
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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