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要旨 
近年、世界中で RA 治療に対する最適なアウトカムを達成するため、T2T が提唱され、まず臨床的寛解を治療目標とし、
厳密な疾患管理が行われている。この T2T の概念である「RA 患者の治療は、患者とリウマチ医の合意に基づいて SDM が
おこなわれるべきである」というステートメントに基づく治療は推奨されているが、我が国では患者が合意して治療が進め
られているとは限らないのが現状であり、SDM の重要性が示唆されている。SDM を支援するため看護師は医師が提示する
治療について、寛解に向けて治療を進めるそれぞれの時期で、患者がどのように治療を捉え受け入れているかを把握する必
要がある。発症早期から治療目標に基づく治療の見通しを医療者が提示し RA 患者と共有する必要があると同時に、医療者
間で情報を共有する必要がある。今後は、SDM を効果的に進め、医療者と RA 患者が信頼関係を築き、治療の方向性と患
者の意向や価値観が一致する選択肢を選べるような介入がさらに必要である。 
 
キーワード：関節リウマチ SDM  認識  セルフマネジメント 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

"Recognition about Treatment of Rheumatoid Arthritis Patient and SDM " 
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Abstract 
In recent years, T2T（Treat to Target） has been proposed all over the world to achieve optimum outcome for RA treatment, and strict 

disease management is performed with clinical remission as the first treatment goal. The concept of T2T recommends treatment based 
on the statement "SDM should be performed for treatment of an RA patient based on agreement between the patient and their 
rheumatoid doctor". In the present situation in Japan, it is not necessarily the case that treatment is performed upon agreement of the 
patients, and therefore the importance of SDM is suggested. In order to support SDM, a nurse, for the treatment presented by a physician, 
needs to grasp how the patient captures the treatment in each period when treatment is performed for remission. Health care workers 
need to present prospects of the treatment based on the treatment goal from the early stage of onset as well as to share information 
among medical people. In the future, it is necessary to proceed with SDM effectively to build up a confidential relation between the ｈ
ealth care workers and RA patients, and provide intervention that allows the patients to choose options corresponding to their own sense 
of value and intentions.  
 
Keyword：Rheumatoid  arthritis, Shared decision making ,  Recognition, Self management

はじめに 
交流集会では、慢性疾患患者に対する SDM(Shared 

Decision Making)の概要を示すために首都圏で放映され
た情報番組での事例を提示して問題提起を行った。事例は、
慢性腎不全のため都内で血液透析を行っていたが、患者の
希望で血液透析を中止し死亡に至った。患者は血液透析中
止後に体調不良が悪化し透析の再開を望んでいたが、医療
者側に患者の意思は伝わらず再開には至らないままであっ
た。患者と家族等の治療に対する認識と、治療に対する意
思決定支援について問いかけをしながら、RA患者に対する
SDM の必要性を提示する機会とした。後半に冒頭で提示し
た情報番組で取り上げられた医療機関の実際の取り組みを
提示した。 

 
Ⅰ．関節リウマチ患者の治療と SDM について 

1.関節リウマチの現在治療 
関節リウマチ(Rheumatoid Arthritis；以下 RA)は、関節
滑膜に炎症を生じる慢性炎症性疾患で、関節の腫脹や疼痛
をきたし、長期化すると進行性関節破壊による身体機能や
関節外臓器病変を併発する全身性自己免疫疾患である。我
が国では 30～50代の女性に好発し、患者数は 70万人と考

えられており、難治性疾患の代表とされてきた。しかし、
2003 年の報告で、発症 2 年以内に関節破壊が最も急速に進
行することが明らかになり、RA の早期診断と治療の重要性
が強調されようになった。更に生物学的製剤などの治療進
歩により、発症早期から関節破壊を遅延・抑制できるよう
になっている。 

RA は他の糖尿病や高血圧などの慢性疾患と同様にコン
トロールが不十分な場合には患者の QOL が障害され生命
予後も悪化すると言われている。そこで世界中で RA 治療
に対する最適なアウトカムを達成するため、Treat to Target
（T2T＝目標達成にむけた治療）が提唱され、まず臨床症状
や検査値の異常を認めない状態である臨床的寛解を治療目
標とし、厳密な疾患管理が行われるようになってきた。 
 
2.T2T の治療戦略と SDM 
T2T とは、治療ゴールを明確にした上で治療アプローチを
展開する概念である。糖尿病や高血圧の管理では、HbA1c
や血圧値などの具体的な治療目標がエビデンスに基づいて
設定されており、治療目標値に向けたタイトコントロール
により、心血管イベントをはじめとした長期アウトカムが
示されている。従来 RA にはこのような治療目標値は存在
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していなかった。しかし、Disease Activity Score(DAS)、
Simplified Disease Index(SDAI)、Clinical Disease Activity 
Index(CDAI)といった疾患活動性の指標を目指して治療強
化することが可能となった。T2T のリコメンデーションは 4
項目の基本的な考え方と、10項目のステートメントから構
成されている。そのうち、10 項目のステートメントでは、
臨床的寛解を導入し、それを維持することの重要性が強調
されている。寛解については 2011 年に新基準が提唱され、
臨床試験のみならず、日常診療においてもこの基準を意識
した診療が行われるようになってきた。 

T2T の基本的な考え方では、総合的活動指標を用いて適
切な間隔で治療法を見直し、まず臨床症状や検査値の異常
を認めない状態である臨床的寛解を治療目標とすることに
より、より長期的な関節破壊阻止と身体機能維持を目指す。
そのためには、厳密な疾患管理すなわちタイトコントロー
ルが重要であると推奨している。また、短期的および長期
的な RA の治療目標と治療には患者と医師の合意(=Shared 
Decision)が必要であると明記され、「RA 患者の治療は、患
者とリウマチ医の合意に基づいて（SDM(＝Shared Decision 
Making)）おこなわれるべきである」というステートメント
に基づく治療が推奨されている。 
 
3.RA 患者の診療で着目されている SDM 
治療目標を共有し患者の意思決定を支える試みは、1980

年代はじめ頃から欧米では、共有意思決定(SDM)と呼ばれ
る決定方法が用いられてきた。SDM は、「患者中心の根拠
に基づいた決定を保障するための患者（と家族）とヘルス
ケアチームとの相互作用である」と定義づけられ、医療従
事者は、受療者（患者、家族、介護者等）に科学的な根拠
エビデンスを提示し、それを共有して一緒に治療方針を決
定しようとする動きであると述べられている(辻,2010)。RA
に関しては、T2T の概念である「RA 患者の治療は、患者と
リウマチ医の合意に基づいておこなわれるべきである」と
いうステートメントに基づく治療が推奨されてはいるが、
我が国では患者が合意して治療が進められているとは限ら
ない可能性が高く、SDM の重要性が示唆されていた。青木
ら（2011）は、リウマチ友の会に参加した会員を対象に治
療法を決定する際にどの程度関わりたいかを問うアンケー
ト調査を行い、半数の患者が希望するという結果を示し、
欧米の乳癌患者と同等に意識が高いと述べている。このよ
うに SDM は、我が国において医療者ばかりではなく患者か
らも、注目されていることが考えられる。しかし、我が国
での先行研究では、RA 患者の治療方針決定に関わる研究や
RA 患者の SDM に関する研究はまだ少ない状況にある。
SDM の概念を達成するためには患者による意思決定とそ
れを保障するため患者（と家族員）とヘルスケアチームの
相互作用が必要であると考える。そのためには、患者が自
分の思いを率直に話し、治療者と意思疎通しやすい環境を
整え、患者に治療参加を促進していかなければならない。 
 
4.RA患者の治療に対する満足度とSDMがRA患者の満足
度に与える影響 
 T2T の概念が提唱される以前の 2009 年に行われた

Takahashi らの調査では、RA 患者は疾患活動性が高いほど
治療に対する満足度が低いことが報告されている
(Nobuyuki Takahashi,2012)。また対象者の 70%が治療法を変
更したくないとアンケートに記載し、理由として治療に満
足している RA 患者は 58%であり、新しい薬への副作用に
対して懸念があり変更を希望しない対象者は 34%であった。
また、RA 患者が求める意思決定を阻害する要因に関する先
行研究では、医師とのコミュニケーション不足、患者の知
識不足、意思決定時間の短さが要因として挙げられていた
(Ingrid Nota,2016)。この調査において RA 患者の大半は SDM

を希望していると示されている。その理由として、患者自
身の治療の効果や、他の治療選択の有無をRA患者が知り、
自分自身の治療の最終的な意思決定を行いたいという希望
が存在するからであると述べられており、そのことは RA
患者自身の生活における治療の価値を検討する上で必要な
ことであると示されていた。 
 いずれの先行研究も RA 患者の治療についての意思決定
には、治療や治療効果に関する患者と医師のあいだに、治
療についての情報共有の必要性が述べられている。しかし、
阻害する要因として医師とのコミュニケーション不足、患
者の知識不足、意思決定の時間の短さなどが挙げられてい
たが、具体的な内容までは示されていなかった。このよう
に RA 患者の治療についての意思決定は、医師と RA 患者
の間に起こる情報共有を媒介するものをより探究していく
必要性がある。 
 
5.RA 患者と医療従事者間の満足度や治療評価に関する温
度差 

 臨床実践において医師の提示する治療方法と患者が実際
に選択する治療方法の間には「wide gap」が存在する場合が
あると報告されている(Quill & Holloway,2012)。RA 患者と
満足度は患者の生活の質ばかりではなく、医療従事者との
関係に視点を置く必要があると記述されていた(Margot 
J.M.Waiter ,2017)。いずれの先行研究においても、RA 患者
の治療に対する満足度は、医療従事者との関係が関連する
ことが考えられる。治療目標や治療に関することについて、
RA 患者の意思決定が行われる場合には、医師の提示する治
療方法と患者が実際選択する治療方法の間に温度差が起こ
らないように、医療従事者との関係に視点を向けておく必
要があると考える。 

RA 診療において、疾患活動性の評価は VAS を用いて行
われることが多く、量的研究においては、患者全般的評価
(Patient’s  Global  Assessment : PGA)と医療者全般評価
(Evaluator’s Global  Assessment : EGA)を用いた調査が行わ
れ両者に乖離があることが示されている(Paul,2012)。RA 患
者の疾患活動性が高いほど乖離が認められていると報告さ
れているが、VAS は両者の主観的な評価指標であり、RA
患者は主に疼痛を反映する一方で、医療従事者は関節腫脹
などの医学的所見を反映することが考えられる。また、RA
患者は RA 以外の疾患も含めた全般評価を表している可能
性もあり客観的評価ではない可能性が考えられる。よって、
疾患活動性との関連について分析された量的な先行研究は、
数値化された全般評価の乖離が生じる原因と考えられる日
常生活動作、日常生活困難に視点をおいたところまで探究
できていないと言える。 
 このように、先行研究からも医師は疾患活動性など医学
的視点に基づいて治療を決め、評価を行っている傾向にあ
る。このことは、医療者と患者の治療に対する立ち位置や
視点が異なることを示しており、何を目指して治療を行う
のか、基本的な方向性すら両者が共有できていない可能性
が考えられる。 
このように、治療のゴールを明確にした T2T の概念のもと
で RA 患者がどの治療を受けるのか意思決定を行い治療に
参加する形が整いつつある。一方で、患者が合意して治療
が進められているとは限らないのが現状であり、SDM の重
要性が示唆されている。 
 
Ⅱ.病気と共に生きる RA 患者への理解 
task（タスク）とは、課せられた仕事を示しているが、Cobin
と Strauss(1988)は、人が慢性疾患に罹患した場合には、そ
の慢性疾患患者は３つの task があると述べている。 
この task は病気を管理（マネジメント）していく上で、

患者自身が自分で取り組む必要がある。RA 患者にも同様に
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３つの task があり、RA 患者に携わる看護師は理解してお
く必要がある。 

 
1.治療管理(medical) 
  RA と診断された場合、治療が開始され、RA 患者は、自
分の受けている治療を理解し治療を継続しなければならな
い。治療管理を行うためには、疾患や検査結果の理解、医
師の示す治療の理解をして、自分自身をモニタリングする
必要がある。治療によって変化する自分自身を知り、医師
や看護師に伝えなくてはならない task が生じる。 

 
2.社会や環境への適応(social) 
慢性疾患に罹患した場合には、これまでの生活やライフ

スタイルの変更をする必要が生じる場合が多くある。RA 患
者にも同様のことが言える。仕事、家族や友人との関係、
また将来のことなどに影響が及んでくる。RA 患者はこのよ
うな変化を受け入れて、日々の治療と向き合いながら生活
をしていかなければならない。 

 
3.ストレスへの対処(emotional) 
   RA 患者は、RA がもたらす関節痛や倦怠感など様々で
耐え難い症状によって、苦痛を感じネガティブな感情を抱
くことがある。このようなストレスフルな状況を日々  
の生活の中で対処していかなくてはならない。情緒の表出
や表現、ストレスに対する対処方法を学んでいく必要があ
る。 
 RA 患者に関わる医療従事者は、RA 患者に生じる task を
理解する必要がある。RA という病を持つ患者が毎日の生活
の中で治療管理を行なわねばならない。そのことが、RA 患
者にとってどのような意味を示しているのかに焦点をあて
患者の理解に努めることが必要である。病気であっても生
活は継続し、何らの変化が生じている。治療に対する認識
や想い、葛藤に目を向けていくことが大切である。 
 また、病気とともに生きるためには病気と上手に付き合
うことが必要であり、その力をもつ努力をしていかなくて
はならない。これは、自分で判断し、意思決定が必要とな
る自己管理（セルフマネジメント）能力である。RA 患者は、
日々の生活の行動の全てにおいて判断を迫られる。ある RA
患者は、「このお皿あと１枚洗ったら手が痛くなるかもし 
れない」とその１枚のお皿を洗おうか否か意思決定を迫ら
れていた。たった１枚のお皿であるが、これ以上作業をし
たら、翌日に痛みが生じると判断し止める必要がある。セ
ルフマネジメント能力を獲得するために必要な看護介入は、
RA 患者が問題に遭遇した時に解決できる能力を身につけ
るための適切な情報や対処方法の提示に加え、RA 患者自身
が self-efficacy（自己効力感）を育てていくような関わりが
必要であると言われている(Bandura,1977,1986)。（図１） 
 

 
 

Ⅲ.RA患者の治療に対する認識 

この 20 年、RA の治療は、生物学的製剤をはじめとする
薬物治療が変化し、早期診断と治療の重要性が強調され、
発症早期から関節破壊を遅延・抑制できるようになってい
る。また、最適なアウトカムを達成するための T2T が世界
中で提唱されている。前述したように T2T の基本的な考え
方に、短期的および長期的な RA の治療目標と治療には患
者と医師の合意(=Shared Decision Making)が必要であると明
記され、医師と患者が目指すべき治療目標が明確になった
と考えられる。 
寛解に向けた治療がすすめられているが、発症２年以内

の早期で耐えられない痛みや苦痛がある時期に QOL が著
しく低下するため、医師から提示される治療に関して、混
乱が生じ不満感が高いと考える。寛解している RA 患者が
発症 2 年以内の早期の頃から寛解に至るまで、医師が提示
する治療目標に基づく治療について捉えていた認識を明ら
かにすることが必要であると考える。（図２） 

 
 
 
1.各治療過程における RA 患者の認識 

T2T に基づく治療過程において RA 患者の治療に関する
認識は、４つの時期に分類することができ、それぞれの時
期で看護師が関わり SDM を支援する必要がある。 
①診断に至った納得と今後の治療への不安を認識する発

症から RA と診断までの時期。②医師との関係から生じる
葛藤と安心感を抱きながらも、治療を戸惑いながら受け入
れ継続し、治療効果を感じる治療開始から寛解に至るまで
の時期。③治療によって寛解の達成を実感し自己表現をす
る寛解を実感した時期。④将来について考えられるほどの
身体の状態を認識し希望を持ち将来の目標を描く時期。で
ある。 

 
①診断の時期： RA 患者は、痛みに耐えながら不安と向き
合い未知の病気と葛藤し、診断後に安心が示される時期で
ある。先行研究では、確定診断後の医師と RA 患者間のコ
ミュニケーションが、安堵感に繋がることも述べられてい
るように(鹿内ら,2010)、医師は RA と診断するにあたり患
者の気持ちに配慮し十分なコミュニケーションをとりなが
ら診断に至る過程について RA 患者に説明していた。RA と
診断された患者が、発症早期から安心して治療を開始する
ために、医師以外の医療者も役割を発揮し、患者との信頼
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構築に向けた支援を行うべきである。 
 
②治療の時期：現在の RA の治療は、2010 年以降に新分類
基準や寛解基準が示され、その後「診断」と「寛解」を結
ぶための治療方針として T2T が提唱さ厳密な疾患管理を推
奨している。この過程は、医師と関係を築きながら寛解に
向けた治療を進める時期ある。 
 
1) 医師との信頼関係を構築し治療を進める 
先行研究において治療に関する患者の選択は、様々な依
存性や個々の違い、性格など患者の価値観が影響するが、
患者と医療者の相互関係も影響が大きいと述べられている
(Timothy E Quill ら,2010)。患者の価値観、社会的役割や背
景を理解した上で治療を進めることで、患者は医師を、自
分を理解してくれる存在であると認識し信頼関係が構築さ
れ、医師から一方向に提示される治療に対して納得する過
程が生じたと考える。しかし、医師の提示する治療に対し
て、意見を積極的に伝えるのではなく、まずは受け入れて、
不安に思いながら治療を継続し、その後、治療効果が現れ
てからは医師の提示する治療が自分にとって良いものであ
ったと判断している。 
 
2)自ら受け入れた治療効果を認識する 
寛解に向けて治療を進める上で、RA 患者は自分の身体に

起きている症状から、治療を継続することを理解し、医師
が説明する経過と合致したことで納得をしている。しかし、
患者自身は状態が良いと感じていても医師の判断で治療が
変更された場合には、それを受け入れるかどうか戸惑う場
面がみられ合意とは言えない状況であった。先行研究では、
患者と医療者の間で、相互に情報を伝え受け取りそのやり
取りを繰り返す中で、臨床的に実現可能で患者自身も受け
入れ可能な目標が共有され、目標達成に向けて治療を選択
し、目標の実現に向けて協働を進めていくことが必要であ
ると述べられている。また、治療を進めていく上であらた
な患者の意思決定の方法、そして合意形成の手法として
SDM の考え方も注目されている。RA 患者は医師からの治
療に関する提示を受け入れるばかりではなく、お互いの情
報をやり取りすることで、症状の見通しや治療目標、治療
を共有したいと考えていることが分かったため、今後、医
師との交流と情報共有を維持しながら、治療目標としての
寛解を目指していくことが求められると考えられる。 
 
3)治療について自己判断する 
寛解が近づき症状の安定が長期に及んでくる。この時期の 
感染予防行動を阻害する要因として、発症から適正な治療
がなされ、RA による耐え難い症状がないため感染予防に無
関心になる。症状がない時期には意欲をもって感染予防対
策を行うことが困難であり、が RA 患者は治療の必要性と
必要性に伴う懸念を天秤にかけて、必要性が懸念より強け
れば服薬の意欲も高まると述べている(濱下ら,2018)。この
時期に医療者からの度々の情報提供や教育が必要である。 
 
③寛解：RA 患者は寛解状態に達した時に、治療効果から寛
解を捉える状態となり自らが実感した寛解を様々な形で表
している健常人同様の状態を認識し、寛解によってもたら
された QOL の拡大を各々の言葉で表現する。慢性疾患患者
に関する先行研究では、「現状の維持」に意味を見出し、具
体的な目標についての発言が現れると述べられている(脇
田ら,2016)。寛解状態に達した RA 患者は、寛解を実感する
とともに、痛みで辛かった時の経験を振り返りながら、現
状維持のための薬の必要性を認識していると考える。 
 
④将来：寛解に至った RA 患者は将来について考えられる

ほどの身体状態という認識を示すようになっている。先行
研究では、寛解に至ると人の役に立ちたいと思う利他的な
認識をするようになる、また、困難であった経験に自ら意
味づけを行い自分にとって価値のある経験として、肯定的
に捉えるという特性があると報告がされている
(C.J.Dobouloz ,2004)。 
 
Ⅳ．まとめ 
 RA 患者が寛解に向けた治療過程の中で、SDM を支援する
ために以下のようなことが必要であると考える。 
 
1.RA患者の病気への理解と治療に対する認識 

看護師は医師が提示する疾患や治療について、治療を導
入する時期、治療効果が安定しない時期、状態が安定し維
持されている時期に RA 患者はどのように捉え受け入れて
いるかを把握する必要がある。RA患者が発する言葉やしぐ
さ、表情といった全ての反応から情報を得る必要がある。
特に、治療を導入する時期は、医師との信頼関係を構築し
ていく過程でもあり、疾患の予後や将来への不安、今後の
治療の進め方に関する患者の認識について情報を得て、患
者の意思を反映させ治療していくことが重要であると考え
る。また、治療効果が安定しない時期は、RA患者の状態に
合わせて治療が変更される場合が多いため、治療効果に合
わせて治療を進めるには、患者自身が症状マネジメントを
行い、症状と治療効果について RA患者の捉え方を理解する
必要がある。 
 
2.患者自身の目標設定とセルフマネジメント 

RA患者は日々の生活の中で病気と共に生き治療を継続し
なくてはならない。日常生活の中での自分の症状を知り、
生活の中で折り合いをつけて付き合っていくことが必要と
なってくる。具体的な方法を看護師が提示し、患者自身が
身に付けるセルフマネジメント能力を得るための介入が必
要である。 
患者自身のセルフマネジメントを高めるためには、RA患

者自身が目標を設定し自己管理を行っていくことが必要で
あると考える。患者自身が自分で目標を決めることで動機
づけになると共に、目標を達成しようとする意志が働き自
己効力感に繋げていくことができる。 
発症早期から治療目標に基づく治療の見通しについて、

医療者が提示し RA患者と共有する必要があると同時に、看
護師を含む医療者も情報を共有する必要がある。目標を患
者の意思決定委を支援しながら、患者自身が設定し医療者
と共有することは、SDM の第１歩であると考える。 
今後は、SDM を効果的に進め医療者と RA患者が信頼関係

を築き、患者が自分の意向や価値観と一致した選択肢が選
べるように介入がさらに必要である。 
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