


医療サービス部長
山口 真由美

院長
小川 裕医師

看護部長
渡辺 みゆき開業当初から変わらない精神で

地域医療を支え続ける
昭和57年の開業以来、年中無休、24時間体制で患者様のニーズに応えながら地域密着型の医療や看護を行っている
フジ虎ノ門病院。医療現場の救急、外来、入院に関する現状と地域との連携や今後の展望について、当院の根幹を支
える、小川院長・山口医療サービス部長・渡辺看護部長にお話を伺いました。

ー それぞれの部門における役割や業務の内容を教えてく
ださい。

山口：医療サービス部は、受付や医療請求等のいわゆる医事
課の業務と、日々多忙なドクターに医師の業務調整を行う医局
秘書、患者様と向き合うことを中心とした診療を行えるよう、
手術室への手術のオーダーや患者様に対する入院説明等の
事務的作業を請け負っています。また、看護部長とともに病院
の病床管理を行ったり、他病院、介護施設、地域との連携
を図るメディカルソーシャルワーカーの活用等、幅広いサポート
を行っています。様 な々部門に入り込んで多様な業務をしてい
るので、潤滑剤のような存在とよく例えられます。

渡辺：当院には、理事長が立ち上げた、施設や病院の運営
を各部門や病院だけにとらわれず施設全体として見ていく、
本部制という組織があります。私はその中でも「看介護」という
役割を担っています。現在の病院だけでなく今後展開していく
施設において、患者様や施設の利用者様を看る人材の、募集・

教育・育成をする業務を主に行っています。また、各病棟を
管理する師長の援助や、施設の部屋や病床の管理等も行っ
ています。

院長：私のこの病院での院長としての役割は、現場監督のよ
うな立場で日々の現場を問題なく動かしていくことだと思っ
ています。現場といっても様々な部門がありますが、報告・
連絡・相談をスタッフ間で徹底することで、何か問題があれ
ばすぐにミーティングを行います。

渡辺：院長は病棟や院内を頻繁にまわり、大枠だけでなく
細部まで見て、的確なコメントを助言していただいているので、
とても助かっています。

院長：私は医者になったとき、最初についた先生に患者様の
もとをたくさんまわることの重要性を教わりました。こまめに
コミュニケーションをとることも、私の大切な役目ですね。

患者様一人ひとりと向き合うために
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H21 1014
H22 957
H23 1112
H24 1295
H25 1031

H21 2844
H22 2963
H23 2858
H24 2767
H25 2711

● 救急患者数（人）● 救急車搬送台数（台）

ー 病院が抱える一番のテーマというのは、やはり患者様
へのサービスだと思います。その中でまず救急医療の分野
に関して、24時間365日救急患者を受け入れるという
病院は、この県東部では数が少なく、フジ虎ノ門病院が
果たす役割が非常に重視されていると思うのですが。

山口：フジ虎ノ門病院が開業した当初から救急の受け入れを
していますが、私たちが絶えず理事長に言われて行っているの
は、救急車や救急患者様を断らず、「来てください、診ます」
と一言だけ答えることです。とにかく断らないというのが当院
のスタンスです。

渡辺：院内のシステムとしては、第一コールはどの先生につな
ぐかが決まっているので、当番の先生は大変だと思います。

院長：受け入れた全ての患者様の治療まで行わなくとも、
断らずにまず診てから、連携している病院に応援をお願い
することもあります。とにかく救急車がたらい回しにならない
ように、連絡をいただいた患者様と必ず関わるというのは、
30年経っても変わりません。

山口：最近は富士宮や沼津の患者様の受け入れも増え、来院
される患者様の負担が大きくなってしまうのが気がかりです
が、受け入れ可能な病院が少ないのが周辺地域における救急
医療の実態です。

渡辺：これからを担う若いナースたちは、高度医療や救急医療
にとても意欲的に取り組んでいます。救急を受け入れる際に
も、専任で待機しているナースはいません。私たちは開業当初
から自然とやっていることですが、日勤・夜勤のシフト制の枠
組みのもと、みんなで助け合いながら活き活きとやっています。
患者様にとってみれば、当院は24時間いつでも診てくれると
いう安心感があると思うので、常に患者様のご要望にお応え
できることも、私たちのやりがいの一つです。

ー 外来の患者様に対するサービスの現状と課題を教えて
ください。

院長：現状は、どの病院でも
課題として上がっているもので
すが、やはり待ち時間が長いと
いうことですね。一人の患者様
を診る時間が決まっているの
で、患者様が多ければ多いほ
ど待ち時間は長くなってしまい
ます。

山口：完全予約制を取り入れている病院もありますが、地域
医療を支える立場から言うとかなり難しいです。

院長：患者様が求めていることに対して適切にお答えすると
いうことが必要ですよね。患者様が求めているものに答える
ことができないと、これだけ待ったのにという話になりますの
で、私はそこに気をつけて患者様に来院の目的をしっかり聞く
ようにしています。

ー 病床や入院患者様の管理
というのはどのように行って
いますか？

山口：当院には211のベッドが
ありますが、急患受け入れ専用
のベッドはありません。常に満
室に近い稼働状況のなか、そ

の患者様に合わせて空きのあるところに入っていただくという
形なので、救急の患者様が入院してくるときのベッドのコント
ロールには特に気を使っています。患者様の重症度や必要度
を見極めて都度判断するので、患者様のご協力あってこその
ベッドコントロールだと思っています。
　また当院は、手術を目的とした病棟、外傷による救急患者
様を受け入れる病棟、内科、外科の主に高齢者向けの病棟、
リハビリテーションに特化した病棟、療養型病棟という５つ
の病棟に分かれているので、ナースたちもその病棟に合った
看護やケアができるよう動いています。

「来てください、診ます」の一言が地域医療を救う

現代社会の課題に取り組む
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医師 59（常勤24、非常勤 35）

フジ虎 ツル虎

看護師 109 38
サービス部 30 4

● スタッフの在籍数（人） ● グループ全体の
　 スタッフ数（人）
H21 923

H22 931

H23 992

H24 1158

H25 1208

院長：あとは、雇用の面ですね。病院グループの発展と活性
化は、いろいろな意味で地域雇用に貢献できると考えています。

ー 最後に、10年後20年後のフジ虎ノ門病院はどのように
なっていると思いますか？皆さんが思い描く将来像をお聞か
せください。

院長：急患の受け入れを断らないというポリシーや、これまで
築き上げてきたベース部分は現在と変わらないと思います。

山口：今ある病院のスピリッツを次代を担う世代の人たちに
受け継いでいくことが大切だと思います。

渡辺：私もそう思います。ずっと続いていくと思います。変わ
るとすれば、現在のスポーツ、脊椎、人工関節、リウマチの
専門分野の柱がさらに増え、それを担当する医師も専門的
知識を持って現場で活躍する看護師たちも増えるということ
だと思います。

院長：27年4月に開設予定の新棟は、入院から社会復帰、
介護までを包括するワンストップサービスを提供できる仕組み
になっています。地域の高齢者の方々のみならず、将来に対す
る不安を抱えた方に対し、さまざまなご提案ができると思い
ます。患者様の不安を解消したり、ご要望にお応えするため、
的確なアドバイスができるコンシェルジュのような存在であ
りたいと考えています。新棟の建設に関しては、患者様のた
めの導線や、そこで働く職員のことも考え、細部にわたって
現場の人たちの意見をたくさん取り入れています。新棟の完成
が今から楽しみですね。

医療サービス部長
山口 真由美

院長
小川 裕医師

看護部長
渡辺 みゆき

渡辺：入院部門では、患者様の高齢化が進んでいるというのが
現状です。私たちが勤め始めた数十年前は、怪我による若年
層の患者様が多く見られましたが、ここ１０年で高齢化が加速
していきました。その中で、高齢の方 を々どのように自宅に帰す
か、また、自宅に帰れない方のケアをどのように行うかが課題
になり、当院でもこうして付帯施設が増えてきました。

院長：高齢化社会のなかでお年寄りの居場所を確保すること、
そして、他方では、スポーツ医学や脊椎などの専門分野におけ
る医療の深化に取り組むことが重要ですね。　

渡辺：そうですね。当院は民間病院ながら、ナースは急性期、
回復期、慢性期、療養期という一連の流れのなかで、自分
が追求していきたい専門分野を選ぶことができます。専門
分野をローテーションすることによって学べることが数多く
ありますので、ナースにとってこの病院は大きく成長できる場
です。患者様にとっても他にはない、包括的な医療やサポート
を受けていただける真の総合病院だと思っています。
　　　

ー 地域医療という言葉を耳にしますが、フジ虎ノ門病院に
おいて、どのように地域とのつながりを持っていますか？

渡辺：リハビリテーション施設
があるので、リハビリテーション
に関する講演会を行うと、たく
さんの地域の方々が足を運ん
でくださいます。最近では、最期
までご自身の機能を保ちなが
ら元気に生きたいと考えている
方が多いのだと思います。

山口：それから、御殿場市は地域完結医療を充分行える環境
ではないことから、当院は様々な分野の施設を持つ、言わば
グループ内で完結出来る医療福祉施設と言えます。なので、
例えば救急医療、その後にリハビリテーション、高齢者のた
めの施設や療養型の施設、スポーツクラブや東洋医学室と、
地域の患者様の病状やニーズ、状況に合わせて受け入れる間
口が広くあるというのも、地域医療貢献の一つだと思います。
また、スポーツ障害に関する講演も行っています。

患者様に寄り添う総合的な
サービスを提供する病院でありたい
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頴川医院
整形外科，リウマチ科 ,
リハビリテーション科

すずき整形外科クリニック
整形外科 , 内科 ,
リハビリテーション科 ,東洋医学室

南一色セントラル内科
糖尿病内科 , 代謝 ･内分泌内科 ,内科

志太記念脳神経外科
脳神経外科 , 循環器科

匡ペインクリニック
整形外科 , リハビリテーション科

石川整形外科リウマチクリニック
整形外科・リウマチ科

高橋クリニック
内科 , 外科 , 消化器科
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フジ虎ノ門整形外科病院　提携病院紹介
Introduction

　院長先生が開業前にフジ虎ノ門整形外科病院
に勤務されていたなどのゆかりの深い医療機関で
かかりつけの医師がフジ虎ノ門整形外科病院の施設
を利用し手術・検査を行います。（オープンシステム）
　入院を伴う治療などはフジ虎ノ門整形外科病院、
退院後はいつものクリニックへ通院など患者さんに
医療機関の紹介をします。

協力医療機関とは

　　山本整形外科・循環器科

フジ虎ノ門病院と関わりをもったきっかけ

　２５年前、バチスタ手術で有名な須磨久善先生に紹介された、バイト先
のサン虎ノ門クリニックで意気投合した新浦安虎ノ門クリニックの大前
利道先生と土田博和理事長を訪問し、日本の医療に対する先見性に感銘
を受け、最終的に貴院の整形外科医・副院長として、無数の手術と症例
を経験させていただきました。

フジ虎ノ門病院と関わりをもったきっかけ

診療所を開設する前に、フジ虎ノ門病院で研修をさせていただきました。
地域医療に貢献できるように、広範囲な実践的医療知識を吸収するため
です。土田理事長の、医療に対する真摯な姿勢、寛容な人柄に感銘を
受け、フジ虎ノ門病院との協力関係が続いています。

クリニックの特徴・紹介

　超高齢化社会の疾患の特徴である「運動器疾患＝整形外科」「動脈硬
化・心機能低下＝循環器科」の２つの各学会の専門医を有する、日本で
唯一の医師として開業より１７年間、頑張っております。
　以前はオープンシステムを利用し手術をやらせて貰っていましたが、最近
はフジ虎ノ門病院の名手に一任して手術をやっていただいています。
　代って、往診症例の増加や、介護審査等々で毎日多忙の極みでありま
すが、外来患者の最後の一人まで、決して手を抜かないのがモットーです。

クリニックの特徴・紹介

　脳神経外科・脊髄外科専門医としての強みを生かしつつ、内科・整形
外科領域を含めて、患者さんの全身を総合的に診ることができるように、
日々研鑽に努めています。MRI・CT・エコー検査を、初診日に行い、迅速
に診断して、治療・予防医学に結びつける方針です。頭痛、脳梗塞、認
知症、腰痛、膝等の関節痛、軽症外傷、糖尿病・高血圧、一般内科
疾患などの、診断治療を行っています。

　　三島えんどうクリニック

診療
科目

整形外科・循環器科

当院
住所

静岡県駿東郡長泉町
南一色 425-1

電話 055-989-8111

URL http://yamamotoseikei.com/

診療
科目

脳神経外科 ,整形外科 ,
リハビリテーション科,内科

当院
住所

静岡県三島市
壱町田 76-1

電話 055-999-0166

URL http://www.myclinic.ne.jp/
mishima/pc/index.html

1980年浜松医科大学卒業、大学病院、県内
の病院、ハーバード大学、西島病院に勤務、
2005年三島えんどうクリニックを開設

三島えんどうクリニック 院長

遠藤 光俊 

山本整形外科・循環器科 院長

山本 一貴 
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1981年　順天堂大学医学部卒業
1988年   1年間英国ウェールズ大学へ臨床留学
1990年　順天堂静岡病院 心臓血管外科 勤務
1991年  フジ虎ノ門整形外科病院 勤務
1997年　山本整形外科・循環器科 開業
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フジ虎ノ門グループの介護施設
Information

通所介護サービス

5
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通所介護サービスとは、在宅の要介護・要支援の方が介護老人保健施設
や通所介護施設に日帰りで通い日常生活上のお世話や機能訓練などを
受けるサービスです。

通所サービスにはデイサービス（通所介護）とデイケア（通所リハビリテーション）があります。

　現在では双方の多くの施設とも送迎や食事提供・入浴介助・レクリエーションのサービスを受けることができますが、デイ
サービスはデイサービスセンターや特別養護老人ホームが運営し、デイケアは病院や介護老人保健施設が運営しています。
　主な目的としてデイサービスは外出や社会的な交流、ご家族の負担の軽減が主になっているのに対し、デイケアではデイ
サービスの目的に加え、身体機能の維持・回復、日常生活の回復なども主な目的となってきます。

静岡県御殿場市川島田南原 270 

特別養護老人ホーム白雪内

TEL 0550- 82- 7601

定員 30名

白雪
静岡県沼津市高砂町 2- 5 

フジ高砂クリニックの隣

TEL 055- 941- 5682

定員 15名

デイサービスセンター 高砂

山梨県南都留郡富士河口湖町船津 6901

介護老人保健施設はまなす内

TEL 0555- 83- 3285

定員 20名

通所介護センター ラベンダー
静岡県御殿場市上小林字西野原 1527-19

特別養護老人ホームすずらん内

TEL 0550- 78- 7900

定員 30名

すずらん

静岡県御殿場市川島田 1076- 2 

介護老人保健施設あすなろ内

TEL 0550- 88- 0007 定員 120名

山梨県南都留郡富士河口湖町船津6901 

介護老人保健施設はまなす内

TEL 0555-83-3285 定員 20名

山梨県都留市四日市場字瀬中 188 

ツル虎ノ門外科リハビリテーション病院内

TEL 0554-45-8861 定員 20名

あすなろ はまなす ツル虎ノ門通所リハビリテーション そよかぜ

フジ虎ノ門グループのデイサービス

フジ虎ノ門グループのデイケア

デイケア（通所リハビリテーション）とデイサービス（通所介護）の違い
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デイサービスセンター

すずらん

ご利用者様が楽しく心地よい時間をお過ごし頂くため、安全、ゆとり、
明るさを重視し、人と人が自由に触れ合うことが出来るようサービス
を提供してまいります。　

施設長　三井 忍

こんな方にご利用
いただいております

● 外出の機会を作ることで、他の方々との交流を図り、張りのある生活を送りたい
● 健康状態の回復、又は維持を望む方
● 自宅での入浴が困難な方
● 御家族様の介護負担の軽減のお手伝い

　生活相談員  塩川 礼恵

　デイサービスをご利用されている方の大半
は、はじめて介護保険のサービスを利用する
という方です。利用されるご本人様もご家族
様も不安が多くあるかと思いますが、安心
して楽しくご利用いただけるようにケアマ
ネージャーやスタッフなど関係各所と連携し、
より良いサービスを提供できるようにするこ
とが主な仕事です。「今日も一日楽しかった」
と皆様の笑顔が多く見られるよう努力してい
きたいです。

看護師　横山 早苗

　利用者様の健康管理をさせていただい
ています。創傷処理や病院受診の必要性
の判断などご利用者様の話にじっくり耳を
傾け、ご家族様との連携を大事にして関わ
ること、お1人お1人の可能性を信じケア
リングすることが私の役目だと思っていま
す。笑顔でご利用していただけるようサー
ビスを提供してまいります。

様

ネ

　平成24年 9月にオープンしたすずらんですが、皆様のご協力・ご支援を賜りながら、ようやく1年
間を越え、2年目を迎えようとしています。ご入居者様・ご利用者様はもちろんのこと、そのご家族様、
関係者の皆様から多くのことを学ばせていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
　私たち施設の名称である「すずらん」の花には、「幸福の再来」という花言葉があるそうです。ご縁あっ
てすずらんにご入居されているご入居者様、またデイサービスなどをご利用されているご利用者様が、
すずらんと関わることで、花言葉のごとく少しでも楽しさや幸福を感じ、それが博友会の理念である
「長生きして良かった」に繋がるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。
　開設して日が浅い施設ですが、日々の努力を怠らず精進し、ご入居者様・ご利用者様、そしてご家族様
にとって、より良い施設を目指していきます。

機能訓練士  杉本 礼奈

　すずらんデイサービスでは、ご利用者
様が在宅生活を安全に楽しみを持って
生活ができるように、リハビリ視点か
ら支援させていただいています。ご利
用者様の身体状況に合わせた機能訓
練の実施や、ご自宅での移動手段の
検討、環境整備などの提案も行っています。
利用者様の笑顔が増えるようにこれからも
ご利用者様とともに頑張っていきます。

　開所から 1 年 8ヶ月。ご利用者様
と過ごさせていただく日々、毎日が
勉強です。昔の貴重な体験談等をお聞
きしながら仕事ができる今の環境に、
常に感謝の気持ちを胸に対応させてい
ただいております。

　　ご利用者様に「すずらんで良かった」
と心から思っていただけるよう、サービ
スを提供させていただくと共に、ご家族
様のお力になれる対応を常に心がけ、日々
努力を続けていきたいと思います。

介護リーダー  鵜沼 佐知子

と
勉
き
常に
ただ

各職種の方のインタ
ビュー



     リウマチ特効薬の生物学的製剤

̶ 関節リウマチとは、どんな病気なのですか？

　体のあちこちの関節が左右対象に腫れて痛み、放置す
ると骨や関節が破壊されて変形し、機能障害をきたす疾
患です。本来なら体内に侵入した異物や病原体などを排
除してくれる免疫機能が暴走を始めて、正常な細胞や組
織を攻撃してしまう病気＝自己免疫疾患のひとつと考え
られています。全国に７０万人の患者さんがいると言われ、
その８割が女性です。原因はまだ不明な点もありますが、
同一家系内に多発したり一卵性双生児のほうが二卵性よ
り発病率が高い傾向があるなど、遺伝因子の関与もあり
ます。それに加えて、ホルモンバランスの乱れやウィルス感
染などの環境因子も発病に関与すると考えられています。
　初期の症状としては朝の手のこわばりが見られ、急に
進行する人や徐々に増悪を繰り返しながら進行していく人
など様々ですが、放置すればいずれ関節が破壊されて固
まってしまい、機能障害を引き起こすこともあります。

̶ 関節リウマチになったら治らないとよく聞きました。
有効な治療法はあるのですか？ 

　たしかに昔はそういわれて
いましたが、いまから１５年前、
１９９９年に免疫抑制剤「メト
トレキサート」が抗リウマチ薬
として承認され、関節破壊を
抑制する治療法が確立された
ことで、治療後の経過もずい
ぶん改善されてきました。早期
に専門医の治療を受ければ、関節の破壊や拘縮などの
機能障害は防げる時代になったと言えます。
　さらに２００２年から現在に至るまで７種類の生物学
的製剤が承認されました。体内の炎症に伴って生成され
るサイトカインというタンパクの一種が暴走して骨や関節
に悪さをする。その働きをブロックする抗体製剤が生物学
的製剤であり、文字通り関節リウマチの特効薬と言えると
思います。

フジ虎ノ門整形外科病院  橋本 淑子 医師

専門医師に聞く
Medica l specia list
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早めの診察と特効薬治療で
もう関節リウマチは怖くない

　朝起きたとき、手首や指の関節がこわばって思うよう
に動かない。家事や仕事がつらくなってきた。そういえ
ば母親も齢を取ってから、よくこぼしていたっけ…。
　こんな話に思い当たる点があったら、あなたも関節
リウマチを疑ってみたほうがいいかもしれません。よく聞
く病名だけれどよくわからないのがリウマチ。日本リウ
マチ学会の指導医も務める専門医の橋本淑子先生に、
教えていただきましょう。



      車椅子の患者が歩いて帰られる

̶ リウマチ治療には内科的アプローチと外科的アプ
ローチがあると聞きました。橋本先生の内科では、
どんな治療をするのですか？

　現在では“Ｔｒｅａｔ ｔｏ Ｔａｒｇｅｔ”「目標達成のための
治療」というのがリウマチ治療の基本的考え方になって
います。早期に診断し、早期に（抗リウマチ薬を用いて）
治療し、早期に寛解、すなわち落ち着いて安定した状態
に持っていく。治療は３ヶ月ごとに見直していく。という
明確な概念です。これを徹底することで、ほとんどのケー
スは内科での薬物療法によって治療できるようになりまし
た。ただ関節が破壊・拘縮を起こして機能が失われた場
合は、外科的治療として人工関節置換術などが行われる
ことになります。
　６３歳の男性で、両ヒザの関節が痛くて来院された患者
さんは、関節リウマチと診断されていたのに治療をしてい
ませんでした。腎臓が悪く慢性透析を受けていたため、薬
が使えなかったといいます。１年前に車椅子で来院され、
治療を始めました。その時に撮ったレントゲンではヒザ関節
が完全に破壊され、くっついてしまった状態でした。
　私は最新治療として生物学的製剤のなかからＩＬ６（サイ
トカインの一種）阻害薬のトシリズマブという注射薬を導
入しました。それから治療を続けて１年後、くっついてい
たヒザ関節がきれいに修復されたレントゲン画像を見て、
ご本人も私も本当にビックリしました。これまでは関節の
破壊を防ぐのを治療の目標においていたのが、修復してく
れるなんて驚きです。車椅子だった患者さんが歩いて通院
できるようになったのです。
　リウマチに悩む患者さんのなかには働き盛りの方が
多く、痛みで仕事にも支障を訴えられていた人も、生物学的
製剤の導入によって健常者と全く変わらない生活が送れる
ようになっています。そのような方が本当に数多くいらっ
しゃいます。

昭和62年　高知医科大学 卒業
日本リウマチ学会　リウマチ専門医
日本リウマチ学会　リウマチ指導医
日本リウマチ学会　評議員
日本内科学会認定内科医
内科一般総合診療

フジ虎ノ門整形外科病院
リウマチセンター 

橋本 淑子 
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    必要以上に怖れず、早めに診察を

̶ リウマチ専門医として、お知らせしたいメッセージは
ありますか？

　リウマチはこれまで進行を
遅らせるのが精一杯で治ら
ない病気だと考えられてきま
したが、これからはその症状
と治療について広くお知らせ
し、専門医による早期発見・
早期治療を徹底すれば、８割
の患者さんで、痛みを緩和し
変形を予防できると思います。また、さらなる治療薬として、
注射薬である生物学的製剤と同等の効果を示す「JAK３
阻害薬」という飲み薬も出てきました。生物学的製剤を
あれこれ用いても良くならない場合のさらなる治療法とし
て期待されています。
　もうリウマチを必要以上に怖れる必要はありません。思え
ば１５年前まで、はかばかしい治療法もなく手詰まり状態
だったリウマチ科ですが、生物学的製剤の登場以来、外来
の雰囲気まで劇的に明るくなりました。患者さんの痛み
が取れて動きが良くなり、表情も晴れ晴れとしてくるのを
見て、本当に嬉しく思います。
　もしもあちこち同時に関節が腫れたり手がこわばったり
という症状があったなら、またそうした症状が６週間以上
続いていたら、一度血液検査を受けてリウマチ因子の有無
を調べることをお勧めします。これで８割は診断がつきま
す。ただリウマチ因子が陽性だからといって必ずしもリウ
マチだというわけではありませんので専門医の判断を仰い
でください。



現在使用可能な生物学的製剤一覧どのようなも
のが

あるの？

レミケード アクテムラ オレンシア

投与頻度  1 回／ 8週 投与頻度  1 回／ 4週 投与頻度  1 回／4週

投与法  点滴 2時間 投与法  点滴 1時間 投与法  点滴 30分

自己負担額
約 2.7 万円

自己負担額
約 3.3 万円

自己負担額
約 3.3 万円

■点滴製剤薬剤

エンブレル ヒュミラ シンポニー

投与頻度  1～2回／週 投与頻度  1 回／2週 投与頻度  1 回／4週

投与法  皮下注射 投与法  皮下注射 投与法  皮下注射

自己負担額
約3.8万円

自己負担額
約 3.9 万円

自己負担額
約3.8万円・約7.6万円

シムジア アクテムラ皮下注 オレンシア皮下注

投与頻度  1 回／2週 投与頻度  1 回／2週 投与頻度  1 回／週

投与法  皮下注射 投与法  皮下注射 投与法  皮下注射

自己負担額
約 3.8 万円

自己負担額
約 2.4万円

自己負担額
約 3.4万円 

■皮下注射薬剤

※自己負担額は1カ月の3割負担の金額です

※点滴製剤薬剤の自己負担額（3割負担）は体重 53 ㎏で計算しています

生物学的製剤の詳細や関節リウマチの治療に関しては専門医にご相談下さい

生物学的製剤について
Topics

　これまでの抗リウマチ薬は、関節リウマチ発症の免疫異常
を修復し、症状を改善する働きがありましたが、これでは、
十分に病気の進行を止めることができませんでした。
生物学的製剤には、その免疫異常の炎症性サイトカインと
呼ばれる物質TNFαとIL-6の働きを妨げるもの、Tリンパ
球の働きを抑えるものの3種類あります。関節の痛み・腫れ
を改善する効果と、関節の変形・破壊を止める働きが飛躍的
に向上しました。

生物学的製剤とは？ 生物学的製剤は、関節リウマチ（RA）の治療にどのように使われるのですか

関節リウマチは、早い時期にメトトレキサートなどの
抗リウマチ薬で治療することが重要ですが、抗リウマ
チ薬だけでは症状や関節所見が十分に改善しないた
め、生物学的製剤を使用しています。生物学的製剤
は他の抗リウマチ薬、特にメトトレキサートと一緒に
使うことで効果が表れます。
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上記以外にも、クックパッドでバリエーション豊富なレシピをご覧いただけます。。

かつおのたたき　～ 薬味たっぷりで ～ 

●かつおのたたき ...........１～２さく
●油  ......................................大さじ2
●にんにく（みじん切り） ........大さじ3
●細ネギ .......................................1束
●生姜（みじん切り） ...............大さじ3
●みょうが（刻む） ..................１～２個
●ピンクペッパー .........................少々
●ポン酢 ......................大さじ1くらい

材料／1人分

フライパンに　を入れじっくりニンニクがカリッとなるまで5分ほど中火で炒め油とニンニクに分けておく。
かつおのたたきは薄くスライスしてお皿に並べておく。
冷めたニンニクの油小さじ１とポン酢を混ぜ薬味を散らした２へまわしかけ、ピンクペッパーを散らす。

作り方

簡単おかずをもう一品！

経理部　土田 裕美子
（ジュニアベジタブル＆フルーツマイスター）

 A

 A

じゃがいもと人参のガーリック焼き 焼きキャベツ

～目に青葉山ホトトギス初鰹～ 
　かつおと言えばこの俳句が頭に浮かびます。                                         
　目には輝く新緑が映り、耳には山ホトトギスの鳴き声、口では新鮮な初鰹を味わうという意味です。秋にも北太平洋で豊富な餌を
取り南下してくる戻りかつおと二度も美味しい時季のある魚です。 （秋の俳句はないですが…）                             

かつおの栄養について                                                             
　血液をサラサラにしてくれるEPAや、脳の働きを活性化するDHAを多く含みコレステロールを減らし、肝機能を高めるタウリンが
豊富に含まれています。特に血合いにはビタミンやミネラルの宝庫でレバーに匹敵する栄養価があると言われています。
　今回は「かつおのたたき」です。簡単ですが薬味の量・種類が半端なく多いのがポイントです。お皿に残った薬味はかき集めて、
熱いご飯にのせて残さず食べましょう。暑い夏を乗り切れるレシピです!

皮付きのままよく洗った
じゃがいもと人参に塩をし
てレンジで5分通り火を通
し、ニンニクとオリーブ油
をすり込みオーブンで焼く。
バーベキュ一の端っこに置
き、ホイルをかけて焼くの
もいいと思います。

キャベツの芯を残して切り
フライパンに少しの油をひ
き両面を焼き色がしっかり
つく迄（5分・返して5分）
焼きます。塩・こしょうをし、
粉チーズ、オリーブオイル
をかけると、キャベツの甘
さが存分に出ます。簡単で
美味しい一品です。

（1人前／170kcal）

●●にんにくを中火でじっくり、かりっと焼く（焦がすと苦くなります）。にんにくを中火でじっくり、かりっと焼く（焦がすと苦くなります）。
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http  : //www.toranomon.or.jp/ホームページ

〒412-0045 静岡県御殿場市川島田南原 270
■ TEL:0550（82）7601

〒401-0301山梨県南都留郡富士河口湖町船津6887
■ TEL:0555（72）3298

〒412-0044 静岡県御殿場市杉名沢字久保田 351
■ TEL:0550（84）8100

〒412-0045静岡県御殿場市川島田1074-3
■ TEL:0550（89）9292

〒412-0045 静岡県御殿場市川島田1073-1
■ TEL:0550（88）0223

〒401-0301山梨県南都留郡富士河口湖町船津6901
■ TEL:0555（83）3285

〒401-0301山梨県南都留郡富士河口湖町船津 2210
■ 特別養護老人ホーム TEL:0555（72）5601
■ 高齢者住宅 TEL:0555（72）5600

〒401-0301山梨県南都留郡富士河口湖町船津 2207
■ TEL:0555（83）3310

特別養護老人ホーム

白雪

フジ河口湖
クリニック

短期入所生活介護

百寿

フジ虎ノ門
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はまなす

特別養護老人ホーム・
ケアハウス
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フジ高砂
クリニック

介護老人保健施設

あすなろ

特別養護老人ホーム

高砂

有酸素運動施設

プラーナ

〒 410-0016 静岡県沼津市高砂町 2-5
■ TEL:055（941）5682　

〒412-0045 静岡県御殿場市川島田 1084-1
■ グループホームふれんど TEL:0550（89）5722
■ ショートステイたんぽぽ TEL:0550（89）6100

デイサービスセンター

高砂

1Fグループホーム
ふれんど
2Fショートステイ
たんぽぽ

〒412-0045 静岡県御殿場市川島田1067-1
■ TEL:0550（89）7872
■ FAX:0550（88）1516

フジ虎ノ門
整形外科
病院

ツル虎ノ門
外科リハビリ
テーション
病院

〒402-0005 山梨県都留市四日市場字瀬中188
■ TEL:0554（45）8861

〒 410-0016 静岡県沼津市高砂町 2-5
■ TEL:055（941）5684

〒412-0045 静岡県御殿場市川島田 1076-2
■ TEL:0550（88）0007

〒 410-0016 静岡県沼津市高砂町1-5
■ TEL:055（941）5681　

■ フジ虎プラーナ TEL:0550（88）0555 
■ ツル虎プラーナ TEL:0554（45）8861 
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■ TEL:0550（89）1616


