
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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上板橋病院におけるリウマチ診療連携図2
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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




