はお控えください。男性を含め、妊娠出産を希望される場合は主治医と事前に相談する 
  ようにしましょう。 
・ 希に吐き気、胃痛、食欲不振、下痢などの胃腸症状や倦怠感、口内炎がみられることがあり 
  ます。お薬を中止してなるべく早く主治医にご相談ください。 
・ 脱水状態でお薬を飲むと副作用が出やすくなります。食事が取れなかったり、起きていられな 
  い状態のときはお薬を服用せず、主治医にご連絡ください。二日酔いのときも服用しないでく  
  ださい。 
・ 高い発熱、空せき、息切れなどがあった場合は、間質性肺炎の可能性があります。風邪だと 
  思って、風邪薬で済ませないようにしましょう。必ず、胸部X線、時には胸部CT検査をして間質 
  性肺炎でないか検査をする必要があります。 
・ 一般的には、お薬を早期に中止すれば副作用はすぐに改善します。副作用を恐れるあまり、 
  自分で調節されるとせっかくの効果が得られなくなります。ご注意ください。 
 

メトトレキサートを服用される患者さんへの注意 



（一部加筆） 

アクテムラ 
ケブザラ 



一般名 
（商品名） 

ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ 
（レミケード） 

ｱﾀﾞﾘﾌﾞﾏﾌﾞ 
（ヒュミラ） 

ｺﾞﾘﾑﾏﾌﾞ 

（シンポ
ニー） 

ｾﾙﾄﾘｽﾞﾏﾌﾞ･ 
ﾍﾟｺﾞﾙ（シムジア） 

ｴﾀﾈﾙｾﾌﾟﾄ 
（エンブレル） 

ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞ 
（アクテムラ） 

サリルマブ 
（ケブザラ） 

ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ 
（オレンシア） 

構造 ｷﾒﾗ型 
抗TNFα抗体 

完全ヒト型 
抗TNFα抗体 

 

完全ヒト型 
抗TNFα抗体 

 

ペグ化 
抗TNF抗体 

TNF受容体 
IgGFc融合蛋白 

ヒト化抗IL-6 
受容体抗体 

ヒト型抗 IL-6受
容体抗体 

ヒト化CTLA-４ 
IgG1Fc融合蛋

白 

標的分子 可溶性TNFα 
膜結合TNFα 

可溶性TNFα 
膜結合TNFα 

可溶性TNFα 
膜結合TNFα 

可溶性TNFα 
膜結合TNFα 

可溶性TNFα 
可溶性TNFβ 

IL-6受容体 IL-6受容体 CD80/86 

投与経路 
 

点滴靜注 皮下注射 皮下注射 皮下注射 皮下注射 点滴靜注 
皮下注射 

皮下注射 点滴静注 
皮下注射 

投与頻度 ０,２,６週後 
４～８週毎 

２週毎 ４週毎 ０,２、４週 
以後、２～４週毎 

週１～２回 ４週毎点滴 
２週毎皮下注 

２週毎 ０,２,４週,以後
４週毎点滴 
毎週皮下注 

投与量 ３～１０
mg/Kg 

４０～８０mg ５０～１００
mg 

２００㎎～４００㎎ ５０ mg /週 ８ mg/Kg 
162mgsc/2w 

１５０～２００
mg 

１０ mg/Kg 
125mg/w 

MTX併用 必 須 必須でない 必須でない 必須でない 必須でない  必須でない 必須でない 必須でない 

年間医療費
３割，５０Kg  

３８万円 ５１万円 ４９.万円 ５７万円 
 

４９万円 点滴３５万円 
皮下３１万円 

４７万円 点滴 
点滴４３万円 
皮下４４万円 

発売年 ２００３年 ２００８年 ２０１１年 ２０１３年 ２００５年 ２００８年 ２０１８年 ２０１０年 

生物学的製剤の比較 

ＴＮＦ阻害剤（抗体製剤） 

ＴＮＦ阻害剤（融合蛋白） 

IL-6阻害剤 

Ｔ細胞阻害剤 
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生物学的製剤の臨床効果（CDAI） 
2018.9 

 IFX（165）    ETN（188）    ADA（65）    GLM（44）      CZP（29）    TCZ（88）    ABT（80）    TOFA（29） 

高疾患活動性 中疾患活動性 低疾患活動性 寛解 

IFX：Infliximab, ETN:Etanercept, ADA:Adalimumab, GLM:Golimumab, CZP:Certolizumab pegol, Tcz:Tocilizumab, ABT：Abatacept,TOF:Tofacitinib 

0 3M 6M 12M

自験例 



低分子化合物と生物学的製剤の比較 

            低分子化合物        生物学的製剤 

分子量      小さい（内服薬）       大きい(注射剤） 

作用部位        細胞内        細胞外・細胞表面 

選択特異性     比較的低い         非常に高い 

投与量     過剰投与にて副作用     十分量の投与が可能 

  

低分子化合物とは 
 非ステロイド系抗炎症薬、ステロイド、疾患修飾性抗リウマチ薬など 



離職者あるいは離職寸前者の割合（56週間） 

P 0.005 
（両側Pearson’s χ2検定） 

※ ACR20未達、かつWISスコア悪化 あるいは>17、および医師の判断 

プラセボ+MTX群 アダリムマブ+MTX群 
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Bejarano E, et al. Arthritis Rheum. 2008;59:1467-1474. 



TNFα阻害薬は死亡リスクを低下させる 

患
者
生
存
率 

0 2 4 6 8 

0.85 

0.9 

0.95 

1.0 

0 

TNFα阻害薬投与 

TNFα阻害薬なし 

経過観察期間（年） 

死亡リスク 

TNFα阻害薬なし 
1.00 

MTXなし（対照） 

プレドニゾロン 1.63 * 

レフルノミド 1.12 

サラゾピリン 1.01 

MTX 0.84 * 

TNFα阻害薬 0.69 * 

 * p<0.05 

Michaud K, Wolfe F  ACR 2005; Abst No.296 

投与薬物 

米国National Data Bank for Rheumatic Diseasesデータベースの 

1998年～2005年の解析（RA患者数22,545例，85,691例･年） 



生物学的製剤の副作用 

副作用と有害事象の違い 
・副作用→医薬品との因果関係が否定されない 
        医薬品の使用により生じた有害な反応。 
・有害事象→因果関係の有無を問わず、 
                       単に医薬品の使用によって生じたあらゆる好ましくない有害な反応 
 
最も頻度の高い副作用は感染症 
・鼻咽頭炎、気管支炎、肺炎、結核、帯状疱疹など 
 
低分子化合物とは違って細胞毒性がないので、臓器障害（肝障害や腎障害）が 
少ないのが特徴 



炎
症 

炎症性サイトカイン 受容体 シグナル伝達 
遺伝子 炎症分子 

免疫・炎症に関わる細胞 

生物学的製剤 

細胞内伝達阻害剤 
（JAK阻害剤） 

生物学的製剤、細胞内伝達阻害剤の作用点 

佐伯行彦 リウマチ病セミナーXXⅢ P193 2012をもとに作図  



生物学的製剤とJAK阻害剤の作用機序の違い 

JAK阻害剤 

JAK阻害剤 

作用持続時間は比較的短い 作用持続時間は比較的長い 



ファイザー製薬提供「ゼルヤンツを服用される患者さんとご家族の方へ」パンフより一部抜粋改変 

ゼルヤンツ® 
オルミエント® 

炎症性サイトカインの細胞内伝達様式 細胞内伝達阻害剤の作用点 

細胞内伝達阻害剤（JAK）阻害剤 

JAK JAK 



細胞内伝達阻害剤（JAK阻害剤） 

 
一般名 

 
商品名 

 
主なJAK阻害 

 
用法 

 
主な代謝経路 

 
トファシチニブ 

 
ゼルヤンツ 

 
JAK1,JAK3 

 
５ｍｇを１日2回 

 
肝臓 

 
バリシチニブ 

 
オルミエント 

 
JAK1,JAK2 

 
４ｍｇを1日1回 

 
腎臓 

TOFA → 薬剤相互作用（CYP3A4阻害剤、フルコナゾール、CYP3A4誘導剤） 
BARI  → 腎機能障害があれば減量、禁忌 
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生物学的製剤の臨床効果（CDAI） 
2018.9 

 IFX（165）    ETN（188）    ADA（65）    GLM（44）      CZP（29）    TCZ（88）    ABT（80）    TOFA（29） 

高疾患活動性 中疾患活動性 低疾患活動性 寛解 

IFX：Infliximab, ETN:Etanercept, ADA:Adalimumab, GLM:Golimumab, CZP:Certolizumab pegol, Tcz:Tocilizumab, ABT：Abatacept,TOF:Tofacitinib 

0 3M 6M 12M

自験例 
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DAS28-CRP 

全症例の平均 

自験例でのオルミエント®の臨床効果 

TOFA無効 
2W後PSL追加 

BARI 2mg 



RA治療におけるJAK阻害剤のメリット 
生物学的製剤と比較して 

患者サイド 
 ・ 内服薬である。保存に気を使わなくてよい 
 ・ 長期の旅行の際、携帯に便利 
 ・ 痛くない 
 ・ 服用に失敗が少ない 
 ・ 毎日１回服用なので飲み忘れが少ない         

医師サイド 
 ・ 自己注射の指導が不要 
 ・ 半減期が短い（有害事象や周術期への対応が容易） 
 ・ 感染症でCRPが上昇する 
 ・ 欠点として、服薬コンプライアンスの確認が難しい 



JAK阻害剤投与と帯状疱疹 

・一般的な日本人の発生率1)：         0.4/100人・年 
・トファシチニブ投与日本人の発生率2)：   7.4/100人・年 
                        （全集団：4.3/100人・年） 
・トシリズマブ投与患者3)             2.3/100人・年 
・エタネルセプト投与患者4)           2.9/100人・年              

1) Toyama N,et al.  J Med Virol 81(12):2053,2009 
2) Nakajima A,et al.  Mod Rheumatol 25(4):558,2015 
3) Wollenhaupt,et al.  J Rheumatol 41(5):837,2014 
4) Nishimoto N,et al.  Mod Rheumatol 20(3):222,2010 
5) Takeuchi T,et al. Mod Rheumatol 25(2):173,2015 

http://healthil.jp/32774 



高額療養費制度について教えてください 



バイオシミラーって何ですか？ 

https://rheuma.jp/cure/medicine.html#d 

後発医薬品 
  新薬の特許が切れてから別の会社で販売される医薬品 
 ・ジェネリック医薬品 
  同じ成分、たぶん同じ効き目の安価な医薬品 
 ・バイオシミラー 
  ほとんど同じ成分、同じ効き目の安価な生物学的製剤 



 

 城北診療所リウマチ科村山外来に受診される患者様へ 
  

 診察予約について  
  ・ 診療予約時間は大体の目安です。  
  ・ 午前は9時～11時、午後は2時15分～4時の間にご来院ください。  
  ・ 受付順に診察させていただきます。  
  ・ 午前11時、午後4時を過ぎる場合は、リウマチ科外来までお電話ください。  
  ・ 予約当日の午前、午後の変更に関しても、お電話ください。  
 
 診察時の着衣について（診察をスムーズに行い、待ち時間を少なくするためです。）  

  ・ 関節を触診しやすい薄着にて入室ください。  
  ・ 湿布やサポーター類は事前に外しておいてください。  
  ・ 裸足にて診察室にご入室ください。  
   感染防止の観点から、診療所ではスリッパを準備いたしません。ご自分のスリッパをご持参願います。  
  ・ご自分で衣服、靴下などを脱げない方は、ご遠慮なく看護師にお申し付けください。  
 
 リウマチ科診療当日、他科を併進される場合、  
  ・ リウマチ科の指示がない限り、リウマチ科を先に受診ください。  
  ・ 他科から事前検査（血液・尿・レントゲン検査など）があった場合でもリウマチ科を先に 受診ください。  
   リウマチ科受診の前に他科検査を実施されますとリウマチ科でも検査が必要な場合、二重に採血など検査を受けることになる場合  
   があります。  
 

 途中で体調を崩されて他の医療機関を受診される場合、  
  ・ 事前にリウマチ科外来までご連絡ください。TEL:076-208-5073  

  ・ 時間外、休日などで連絡ができない場合は、事後でもなるべく早くご連絡ください。  
   体調をくずされた原因が、リウマチあるいは治療薬による場合があるからです。 また、リウマチ治療薬の休薬の必要性、休薬した場  
   合、再開日などご相談する必要があります。  
 
🔶 診察終了後、処方箋を受け取られたら、処方内容（処方薬剤、処方数、処方日数）をご確認ください。  
   この時点でご不明な点があれば、御申しつけ頂くと訂正が簡単にできます。  

2018年4月1日  
城北診療所リウマチ科 医師 村山 隆司  


