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　地域医師会の先生方におかれましては、日頃から
大塚病院の医療連携についてご理解ご協力を賜り厚
く御礼申し上げます。
　コロナ禍による急激な社会変化もあり、医療を取
り巻く環境は厳しさをましておりますが、地域の先
生方と機能分化や情報共有によって、患者さんが安
心して治療を続けられる体制が維持できるよう医療
連携室などを通じて連携を推進してまいります。
　おかげさまで、昨年度の紹介率は79.8％、返送
49.5％、逆紹介22.8％と高い値を維持しています。
　また、連携医の先生方と当院の担当医に直接電話
がつながる緊急患者対応システム、「緊急診療依頼
直通電話（ゴールド電話：03-3941-7890）」も、依
頼1,515件、来院1,238件、入院285件とご利用いた
だいております。さらに、地域包括ケアシステムの
一環として、豊島区医師会のご協力により開始いた
しました、在宅復帰支援システム・大塚医療ネット
ワークも軌道に乗り、在宅医療介護を担当されてい
る主治医、訪問看護、ケアマネと当院の医師がＩＣＴ
を用いて患者情報を共有し、患者さんの状態に合わ
せて在宅と病院間のスムーズな医療連携も推進して
います。
　一方で、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を

受け、医科・歯科・薬事連絡会
や地域の先生方との研修会も、
WEB会議や参加人数を絞っての開催など臨機応変
に対応せざるを得ない状態が続きますが、これまで
以上に連携を深め難局を乗り越えたいと思います。
　さて、連携通信でお伝えしてきました改修工事で
すが、当施設は、開院以来30年以上経っており、
建物の老朽化は進み、設備も古くなり、患者さんの
入院生活等にはさまざまな問題がありました。改修
工事は低層階から順に工事を進め、現在は、外来診
療科ブース（１階）を中心に工事を行っています。
期間中は安全を第一に、規模を縮小せず、仮設移転
を繰り返すことにより診療を原則継続し、医療機能
を維持しながら順に工事を進めていますが、騒音、
振動、工事車両の通行など患者さんや連携の先生方
にはご不便をおかけすることがあるかもしれません
が、どうぞご容赦ください。
　大塚病院は、古くから地域の医療連携を大切にし
て歩んできた歴史があります。地域医療支援病院と
して、その良き伝統を守りながら地域完結型の病院
を、地域の先生方とともに目指し発展させていきた
いと思います。
　今後とも、宜しくお願いいたします。

地域医療支援病院
事務局長　 石黒　幸治
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　関節リウマチ（RA）の薬物療法の進歩は目覚ま

しく、様々な新規薬剤の出現により、寛解・治癒も

望める時代となりました。2010年に約20年ぶりに

RAの分類基準が改定され、医師がその場の判断で

治療強度を調整する従来のやり方よりも、“治療目

標を明確化した治療戦略（treat to target）”※ の方

が関節破壊の抑制効果が高いことが示され、目標と

する寛解の基準も明確に示されました。それに基づ

き、日常診療において、できるだけ毎回RAの活動

性を数値化して評価し、寛解という目標に向けて、

患者さんとよく話し合いながら薬物治療を組み立て

ていくことが大切です。作用機序の違う複数の薬剤

を用いることも多く、薬の相互作用や副作用に対す

る管理もとても重要になります。

　RA治療で用いられる薬物で重要なものは、抗リウ

マチ薬（DMARD）です。DMARDは従来型合成抗

リウマチ薬（csDMARD）、生物学的製剤（bDMARD）、

特異的分子を標的としたJAK阻害剤（tsDMARD）

に分類されます。まず最初に選択されるのは、

csDMARDでその中心はアンカードラッグと言われ

るMTXです。RA診療ガイドラインでもMTXが禁

忌でなかったらまずMTXを使用するよう推奨して

います。

　MTXが禁忌となる場合として、妊娠希望する場

合、腎機能低下（CCｒ30ml ／mim以下）、活動性

間質性肺炎がある場合などがあります。それ以外で

はまずMTXを6㎎～8㎎/週から開始し、2週～4週

に2～4㎎増量し、0.2～0.3mg/kg/週をめどに副

作用モニタリングをしながら増量します。効果発現

は早ければ2週間、遅くとも4～8週間でみられま

す。MTXの副作用には、まず投与量に依存する肝

機能障害や骨髄抑制、口内炎などの粘膜・消化器症

状があり、この場合は葉酸の予防投与でコントロー

ル可能です。投与量と関係なく発症する間質性肺炎

は葉酸の投与も予防効果はなく、早期発見が重要に

なるので、投与後に発熱や呼吸器症状がみられた場

合は、すぐに中止して主治医に連絡するように指導

しておく必要があります。時に感冒として見過ごさ

れることもあるので、特に鼻水などの上気道炎症状

を伴わない空咳に注意が必要です。

　MTXを十分量投与しても効果がない場合は、最

近では早い段階で生物学的製剤やJAK阻害剤の併

用が推奨されていますが、患者さんの経済的負担や

安全性に考慮しつつ、よく相談して治療方針を決定

する必要があります。ちなみに当院のRA患者さん

では、MTX使用されている方が7割、生物学的製

剤を使用されている方が約3割となっています。

※疾患活動性の評価指標（DAS, CDAI, SDAIなど）を用い
て一定期間ごとに活動性を評価し、目標とする値に達してい
なかった場合は治療強度を強化するという治療戦略。

（生物学的製剤については、ページ数の関係もあり、ここで
は書ききれず、講演でお話します。）

リウマチ薬の使い方：生物製剤とMTXを中心に
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ リウマチ膠原病科医長　木村　万希子

＊本稿は、7月の医療連携薬事研修会（12月に延期）で予定していた講演の内容のご紹介です。12月の研修会で
　講演を行いますので、ご参加ください。



　東京都立大塚病院の認定看護師は、訪問看護ステーションや医療施設、介護施設に勤務されている皆様を対象に
出張勉強会を行っています。ご希望の勉強会内容に応じて各分野の認定看護師が担当させて頂きます。下記に勉強会
内容の一例を提示しておりますので、是非ご活用ください。 
　今年度はリモート型での勉強会にも対応できます。ぜひご相談ください。 

分野名

感染管理

新型コロナウイルス感染症の対応・相談（現地に赴きアドバイスもできます） 
正しい手洗い方法とエプロン・手袋などのつけ方、外し方 
耐性菌を保有している方の対応、疥癬を施設内で拡げないポイント 
模擬吐物を使ったおう吐物の処理方法など 

皮膚・排泄ケア 基本的なスキンケア、創傷の見方、軟膏の選択、肛門周囲のただれケア 
おむつの当て方と選択、瘻孔ケア、ストーマケア、ポジショニングなど 

摂食・嚥下障害看護 
正常な摂食嚥下の過程、嚥下障害の原因、日常生活場面から評価する方法
誤嚥性肺炎予防、窒息予防、食事介助のポイント、食事形態の選択 
とろみ調整食品（増粘剤）の使用方法と注意点など 

集中ケア

フィジカルアセスメント（呼吸と循環、脳神経と腹部）、
在宅患者の急変前の前兆と気づきのポイント、人工呼吸器管理とケア、
吸引の手技と注意点、術前・術後看護のポイント、家族看護、
急性期の意思決定支援（延命処置） 

緩和ケア 緩和ケアについて、その人らしさを支える意思決定支援、家族ケア 
エンゼルケア、エンゼルメイク

認知症看護 認知症とは、認知症の原因となる病気 
認知症の症状に応じた対応、認知症の人との接し方 

がん性疼痛看護 がん性疼痛マネジメント（アセスメント・薬物療法・看護ケア） 
呼吸困難感・倦怠感・消化器症状のケア、リラクセーション 

がん化学療法看護
化学療法の種類と副作用、支持療法、セルフケア支援 
内服抗がん剤を飲み忘れた時の対応と自宅での保管方法 
抗がん剤が漏れた時の対応、曝露について 

新生児集中ケア
低出生体重児が退院するまでの経過 
妊娠中から気をつけたい感染症の説明・予防方法 
新生児蘇生法について 

精神科看護 精神疾患患者との関わり方、精神科身体合併症の看護、 
精神科薬物療法、メンタルサポート（心の健康増進）

救急看護 BLS（一時救命処置）や急変対応、外傷看護や災害看護 
救急外来トリアージ、減災対策など救急・災害に関すること 

勉強会内容（例）

※謝金は発生いたしません。時間日程についてはご相談させていただきます。
大塚病院看護部担当者：大谷
TEL：03-3941-3211（内線2251）

手術看護 ラテックスアレルギーについて 
深部静脈血栓・肺塞栓症について 

ご要望がありましたら「出張勉強会の問い合わせ」と
伝えて頂くとスムーズに看護部担当者につながります。

令和３年10月

認定看護師による出張勉強会のご案内
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第289回 医療連携医科研修会　2021年10月14日（木）　午後7時30分～午後9時00分

「めまい診療（診断・治療のすすめ方）」　　　　　 耳鼻咽喉科 医長　井出　里香

〇開催方法は感染状況に応じて、現地開催、web開催、現地とwebの併用開催のいずれかとなります。
　開催日近くになりましたらご案内チラシにてご連絡させていただきます。 
〇参加費用は無料で、事前申込みが必要です。
〇現地開催時は新型コロナウイルス感染症拡大対策として、三密回避に留意して開催します。そのため、人数制限をさせて
いただきます。
　出席者にはマスクの着用、受付時の手指消毒、体温測定に協力をお願いします。  

医 療 連 携
薬事研修会

医 療 連 携
医科研修会
医 療 連 携
医科研修会

第81回 医療連携薬事研修会　2021年12月15日（水）　午後7時30分～午後9時00分

「リウマチ薬の使い方：生物製剤とMTXを中心に」 
 リウマチ膠原病科 医長　木村　万希子

医 療 連 携
医科研修会
医 療 連 携
歯科研修会

第67回 医療連携歯科研修会　2021年11月16日（火）　午後7時30分～午後9時00分

「長く病院歯科に従事して」 　　　　　　　　　　　     口腔科 部長　田中　潤一

03（3941）7468（直通）
03（3941）3211（内線2138）

受付時間は〈月～金〉9：00～17：00  〈土〉9：00～12：30

受付時間は〈月～金〉9：00～20：00  〈土〉9：00～12：00

【予約専用電話】 03（3941）5489

【代表電話】 03（3941）3211　緊急・休日・夜間の場合　

　当院は緊急の場合を
　除き原則予約制です。

　医療連携についての
　お問い合わせ

上部・下部消化管内視鏡検査に関するご連絡も上記医療連携担当へお願いいたします。

患者支援センター 医療連携担当

03（3941）7890　緊急診療依頼直通電話
（Dr to Dr）

〈糖尿病基礎講習（水曜日）〉 ２階 第１会議室にて ※要予約
＊11/17（水曜日）
　  午後2時～ 
　  ①糖尿病と付き合うための第一歩…医師による
　  午後2時45分～ 
　  ②今日からできる食事療法（※指導料あり）
　  　……………………………………管理栄養士による
  ※糖尿病集団栄養食事指導が必要な患者さまは、
  先に糖尿病初診の診療予約をお取りください。

〈糖尿病教室（木・金曜日）〉 ２階 第２会議室にて
　第１回　11/18（木曜日）  午後３時～
　③血糖はなぜ上がる 体のしくみと関連検査 ④糖尿病のお薬を知ろう

………………………………臨床検査技師・薬剤師による
　第２回　11/19（金曜日）  午後３時～
　⑤毎日ここを気をつけよう ⑥運動療法のススメ さあ 体を動かそう

…………………………………看護師・理学療法士による
  ※基礎講習と糖尿病教室を併せて受講することをお勧めします。

糖尿病基礎講習・糖尿病教室のご案内（令和３年11月）糖尿病基礎講習・糖尿病教室のご案内（令和３年11月）
　通院中の糖尿病患者さんを対象に糖尿病の基礎を学んでいただく「糖尿病基礎講習」と、糖尿病とつき合うため
の生活に役立つ「糖尿病教室」の２部構成で行っています。①から⑥の６回シリーズを全て受講すると修了証を
お渡しています。ぜひ、ご利用ください。  ※改修工事のため年内は11月の開催のみになります。 　  内科医長  中村  佳子

　

　

医療連携研修会のご案内医療連携研修会のご案内

お世話に
なりました
お世話に
なりました
お世話に
なりました

よろしく
お願いします
よろしく

お願いします
よろしく

お願いします

令和３年５月31日付  退職 麻酔科医員　　　齋藤　理絵

令和３年８月１日付  採用 産婦人科医員　　長谷川　桃子

10～12月10～12月
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