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基幹病院

　　静岡県の医療環境と問題点

　静岡県のリウマチ患者は約2万人。県内の医学部は浜松医科
大学のみで，同大学の創立（1974年）以前のRA診療は，他県
の医科大学出身の医師に頼ってきた歴史がある。小川氏が金沢
医科大学から母校の浜松医科大学に戻ってきた2006年当時
は，RAを含め免疫疾患患者の受診が多く，なかには病態が安定
し，大学病院で行うような高度な治療が必要ではない患者も含
まれていた。一方で，リウマチ専門医を受診するために，首都圏
や中京圏，近畿圏まで足を延ばす患者もいた。
　こうした状況を目の当たりにした小川氏は，「施設の機能や特
性に合わせて，各施設で診療すべき患者を診る体制をつくりた
い。それが患者さんの経済的・身体的負担を減らす最善の策で
ある」と考えた。小川氏の目標は，診療環境を改善し，静岡県に
居住するRA患者がどこでも標準的診療を受けられるようにす
ることであった。

　　原点となった免疫学への興味

　小川氏は，「医師よりも研究者になりたかった」と話す。中学生
の頃にドイツの細菌・免疫学者で梅毒の特効薬サルバルサンを発
明したパウル・エールリヒ（1854-1915）の伝記を読み，免疫
学に関心をもったのがきっかけである。浜松医科大学の医学部
に入学し，臨床実習で第三内科（免疫・リウマチ内科）の初代チー
フであった仁瓶禮之氏に出会い，その人間性に惹かれたことも，
免疫・リウマチ内科学の道に進む大きな動機になった。内分泌代
謝学，循環器内科学，血液内科学など多くの分野について学び，
米国テキサス大学では臨床免疫学の研究を行った。トランスレー
ショナル・リサーチにも従事し，さまざまな研究手法を習得した。
小川氏によると，それらすべての経験が，RAの検査の意義や検
査値異常を理解するうえで非常に役立っているという。

　　静岡リウマチネットワークの設立と活動の4本柱

　小川氏が浜松医科大学に戻ったときは，「8年のブランクが
あったので，浦島太郎のような状態になっていました。どの施設
にどのような医師がいるのか，よくわからなかった」というが，同
大学で診療を続けるうちに，RA患者を診療できる施設が県内に
点在していることが徐々にわかってきた。「ネットワーク組織をつ
くり，静岡県のRA患者さんは県内で診療を完結できるようにし
たいと考えました」（小川氏）。そこで2007年に設立されたの

が，静岡リウマチネットワークである。現在は50施設以上が登録
し，会員施設の約3分の2が内科，約3分の1が整形外科であ
る。同ネットワークは，医師だけでなく薬剤師，看護師，理学療法
士などの参加も自由であり，患者など一般の会員についても県
内外を問わず参加可能となっている。
　ネットワークの活動について，小川氏は4本の柱を掲げる。一
つめは，診療に関する情報公開と患者への情報提供である。リウ
マチ科を標榜している診療所に，患者数，治療内容，得意な治療
など診療に関する情報を公開してもらい，ネットワーク内の登録
施設情報に掲載する。医療従事者が患者紹介などの連携時に活
用できるほか，患者もインターネットのウェブサイトで閲覧するこ
とができる。また，患者への情報提供のため，医療従事者会員が
自助具や装具，生物学的製剤に関する患者向け冊子を作成して
いる。小川氏は，これらの冊子を一つのファイルにまとめ，市民
公開講座などの際，参加者に実際に手にとって見てもらい，必要
な資料は後日郵送して情報を共有している（図1）。二つめは，診
療連携の促進である。効率的な医療を目指し，「関節リウマチ診
療連携ガイドライン」を作成し，情報共有のための「リウマチ症例
情報用紙」を導入した。三つめは，学術講演会や症例検討会を通
じた診療レベルの向上である。学術講演会は年に10回ほど開催
しており，新型コロナウイルス感染症流行下にはオンラインで実施
した。症例検討会についても，今後はオンラインでの実施を検討
している。四つめは，研究機関としての学術的活動である。浜松
医科大学を中心に多施設共同研究を実施し，論文や学会発表，
RA診療に関する書籍の刊行などを行う。
　また，患者会員には診察券に貼ることができるステッカーを配
布している（図2）。診察時に「今度の市民公開講座にぜひ来てく
ださいね」と声をかけるなど，患者とのコミュニケーションの活性
化にも役立っているという。そのほか，災害時対策として「サバイ
バルカード」も作成した。「阪神・淡路大震災や東日本大震災の経
験から，大規模な地震でも1週間くらいたてばインフラ（インフラ
ストラクチャー）が復旧し始めますので，それまでに治療を切らさ
ない工夫が必要です」（小川氏）。サバイバルカードには，避難対
策の要点や服薬の注意点が記載されており，患者は名前，住所，
緊急連絡先，疾患名，薬剤，病院の情報（名称，診療科，担当医
など）を記入できる。折りたためばカードサイズになり，財布など
に入れて携帯することが可能だ。

　　ネットワークの活動を通じて患者の知識が向上

　既存の団体と協調して活動することを目指すなか，設立当初は
他の団体の行事とネットワークの市民公開講座の日程調整が難
航することなどもあったが，設立から14年がたち，静岡リウマチ
ネットワークは県内で認知される存在になった。
　ネットワークの活動により，患者の疾患に対する理解にも変化
があった。患者向けのアンケート調査を2年の間隔をあけて2回
実施したところ，1回めの調査では，診察後に検査結果を家に持
ち帰っても，内容をあまり把握していない患者が多かったが，2
回めの調査では，RAの疾患活動性や治療目標の重要性を認識

している患者の比率が上がっていた。アンケート調査に回答した
患者のみの結果というバイアスはあるものの，「RA診療の流れを
理解し，一緒に話し合って治療に取り組むShared Decision 
Makingができる患者さんが増えてきました」と小川氏。「そうい
う意味でも，このネットワークを組織し，活動を続けてきてよかっ
たと思っています」と話した。

　　課題は早期診断・早期治療の意義の浸透

　RA治療は近年飛躍的に進歩し，早期に診断して適切な治療を
開始すれば，RAの悪化を抑制し，発症以前の身体状況を維持す
ることも可能となってきた。一方で，免疫抑制作用が強い薬剤も
増えたことから，特性を十分に理解せずに使用すると副作用や重
篤な合併症を招き，患者の生命予後に影響を及ぼすこともある。
　ネットワークにおいて，合併症や重症の治療に難渋した場合は拠
点病院に紹介するという連携はほぼできているが，RAの早期診
断・治療の意義についてはまだ十分浸透していないと小川氏は指
摘する。そのため，RA専門外の医師にもネットワークに参加して
もらい，「アンテナを高く張り，RAが疑われる場合はすぐに専門医
に紹介する体制を整えることが必要です。それができれば，いま以
上に静岡県のRAの診療レベルが向上すると思います」と語る。
　「もう一つ大切なのは，一般市民にRAという疾患を知ってもら
うことです。受診が遅れ，専門医の受診までに1年ほどかかった
患者さんもいます。RAは女性に多く，30～50代の女性は育児
や仕事があるため，つい我慢して，専門医を受診するまでにRAが
進行してしまうことがよくあります。これもクリアしたい問題です。
今後も，一般市民とリウマチが専門でない内科や整形外科などの
先生方に，早く治療を開始することの意義を訴えていきたいと思
います」（小川氏）。
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　関節リウマチ（RA）は早期診断により適切な治療が受けられれば，関節破壊の進行や変形
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患者さんもいます。RAは女性に多く，30～50代の女性は育児
や仕事があるため，つい我慢して，専門医を受診するまでにRAが
進行してしまうことがよくあります。これもクリアしたい問題です。
今後も，一般市民とリウマチが専門でない内科や整形外科などの
先生方に，早く治療を開始することの意義を訴えていきたいと思
います」（小川氏）。

基幹病院から見た地域連携
浜松医科大学医学部附属病院

小川 法良先生ご提供

小川 法良先生ご提供
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静岡リウマチネットワーク
会員であることを示すステッカー。
診察券に貼ることができる。



かかりつけ医

　　地域の医療環境とリウマチ診療への思い

　鈴木氏は，医学部生の頃から内科に進むことを決めていた。
特定の臓器ではなく全身を診る医師を目指すなかで，免疫疾患
に興味をもったという。当時はRA治療薬が少なく，日本では
1999年に承認されたメトトレキサートが治療薬として使用でき
るようになった時期であった。難治性疾患の治療に携わりたい
という思いから，出身地の静岡県にある浜松医科大学の第三内
科に入局した。
　免疫疾患の治療に携わるなかで，合併症や副作用の管理，感
染症，皮膚疾患などさまざまな病態や病状の患者を経験し，「自
然に全身を診ることができるようになったことは，RAを診療す
るうえで非常に役立つと感じました」と鈴木氏は話す。全科ロー
テーション研修はない時代だったが，大学では最初の2年くらい
は専門にこだわらずに勉強したほうがよいと助言され，小児科

や産婦人科を含め多数の診療科を回って勉強した。2019年に
ふたばクリニックを開院してからは，実に多様な訴えの患者が来
院した。初期診断後，必要があれば適切な診療科に紹介する流
れにおいて，それまでのさまざまな診療科での経験が生きてい
ると実感しているという。
　ふたばクリニックがある磐田市は天竜川の東側に位置し，天竜
川の西側にある浜松市に比べてリウマチ専門医が少ない地域で
ある。同クリニックのRA外来患者は約300人。専門とする膠
原病やリウマチ性疾患のほか，内科疾患にも対応する。予約の
必要はなく，体調が悪くなり来院した患者はすぐに診察してい
る。「機動力を発揮して診療にあたっています」と鈴木氏。大学
病院とは違う“敷居の低さ”が強みで，RA以外の患者にも丁寧
に対応している。鈴木氏は，「当院の診療方針は，患者さんとと
もに最善の治療と結果を目指すこと，安心感のある雰囲気をつ
くること，わかりやすく説明することです」と話す。

　　地域の医療連携の実際と
　　静岡リウマチネットワークの影響

　リウマチ専門医である鈴木氏のクリニックには，一般病院から
は主にリウマチ性疾患の確定診断のために患者が紹介されるこ
とが多い。拠点病院からは，遠距離の通院が困難になった高齢
者や病状が安定している患者が紹介されるほか，合併症や副作
用の初期対応を依頼されることもある。一方，鑑別に難渋する

患者やMRIなどの高度な検査を必要とする患者は拠点病院に
紹介している。
　鈴木氏は，「開業医ができることには限りがあります。RAは副
作用や合併症のマネジメントが必要な疾患なので，より高度な
検査が必要になったときは，膠原病・リウマチ性疾患専門の医
師が常駐しており，検査体制の整っている拠点病院のほうが適
していると思います。そのような場合でも，病院と診療所が目的
を共有し，日頃から連携を深めておくことが大切です」と強調す
る。紹介状だけのやりとりではなく，静岡リウマチネットワークを
通じて学術講演会などで交流を深め，顔の見える関係ができて
いれば，安心感や一体感が生まれる。
　静岡リウマチネットワークは，開業医が最新の情報を入手でき
る貴重な場でもある。鈴木氏は，「開業すると，新しい知識やス
キルの習得を十分に深められないことがあります。また，治療に
難渋している患者さんについて，ディスカッションできる場はそ
れほど多くないのです」と指摘する。ネットワークが企画した講
演会などで知識をアップデートし，拠点病院の医師や他の開業
医と議論できることが，診療レベルの向上にも寄与しているとい
う。「文献や書籍を読んでも実感が湧かないこともありますし，
内容がどんどん古くなっていくので，いろいろな先生の話を聞く
機会は貴重です」（鈴木氏）。また，ネットワークの活動は，若手
医師の教育や発表機会の確保，看護師や薬剤師など関連する職
種との協力や知識・技能の向上にも活用されているとした。
　「ただ，最近気になるのは，講演会に参加する人が固定化して
いることです」（鈴木氏）。鈴木氏は，RA患者を診療しているが
自信が乏しそうな医師や，患者が最初に診察を受けることの多
い内科や眼科，耳鼻科などの非専門医にもRAの初期対応を
知ってほしいと強調。近年，治療が高度化するRAに関する講演
会は，専門医向けの内容も増えているが，初期診断や早期治療
の重要性などRA治療の基礎的な内容を含めたセミナーなどを
行い，RAを診療する多くの関係者にネットワークに入ってもら
えるよう周知することが必要だと指摘する。そして，そのことが
RAを早期に発見し，必要に応じて専門医に紹介する体制づくり
にも役立つとの見方を示した。

　　若い人にリウマチを知ってもらうことが重要

　静岡リウマチネットワークでは，内科，整形外科，リハビリ科，
その他の専門科で総合的な診療が受けられることや，適切で効率
的な医療を受けられることのほか，公開講座，患者会，臨床研究，
治験などの情報が得られることを患者のメリットとして挙げてい
る（表1）。公開講座では，最新のRA治療やTreat to Target
（T2T）などの治療方針を知ることができる。「RAの病態や治療に
ついて理解が深まれば，患者さんの姿勢も変わってきます」（鈴木
氏）。鈴木氏によると，RAについて，自分の病態を理解し，きちん
と治療しなければならない疾患だと考える患者が増えていること
が，日々の診療からも感じられるという。静岡リウマチネットワー
クを通じて，妊娠や出産などのライフイベントのときにどのように
対応したらよいかなど，RAに関する知識が向上しているようだ。

　その一方で，ネットワークの活動は主にRA患者向けであるた
め，一般市民にもRAという疾患をよく知ってもらうことが重要
だとする。人気のあるテレビ番組でRAが特集されたときは，手
がこわばる，痛いなどとして，「リウマチではないか」と同時期に
20人ほどが鈴木氏のクリニックを訪れた。ほとんどは変形性関
節症で，RAと診断されたのは1人だったが，メディアの影響の
大きさを実感するとともに，「広く啓発していくことで，隠れた
RA患者さんを早く見つけることができるかもしれない」とも感
じた。若くして発症することもある疾患のため，「特に若い人に
理解してもらうことが課題だと思います」と鈴木氏は指摘する。

　　内科・整形外科・リハビリテーションの地域連携へ

　RAの治療は，薬物療法，手術療法，リハビリテーションを組
み合わせて行われるため，内科と整形外科の連携は欠かせない。
「当院にはリハビリテーションを行う設備はないですし，リハビリ
テーションや装具については整形外科の先生のほうが詳しいと
思います。一方で，整形外科の先生方が，合併症や副作用のマ
ネジメントに不安を感じる場合もあるかと思います。内科的な治
療は当院で行い，リハビリテーションは整形外科の先生にお願い
するなど，お互いに協力して，1人の患者さんを2人の医師で診
るという診療所間の連携もありうると考えています」と鈴木氏。
実際に，整形外科と連携して患者を診療しているケースもあると
いう。RA診療には，患者の高齢化や難治例，合併症のマネジメ
ントなど解決しなければならない課題が多い。鈴木氏は，「さま
ざまな医療機関の連携が，これらの課題に対応するために不可
欠だと考えます」と強調した。
　RA診療に明るい兆しもある。鈴木氏が浜松医科大学に在籍
していた頃は，RAに関心をもち入局を希望する若手医師は10
年に1人くらいだったが，近年では少しずつ増加傾向にあると
いう。現在，リウマチ内科に常勤の医師がいる施設は限られて
いるが，鈴木氏は今後の展望として，「RA診療に携わる医師が
増えることで，より厚みが増した対応ができるようになると思い
ます。私もクリニックの診療方針を堅持しながら，今後も患者さ
んの健康と地域医療へ貢献できるよう努めていきたいと考えて
います」と話し，永続的な地域医療の充実を誓った。
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一般内科にも対応し地域のリウマチ診療を支える

ふたばクリニック
かかりつけ医から見た地域連携

鈴木大介 ふたばクリニック 院長
Suzuki Daisuke

　静岡県西部を南北に流れる天竜川の東側は，リウマチ専門医が少ない地域である。そ
のため，大学病院のある浜松市や首都圏まで通院する患者も少なくない。しかし，高齢に
なり遠方まで通院できない患者が増えるなか，身近な地域で支える医療体制の構築が求
められている。長年の大学病院での勤務経験と人脈を生かし，リウマチ専門医として地域
の医療連携に尽力するふたばクリニックの鈴木大介氏（以下，鈴木氏）に，地域における関
節リウマチ（RA）診療の現状と課題を伺った。
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静岡リウマチネットワークの「患者さまのメリット」表1

　　地域の医療環境とリウマチ診療への思い

　鈴木氏は，医学部生の頃から内科に進むことを決めていた。
特定の臓器ではなく全身を診る医師を目指すなかで，免疫疾患
に興味をもったという。当時はRA治療薬が少なく，日本では
1999年に承認されたメトトレキサートが治療薬として使用でき
るようになった時期であった。難治性疾患の治療に携わりたい
という思いから，出身地の静岡県にある浜松医科大学の第三内
科に入局した。
　免疫疾患の治療に携わるなかで，合併症や副作用の管理，感
染症，皮膚疾患などさまざまな病態や病状の患者を経験し，「自
然に全身を診ることができるようになったことは，RAを診療す
るうえで非常に役立つと感じました」と鈴木氏は話す。全科ロー
テーション研修はない時代だったが，大学では最初の2年くらい
は専門にこだわらずに勉強したほうがよいと助言され，小児科

や産婦人科を含め多数の診療科を回って勉強した。2019年に
ふたばクリニックを開院してからは，実に多様な訴えの患者が来
院した。初期診断後，必要があれば適切な診療科に紹介する流
れにおいて，それまでのさまざまな診療科での経験が生きてい
ると実感しているという。
　ふたばクリニックがある磐田市は天竜川の東側に位置し，天竜
川の西側にある浜松市に比べてリウマチ専門医が少ない地域で
ある。同クリニックのRA外来患者は約300人。専門とする膠
原病やリウマチ性疾患のほか，内科疾患にも対応する。予約の
必要はなく，体調が悪くなり来院した患者はすぐに診察してい
る。「機動力を発揮して診療にあたっています」と鈴木氏。大学
病院とは違う“敷居の低さ”が強みで，RA以外の患者にも丁寧
に対応している。鈴木氏は，「当院の診療方針は，患者さんとと
もに最善の治療と結果を目指すこと，安心感のある雰囲気をつ
くること，わかりやすく説明することです」と話す。

　　地域の医療連携の実際と
　　静岡リウマチネットワークの影響

　リウマチ専門医である鈴木氏のクリニックには，一般病院から
は主にリウマチ性疾患の確定診断のために患者が紹介されるこ
とが多い。拠点病院からは，遠距離の通院が困難になった高齢
者や病状が安定している患者が紹介されるほか，合併症や副作
用の初期対応を依頼されることもある。一方，鑑別に難渋する

患者やMRIなどの高度な検査を必要とする患者は拠点病院に
紹介している。
　鈴木氏は，「開業医ができることには限りがあります。RAは副
作用や合併症のマネジメントが必要な疾患なので，より高度な
検査が必要になったときは，膠原病・リウマチ性疾患専門の医
師が常駐しており，検査体制の整っている拠点病院のほうが適
していると思います。そのような場合でも，病院と診療所が目的
を共有し，日頃から連携を深めておくことが大切です」と強調す
る。紹介状だけのやりとりではなく，静岡リウマチネットワークを
通じて学術講演会などで交流を深め，顔の見える関係ができて
いれば，安心感や一体感が生まれる。
　静岡リウマチネットワークは，開業医が最新の情報を入手でき
る貴重な場でもある。鈴木氏は，「開業すると，新しい知識やス
キルの習得を十分に深められないことがあります。また，治療に
難渋している患者さんについて，ディスカッションできる場はそ
れほど多くないのです」と指摘する。ネットワークが企画した講
演会などで知識をアップデートし，拠点病院の医師や他の開業
医と議論できることが，診療レベルの向上にも寄与しているとい
う。「文献や書籍を読んでも実感が湧かないこともありますし，
内容がどんどん古くなっていくので，いろいろな先生の話を聞く
機会は貴重です」（鈴木氏）。また，ネットワークの活動は，若手
医師の教育や発表機会の確保，看護師や薬剤師など関連する職
種との協力や知識・技能の向上にも活用されているとした。
　「ただ，最近気になるのは，講演会に参加する人が固定化して
いることです」（鈴木氏）。鈴木氏は，RA患者を診療しているが
自信が乏しそうな医師や，患者が最初に診察を受けることの多
い内科や眼科，耳鼻科などの非専門医にもRAの初期対応を
知ってほしいと強調。近年，治療が高度化するRAに関する講演
会は，専門医向けの内容も増えているが，初期診断や早期治療
の重要性などRA治療の基礎的な内容を含めたセミナーなどを
行い，RAを診療する多くの関係者にネットワークに入ってもら
えるよう周知することが必要だと指摘する。そして，そのことが
RAを早期に発見し，必要に応じて専門医に紹介する体制づくり
にも役立つとの見方を示した。

　　若い人にリウマチを知ってもらうことが重要

　静岡リウマチネットワークでは，内科，整形外科，リハビリ科，
その他の専門科で総合的な診療が受けられることや，適切で効率
的な医療を受けられることのほか，公開講座，患者会，臨床研究，
治験などの情報が得られることを患者のメリットとして挙げてい
る（表1）。公開講座では，最新のRA治療やTreat to Target
（T2T）などの治療方針を知ることができる。「RAの病態や治療に
ついて理解が深まれば，患者さんの姿勢も変わってきます」（鈴木
氏）。鈴木氏によると，RAについて，自分の病態を理解し，きちん
と治療しなければならない疾患だと考える患者が増えていること
が，日々の診療からも感じられるという。静岡リウマチネットワー
クを通じて，妊娠や出産などのライフイベントのときにどのように
対応したらよいかなど，RAに関する知識が向上しているようだ。

　その一方で，ネットワークの活動は主にRA患者向けであるた
め，一般市民にもRAという疾患をよく知ってもらうことが重要
だとする。人気のあるテレビ番組でRAが特集されたときは，手
がこわばる，痛いなどとして，「リウマチではないか」と同時期に
20人ほどが鈴木氏のクリニックを訪れた。ほとんどは変形性関
節症で，RAと診断されたのは1人だったが，メディアの影響の
大きさを実感するとともに，「広く啓発していくことで，隠れた
RA患者さんを早く見つけることができるかもしれない」とも感
じた。若くして発症することもある疾患のため，「特に若い人に
理解してもらうことが課題だと思います」と鈴木氏は指摘する。

　　内科・整形外科・リハビリテーションの地域連携へ

　RAの治療は，薬物療法，手術療法，リハビリテーションを組
み合わせて行われるため，内科と整形外科の連携は欠かせない。
「当院にはリハビリテーションを行う設備はないですし，リハビリ
テーションや装具については整形外科の先生のほうが詳しいと
思います。一方で，整形外科の先生方が，合併症や副作用のマ
ネジメントに不安を感じる場合もあるかと思います。内科的な治
療は当院で行い，リハビリテーションは整形外科の先生にお願い
するなど，お互いに協力して，1人の患者さんを2人の医師で診
るという診療所間の連携もありうると考えています」と鈴木氏。
実際に，整形外科と連携して患者を診療しているケースもあると
いう。RA診療には，患者の高齢化や難治例，合併症のマネジメ
ントなど解決しなければならない課題が多い。鈴木氏は，「さま
ざまな医療機関の連携が，これらの課題に対応するために不可
欠だと考えます」と強調した。
　RA診療に明るい兆しもある。鈴木氏が浜松医科大学に在籍
していた頃は，RAに関心をもち入局を希望する若手医師は10
年に1人くらいだったが，近年では少しずつ増加傾向にあると
いう。現在，リウマチ内科に常勤の医師がいる施設は限られて
いるが，鈴木氏は今後の展望として，「RA診療に携わる医師が
増えることで，より厚みが増した対応ができるようになると思い
ます。私もクリニックの診療方針を堅持しながら，今後も患者さ
んの健康と地域医療へ貢献できるよう努めていきたいと考えて
います」と話し，永続的な地域医療の充実を誓った。

静岡リウマチネットワーク ウェブサイト（浜松医科大学第三内科内）患者さま用ページ
http://www.hama-med.ac.jp/docs/rheumatism/index.php?type=c（2021年12月3日閲覧）

患者さまのメリット
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❶  どの病院のどの先生にかかればいいかすぐわかる
❷ 内科，整形外科，リハビリ科，その他の専門科で
 総合的な診療が受けられる
❸ 適切な薬物療法，手術療法を受けられる
❹ 病病や病診連携により，適切で効率的な医療を受けられる
  病病連携：病院同士の連携
  病診連携：病院と診療所の連携
❺ 公開講座，患者会，臨床研究，治験などの情報が得られる
❻ 災害時の対処法がわかる

ふたばクリニック
かかりつけ医から見た地域連携



浜松医科大学医学部附属病院 免疫・リウマチ内科 病院准教授

小川法良

ふたばクリニック 院長

鈴木大介

かかりつけ医

小川先生からの質問
Q1 積極的に受け入れが可能，または受け入れが
 難しいケースを教えてください。
Q2 緊急時の当院の受け入れ体制に関する要望を
 教えてください。
Q3 今後，地域の診療連携をどのように
 発展させるべきとお考えでしょうか。

鈴木先生からの質問
Q1 リウマチ教育入院の取り組みについて教えてください。
 また，新型コロナウイルス感染症は，大学病院の診療に
 どのような影響を与えましたか。
Q2 次世代のRA診療の担い手を育成するための
 取り組みを教えてください。
Q3 地域でのRA診療において，大学病院が診療所・
 開業医に求めることを教えてください。

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。



鈴木先生のお答え

Answer

基幹病院 小川先生のお答え

Answer
A1 現在の状況では教育入院を行う余裕がなくなってきていますが，新規に生物学的製剤を
 導入する際は患者さんに入院してもらい，教育入院的な指導を行っています。
A2 通常の院内での診療や教育に加えて，若手医師や医学生に対する教育活動として
 セミナーなどを定期的に開催しています。
A3 地域での診療連携には，治療方針や患者の受け入れ体制など
 診療に関する情報公開が大事ですので，ご協力をお願いします。
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SPECIAL  
CROSS
TALK スペシャル

クロストーク

Suzuki DaisukeOgawa Noriyoshi

A1 基本的には受け入れが可能ですが，開業医では対応できない時間帯の検査が必要な方や，
 全身状態が不安定な方は受け入れが難しい場合があります。
A2 当日の診療が必要な患者さんのために，ホットラインやファクシミリなど
 緊急の連絡手段があると望ましいと思います。
A3 開業していると相談できる人が少ないため，オンラインを活用し，
 ディスカッションできる場があれば診療連携にも役立つと思います。

かかりつけ医



かかりつけ医

Q1 リウマチ教育入院の取り組みについて教えてください。また，新型コロナウイルス
感染症は，大学病院の診療にどのような影響を与えましたか。

A1 現在の状況では教育入院を行う余裕がなくなってきていますが，新規に生物学的製
剤を導入する際は患者さんに入院してもらい，教育入院的な指導を行っています。

　従来は教育入院をスタッフ3名で行っていましたが，現在は，スタッフの入れ替わりや若手医師の増加などのほか，県
内全域から患者さんを受け入れていることもあり，教育入院を行う余裕がなくなってきています。ただ，RAの患者さん
が他の疾患で入院した場合や新規に生物学的製剤を導入した場合などは，入院中に教育入院の内容に近い指導を実施
しています。当院では，新型コロナウイルス感染症患者さんの受け入れにより，リウマチ膠原病診療とは別に軽症の新型
コロナウイルス感染症患者さんの診療を担う必要があったほか，診療科で使用できる病床が減り，教育入院がより実施
しにくい状況になっていました。しかし，RA診療において教育入院は必要と考えていますので，徐々に再稼働させたい
と考えています。患者さんの教育入院を希望される際は，診療情報提供書などに記載していただければ，できる限り対
応していきたいと思います。

Q2 次世代のRA診療の担い手を育成するための取り組みを教えてください。
A2 通常の院内での診療や教育に加えて，若手医師や医学生に対する教育活動としてセ

ミナーなどを定期的に開催しています。
　以前は入局を希望する若手医師が少なく苦労しましたが，近年は毎年1～2人入局しています。若手医師を十分な医
学的知識・常識をもった一人前のリウマチ膠原病内科医に育てるのは難しいもので，能力の差ももちろんありますし，
経験や知識が乏しいのに非常に高度な治療を試みようとする若手もいるのが実情です。しかし，適切な治療を行わなけ
れば重篤な合併症を招く危険性もあることを十分認識してもらう必要があります。これまで当科が少ないメンバーでも
何とかやってこられたのは，非常に優秀な医師が支えてくれていたためだということがわかります。研修医や専攻医，医
学生に対する教育活動としては，院内での診療や教育に加えて，現在はセミナーなどを定期的に開催しています。また，
オンラインでの症例検討会も，医師主導で始める予定です。若手を育成するのはまずは大学にいるわれわれの責任では
ありますが，地域の専門医にも協力していただき，ともに次の担い手を育成していければと思っています。

Answer

Q3 地域でのRA診療において，大学病院が診療所・開業医に求めることを教えてください。
A3 地域での診療連携には，治療方針や患者の受け入れ体制など診療に関する情報公開

が大事ですので，ご協力をお願いします。
　地域において適切な医療連携体制を構築するためには，情報を共有することが重要です。そのため，どのような患者
さんを受け入れていただけるのか，治療方針はどうかなどの情報をできるだけ公開していただきたいと思っています。
最新の診療ガイドラインを熟知し，それに沿った診療を行っていれば，治療内容に大きな差は生じないと思いますが，場
合によっては経験則をもとにした診療が行われている可能性もあります。しかし，診療に関する情報がないと治療内容
が適切かどうかを判断することができません。以前は，専門医ではない先生も症例検討会に参加されていましたが，
RA診療が高度化・細分化した影響もあり，最近ではRAの専門家しか集まらなくなっています。RA診療では，地域で
できるだけ知識や情報を共有し，開業医の先生がストレスなく診療できることが大切です。当院は，困ったときにいつで
も受け入れることができる医療機関でありたいと思っていますので，ぜひ，地域でさまざまな先生方との連携を深めて
いければと考えています。

鈴木先生からの質問 基幹病院 小川先生のお答え
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Q2 緊急時の当院の受け入れ体制に関する要望を教えてください。
A2 当日の診療が必要な患者さんのために，ホットラインやファクシミリなど緊急の連

絡手段があると望ましいと思います。
　緊急性があり，当日の診療が必要な患者さんについては，大学病院など拠点病院の外来で診療している医師が
他の患者さんの診療を中断して対応するのは難しい場合も多いと思います。そのため，このような場合には，おそ
らく病棟待機の医師が救急で診察や検査を行い，入院の必要性を判断することになるのではないでしょうか。拠
点病院に通院していない患者さんは，一般的な方法だと救急対応の敷居が少し高くなってしまう場合もあります。
緊急時に開業医から拠点病院へ連絡する方法として，まずホットラインや医局へのファクシミリなどで受け入れを
依頼し，病院の了承後に正式に患者さんを紹介するなど，依頼と受け入れの流れをスムーズにするような仕組み
が必要と考えています。

Q1 積極的に受け入れが可能，または受け入れが難しいケースを教えてください。
A1 基本的には受け入れが可能ですが，開業医では対応できない時間帯の検査が必要

な方や，全身状態が不安定な方は受け入れが難しい場合があります。
　開業医で対応できる時間帯であれば，基本的にはどのような患者さんでも特に問題はありませんが，診療体制
上，検査などを当日に実施できないことがあります。また，急変リスクが高い方や臓器障害が強い方など全身状
態が不安定な患者さんについては，開業医では緊急の対応が困難なこともありますので，大学病院など拠点病院
のバックアップが必要な場合があります。例えば，感染症を合併して入院が必要となりそうな患者さんなどの場合
には，急変したときのバックアップを拠点病院にお願いできれば安心かと思います。ただ，急変リスクが高い場合
や臓器障害が強い場合には，開業医で受け入れることがかえって患者さんの不利益になる可能性もありますの
で，そういう方はなるべく拠点病院などで診ていただき，症状が安定したのちに必要に応じて開業医へ紹介して
いただくほうがよいかもしれません。

Q3 今後，地域の診療連携をどのように発展させるべきとお考えでしょうか。
A3 開業していると相談できる人が少ないため，オンラインを活用し，ディスカッション

できる場があれば診療連携にも役立つと思います。
　一般的な講演会は形式や時間などの制約もあり，そのなかでディスカッションや具体的な症例検討まで行うの
は難しいのが現実です。私が大学に在籍していた頃は，診療が終わった夜間にカンファレンスを行っていました
が，最近は昼間の時間帯に実施すると聞いています。開業医としては，診療日の休み時間である12時～15時頃
は比較的時間がとりやすいため，そういった時間帯にオンラインで症例検討会を行っていただくと，ディスカッショ
ンに参加しやすいと思います。開業すると，身近に相談できる人がなかなかいない環境になりますので，自分で
何とか対処しようとして誤った方向に診療が進む可能性もあるかもしれません。オンラインを有効に活用して，治
療方針などに悩んだ場合に相談し，他の医師の意見を求められる場ができると望ましいと考えています。

鈴木先生のお答え基幹病院 小川先生からの質問

Answer
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