
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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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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抗リウマチ剤

消炎鎮痛剤
生物製剤
その他

≪治療≫
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腫脹関節数
圧痛関節数
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mHAQ

その他

関節レントゲン
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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
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良好
今の治療で

中村医院
中村眞
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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




