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第 1 回 日本リウマチ看護学会学術集会 特別公演 

 

リウマチ診療のエビデンスと医療職連携 

Evidence of Manegement in Rheumatic disease and Collaboration of Medical Professionals  

松 井 聖 

                兵庫医科大学内科学糖尿病内分泌･免疫内科 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

要旨 

 医師ひとりで患者を診ることは不可能になってきている。医療者全員で患者の診療にあたることが必要となってきており、

医療者の協労が益々重要になってきている。患者と医療者の関係は「根拠に基づく医（EBM）」 と「shared decision making 

(SDM)」つまり、患者と医療者の間での協働的意思決定、共有的意思決定により行われる。その概説を行い、更に、リウマ

チ診療における中で関節リウマチ（RA）の治療[EULARの関節リウマチ治療･管理ガイドラインと管理指針（特に合併症･感染

症に対する対応）]を中心に解説する。これらのエビデンスに基づく診療の中での医療者の協労における当院での取り組み、

特に看護外来の具体症例と自己注射の実践での指導状況を示し皆様と考えたい。 最後に、日本リウマチ看護学会の学会活

動における期待することを述べて、皆様の課題を見出して頂ければ幸いです。 

キーワード：（3つ以上５つ以内）： shared decision making, リウマチ性疾患、管理、医療者、協労、 
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Abstract  

Collaboration between medical professionals is becoming increasingly important. Doctors find it difficult to examine patients alone. 

All medical professionals need to treat patients. The relationship between the patient and the healthcare professional is 

established through “evidence-based medicine (EBM)” and “shared decision-making (SDM),” that is, collaborative and shared 

decision-making between them. After presenting an overview, the treatment of rheumatoid arthritis (RA) (EULAR guidelines on RA 

treatment and management, specifically, the complications and infections management) is focused. We would like to discuss our 

hospital’s efforts in the collaboration between medical professionals in evidence-based medical care; particularly, specific cases of 

nursing outpatients and the status of guidance in the practice of self-injection. It would be pleasant to know your expectations and 

any issues from the conference activities. 
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1. 患者と医療者（医師）の関係 

1991 年に誕生した「根拠に基づく医療(evidence-based 

medine:EBM)」の理解が鍵となる(Guyatt G,1991）。中山

（2018）は、EBMが「臨床家の勘や経験ではなく科学的根

拠（エビデンス）により、よい患者ケアの意思決定のため

に「現時点の最良の臨床研究によるエビデンス」「医療者

の熟練」「患者の価値観」そして「患者の臨床的状況とお

かれた状況」の 4 要素を統合することが必要であると報告

している。従来は科学的根拠が優先され、「患者の価値観」

と「患者の臨床的状況と置かれた状況」が置き去りにされ

ていたが、これからは、患者と医療者（医師）との間で、

shared decision making （SDM）を行うことにより,患者の

価値観や臨床的状況と置かれた状況も含めた合意形成が成

される。それでは、SDMは患者と医療者（医師）の間で協

働的意思決定、共有意思決定と言われるが何を共有するか

と言うと、情報、目標、責任であり、共有を進めるための

基本がコミュニケーションである（図 1）。特に、リスク

が高い場合や低い場合でも不確実な場合は、患者と医療者

（医師）が協働して不確実性に向き合おうとする知恵であ

る(Whitney SN et al,2004)。従来は、Informed consent

が行われていたが、「医療者が示す選択肢」への着地が期

待されるが必ずしもその選択肢がエビデンスで支持さえて

いるかは問われておらず、医療者の誘導の影響が大きかっ

た。SDMでは患者さんも医療者（医師）もどこに着地する

か分からないが、目指す目標が、過程の中で共有されてい

く。特に、「エビデンスの確実性」が高くない場合に特に

大切である(中山, 2016)。欧州リウマチ学会の関節リウマ

チ（Rheumatoid Arthritis :RA）の治療管理ガイドライン

2013 や 2016版において、A項に「治療方針は患者とリウマ

チ医がよく相談したうえ（shared decision）で、最良の治

療を行うことを目標とする」と明記されている(Ramiro S et 

al,2016)。 

2. RA の治療 

a. 治療戦略 

Treat to Targetの概念(Smolen JS.,et al 2010）が 2010 年

に出され、ACR/EULAR の寛解基準が作成され、臨床的寛解

から構造的寛解、社会的寛解を目指す治療指針が示された

(Felson DT et al,2011）。2016 年ヨーロッパの RA 治療推奨で、

フェーズ１ではメトトレキサート(MTX)に禁忌でない限り、最初に

MTX を使用し、３~６ヶ月以内に寛解に持ち込む。一次的に関

節の腫脹･疼痛が強い場合、副腎皮質ステロイド薬を用いる。ま

た、MTX に禁忌の場合、サラゾスルファピリジンまたは他の

disease modified anti- rheumatic-drugs:DMARDs)を用いる。寛

解に持ち込めなければ、フェーズ２の薬剤を使用する。特に、

予後不良因子（抗 CCP 抗体･リウマトイド因子（RF）陽性、早期

の骨破壊進行、髙疾患活動性）がある場合、生物学的製剤や

JAK 阻害薬を用いる。予後不良因子がない場合は、他の

DMARDs を用いる。３~６ヶ月以内に寛解に持ち込む（図 2）。持

ち込むことができなければ、生物学的製剤や JAK 阻害薬を用

いる。予後不良因子のある症例では生物学的製剤や JAK 阻害

薬を用いても３~６ヶ月以内に寛解に持ち込めなければフェーズ

３の薬剤を使用する（図 3）。フェーズ２で使用した生物学的製

剤や JAK阻害薬以外の薬剤を用い３~６ヶ月以内に寛解に持ち

込む。また、寛解が達成できない場合は低疾患活動性で治療

を続ける(Chatzidionysiou K,et al,2017)。 

ｂ.生物学的製剤と JAK阻害薬をどう選ぶか 

実臨床においては１）感染症のリスク ２）MTXの服用の

有無 ３）効果発現の早さ ４）経済的負担 を考えて選

択される。感染症のリスクを優先して選ぶ場合、アバタセ

プト（オレンシアⓡ）は T細胞機能調節薬で T細胞数を減少

させないため選ばれる。また、TNF阻害薬では半減期の短

く補体依存性細胞障害活性がないエタネルセプト（エンブ

レルⓡ）が選ばれる。MTXとの併用には、相乗作用のある TNF

阻害薬が選ばれる。特にインフリキシマブ（レミケードⓡ）

では中和抗体産生抑制するため、MTXは必須である。 

また、MTXが使用できない患者では単独でも作用がある抗

IL-6受容体阻害薬[トシリズマブ（アクテムラⓡ）、サリブ

マブ（ケプサラⓡ）]や T細胞機能調節薬[アバタセプト（オ

レンシアⓡ）]が選ばれる。効果発現の早さからは、TNF阻

害薬や JAK阻害薬が選ばれる。また、経済的な負担を考え

ると、生物学的製剤で薬価が安いものはトシリズマブ（ア

クテムラⓡ）、エタネルセプト（エンブレルⓡ）25ｍｇやバ

イオシミラー（先発品と同等な薬効のある生物学的製剤）

などが使われる。 
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 高齢者において、既に 65歳以上の場合には、リスクが 1

つ増えると言われている。特に、高齢以外に①呼吸器疾患

の 合 併 、② プ レド ニゾロ ン を 5mg/日 以 上 使用③

StageIII/IV,④ MTX の併用が 1 つずつのリスクとなり、2

つ以上のリスクがある場合は、生物学的製剤や JAK 阻害薬

の使用は慎重に投与することが望まれる。 

a. 寛解達成後の治療指針、 

 合併症のマネージメント、ステロイド薬からの離脱、 

MTX の中止、生物学的製剤や JAK 阻害薬の中止をどのよう

にしていくかが重要となっている。このためには薬剤医療

経済学的検討、生命予後の改善のエビデンスが必要となっ

てきており、更に、患者の視点も大事になってくる。この

ためには、SDMが必要となってくる(山中,2017）。 

b. 合併病態のマネージメント 

1）呼吸器合併症 

合併病態の中で特に注意が必要なのは呼吸器疾患の合併で

ある。先ず、肺結核の既感染があり、MTX、生物学的製剤や

JAK 阻害薬を使用する前にはツベルクリン反応やインター

フ ェ ロ ン 誘 導 試 験 [Interferon- γ  releasing 

assay(IGRA）:T-スポットアッセイⓡやクオンテイフェロン

アッセイⓡ]を実施し、陽性であれば肺結核が再燃しないよ

うにイソジアニドの予防投与が必要である(徳田,2014a）

（図 4）。ニューモシスチス肺炎を発症する恐れのあるス

テロイド薬投与中や免疫抑制療法を行っている RA 患者に

は ST合剤の予防投与が必要である(徳田,2014b）。 

非結核性抗酸菌症のリスクのある RA 患者の場合は呼吸器

専門医と相談する必要がある。 

免疫抑制状態にあるため、細菌性肺炎の併発には常に注意

すべきである。更に、抗 CCP 抗体や RF の陽性の RA 患者で

は気道病変が多いことは明らかになっているので、呼吸器

合併症の管理は重要である(徳田,2014c）。 

2）肝疾患合併症 

先ず、B 型肝炎の合併が問題となる。MTX、生物学的製剤

や JAK 阻害薬の投与前に、HBs 抗原をスクリーニングし、

陽性であれば HBV―DNAのチェックを行う。また、HBｓ抗原

陰性では、HBｓ抗体や HBc 抗体のスクリーニングを行い、

いずれか陽性であれば HBV-DNA を測定する必要がある。

HBV-DNAが陰性であれば慎重に MTX、生物学的製剤や JAK阻

害薬の投与を行い、常に、HBV-DNA をモニターリングする

必要がある(田中,2019)（図 5）。 

また、C型肝炎については、治療も進歩しており、ウイル

ス除去の治療が可能となっているので肝臓内科専門医と相

談の上、RAの治療を行う。 

また、MTXを始めとして、DMARDsや JAK阻害薬では薬剤性

肝障害を誘発する恐れがあるので常に肝機能については注

意をして投薬する必要がある。 

3）腎機能障害 

 腎機能は高齢化することにより低下する傾向がある。 

70歳代になると腎機能 eGFRが 60ml/分/1.73m3以下の 30％、 

80 歳代になると 60ml/分/1.73m3 以下の 50％になる(今

井,2012）。このため、RA 患者の治療として高齢者に薬剤

を使う時には注意が必要である(今井,2012)（図 6）。特に、

腎機能を低下させる薬剤（NSAIDsや MTXなど）は極力さけ

る必要がある。生物学的製剤は腎機能には影響しないこと

から、その意味で使用する選択肢のひとつとなる。薬剤と

腎機能における使用については、日本腎臓病薬物療法学会

からでている腎機能低下時に主な薬剤投与量一覧を参照に

されたい(浦田,2019）。 

 

3．医療職連携 

 

a. 医療職連携の必要性 

 RAの疾患活動性評価の指標で患者全般評価と医師全般評

価を用いるが、患者と医師の評価では解離がある。特に患

者全般評価では関節疼痛が 75.6％を占めるのに対して、医

師全般評価では関節腫脹が 60.9%を占め、説明不可の部分

が患者評価で 17％、医師評価で 28％が存在する(Studenic P 

et al,2012） 

このように、未だ医学的に解明できていない課題は沢山あ

る。石田ら(2018)の報告によると、寛解や低疾患活動性の

RA患者であっても、痛みや全身倦怠感、精神的負担のある

患者が少なからずいることが明らかになっている。 

また、リウマチ友の会の「2015年リウマチ白書」からは「質

問すると怒られる」「主治医の説明がわからない」「主治

医が忙しい」の合計が 21.9% も RA 患者が感じており、更

に、主治医を変えた･変わった患者の理由では、「主治医を
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信頼できなくなった･相談しにくい」「症状がよくならな

い」「主治医の言葉や態度で傷ついた」の割合が実に 59.7% 

にも及んでいた(長谷川ら,2015）。医師は患者ひとりひと

りと向き合って最善の治療をしようと思っているが、1 人

の患者の診療で向き合う時間は 5~15 分までではないかと

考えられる。そのため、リウマチ白書にあるような理由が

生じることが少なからずあるのではないかと思われる。そ

こで、医療チームとして患者に接していくようにすれば、

上記のような問題が解消できるのではないだろうか。 

b. 看護外来の試み 

 兵庫医科大学病院には看護外来が立ち上がっている。も

ちろん、慢性看護外来として、フットケアや療養相談にの

っている。その中に、リウマチ看護専任ナースがいるので

リウマチ性疾患の相談を行っている。そこで経験した 1 例

を提示する。 

【症例】13歳、女性 レイノー症状のため精査目的で当院

皮膚科を受診、全身精査目的で当科紹介となった。2013年

ACR/EULAR 全身性強皮症新分類基準で、Score 13 点（＞9

点）で早期分類基準を満たしていた。2016 年 10 月よりベ

ラプロスト Na 錠（ドルナーⓡ）で加療を始めたが、効果少

なく、2017 年 12 月に指尖潰瘍が診られたため、ボセンタ

ン水和物錠（トラクリアⓡ）を追加し、一定の効果がみられ

ていた。2018年 11月より冬季のみボセンタン水和物錠（ト

ラクリアⓡ）を再開したが、薬剤が余っていることの母親か

らの申告があったので看護外来に相談を依頼した。担当看

護師よりトラクリアⓡはよく効いているが頭痛が起こるた

めとばして飲んでいることが判明した。また、特に生理と

重なると体調が悪く、生理時期には頭痛も強くなるため飲

んでいなかったことが判明した。このように、思春期のた

め、男性医師には相談しにくかったようであった。また、

対策として頭痛に対してバッファリンⓡの併用することで

トラクリアⓡを内服できるようになった。 

c. 看護外来での自己注射指導 

関節リウマチの治療に生物学的製剤が広く用いられている。

その中で点滴製剤と皮下注射製剤がある。皮下注射製剤は

自己注射が主流である。オートペンタイプが多いが簡易的

であるとは言え、患者にとって初めて自己注射を行う人に

はやはりハードルが高い。医療者と一緒に行う院内であれ

ば直ぐに相談ができるが、自宅で患者ひとりで行うとなる

と不安がある。このために当院では第 1 回目は医師が実施

し、注意点を説明しながら行い、投与時反応がないかどう

か施行後 30分間は観察を行っている。第 2回目は医師が説

明しながら、患者と一緒に注射を行う。第 3 回目は、看護

師とデモ器で一度行い、手技ができている患者は一度、自

宅で注射をしてもらう。自信が無い患者についてはデモ器

で実践してもらい、薬剤の注射をその場で患者に行っても

らい、看護師が確認する。自宅で患者が注射する場合、で

きるだけ平日の午前中行ってもらい、いつでも連絡のつく

体制で実施して頂いている。直ぐに看護師が電話対応でき

るようにしている。看護外来でのサポートはトラブル発生

時、不明点の問い合わせ、体調管理･副作用についての相談

などを行っている。  

当院ではアルゴリズムで自己注射の問題点をチェックし

ている。 

1） 自己注射施行について不安がある。 

a. 自己注射の必要性を理解していない。 

b. 自分で注射することに対する不安がある。 

c. 経済的負担が問題である。 

これらの a〜ｃで対処法が異なってくる。 

a. 医師からの説明で準備時点で納得できていない点を確

認し、本治療に対する不安な点や誤解を解消するよう

に説明する。治療に対する患者の考えを聞き取り、本

治療の必要性･適切性について説明し理解を促す。 

b. 不安の原因･内容を確認する。針をさすことの恐怖心、

針をさす時の注入時に生じる疼痛、手技そのものに自

信がないなど。 

c. 医療費の助成についてソーシャルワーカーへの相談･

案内をする。（図 7） 

2） 自己注射の問題があって継続できない。 

a. 副作用がある。副作用症状に対処が上手くできていな

い。 

b. 自己注射の手技に問題がある。 

これらの問題の対処法は、 

a. 副作用症状のコントロールマネジメントを行う。 

感染症状についても注意を要する。 
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b. 自己注射の手技を確認し、どういう手技ができていな

いか確認する。患者が苦手としている手技、注射器の

持ち方、補助具の使用の検討などの解決法を検討し再

指導する。（図 8） 

RA患者には「自己」注射の意味をポジテイブに捉えてもら

う。自分で注射する＝自分で注射できる。痛みがやわらぐ

＝自分で打った注射で痛みが軽減できる＝リウマチのつら

さを軽減できる。『自分で痛みがコントロールできる』『自

信がもてる』と捉えてもらうことが重要である。 

1）2）のチェックすることによって RA患者の問題点が明ら

かになるので対処法が可能となる。しかしながら、対処法

によっても解決しない場合、医師と相談して治療方針の変

更を行うこともある。 

d. 医療者協労について 

看護外来でサポートして頂きたい点は、 

1 疾患の理解や不満と治療に対する理解や不満の把握 

2 薬剤の副作用（感染症･薬疹など）のチェック 

3 薬剤相互作用のチェック 

4 効果発現までの時間経過についての説明 

5 医師に言えないことに対する相談 

6 経済的負担と薬剤効果の不満の把握 

7 自己注射に対する手技確認と指導や問題点、 

8 薬剤の適正な内服･注射ができているかどうか？ 

9 その他、患者との情報共有、SDM の確認など 

医療者同士で上記の情報を共有し、患者との SDMを大事に

し、よりよい日常生活や社会生活をおくるようにサポート

できればと思っている。 

 

4．終わりに、 

 患者と医療者の関係において、EBM と SDM について概説

した。特に EBM で医学的に患者も医療者もが納得する場合

はよいが、特に EBMが低い場合、SDMが重要となってくる。

患者ひとりひとりの価値観･環境や経済状態など千差万別

であるので、医療者協労において SDM を行っていく必要が

ある。RAにおいて治療は急速な進歩を遂げており、寛解や

低疾患活動性になる患者は約 7 割に達するようになってい

る。しかしながら、約 3 割の患者で説明のできない症状、

例えば、痛みや全身倦怠感、精神的負担などが存在するの

も事実である。この課題に対しても、医療者協労で解決し

ていく問題と考えている。また、全国に先駆けて、当院で

は看護外来が設置されている。慢性疾患看護外来の中でリ

ウマチ専任看護師がリウマチ性疾患の看護外来を担当して

いる。医療者協労の位置付けとして重要な動きと考えてい

る。今後、本学会の役割として、各病院で普及するために

は、学術的な根拠と経済的基盤となる診療報酬の保険適応

の活動が必要となってくる。令和元年にスタートした本学

会が 21 世紀の中心となる学会として成長していくことを

祈念して本稿を終えたい。 

（本稿の内容は、2019 年 7 月 27 日（土曜）の日本リウマ

チ看護学会学術集会特別講演で話した内容をまとめたもの

である。） 
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