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基幹病院

　　RA治療の変遷とRA治療中の課題

　日本におけるRAの有病率は0.6～1.0％と高く1），RAは
患者数の多いCommon Diseaseとなっている。従来は，
疼痛や炎症をコントロールする非ステロイド性抗炎症薬
（NSAIDs）の使用がRA治療の基本とされてきたが，NSAIDs
ではRAによる関節破壊の進行を抑えることができず，患者
の多くは徐々に関節が破壊され，本来望んでいた自分らしい
生活を諦めることを余儀なくされていた。しかし近年，RAの
関節破壊は発症早期から進行することが明らかとなり，有効
性の高いDMARDsが相次いで登場したこともあって，発症
早期からDMARDsを積極的に使う治療戦略が主体となって
きた。今日，RA患者の機能予後，生命予後は大きく改善さ
れ，多くのRA患者は普通の生活を送ることが可能になって
いるという。RA診療の専門医である島根大学医学部附属病
院膠原病内科の近藤氏は，RA治療の変遷を自身の経歴に重
ねて次のように語る。

　「大学卒業後，私は基礎的な免疫現象に興味をもち，膠原病
内科に入局しました。当時，RA治療の主流はNSAIDsや従来
型合成DMARDs（cs-DMARDs）を用いた薬物療法でした
が，のちにRA治療薬の第一選択となるメトトレキサート
（MTX）の登場を皮切りに，生物学的製剤（b-DMARDs）や
分子標的合成抗リウマチ薬（ts -DMARDs）など新しい
DMARDsが次々に開発され，RA治療はパラダイムシフトを迎
えました。これを機に，最初は基礎的な研究を目指していた私
でしたが，RA専門医として臨床の道を歩むことにしました。」
　DMARDsはMTXなどのcs-DMARDsや生物学的製剤に
分類され，薬剤選択の際には薬剤特性だけでなく患者特性を
考慮したうえで慎重に決定されるという。特に，高い炎症抑制
作用を有する生物学的製剤は免疫抑制作用も併せもつため，
肺炎や結核など感染症の合併に注意が必要となる。このため，
DMARDsによるRA治療中は，副作用や感染症，さらには合
併症などに十分な注意が必要であると近藤氏は指摘する。

　　RA診療における病診連携の重要性

　RAによる関節破壊は発症早期から進行することから，関
節エコーやMRIなどの画像診断による早期診断に加え，早期
からの治療介入が重要となる。また，合併症や感染症の有無
などをチェックし，その患者に最も適切で有効性が高いと考
えられるDMARDsを選択して治療を開始する必要がある。
このため，RA治療の開始にあたっては，RA専門医の関わり

が欠かせない。しかし，RAの患者数に比べて専門医の数は
少なく，RA診療のすべてを専門医が担うことは物理的にも
不可能といえる。
　また，RA治療の主体がNSAIDsなどの一般的な薬剤で
あった時代には，RAを専門としない医療機関においてもRA
治療を行うことは可能であった。しかし，近年は有効性の高
いDMARDsが次々に登場し，治療の初期段階から積極的に
使用されるようになってきた。DMARDsを使用する際には
感染症や合併症に十分な注意が必要なこともあり，いまや
RAは非専門医では扱いにくい疾患となっている。一方で，
RAの初期症状は関節痛や手のこわばりなどごく一般的な症
状であり，治療中には感染症に対する迅速かつ適切な対応が
求められるため，かかりつけ医の関わりが必要な場面も多い。
　そこで，RA診療においては，地域における専門医とかかり
つけ医とが役割分担をしながら治療を行う病診連携の推進が
重要な課題となっているという。

　　島根県浜田地域におけるRA病診連携の実際

　島根県においてもRA専門医の数は少なく，県の西部に位
置する人口5.3万人の中核都市である浜田市も常勤のRA専
門医が不在の地域となっている。常勤専門医不在の地域で，
どのようにRAの診療を行っているのか。浜田市を中心とす
る二次医療圏の中核病院である国立病院機構浜田医療セン
ター（以下，浜田医療センター）に非常勤のRA専門外来を開
設し，RA診療の病診連携を行う取り組みについて，近藤氏に
紹介いただいた。
　浜田医療センターのRA専門外来は整形外科内に開設さ
れ，非常勤で隔週の外来である。
　まず，RAの可能性がある患者はすぐに浜田医療センター
に紹介してもらうように地域の医療機関に周知し，RAと診断
された場合には全身評価を行ったうえで近藤氏が治療薬を
選択し，RA治療が開始される。そして，治療開始後すぐにか
かりつけ医との連携をスタートし，DMARDsの用量調整や
副作用チェックなどはかかりつけ医が行う。3ヵ月後には浜
田医療センターで治療効果を確認し，必要に応じて治療薬の
変更や追加などを行う。その後は3ヵ月ごとに再受診するス
ケジュールとし，浜田医療センターでは看護師や薬剤師など
のチーム医療による療養指導も行われる（図1）。このように，
治療開始後すぐに病診連携を開始し，専門医とかかりつけ医
とが併診することが大きな特徴で，経過中に生じた軽微な合
併症などについてはかかりつけ医で対応するが，かかりつけ
医はいつでも専門医とメールで連絡を取り合える体制にして
いるという。
　浜田市のRA病診連携の現状や成果について，近藤氏は次
のように語る。
　「RAの病診連携を開始して10年以上が経過しています
が，現在は，地域の約8割にあたる20施設の医療機関の非
専門医と連携を行っています。また，浜田医療センターでは

約200名のRA患者の診療を行っていますが，そのうち7割
の患者は病診連携の対象となっています。浜田地域で連携を
進めるなかで，特に大きなメリットと感じたのは，連携によっ
て発症から診断までの期間が非常に短くなることでした。こ
の点は論文でも発表しましたが，2017年1月から9月まで
の調査では，全例で発症から3ヵ月以内に診断に至っていま
した2）。これはおそらく，関節が痛くなったとき，患者は定期
的に受診しているかかりつけ医で気軽に関節痛の相談ができ
ていることと，浜田地域の8割の病院が普段から病診連携で
RA診療をしていますので，多くの先生が関節の診察に慣れ
ており，関節の腫れに気づいたらすぐ浜田医療センターへ紹
介されるためではないかと思います。さらに，私たちの検討
によると，かかりつけ医との病診連携で治療しているRA患者
は，専門医のみで治療しているRA患者に比べて重篤な感染
症の発症率が有意に低いことを示す結果が得られました2）。
これは，かかりつけ医がRAを含めた患者の身体状況を普段
からよく把握しており，感染症発症時などに適切な初期対応
ができていることが一因ではないかと考えています。」
　さらに，早期からの連携は専門医・かかりつけ医双方にとっ
てメリットがあるという。近藤氏は，「治療開始後すぐに病診
連携が開始されるため，専門医はより多くのRA患者を診療
することができますし，かかりつけ医はRA診療の最もダイナ
ミックな部分である早期の治療を経験し慣れることで，より
的確な診療を行うことができるようになります」と指摘する。
「専門医のいない地域では，地域全体で診療を支えることが
必要です。さらに連携を促進することで，地域のみなさんに
質の高いRA診療を提供できるよう，これからも地域の先生
方とともに取り組みを進めていきたいと思います。」
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　治療技術の向上に伴い，近年，関節リウマチ（RA）診療は飛躍的に進歩し，RA患者の生
命予後は大きく改善されている。一方で，疾患修飾性抗リウマチ薬（DMARDs）の投与中
は感染症や合併症などに注意する必要があり，RA専門医を中心とした診療が望ましい。
しかし，RA患者の診療をRA専門医のみで行うことには限界があり，かかりつけ医との連
携を促進することが求められている。今回は，常勤専門医が不在の地域である島根県浜田
市の浜田医療センターでRA専門外来を開設し，地域のかかりつけ医との病診連携によっ
てRA診療を行う近藤正宏氏（以下，近藤氏）に，具体的な取り組みについて伺った。

浜田医療センター

島根県浜田市
浅井町777番地12



病診連携の流れ図1

　　RA治療の変遷とRA治療中の課題

　日本におけるRAの有病率は0.6～1.0％と高く1），RAは
患者数の多いCommon Diseaseとなっている。従来は，
疼痛や炎症をコントロールする非ステロイド性抗炎症薬
（NSAIDs）の使用がRA治療の基本とされてきたが，NSAIDs
ではRAによる関節破壊の進行を抑えることができず，患者
の多くは徐々に関節が破壊され，本来望んでいた自分らしい
生活を諦めることを余儀なくされていた。しかし近年，RAの
関節破壊は発症早期から進行することが明らかとなり，有効
性の高いDMARDsが相次いで登場したこともあって，発症
早期からDMARDsを積極的に使う治療戦略が主体となって
きた。今日，RA患者の機能予後，生命予後は大きく改善さ
れ，多くのRA患者は普通の生活を送ることが可能になって
いるという。RA診療の専門医である島根大学医学部附属病
院膠原病内科の近藤氏は，RA治療の変遷を自身の経歴に重
ねて次のように語る。

　「大学卒業後，私は基礎的な免疫現象に興味をもち，膠原病
内科に入局しました。当時，RA治療の主流はNSAIDsや従来
型合成DMARDs（cs-DMARDs）を用いた薬物療法でした
が，のちにRA治療薬の第一選択となるメトトレキサート
（MTX）の登場を皮切りに，生物学的製剤（b-DMARDs）や
分子標的合成抗リウマチ薬（ts -DMARDs）など新しい
DMARDsが次々に開発され，RA治療はパラダイムシフトを迎
えました。これを機に，最初は基礎的な研究を目指していた私
でしたが，RA専門医として臨床の道を歩むことにしました。」
　DMARDsはMTXなどのcs-DMARDsや生物学的製剤に
分類され，薬剤選択の際には薬剤特性だけでなく患者特性を
考慮したうえで慎重に決定されるという。特に，高い炎症抑制
作用を有する生物学的製剤は免疫抑制作用も併せもつため，
肺炎や結核など感染症の合併に注意が必要となる。このため，
DMARDsによるRA治療中は，副作用や感染症，さらには合
併症などに十分な注意が必要であると近藤氏は指摘する。

　　RA診療における病診連携の重要性

　RAによる関節破壊は発症早期から進行することから，関
節エコーやMRIなどの画像診断による早期診断に加え，早期
からの治療介入が重要となる。また，合併症や感染症の有無
などをチェックし，その患者に最も適切で有効性が高いと考
えられるDMARDsを選択して治療を開始する必要がある。
このため，RA治療の開始にあたっては，RA専門医の関わり

が欠かせない。しかし，RAの患者数に比べて専門医の数は
少なく，RA診療のすべてを専門医が担うことは物理的にも
不可能といえる。
　また，RA治療の主体がNSAIDsなどの一般的な薬剤で
あった時代には，RAを専門としない医療機関においてもRA
治療を行うことは可能であった。しかし，近年は有効性の高
いDMARDsが次々に登場し，治療の初期段階から積極的に
使用されるようになってきた。DMARDsを使用する際には
感染症や合併症に十分な注意が必要なこともあり，いまや
RAは非専門医では扱いにくい疾患となっている。一方で，
RAの初期症状は関節痛や手のこわばりなどごく一般的な症
状であり，治療中には感染症に対する迅速かつ適切な対応が
求められるため，かかりつけ医の関わりが必要な場面も多い。
　そこで，RA診療においては，地域における専門医とかかり
つけ医とが役割分担をしながら治療を行う病診連携の推進が
重要な課題となっているという。

　　島根県浜田地域におけるRA病診連携の実際

　島根県においてもRA専門医の数は少なく，県の西部に位
置する人口5.3万人の中核都市である浜田市も常勤のRA専
門医が不在の地域となっている。常勤専門医不在の地域で，
どのようにRAの診療を行っているのか。浜田市を中心とす
る二次医療圏の中核病院である国立病院機構浜田医療セン
ター（以下，浜田医療センター）に非常勤のRA専門外来を開
設し，RA診療の病診連携を行う取り組みについて，近藤氏に
紹介いただいた。
　浜田医療センターのRA専門外来は整形外科内に開設さ
れ，非常勤で隔週の外来である。
　まず，RAの可能性がある患者はすぐに浜田医療センター
に紹介してもらうように地域の医療機関に周知し，RAと診断
された場合には全身評価を行ったうえで近藤氏が治療薬を
選択し，RA治療が開始される。そして，治療開始後すぐにか
かりつけ医との連携をスタートし，DMARDsの用量調整や
副作用チェックなどはかかりつけ医が行う。3ヵ月後には浜
田医療センターで治療効果を確認し，必要に応じて治療薬の
変更や追加などを行う。その後は3ヵ月ごとに再受診するス
ケジュールとし，浜田医療センターでは看護師や薬剤師など
のチーム医療による療養指導も行われる（図1）。このように，
治療開始後すぐに病診連携を開始し，専門医とかかりつけ医
とが併診することが大きな特徴で，経過中に生じた軽微な合
併症などについてはかかりつけ医で対応するが，かかりつけ
医はいつでも専門医とメールで連絡を取り合える体制にして
いるという。
　浜田市のRA病診連携の現状や成果について，近藤氏は次
のように語る。
　「RAの病診連携を開始して10年以上が経過しています
が，現在は，地域の約8割にあたる20施設の医療機関の非
専門医と連携を行っています。また，浜田医療センターでは

約200名のRA患者の診療を行っていますが，そのうち7割
の患者は病診連携の対象となっています。浜田地域で連携を
進めるなかで，特に大きなメリットと感じたのは，連携によっ
て発症から診断までの期間が非常に短くなることでした。こ
の点は論文でも発表しましたが，2017年1月から9月まで
の調査では，全例で発症から3ヵ月以内に診断に至っていま
した2）。これはおそらく，関節が痛くなったとき，患者は定期
的に受診しているかかりつけ医で気軽に関節痛の相談ができ
ていることと，浜田地域の8割の病院が普段から病診連携で
RA診療をしていますので，多くの先生が関節の診察に慣れ
ており，関節の腫れに気づいたらすぐ浜田医療センターへ紹
介されるためではないかと思います。さらに，私たちの検討
によると，かかりつけ医との病診連携で治療しているRA患者
は，専門医のみで治療しているRA患者に比べて重篤な感染
症の発症率が有意に低いことを示す結果が得られました2）。
これは，かかりつけ医がRAを含めた患者の身体状況を普段
からよく把握しており，感染症発症時などに適切な初期対応
ができていることが一因ではないかと考えています。」
　さらに，早期からの連携は専門医・かかりつけ医双方にとっ
てメリットがあるという。近藤氏は，「治療開始後すぐに病診
連携が開始されるため，専門医はより多くのRA患者を診療
することができますし，かかりつけ医はRA診療の最もダイナ
ミックな部分である早期の治療を経験し慣れることで，より
的確な診療を行うことができるようになります」と指摘する。
「専門医のいない地域では，地域全体で診療を支えることが
必要です。さらに連携を促進することで，地域のみなさんに
質の高いRA診療を提供できるよう，これからも地域の先生
方とともに取り組みを進めていきたいと思います。」

基幹病院から見た地域連携
島根大学医学部附属病院/浜田医療センター

1） Yamanaka H, et al. Mod Rheumatol. 2014 ; 24 : 33-40.
2） Kondo M, et al. Clin Rheumatol Rel Res. 2019 ; 31 : 195-203.
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かかりつけ医

　　自身の専門性を活かし，地域における
　　RA病診連携に積極的に参画

　首都圏に所在する大学病院での勤務時代に，難病である炎症
性腸疾患（IBD：クローン病や潰瘍性大腸炎）の研究や診療を専
門としてきた中村氏は，2007年，開業医として島根県浜田市に
帰郷した。現在は，専門の消化器病（内視鏡による胃癌，大腸癌
の早期発見など）診療のみならず，もともとは専門外であるRA診
療に積極的に参画している。消化器病・消化器内視鏡専門医で
ありながら，RA診療に力を入れている理由について，中村氏はこ
う語る。「私はIBDを専門とする医師として多くの患者の診療や
研究に従事してきました。今後の診療方向を決めるために帰郷時
に島根県，鳥取県（山陰地区）における自分の専門であるIBD患
者数，および特殊な治療である生物学的製剤，自己免疫調節剤の
使用状況をリサーチしました。当時は山陰地区のIBD患者数は決
して多くなく，上記の特殊な治療薬の使用状況も少なかった。ま
た，IBD患者は大学病院に集中する傾向がありました。自分の専
門性を地域でどのようにしたら活かせるかを考えた結果，IBD治
療薬とRA治療薬は，ほぼ同じであること。自分の強みは，特殊
な生物学的製剤や免疫調節剤を使い慣れていることです。今後
は，消化器病だけでなくリウマチ専門医相当の診療ができる診療
所を目指すことを決めました。これらの特殊な薬剤特性を熟知し
ていることが，地域で患者数の多いRA治療にも活かせると考え
ました。その過程で2007年に近藤先生に出会い，RAの病診連
携を始めました。現在，約80名のRA患者を診療し，そのうちの

約30名をRA病診連携しています。」
　近藤氏は島根大学医学部附属病院膠原病内科に所属し，非常
勤の専門医として浜田医療センターで1回/2週と益田医師会病
院で1回/2週の専門外来を開設している。この4回/月のわず
かな外来数で，島根県西部のRAやその他の膠原病患者を全部カ
バーすることは不可能である。それを可能にしたのが，近藤氏の
アイデアである2つの病院（1つの病院はRAのみの診療。もう1
つの病院はRA以外の膠原病類似疾患の診療）の棲み分けである
と中村氏は言う。中村医院では，基本的にはRAの診断・治療は
独自に行う。しかしながら，RAの診断に難渋する患者，慢性B型
肝炎キャリアー，非結核性抗酸菌症や結核の既往，間質性肺炎，
悪性腫瘍，慢性心不全などの合併症がある患者または他の合併
症のため高リスクな患者，骨破壊が進行した高齢者などは浜田医
療センターのRA外来と連携し，他の膠原病や膠原病類似疾患は，
益田医師会病院の膠原病外来と連携して治療を行っているとい
う。地域の多くのかかりつけ医の場合は，RAが疑われた場合は
浜田医療センターに紹介し，RAと診断された場合には，すぐに病
診連携による治療が開始される仕組みとなっている。

　　浜田地域におけるRA病診連携の特徴と成功要因

　中村氏が語るには，浜田地域におけるRAの病診連携の成功の
ポイントは，一般臨床医にとって馴染みの薄く，有害事象を起こす
可能性のあるハイリスクなRAの治療薬（免疫調節剤，生物学的製
剤，JAK阻害薬など）を導入している患者を一般医に病診連携で

受け入れてもらうために近藤氏が尽力したこ
とである。
1. 浜田地域におけるRAの病診連携では，専
門医とかかりつけ医の役割分担が明確化
され，これが地域で共有されている。具体
的には，RAの診断，合併症の精査，疾患
活動性評価，治療法の選択，治療薬の変
更など，高い専門性が求められる部分は
主に専門医が担当し，RA治療薬による副
作用の確認や用量調整，軽微な感染症対
応など，必ずしも高い専門性が必要ではな
い部分は主にかかりつけ医が担当する。
浜田地域のRA連携の特徴として，A4サ
イズの“連携ノート”（図2）の使用がある。
この連携ノートは近藤氏が考案・作成した
もので，中村氏は，これが病診連携の大き
な成功要因のひとつとなっていると話す。
「連携ノートには，薬効別の治療薬，検査所見，疾患活動性な
どが経時的に記載できるようになっており，専門医とかかりつ
け医だけでなく，患者自身もRAの治療内容や治療経過につい
て把握できるようになっています。これを独自のアイデアで作
成し，地域に広めていただいた近藤先生には，本当に感謝して
います」と中村氏は語る。

2. 前述のごとく近藤氏が1回/2週の専門外来を行っている2つ
の病院の棲み分けである。島根県西部をわずか4回/月の診
療でカバーできたことは，1つの病院はRAのみの診療，もう
1つの病院はRA以外の膠原病および類似疾患の診療とした
ことである。しかし，どんどん増える患者数を近藤氏1人で診
ることには限界がある。おのずと治療方針が決まり，症状が安
定した患者は毎月診てもらえる一般医と1回/3ヵ月～1回/ 
6ヵ月の近藤氏とで医療連携が行われる。

3. 多くの一般医が敬遠しがちなハイリスクローリターンのRA診療
の敷居を低くするためには，RA診療に対する一般医の意識改
革（教育と啓発活動）とRA診療にはいつもRA専門医がバック
についている安心感（前述のRAノートといつでも近藤先生と
メールで相談が可能）が必要である。具体的には，RA専門医に
よる熱心な啓発活動の年2回の講演会の開催を挙げた。一般
医へのRA診療教育はRA治療が開始後3ヵ月以内に低疾患活
動性にならなければ治療を見直すということの徹底である（一
般医ではここが難しい）。また一般医が1人のRA患者のために
RA診療や特殊な薬剤の厚いガイドラインを読むのは苦労であ
る。講演では，毎回テーマを変えて診療上の注意点やきちんと
文献引用が提示されたスライドのレジメがいただけるのはなに
よりもありがたいという。医師は，絶対に中途半端な知識で診
療をしてはいけないという原則がつらぬける。中村氏は，自分
でも多くのRA研究会に出席するが，近藤氏が講師を務める年
2回の講演会は2007年から毎回欠かさず出席し，最新情報の
入手に努めてきたという。地域のかかりつけ医も積極的に参加
しており，RA診療のノウハウ共有に大いに役立てられている。

 　さらに，RA診療中に何か困ったことが生じた際には，かか

りつけ医がいつでも専門医にメールで相談できる体制が整っ
ている点も，浜田地域で病診連携が成功している要因となって
いる。たとえば中村氏の場合，RAの確定診断が難しい症例，
生物学的製剤や免疫調節剤を投与したいが禁忌または慎重投
与の症例，患者の治療経過報告や合併症が生じたなどといっ
た患者への対応は，近藤氏への紹介やメールで相談すること
が多いという。

　　RA診療における多職種連携の重要性と課題

　このように，常勤のRA専門医が不在の浜田地域では，非常勤
専門医とかかりつけ医による病院連携によるRA診療が積極的に
行われているが，円滑な診療連携のためには多職種の医療スタッ
フの関わりも欠かせない。浜田医療センターでは，看護師と薬剤
師が患者へ服薬指導を行っており，中村医院では，常に医師と看
護師がRA診療の情報を共有することで，看護師も療養指導に積
極的に取り組んでいるという。
　今後は，すでに骨破壊・変形し構造的寛解に持ち込めず，そのた
め機能的寛解に持ち込めない患者には整形外科医との手術を目的
とした積極的な連携も必要である。合併症や高齢，寝たきりなどで
臨床的，構造的，機能的寛解にできない患者の治療目標をどこに
おくのか決定していかなければならない。今後さらに質の高いRA
の病診連携を行っていくためには，理学療法士，ケアマネジャー，
介護士，ソーシャルワーカー，行政担当者なども含めた地域の幅広
い職種による多職種連携が必要になると中村氏は指摘する。多職
種連携には，RA患者一人ひとりの治療目標の共有化が必要にな
る。「“寛解”とひとくちに言っても，関節の痛みや腫れなどが消失す
る“臨床的寛解”，関節破壊の進行がほとんど止まる“構造的寛解”，
階段の昇降，掃除，調理などの身体機能が維持される“機能的寛
解”があります。これらのなかで，どの治療目標を目指していくの
かを患者個々に設定し，これを多職種の共通認識のもとで治療を
進めていくことが今後の課題になると思います。」今後もRA連携
の取り組みに力を注ぎ，地域での連携のさらなる広がりを目指す。
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非常勤専門医との密な連携で専門的なRA診療を推進
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療が進められている。浜田地域において，かかりつけ医の立場でRA診療に積極的に取り
組む中村眞氏（以下，中村氏）に，地域におけるRA診療の現状や課題などについて伺った。
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についている安心感（前述のRAノートといつでも近藤先生と
メールで相談が可能）が必要である。具体的には，RA専門医に
よる熱心な啓発活動の年2回の講演会の開催を挙げた。一般
医へのRA診療教育はRA治療が開始後3ヵ月以内に低疾患活
動性にならなければ治療を見直すということの徹底である（一
般医ではここが難しい）。また一般医が1人のRA患者のために
RA診療や特殊な薬剤の厚いガイドラインを読むのは苦労であ
る。講演では，毎回テーマを変えて診療上の注意点やきちんと
文献引用が提示されたスライドのレジメがいただけるのはなに
よりもありがたいという。医師は，絶対に中途半端な知識で診
療をしてはいけないという原則がつらぬける。中村氏は，自分
でも多くのRA研究会に出席するが，近藤氏が講師を務める年
2回の講演会は2007年から毎回欠かさず出席し，最新情報の
入手に努めてきたという。地域のかかりつけ医も積極的に参加
しており，RA診療のノウハウ共有に大いに役立てられている。

 　さらに，RA診療中に何か困ったことが生じた際には，かか

りつけ医がいつでも専門医にメールで相談できる体制が整っ
ている点も，浜田地域で病診連携が成功している要因となって
いる。たとえば中村氏の場合，RAの確定診断が難しい症例，
生物学的製剤や免疫調節剤を投与したいが禁忌または慎重投
与の症例，患者の治療経過報告や合併症が生じたなどといっ
た患者への対応は，近藤氏への紹介やメールで相談すること
が多いという。

　　RA診療における多職種連携の重要性と課題

　このように，常勤のRA専門医が不在の浜田地域では，非常勤
専門医とかかりつけ医による病院連携によるRA診療が積極的に
行われているが，円滑な診療連携のためには多職種の医療スタッ
フの関わりも欠かせない。浜田医療センターでは，看護師と薬剤
師が患者へ服薬指導を行っており，中村医院では，常に医師と看
護師がRA診療の情報を共有することで，看護師も療養指導に積
極的に取り組んでいるという。
　今後は，すでに骨破壊・変形し構造的寛解に持ち込めず，そのた
め機能的寛解に持ち込めない患者には整形外科医との手術を目的
とした積極的な連携も必要である。合併症や高齢，寝たきりなどで
臨床的，構造的，機能的寛解にできない患者の治療目標をどこに
おくのか決定していかなければならない。今後さらに質の高いRA
の病診連携を行っていくためには，理学療法士，ケアマネジャー，
介護士，ソーシャルワーカー，行政担当者なども含めた地域の幅広
い職種による多職種連携が必要になると中村氏は指摘する。多職
種連携には，RA患者一人ひとりの治療目標の共有化が必要にな
る。「“寛解”とひとくちに言っても，関節の痛みや腫れなどが消失す
る“臨床的寛解”，関節破壊の進行がほとんど止まる“構造的寛解”，
階段の昇降，掃除，調理などの身体機能が維持される“機能的寛
解”があります。これらのなかで，どの治療目標を目指していくの
かを患者個々に設定し，これを多職種の共通認識のもとで治療を
進めていくことが今後の課題になると思います。」今後もRA連携
の取り組みに力を注ぎ，地域での連携のさらなる広がりを目指す。

中村医院
かかりつけ医から見た地域連携
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受診日

ステロイド

抗リウマチ剤

消炎鎮痛剤
生物製剤
その他

≪治療≫

CRP
血沈（mm/h）

VAS（mm）
腫脹関節数
圧痛関節数

DAS28
mHAQ

その他

関節レントゲン
胸部レントゲン
病院名
担当医サイン

≪所見，検査≫

RAに関連するもの
薬効別
変更があれば赤字
変更がなければ「〃」で可

治療欄

リウマチ外来
近藤

リウマチ外来
近藤

リウマチ外来
近藤

8／ 77／ 106／ 12

PSL 1mg 〃 PSL 1mg
MTX 8mg

SAR SAR

〃

〃 〃

0.05 0.20.05
15 15

0.07
12

0 10 0
1 21 2
7 812 4

2.27 2.422.34

AST/ALT=26/19
SpO297％

AST/ALT=19/15
SpO296％

AST/ALT=29/20
SpO2 97％

良好
今の治療で

中村医院
中村眞

2.19
0/8

SAR有効

0/8

MTX 8mg

9／4 ／ ／ ／

中止
〃

副作用に関連する検査結果などを記載
その他検査・通信欄

画像検査

サイン

検査・所見欄

レントゲンMRIなど施行した場合に
は「○」あるいは簡単な所見を記載

良好　ステロイド中止
次回レントゲン
→調子変わらない

ようですので自己
注射続けます



島根大学医学部附属病院 膠原病内科 講師/浜田医療センター整形外科 非常勤医師

近藤正宏

中村医院 院長

中村眞

かかりつけ医

近藤先生からの質問
Q1 専門医と顔の見える関係を構築していくうえで
 重要なポイントは？
Q2 かかりつけ医におけるRA治療に関する
 多職種の関わりについて教えてください。
Q3 生物学的製剤の投与方法の選択と自己注射に対する
 患者さんの受け入れ状況について教えてください。

中村先生からの質問
Q1 RA患者さんの専門医への紹介基準について
 教えてください。
Q2 かかりつけ医が早期から病診連携で
 RA治療を行うメリットは？
Q3 RA患者さんの管理で，かかりつけ医が
 特に気をつけるべきことは？

Question

Question
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日常診療での対処法，診療のコツ，
患者さんへの接し方など，臨床現場で
気になるさまざまな疑問に
医師が本音で答えます。

基幹病院

SPECIAL  
CROSS
TALK スペシャル

クロストーク



かかりつけ医 中村先生のお答え

Answer
A1 専門医の先生のフランクさ（相談しやすい），専門医と一般医の患者さんを何とか良くしてあげたい思い

と共通の熱意です。具体的には，RA診療に対する一般医の意識改革（RA診療教育と啓発活動）とRA診
療にはいつもRA専門医がバックについている安心感（RAノート［5ページ参照］）です。いつでも近藤先
生とメールで相談が可能です。講演会や勉強会などを活用し，コミュニケーションの強化を図っています。

A2 院内でも勉強会を開催し，診療に関する情報共有をしています。
A3 可能な患者さんにはできるだけ自己注射をしていただいています。

基幹病院 近藤先生のお答え

Answer
A1 RAが疑われた場合には，すぐに専門医に紹介を。
A2 早期の治療に関わることでRA診療の全体が理解しやすくなります。
A3 関節の診察をしていただくこととともに副作用や感染症，合併症の発症に十分注意してください。
 困ったことがあれば1人で考え込まず，気楽にメールで相談してください。
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SPECIAL  
CROSS
TALK スペシャル

クロストーク

Nakamura MakotoKondo Masahiro



Q1 RA患者さんの専門医への紹介基準について教えてください。
A1 RAが疑われた場合には，すぐに専門医に紹介を。
　かつて，RAは症状がゆっくりと進行し，数年が経過してから関節破壊が生じると考えられていた時代もあり
ましたが，最近はRAによる関節破壊は発症早期に最も急速に進行することがわかってきました。また，
cs-DMARDsやb-DMARDsの治療効果も発症早期のほうが得られやすいこと，さらにはより早期に
b-DMARDsを導入した例のほうが寛解に至ったのち休薬しやすいことも明らかとなり，早期診断の必要性は
高まっています。しかし，一見RAに見えて他の疾患のことやその逆のケースもあり，RAの診断はしばしば困
難です。関節エコーやMRIなどの画像診断が必要なこともあり，非専門医では困難なことも多いと思います。
このため，RAが疑われた場合には，すぐに専門医に紹介することが望ましいでしょう。

Q2 かかりつけ医が早期から病診連携でRA治療を行うメリットは？
A2 早期の治療に関わることでRA診療の全体が理解しやすくなります。
　浜田医療センターでは，はじめに紹介を受けたかかりつけ医に患者さんをお戻しして治療を開始します。か
かりつけ医が早期から病診連携でRA診療を行うメリットとしては，まず，RA診療で最もダイナミックな部分で
ある早期の治療に関わることで，RA診療の全体像が理解しやすくなることが挙げられます。さらに，治療開始
後，徐々に圧痛や熱感，腫脹などが消失していく関節を経時的に診察することで，関節触診のスキルアップに
もつながります。そして何よりも，RAが改善していく過程を間近に見ることができ，患者さんと喜びを分かち
合うことができるのが大きなメリットです。

Answer

Q3 RA患者さんの管理で，かかりつけ医が特に気をつけるべきことは？
A3 関節の診察をしていただくこととともに副作用や感染症，合併症の発症に十分注意して

ください。困ったことがあれば1人で考え込まず，気楽にメールで相談してください。
　診断だけでなく，活動性評価で最も大切なのは関節炎所見の有無です。CRP（C-reactive protein：C反
応性蛋白）も活動性の指標にはなりますが，CRPは合併する感染症で上昇していることもあります。そのため，
RAの活動性評価においては関節の診察が非常に重要ですし，関節の診察をするかしないかで患者さんの診察
に対する満足度も大きく変わってきます。診察の際には，DAS（disease activity score）28で評価を行
う28関節について腫脹，圧痛の有無を是非確認していただきたいと思います。病診連携では，かかりつけ医
の先生には主に薬剤の用量調節，合併症の有無，軽微な感染症の治療をお願いしていますが，わからないこ
と，対応に困ることがあれば1人で考え込まず，気楽にメールで問い合わせてください。

かかりつけ医 中村先生からの質問 基幹病院 近藤先生のお答え
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かかりつけ医

Q1 専門医と顔の見える関係を構築していくうえで重要なポイントは？
A1 専門医の先生のフランクさ（相談しやすい），専門医と一般医の患者さんを何とか良
くしてあげたい思いと共通の熱意です。具体的には，RA診療に対する一般医の意識改
革（RA診療教育と啓発活動）とRA診療にはいつもRA専門医がバックについている安
心感（RAノート［5ページ参照］）です。いつでも近藤先生とメールで相談が可能です。
講演会や勉強会などを活用し，コミュニケーションの強化を図っています。
　地域で開催される講演会や勉強会は，専門医とのコミュニケーションの強化を図るために重要な場となっています。
テーマによっては，繰り返し講演内容を確認することもありますし，講演後や情報交換会の場などで，講師に積極的に
質問するように心がけています。講演会や勉強会は，かかりつけ医にとって，講師である専門医と顔の見える関係を築
く絶好の機会となります（現在，コロナ環境下ではWEB講演会がはやりですが，WEB講演ではこのコミュニケーション
は難しい。コロナが沈静化して，対面講演会や情報交換会を開催できる日がくることを心から望んでいます）。また，講
演会や勉強会では，最新の論文発表やガイドラインの内容，教科書的なエッセンスだけでなく，日常診療に役立つ診療ノ
ウハウの伝授にも期待しています。新たな治療薬の登場などで専門外の医師にとっては扱いにくい疾患であるRA診療
について，専門医の視点からわかりやすい解説をしていただけるとありがたいです。また，専門外の医師も地域のRA
診療を充実させるため，日々の勉強に努める必要があると考えています。

中村先生のお答え基幹病院 近藤先生からの質問

Answer
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Q2 かかりつけ医におけるRA治療に関する多職種の関わりについて教えてください。
A2 院内でも勉強会を開催し，診療に関する情報共有をしています。
　当院では5名の看護師が活動しており，RA治療に関しては院内で随時勉強会を開催し，患者さんへの生活指導のポ
イントや生物学的製剤の投与法などの情報を共有しています。また，看護師を通じたRA患者さんへの療養指導や啓発
活動にも積極的に取り組み，特に生物学的製剤の自己注射の方法などについては，看護師から詳細に説明するようにし
ています。シックデイ時には生物学的製剤，免疫調節剤，JAK阻害薬の中止や受診または電話連絡して指示を受けるよ
うに話して，療養指導に積極的に取り組んでいます。
　また，RA患者のなかにはすでに骨破壊，変形してQOLを低下させている方もいらっしゃいます。非結核性抗酸菌症
や慢性B型肝炎キャリアーや最近の癌の治療歴などがあるため，RA強化療法が難しい場合もあります。一人ひとりの
治療目標は異なります。各々治療目標を達成し，今後さらに質の高いRAの病診連携を行っていくためには，理学療法
士，ケアマネジャー，介護士，ソーシャルワーカー，行政担当者なども含めた地域の幅広い職種による連携が必要になり
ます。多職種連携には，RA患者一人ひとりの治療目標の共有化が必要です。

Q3 生物学的製剤の投与方法の選択と自己注射に対する患者さんの
 受け入れ状況について教えてください。
A3 可能な患者さんにはできるだけ自己注射をしていただいています。
　生物学的製剤は種類によって自己皮下注射には1回/週，1回/2週，1回/4週にて投与するものや，診療所で点滴で
1回/4週，1回/8週にて投与するものがあります。患者さんのライフスタイルに合わせて使い分け，自己注射ができる患
者さんにはなるべく自己注射を指導し，高齢や手関節の変形で自己注射が難しい患者さんには家族に指導したり，院内
の点滴や皮下注射などを選択したりするようにしています。自己注射については，慣れた患者さんは概ね日常生活のルー
チンとして組み入れているようです。看護師による丁寧な啓発活動やきめ細やかな感染予防策などが治療継続のポイント
となっています。また，副反応の出やすい方にはJAK阻害薬による内服の選択もあり，各々の状況で対応しています。
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