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基幹病院

　　来た患者は必ず診る

　日本大学医学部附属板橋病院は，都内だけでなく埼玉県南部か
ら来院する患者も多い。紹介される患者像はさまざまで，軽症患
者の治療導入からハイリスク患者の管理，合併症による入院加療
など多岐にわたる。同院リウマチ・膠原病内科のスタッフは約10
名。初診は原則として予約が必要だが，予約がなくても，あるいは
紹介状がなくても受診を断ることはない。
　北村氏は，これまで大学病院での実臨床を中心に経験を積んで
きた。大学病院というと研究や高度専門医療の提供が注目されが
ちだが，糖尿病を専門としていた父親の影響もあり，北村氏が目
指してきたのは，医師としての総合力を身に付けたジェネラルフィ
ジシャンである。大学病院の医師だからこそ，丁寧に臨床に取り組
み，「病気を診る医師」ではなく「患者を診る医師」を心がけてきた
という。「私はバリバリの臨床家」と話す北村氏。リウマチ膠原病は
全身疾患であり，個別の臓器や器官に現れる症状を診るだけでは

診療は成り立たないという揺るぎない信念を北村氏はもつ。また，
受診を希望した患者はすべて受け入れ，「来た患者は必ず診る」こ
とを基本にしている。同科の医師全員がすべてのリウマチ膠原病
を診療できる“オールラウンダー”として患者と向き合っていること
が同院の強みであり，それを若い医師にも伝えることを大切にし
ているという。北村氏の臨床に対するその姿勢は，HRRCNの発
足と10年を超える連携ネットワークの運用でも活かされた。

　　ハイリスクリウマチ膠原病ネットワーク
　　（HRRCN）の特徴

　HRRCNは，東京の城北地区（板橋，豊島，北，練馬区）および
その周辺地域（杉並区，埼玉県南部）のリウマチ膠原病内科診療
を安全かつ質の高いものにすることを目指し，リウマチ専門医と
リウマチ膠原病診療を行っている内科医や整形外科医の間で，積
極的な患者紹介や情報交換を行うネットワークである。
　HRRCNの発足は，2010年10月，日本医科大学名誉教授
だった故吉野槇一氏が，城北地区のリウマチ膠原病診療レベルの
向上に向け，リウマチ膠原病に特化した病診連携ネットワークの構
築を日本大学医学部内科学系血液膠原病内科学分野の前教授で
ある武井正美氏に依頼したことがきっかけであった。吉野氏は日
本医科大学を退職後，練馬区にリウマチ専門の診療所（吉野記念
クリニック）を開院していた。また，HRRCN発足当時は，生物学
的製剤や免疫抑制剤により，B型肝炎ウイルスの再活性化で劇症
化する例が報告され始めていた。北村氏らは，患者が重症化した

ときの受け皿として，拠点病院と地域の医療機関を結ぶネット
ワークが必要であると痛感していた。
　そこで，地域のリウマチ膠原病グループである城北リウマチ膠原
病医会を基盤として，HRRCNを発足。2012年には，帝京大学医
学部内科学講座リウマチ・膠原病グループ教授の河野肇氏を中心と
した帝京大学医学部附属病院も拠点病院として参画した。HRRCN
の会員はリウマチ膠原病を診療する医師で，現在，約50施設が
登録し，拠点病院への紹介患者数は年間60名以上となっている。
　HRRCNが一般的な地域連携と異なるのは，さまざまな合併症
を有し，一般病院や診療所では治療が困難あるいは高度の医療や
検査が必要とされる「ハイリスク」患者を対象としていることであ
る。具体的には，「外科対応が必要な患者や，呼吸器，循環器，消
化器，腎臓疾患などの合併症があり，リウマチ膠原病と合併症の同
時管理が必要な患者など」（北村氏）である。こうした合併症を有す
る患者は，RAの疾患活動性が高い場合でも治療の強化が難しい
場合も多い。しかし，北村氏は「合併症を適切に管理し，治療レベ
ルをぎりぎりまで上げることで，ADL（日常生活動作）の低下を防
ぎ，生活上の活動範囲を広げてもらうことができます」と強調した。

　　HRRCNの運用と拠点病院としての覚悟

　「高度化しているRA診療では，専門医がどんなに気をつけて診
ていても，偶発的な有害事象は起こり得ます。診療所や小規模な
病院では対応が難しい問題が起きたときには，さまざまな診療科
があり，あらゆる事象に対応できる私たちのような大学病院が受け
皿となって，ハイリスク患者を引き受けることが必要です」と北村氏
は説明する。
　HRRCNの目標は，患者の身体的・社会的な生活の質の向上を
目指すことである（図1）。その目標に向け，拠点病院はハイリスク
患者を「即時・無条件」で受け入れることが活動方針に盛り込まれ
ている。紹介された患者は，必要な治療や検査を受けたのち，病
状が安定したところで紹介元の医療機関へ戻る。また，急性期は
脱したもののリハビリテーションを要するような場合には，ネット
ワーク内の医療機関にリハビリテーションを依頼することもある。
　拠点病院でのハイリスク患者の受け入れは「即時・無条件」が原
則だが，入院対応が必要な患者を受け入れるための病床を確保し
ておくことは決して容易ではない。「受け入れを断らないというの
は，相当な覚悟がいることです」と北村氏は話す。院内の空き病床
を探し，満床の場合は1～2日ほど患者に待ってもらうが，帝京大
学医学部附属病院に一時的に入院を依頼することもあるという。
　患者の受け入れ時には，診療情報提供書をもとに処方内容や
副作用，用量調節，合併症などを把握する。連携における情報共
有について，北村氏は，「専門医同士なので，診療情報提供書でほ
ぼ問題なく情報共有はできています。必要に応じてこちらから連
絡を入れ，詳細について確認することもあります」と話した。

　　地域全体でリウマチ診療を支えているという意識

　HRRCNの運用開始から10年を超え，現在，RA治療を継続
する患者やリハビリテーションが必要な患者を受け入れてもらうこ

とについては，地域の医療機関での理解が得られている。「いまま
では，リウマチ膠原病の患者は難しい，わからないと言われ，患者
を受け入れてもらえないことがあったのですが，このネットワーク
を通して安心して依頼できるようになり，非常に助かっています」
と北村氏は強調する。また，同じ拠点病院である帝京大学と大学
病院間の垣根を越えた双方向のコミュニケーションがとれている
こともHRRCNの強みであるとした。
　HRRCNでは年3回，学術講演会を開催している。COVID-19
感染拡大中もリモート形式で開催し，例年とほぼ変わらない人数
が参加した。「HRRCNを立ち上げて実感したのは，地域における
リウマチ専門医の先生方とのつながりがとても深くなったことで
す」と北村氏。実際に顔を合わせることで，患者紹介もスムーズに
行うことができ，講演会で会ったときには患者の転帰を確認し合
うこともある。地域全体でリウマチ膠原病の患者を支えているとい
う意識が高まり，さらに連携の力が増したと実感しているという。

　　地域連携の課題と展望

　地域医療再編が進むなか，大学病院など高度先進医療を担う
施設と一般病院や診療所の役割は区分されつつある。北村氏は，
「それぞれの施設，医師が自分たちの果たすべき役割を認識し，
1人の患者を包括的に診療する体制ができれば，地域でのリウマ
チ膠原病診療の質は一層高まると思います」と指摘する。「そのた
めにも，HRRCNの輪をさらに広げること，またHRRCNで培わ
れたコミュニケーションをさらに深め，地域の医師で情報を共有す
ることも重要です」と北村氏は語った。さらに，拠点病院としてハ
イリスク患者のデータベースからテンプレートなどを作成し，患者
情報を統一して紹介先に提供できる仕組みを構築することや，
データベースをもとにした臨床研究を行うことができれば，地域
の診療レベルの底上げも期待できるとした。
　北村氏は最後に，「今後は，HRRCNによる実績を形にすること
も大切だと考えています。この点はまだこれからの課題ですが，
地域の先生方と協力し，アイデアを出し合って，この連携ネット
ワークをさらに充実させていきたいと思います」と語り，HRRCN
のさらなる広がりへの期待をにじませた。
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　近年，関節リウマチ（RA）治療に生物学的製剤や免疫抑制剤，分子標的薬が使われる
ようになり，RA診療は高度化している。優れた効果が得られる一方で，偶発的な有害事
象の対応を迫られることもあり，基礎疾患のあるRA患者においては積極的な治療が難し
いことも多い。患者に適切な医療を提供するため，地域での医療連携はより一層重要性
を増している。今回は，ハイリスクリウマチ膠原病ネットワーク（HRRCN）の拠点病院とし
て，患者の受け入れに積極的に取り組む日本大学医学部附属板橋病院の北村登氏（以下，
北村氏）に，HRRCNの運用について伺った。
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す」と北村氏。実際に顔を合わせることで，患者紹介もスムーズに
行うことができ，講演会で会ったときには患者の転帰を確認し合
うこともある。地域全体でリウマチ膠原病の患者を支えているとい
う意識が高まり，さらに連携の力が増したと実感しているという。

　　地域連携の課題と展望

　地域医療再編が進むなか，大学病院など高度先進医療を担う
施設と一般病院や診療所の役割は区分されつつある。北村氏は，
「それぞれの施設，医師が自分たちの果たすべき役割を認識し，
1人の患者を包括的に診療する体制ができれば，地域でのリウマ
チ膠原病診療の質は一層高まると思います」と指摘する。「そのた
めにも，HRRCNの輪をさらに広げること，またHRRCNで培わ
れたコミュニケーションをさらに深め，地域の医師で情報を共有す
ることも重要です」と北村氏は語った。さらに，拠点病院としてハ
イリスク患者のデータベースからテンプレートなどを作成し，患者
情報を統一して紹介先に提供できる仕組みを構築することや，
データベースをもとにした臨床研究を行うことができれば，地域
の診療レベルの底上げも期待できるとした。
　北村氏は最後に，「今後は，HRRCNによる実績を形にすること
も大切だと考えています。この点はまだこれからの課題ですが，
地域の先生方と協力し，アイデアを出し合って，この連携ネット
ワークをさらに充実させていきたいと思います」と語り，HRRCN
のさらなる広がりへの期待をにじませた。

基幹病院から見た地域連携
日本大学医学部附属板橋病院
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地域でリウマチ膠原病診療
を行っている内科医，整形
外科医，およびリウマチ診療
を行っている一般病院と，
拠点病院とが，一体となっ
て地域のハイリスクリウマチ
患者の診療にあたる。

リスクをもった患者の膠原
病リウマチ診療を拠点病院，
紹介医と連携をもって診療
し，患者の身体的・社会的な
生活の質の向上を目指す。

内科
開業医

整形外科
開業医

一般病院

拠点病院
（日本大学）
（帝京大学）



一般病院

　　上板橋病院の特徴と地域連携の現状

　上板橋病院の周辺地域には，板橋区に日本大学と帝京大学の
医学部附属病院，練馬区に順天堂大学医学部附属練馬病院があ
るものの，市中病院でリウマチ膠原病を診療する施設は限られて
いる。上板橋病院は，リウマチ膠原病の専門病院として，リウマ
チ科と内科を主力に，整形外科，リハビリテーション科，さらに近
年は脳神経外科や心療内科，耳鼻咽喉科なども充実させ，急性
期医療から回復期，長期療養型の入院までを担うマルチ機能型
地域連携病院である。
　常勤のリウマチ専門医4名が月曜から土曜まで診療し，リウマ
チ科外来を訪れる患者は年間500～600名。そのうち初診患
者はおよそ70名で，診療所や市中病院，大学病院からの紹介件
数は年々増加しており，中でも整形外科診療所からの紹介が増
えている。また，急性期病院での治療終了後，廃用性筋萎縮や廃
用症候群などの進行で自宅退院が困難な患者やリハビリテー

ションを要する患者，ステロイド薬を減量しながらRA治療を継続
する必要のある患者も受け入れるなど守備範囲は広い。
　上板橋病院には4つの病床（一般病床，地域包括ケア病床，回
復期リハビリテーション病床，医療療養病床）があり，病棟間で連
携して患者を受け入れている。

　　HRRCNにおいて担う橋渡しの役割

　地域医療において，上板橋病院は大学病院や急性期病院とか
かりつけ医とをつなぐ橋渡しの役割を担う（図2）。いわば「病病
連携」「病診連携」のハブである。HRRCNにおいても，拠点病院
である日本大学医学部附属板橋病院と帝京大学医学部附属病院
にハイリスク患者を紹介し，拠点病院からは治療継続やリハビリ
テーションが必要な患者を受け入れたのち，状態が安定した患者
はかかりつけ医に戻す。ステロイド薬や免疫抑制剤などが投与さ
れているハイリスク患者には，「ステロイド減量，合併症管理，筋力
低下などを管理しながら，通院か在宅か，療養施設に入所しても
らうかなどの方向性も調整しています」と細野氏は説明した。
　RA治療は新規薬剤の登場などに伴い，高度な治療を迅速に
開始する必要性が増している。細野氏は，「顔の見える連携によ
り，拠点病院にいつでも迅速な対応をしていただけることが，
HRRCNの大きな利点です」と話す。ニューモシスチス肺炎など
感染症の悪化が懸念される患者への早急な対応が必要になるこ
とも多く，HRRCNの存在は非常に心強いという。また，患者の
高齢化により，複数の診療科にまたがる治療が必要になることが

多いため，HRRCNでの連携は近年さらに重要になっていると
指摘する。
　細野氏は，大学病院勤務時の経験から，患者をどのように地
域に戻すかは非常に重要な課題である一方，実現にはさまざま
な困難が伴うとの認識を示した。「連携のためのネットワークをつ
くろうとすると，相当なマンパワーが必要です。重症者には長期
の対応が必要になりますので，受け入れ側の体制がかなり整備
されていないと実際の運用は難しいことが多いと思います」（細
野氏）。そのため，上板橋病院に来てからは，HRRCNのネット
ワークが充実していることに感銘を受けたという。
　HRRCNにおいて，上板橋病院では，急性期を脱した患者や，
認知症を合併した患者などを数多く受け入れている。「当院で受
け入れることができる患者は，前向きに受け入れたいと考えてい
ます。合併症のあるハイリスク患者について，どのようなタイミン
グで拠点病院に紹介するかなど難しい判断を迫られることもあり
ますが，電話などで直接相談できるため，安心して依頼すること
ができます」と細野氏は話した。ネットワークに対する信頼感は
地域外へも波及し，HRRCN内の施設にHRRCN外の施設から
患者が紹介されることも増えつつあるという。

　　連携の円滑化に向けた工夫と波及効果

　HRRCNにおける連携を推進するため，細野氏は，可能な限り
正確な診療情報を得ること，患者の家庭や生活環境をできるだ
け把握し，退院後の方針を多職種で検討して調整することを心が
けているという。紹介を受けた場合は，病歴，診察所見，検査情
報，患者の状態，治療方針などについて詳細に記載したうえで，
即日に返信する。また，診療所などから入院を依頼された場合
は基本的に受け入れ，さらに拠点病院への転院が必要かを受け
入れ後に判断している。細野氏によると，上板橋病院では5～6
名の医療ソーシャルワーカー（MSW）が連携先との情報提供のや
りとりをサポートする体制を整えている。
　HRRCNを通じて，院内で思いがけない発見もあった。「RA診
療に関わるスタッフから，医師同士のコミュニケーションが良好な
連携のなかで動いていると，適切な医療を提供できている実感
があるという声がありました。HRRCNの充実は，院内のスタッ
フにもよい影響を与えていると感じています」（細野氏）。
　その一方で，細野氏は，大学病院では経験しなかった薬剤費の
問題に頭を悩ませる。患者が肝炎やサイトメガロウイルス感染症
など，一般病院として薬剤の在庫を抱えることが難しい疾患を有
していた場合，高額な薬剤費は負担になる。特に，地域包括ケア
病床や回復期リハビリテーション病床では薬剤費は包括となるた
め，経営面だけを考えると入院での受け入れは難しいと細野氏は
指摘した。また，事前の診療情報の提供が十分ではなく，患者を
引き受けた後で，必要な薬剤をすぐに準備できない事態に直面
したこともあったという。そのため，細野氏は，「事前の情報をい
かにたくさん集められるかが，非常に大事なことだと思っていま
す。連携する施設の先生には，忙しいなかでも詳細な治療経過と
データの提供をお願いしたい」と話した。そのほか，自宅で訪問
診療を受けていた患者で，診療情報提供書に既往症は記載され

ていたが，いつ頃，どのような治療がされていたかが全くわから
ず，対応に苦慮したケースもあった。「高齢で独居や認知症の方
の場合は，診療情報を得ることができない場合も多いので，今後
は，HRRCNでの情報の共有化が必要になるでしょう」と細野氏。
正確な診療情報の共有に向け，ICT（情報通信技術）の利用や地
域連携パス手帳などの活用も検討する必要があると指摘した。

　　医療施設間の科科連携で総合診療的な連携を

　これからの地域医療について細野氏は，それぞれの病院や診
療所が得意とする領域を活かし，連携を強化することがポイント
になると強調する。RA患者はさまざまな症状を訴えるため，そ
のたびに大学病院に紹介するのではなく，眼科，泌尿器科，産婦
人科などリウマチ膠原病専門外の診療所とも結びつきを強め，
連携をとるという考え方だ。「もちろん，手術が必要な患者や複
雑な合併症を有しているハイリスク患者は，拠点病院で診療して
もらう必要があると思います。一方で，ハイリスクではない患者
の診療については，私たちリウマチ科に足りないところを補うた
めに，地域の医療機関同士で科と科の横の連携を広げ，大学病
院と同じような総合診療的な連携体制を構築しておくことが必
要だと思います」と細野氏。この連携が実現できれば，患者が受
診のために大学病院まで足を延ばす負担が減るだけでなく，大
学病院への負荷も軽減できることが予想される。また，細野氏
は，市中病院では早期や超早期の患者を診療する場合も多く，定
期的なフォローアップを行うことで，潜在的なRA患者を救い上
げることも期待できるのではないかとの見方を示した。
　COVID-19感染拡大の状況下で，医師同士が顔を合わせる
機会は減少し，「顔と顔を合わせて議論をすることの重要性を改
めて認識しました」と細野氏は話す。今後の課題について細野氏
は，「ネットワークが存在することの大切さや顔の見える連携の重
要性を皆が実感した1年だったと思います。今後は，症例検討会
など地域の医師同士で共に学ぶ場をつくることも検討していき
たいと考えています」と語り，地域連携のさらなる高みを目指す
意向を示した。
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病院の特性を活かし多彩な受け皿としての連携を実践

上板橋病院
一 般病院から見た地域連携

細野治 医療法人社団慈誠会 上板橋病院 院長
Hosono Osamu

　地域医療において，高度先進医療を担う基幹病院と一般病院・かかりつけ医の連携が
重要であることは言をまたない。さらに，急性期治療終了後，自宅療養が難しい患者やリ
ハビリテーションを必要とする患者にとって，基幹病院とかかりつけ医をつなぐハブ機能を
もった医療機関の存在は不可欠となっている。関節リウマチ（RA）の専門医療を提供する
施設であり，地域密着型病院でもある上板橋病院の細野治氏（以下，細野氏）に，地域連携
の現状とハイリスクリウマチ膠原病ネットワーク（HRRCN）における同院の役割を伺った。
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上板橋病院におけるリウマチ診療連携図2

　　上板橋病院の特徴と地域連携の現状

　上板橋病院の周辺地域には，板橋区に日本大学と帝京大学の
医学部附属病院，練馬区に順天堂大学医学部附属練馬病院があ
るものの，市中病院でリウマチ膠原病を診療する施設は限られて
いる。上板橋病院は，リウマチ膠原病の専門病院として，リウマ
チ科と内科を主力に，整形外科，リハビリテーション科，さらに近
年は脳神経外科や心療内科，耳鼻咽喉科なども充実させ，急性
期医療から回復期，長期療養型の入院までを担うマルチ機能型
地域連携病院である。
　常勤のリウマチ専門医4名が月曜から土曜まで診療し，リウマ
チ科外来を訪れる患者は年間500～600名。そのうち初診患
者はおよそ70名で，診療所や市中病院，大学病院からの紹介件
数は年々増加しており，中でも整形外科診療所からの紹介が増
えている。また，急性期病院での治療終了後，廃用性筋萎縮や廃
用症候群などの進行で自宅退院が困難な患者やリハビリテー

ションを要する患者，ステロイド薬を減量しながらRA治療を継続
する必要のある患者も受け入れるなど守備範囲は広い。
　上板橋病院には4つの病床（一般病床，地域包括ケア病床，回
復期リハビリテーション病床，医療療養病床）があり，病棟間で連
携して患者を受け入れている。

　　HRRCNにおいて担う橋渡しの役割

　地域医療において，上板橋病院は大学病院や急性期病院とか
かりつけ医とをつなぐ橋渡しの役割を担う（図2）。いわば「病病
連携」「病診連携」のハブである。HRRCNにおいても，拠点病院
である日本大学医学部附属板橋病院と帝京大学医学部附属病院
にハイリスク患者を紹介し，拠点病院からは治療継続やリハビリ
テーションが必要な患者を受け入れたのち，状態が安定した患者
はかかりつけ医に戻す。ステロイド薬や免疫抑制剤などが投与さ
れているハイリスク患者には，「ステロイド減量，合併症管理，筋力
低下などを管理しながら，通院か在宅か，療養施設に入所しても
らうかなどの方向性も調整しています」と細野氏は説明した。
　RA治療は新規薬剤の登場などに伴い，高度な治療を迅速に
開始する必要性が増している。細野氏は，「顔の見える連携によ
り，拠点病院にいつでも迅速な対応をしていただけることが，
HRRCNの大きな利点です」と話す。ニューモシスチス肺炎など
感染症の悪化が懸念される患者への早急な対応が必要になるこ
とも多く，HRRCNの存在は非常に心強いという。また，患者の
高齢化により，複数の診療科にまたがる治療が必要になることが

多いため，HRRCNでの連携は近年さらに重要になっていると
指摘する。
　細野氏は，大学病院勤務時の経験から，患者をどのように地
域に戻すかは非常に重要な課題である一方，実現にはさまざま
な困難が伴うとの認識を示した。「連携のためのネットワークをつ
くろうとすると，相当なマンパワーが必要です。重症者には長期
の対応が必要になりますので，受け入れ側の体制がかなり整備
されていないと実際の運用は難しいことが多いと思います」（細
野氏）。そのため，上板橋病院に来てからは，HRRCNのネット
ワークが充実していることに感銘を受けたという。
　HRRCNにおいて，上板橋病院では，急性期を脱した患者や，
認知症を合併した患者などを数多く受け入れている。「当院で受
け入れることができる患者は，前向きに受け入れたいと考えてい
ます。合併症のあるハイリスク患者について，どのようなタイミン
グで拠点病院に紹介するかなど難しい判断を迫られることもあり
ますが，電話などで直接相談できるため，安心して依頼すること
ができます」と細野氏は話した。ネットワークに対する信頼感は
地域外へも波及し，HRRCN内の施設にHRRCN外の施設から
患者が紹介されることも増えつつあるという。

　　連携の円滑化に向けた工夫と波及効果

　HRRCNにおける連携を推進するため，細野氏は，可能な限り
正確な診療情報を得ること，患者の家庭や生活環境をできるだ
け把握し，退院後の方針を多職種で検討して調整することを心が
けているという。紹介を受けた場合は，病歴，診察所見，検査情
報，患者の状態，治療方針などについて詳細に記載したうえで，
即日に返信する。また，診療所などから入院を依頼された場合
は基本的に受け入れ，さらに拠点病院への転院が必要かを受け
入れ後に判断している。細野氏によると，上板橋病院では5～6
名の医療ソーシャルワーカー（MSW）が連携先との情報提供のや
りとりをサポートする体制を整えている。
　HRRCNを通じて，院内で思いがけない発見もあった。「RA診
療に関わるスタッフから，医師同士のコミュニケーションが良好な
連携のなかで動いていると，適切な医療を提供できている実感
があるという声がありました。HRRCNの充実は，院内のスタッ
フにもよい影響を与えていると感じています」（細野氏）。
　その一方で，細野氏は，大学病院では経験しなかった薬剤費の
問題に頭を悩ませる。患者が肝炎やサイトメガロウイルス感染症
など，一般病院として薬剤の在庫を抱えることが難しい疾患を有
していた場合，高額な薬剤費は負担になる。特に，地域包括ケア
病床や回復期リハビリテーション病床では薬剤費は包括となるた
め，経営面だけを考えると入院での受け入れは難しいと細野氏は
指摘した。また，事前の診療情報の提供が十分ではなく，患者を
引き受けた後で，必要な薬剤をすぐに準備できない事態に直面
したこともあったという。そのため，細野氏は，「事前の情報をい
かにたくさん集められるかが，非常に大事なことだと思っていま
す。連携する施設の先生には，忙しいなかでも詳細な治療経過と
データの提供をお願いしたい」と話した。そのほか，自宅で訪問
診療を受けていた患者で，診療情報提供書に既往症は記載され

ていたが，いつ頃，どのような治療がされていたかが全くわから
ず，対応に苦慮したケースもあった。「高齢で独居や認知症の方
の場合は，診療情報を得ることができない場合も多いので，今後
は，HRRCNでの情報の共有化が必要になるでしょう」と細野氏。
正確な診療情報の共有に向け，ICT（情報通信技術）の利用や地
域連携パス手帳などの活用も検討する必要があると指摘した。

　　医療施設間の科科連携で総合診療的な連携を

　これからの地域医療について細野氏は，それぞれの病院や診
療所が得意とする領域を活かし，連携を強化することがポイント
になると強調する。RA患者はさまざまな症状を訴えるため，そ
のたびに大学病院に紹介するのではなく，眼科，泌尿器科，産婦
人科などリウマチ膠原病専門外の診療所とも結びつきを強め，
連携をとるという考え方だ。「もちろん，手術が必要な患者や複
雑な合併症を有しているハイリスク患者は，拠点病院で診療して
もらう必要があると思います。一方で，ハイリスクではない患者
の診療については，私たちリウマチ科に足りないところを補うた
めに，地域の医療機関同士で科と科の横の連携を広げ，大学病
院と同じような総合診療的な連携体制を構築しておくことが必
要だと思います」と細野氏。この連携が実現できれば，患者が受
診のために大学病院まで足を延ばす負担が減るだけでなく，大
学病院への負荷も軽減できることが予想される。また，細野氏
は，市中病院では早期や超早期の患者を診療する場合も多く，定
期的なフォローアップを行うことで，潜在的なRA患者を救い上
げることも期待できるのではないかとの見方を示した。
　COVID-19感染拡大の状況下で，医師同士が顔を合わせる
機会は減少し，「顔と顔を合わせて議論をすることの重要性を改
めて認識しました」と細野氏は話す。今後の課題について細野氏
は，「ネットワークが存在することの大切さや顔の見える連携の重
要性を皆が実感した1年だったと思います。今後は，症例検討会
など地域の医師同士で共に学ぶ場をつくることも検討していき
たいと考えています」と語り，地域連携のさらなる高みを目指す
意向を示した。

上板橋病院
一般病院から見た地域連携
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病診連携

•合併症が少ない
•状態が安定している

日本大学医学部
附属板橋病院

帝京大学医学部
附属病院

東京都健康長寿
医療センター

● 副作用マネジメント
● 確定診断のため
● 疾患活動性のコントロール
● 外科的処置
● その他（重症化した場合）

病病連携

•リウマチ診療継続
•リハビリテーション

●  ハイリスク患者，MTX-LPD
● 結核，肝炎・間質性肺炎増悪時
● 関節形成術・置換術など

かかりつけ医
（内科・整形外科）

上板橋病院



日本大学医学部 内科学系血液膠原病内科学分野 診療教授

北村登

医療法人社団慈誠会 上板橋病院 院長

細野治

一般病院

北村先生からの質問
Q1 患者さんを紹介する際に，拠点病院として
 どのような点に気をつけたらよいでしょうか。
Q2 積極的に紹介したほうがよい患者さん，または，受け入れが
 難しい患者さんの患者像がありましたら教えてください。
Q3 さらに良好な病診連携を実現するために，
 今後，どのような工夫が必要とお考えでしょうか。

細野先生からの質問
Q1 RA診療におけるハイリスクの患者さんを
 紹介する際のポイントは？
Q2 高齢のRA患者さんの診療で，一般病院・
 かかりつけ医が注意すべきことを教えてください。
Q3 RA診療において多職種での病診・病病連携が
 必要となるケースを教えてください。

Question

Question
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基幹病院

撮影時のみマスクを外しています

撮影時のみマスクを外しています

SPECIAL  
CROSS
TALK スペシャル

クロストーク

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。



一般病院 細野先生のお答え

Answer
A1 紹介の目的や意図を明確にして情報提供していただけると，それに合わせた受け皿を用意する

ことができます。
A2 急性期治療後に治療継続が必要な患者さんや，リハビリテーションが必要な患者さんなどを受

け入れ可能です。一方，日和見感染症の治療を要する場合などは，治療が落ち着いてから紹介
していただけると安心してお引き受けすることができます。

A3 患者さん本人や家族の意向も含めて，事前に詳しい診療情報を提供していただけると，連携に
携わるスタッフも余裕をもって対応できると思います。

基幹病院 北村先生のお答え

Answer
A1 患者さんの状態に心配な点があったときは，実際の紹介の前に，早めに拠点病院に
 ご連絡ください。それがさらなるハイリスク化を防ぐことになります。
A2 服薬状況を確認し，患者さんに治療について理解していただくことが大切です。
A3 自宅退院が困難な方などリハビリテーションが必要な場合には，
 理学療法士をはじめ多職種での連携が必要です。
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Hosono OsamuKitamura Noboru



Q1 RA診療におけるハイリスクの患者さんを紹介する際のポイントは？
A1 患者さんの状態に心配な点があったときは，実際の紹介の前に，早めに拠点病院に

ご連絡ください。それがさらなるハイリスク化を防ぐことになります。
　RA診療を行っている先生方から見て，患者さんの状態が「ちょっとおかしいかな」という印象をもたれたら，実際
の紹介前にまずお電話いただければと思いますし，それがさらなるハイリスク化を防ぐことにもなると考えます。お
そらく，RAの患者さんを診療されている先生方は，大学病院にすぐに連絡するのは申し訳ない，自分で何とかしな
ければいけないという責任感から，連絡を遠慮されることもあるのではないかと思います。ただ一方で，治療が奏
効しない場合のことをあらかじめ想定し，その場合にどのように対処すればよいかという担保がないと，治療を継続
するのも心配かと思います。「こういう患者さんがいるのですが，どうでしょうか」という内容で構いませんので，まず
ご連絡いただければ，こちらも何かあったときの受け入れ体制を準備しておくことができます。当院での対応がス
ムーズに終了すれば，先生方のところに早めに患者さんをお返しできますので，そのほうが双方の負担も少ないの
ではないかと考えています。患者さんの情報をできるだけ多く集めるため，こちらから電話などで問い合わせること
もありますので，相互に協力して診療していければと考えています。

Q2 高齢のRA患者さんの診療で，一般病院・かかりつけ医が注意すべきことを教えてください。
A2 服薬状況を確認し，患者さんに治療について理解していただくことが大切です。
　高齢の患者さんは，きちんと服薬できていない方が意外に多いと感じています。調子があまりよくないという患
者さんのお話をよく聞いてみると，実は正しく服薬できていないというケースもありますので，内服薬をスケジュー
ルどおりに飲めているかについて，お薬手帳などを活用して確認する必要があると思います。薬剤の副作用を警戒
して治療に消極的になってしまう患者さんもいますので，治療について正しく理解していただくことも非常に重要で
す。また，転倒，骨折などにより予期せぬ外傷ができてしまうと，治療を継続することが困難になることもあります
ので，機能回復のためのリハビリテーションも含め，患者さんにはできるだけ普段から体を動かしていただくように
指導することも必要でしょう。

Answer

Q3 RA診療において多職種での病診・病病連携が必要となるケースを教えてください。
A3 自宅退院が困難な方などリハビリテーションが必要な場合には，理学療法士をはじめ

多職種での連携が必要です。
　大学病院では，高度先進医療や急性期リハビリテーションを提供することはできますが，自宅退院が困難な方な
ど急性期治療後のリハビリテーションが必要な患者さんは，連携先の病院に紹介しています。その際，大学病院など
急性期病院の理学療法士と連携先の理学療法士が直接連絡をとり合い，患者さんの状態を確認しながらリハビリ
テーションの管理目標などを相談できるとよいのではないかと考えています。私たち医師は，疾患活動性に注目し
て患者さんを診てしまうことも多いため，多職種の医療関係者で協力し，全人的な視点で患者さんをサポートする必
要があります。医療連携では，医師同士の連携を中心に考えてしまいがちですが，RA患者さんが社会生活を送るた
めに何が必要かも考慮し，連携を通して理学療法士など他の職種同士のコミュニケーションも深まると，より太い連
携のラインをつくれるのではないでしょうか。

一般病院 細野先生からの質問 基幹病院 北村先生のお答え
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Q2 積極的に紹介したほうがよい患者さん，または，受け入れが難しい患者さんの患者
像がありましたら教えてください。

A2 急性期治療後に治療継続が必要な患者さんや，リハビリテーションが必要な患者さ
んなどを受け入れ可能です。一方，日和見感染症の治療を要する場合などは，治療
が落ち着いてから紹介していただけると安心してお引き受けすることができます。

　ハイリスクの患者さんでも，急性期治療が終わり，さらに治療継続が必要な患者さんは当院でも受け入れることができ
ます。当院には医療療養病床もありますので，高齢のRA患者さんで，誤嚥性肺炎を繰り返してなかなか在宅へ復帰でき
ない，あるいは満足に食事をとることができないという方でも，医療療養病床でお引き受けすることができます。また，さ
まざまな多臓器障害を有している患者さんは，予期せぬ症状の出現により治療対応が難しくなり，ご自宅に戻れない期間
が長引くこともあります。そのような場合に，引き受けられる医療機関が見つからないというご相談をいただくこともあり
ます。当院では，病床の使い分けができるというメリットがありますので，そういった患者さんも積極的にお引き受けした
いと考えています。ただ，サイトメガロウイルス感染症など日和見感染症の治療を要する場合は，薬剤費や感染管理・コン
トロールの問題などもありますので，治療が落ち着いた後でご紹介いただけると安心です。

一般病院

Q1 患者さんを紹介する際に，拠点病院としてどのような点に気をつけたらよいでしょうか。
A1 紹介の目的や意図を明確にして情報提供していただけると，それに合わせた受け皿

を用意することができます。
　当院には一般病床，地域包括ケア病床，回復期リハビリテーション病床，医療療養病床があり，病棟間で連携しています
ので，病床が空いていれば，それぞれの患者さんの状態に合わせた受け皿を準備して受け入れることができます。また，リ
ハビリテーションを目的にご紹介いただく場合は，できるだけステロイドの減量ができていると望ましいです。当院の回復
期リハビリテーション病床では，廃用症候群に対して最大3カ月間，運動器のリハビリテーションを行います。ステロイド用
量が低い患者さんのほうが早く筋力アップすることができますし，ステロイド用量が高いままの状態でリハビリテーションの
ストレスをかけると，ステロイド減量のスピードを落としてしまう可能性があります。そのため，ステロイド用量が高い患者さ
んの場合には，回復期リハビリテーション病床ではなく一般病床で自宅退院を目指せる状態までステロイドを減量してから
リハビリテーションを行うことなども検討しています。ステロイドの減量が目的なのか，リハビリテーションが目的なのかな
ど紹介の目的と意図を明確にして情報提供していただければ，それに合わせた受け皿を用意し，対応することが可能です。

Q3 さらに良好な病診連携を実現するために，今後，どのような工夫が必要とお考えでしょうか。
A3 患者さん本人や家族の意向も含めて，事前に詳しい診療情報を提供していただけ

ると，連携に携わるスタッフも余裕をもって対応できると思います。
　RA治療においては，医療側から見た治療目標だけでなく，患者さん本人や家族が最終目的をどのように考えているか
ということも重要です。リハビリテーションを行って機能回復に努めても，ご家庭の状況によっては自宅で生活するのは難
しいと判断される場合もあります。急性期の治療終了後，自宅退院か施設に入所されたほうがよいかは当院に来てから決
まることが多いため，患者さんをお引き受けするときに家族とも面談し，退院後の生活についての意向を確認しています。
高齢の患者さんの場合は，介護認定を受けることも考えられますので，そうしたことも含め，きめ細やかな対応を心がけて
います。ときどき，紹介時の診療情報提供書に記載されていない状態が当院に来てから見つかり，準備していた対応と方
向性を変えざるを得なくなることがあります。よい情報も悪い情報も含め，患者さんに関する情報をあらかじめ整理して
提供していただけると，受け入れ側で連携に携わるスタッフも余裕をもって対応できると思います。

細野先生のお答え基幹病院 北村先生からの質問

Answer
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