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倫理を中心とする「医の倫理」から始まり、
20世紀後半には患者の権利を中心とする倫理
への変遷があった。
　日本では日本医師会による「医の倫理綱
領」等があるが、少子高齢社会を迎え、また、
在宅医療が推進されている現状を鑑みると、
現在の「かかりつけ医の倫理」に求められて
いるものは【患者の尊厳への配慮】【地域住民
から信頼される】【倫理的に適切な意思決定
プロセスを踏んだ在宅看取り】【地域包括の
視点から多職種協働が実践できる】ことであ
る。
　

⒉　地域包括ケアと「かかりつけ
医の倫理」

（図2）多職種協働のケアの実践の前提には"
多職種協学"があるが、医療に関しては、医
師と多職種との知識の量や深さに開きがあ
る。しかし「倫理」という視点は、医師にとっ
ても看護師にとってもケアマネジャーやケア
職にとっても、全く新しい視点で、横一線の
スタートを切れる格好の協学の材料となる。
また、日常臨床における倫理的ジレンマを意
識することは、医療やケアの質を高めるだけ
でなく、医療介護専門家の心のケアにつなが
ることになるといわれている。患者や家族、
またスタッフ間とのやり取りをめぐって、も
やもやしている感情が、倫理的ジレンマとし
て整理することで、腑に落ちるものとなる。　

⒈　「かかりつけ医の倫理」に求
められるもの　4つの課題

（図1）医療倫理においては、2000年以上も連
綿と続いてきたヒポクラテスの時代からの徳
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⒊　倫理的ジレンマに気づき、多
職種協働で対話をもち、解決
に結びつける

（図3）臨床事例には常に個性があり、倫理的
ジレンマを考える際には、同様な事例でも、
ケースごと解決策は異なる。つまり、倫理に
はたった一つの正解があるわけではない。
　倫理的思考のまず第一歩は、「何が倫理的
ジレンマか」という"倫理的気づき"をするこ
とである。そして、その後、さまざまな価値
観をもつ多職種で対話をし、患者のためによ
りよい解決策を模索することが重要になって
くる。したがって、「かかりつけ医の倫理」研
修においては、一つの正解を出すのではな
く、今後、各自の実践の現場で考えるために
必要な倫理的ツール（根拠・倫理的基礎知識）
を提供することである。
（図4）一つの臨床ケースについて、診断・治
療・予後と同様に、倫理的に考慮することは、
欠かすことのできない医療の重要な一つの要
素であり、「臨床倫理」は医療の本質的な一側
面であるといえる。したがって、臨床に関わ
るすべての医師は、優れた臨床倫理学者にな
る可能性を秘めている。そして、かかりつけ
医は、地域包括ケアにおける医療のリーダー
としてだけでなく、「倫理」におけるリーダー
的役割を果たすことも求められているのであ
る。　

⒋　医師－患者関係（図5）
⑴ 　【医 師 ―患 者 関 係】 は Fiduciary 

relationship信認関係である
　日本医師会の「医の倫理綱領」において、
「医師は医業にあたって営利を目的としな
い」とあるが、最近では、介護の領域など
では、民間活力の活用という発想があり、
ビジネス化の現象が起こっているし、しば
しば“ビジネスチャンス”という言葉さえ
も聞かれている。しかし、介護領域のよう
に、［介護サービス提供者―利用者］の関係
を、利用者を消費者と考えるビジネスモデ
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すべての臨床に関わる者は、優れた臨床
倫理学者になる可能性を秘めている！ 

☆臨床倫理は、本質的な医療の一側面である 
☆一つのケースについて、診断・治療・予後と同様
に、倫理的に考慮することは、欠かすことのできな
い医療の一つの要素である。 
☆よりよい臨床倫理は、それぞれの臨床ケースの
個性に応じた医学的事実と倫理的価値から導き出
されるものである。 
☆臨床倫理は、医療の本質的な一側面であること
を認識することによって、すべての臨床に関わる
者は、優れた臨床倫理を必要とする。 
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ドコンセント）を実践し、守秘義務を遵守
し、本人の立場にたって医療を提供する必
要がある。これらは、専門職としての職業
倫理規範においても述べられている。
　fiduciary	relationship信認関係におい
ては、受託者（医師）は、自己の利益を二
の次にして、委託者（患者）の最善の利益
を求めて行動しなければならず、受託者に
求められる倫理的水準は、消費者モデルに
比して、より高いものである。したがって、
医療者が、患者の最善の利益よりも、病
院・診療所の利益のために行動するような
場合には、fiduciary	relationship信認関
係は危機に晒されることになる。

⑵　ビジネスモデルとの違い
　【医師－患者関係】は、単なるビジネス
（消費者）モデルではないので、ビジネス界
では当たり前と考えられている①企業は、
顧客の利益よりも、会社・株主の利益のた
めに行動する、②利益を生む市場だけを対
象にする、といった考え方は採用されない。
　医療や介護を受けることは、国民にとっ
ては当然の権利であり、ましてや医療や介
護は商品ではない。医療・介護の目的や理
想は、患者の福利・安寧（＝well-beingし
あわせ）であり、利益は二次的なものにな
るべきである。

 ⑶　【医師－患者関係】モデルの変遷
（図7）医師－患者関係は、歴史と共に変遷
してきた。それは、医師が、親のように患
者に善を施すヒポクラテス的医の倫理（パ
ターナリズム）の伝統から、患者の自己決
定やインフォームドコンセントの権利を重
んじる自律尊重へと変化してきたことに関
わっている。これは、医療を受けることが
権利として確立し、患者の権利意識の高ま
りにより、個々の患者の価値観が多様化し
てきた結果といえる。ここで、意思決定の
プロセスにおける医師―患者関係の変遷を
みることによって、適切な医師―患者関係
を考えてみる。

ルでとらえることは、医療においては適切
ではない（介護においても適切でない場合
がしばしばある）。
（図6）倫理的に適切な【医師―患者関係】
は、fiduciary	relationship信認関係であ
るといわれている。医師が患者に対して信
認義務を負っているということの意味は、
医師は患者の最善の利益・幸福well-being
のために行動し、患者の尊厳Dignityに配
慮しなければならないということである。
　そのためには、医師は、正しい臨床上の
判断をするための専門知識や専門技術の研
鑽をし、また、患者の立場にたった適切な
情報公開・意思決定の支援（インフォーム
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パターナリズムモデル；
（図8）ヒポクラテスの誓いに「私は能力
と判断の限り、患者に利益すると思う養
生法をとり、悪くて有害と知る方法を決
してとらない」とあるように、歴史的に、
医療倫理の考え方は「自律尊重」よりも、
医師の「善行原則」中心であった。専門
家である医師が考える治療は、患者に
とって、最善であるという考え方であ
る。「まるで、子供の両親が、子供にとっ
て最善の判断をすることができる」とい
う考え方に似ているので、パターナリズ
ムと呼んでいる。
　パターナリズム的考え方においては、
患者に真実を知らせると、動揺したり悲
嘆にくれるので、医師が選別した情報だ
けを患者に与える温情的干渉をよしとし
た。そして、患者に自分で判断をさせな
いで、すべてを医師が決めた方がよい結
果になり、患者は医師の薦めに従うこと
がよいとされた。　
　このパターナリズムモデルは、一刻の
猶予もない救急医療の現場や急性疾患の
治療の場合には有効ではあるが、患者の
自己決定の権利を尊重した現代の臨床現
場にふさわしいものとはいえなくなって
きた。
情報提供型モデル；
（図9）これは、権威的パターナリズムに
対する反論を踏まえて、患者の自己決定
中心の情報提供モデルが登場した。医師
はもっぱら医学の専門家として精確な情
報提供に専心し、今後の治療方針を決定
するのは患者であるため、科学者・技術
者・消費者モデルとも呼ばれる。
　このモデルにおいては、患者が自己決
定をするために、医師はすべての情報を
選別せずに提供する。最終決定は、患者
が自身の価値観で行い、医師の価値観は
考慮されない。したがって、医師と患者
の間に価値観の共有はない。医師は医学
的事実のみに忠実となり、倫理的価値判
断を放棄していることになる。このよう

情報提供型モデル 
【患者の考え方や価値観が強調される】 

• 権威的パターナリズムに対する反論 
• 医師は専門家として、医学的情報を提供する役割
に専心し、治療方針の最終決定者は患者。 

• ＝科学者・技術者・消費者モデル 
• 医師はすべての情報を選別せずに提供 
• 医師の価値観は考慮されない 
• 医師と患者の間に、価値観の共有はない 
• 共感や温かい人間関係、相互理解の欠落 
• 疎遠な医療者－患者関係 
 図9 Copy Right; Masako Minooka 
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 ＊両極端なモデル（パターナリズム・情報提供型）への反
省 
＊医師と患者双方が意思決定に参加 
＊Shared： 「分担」～「共有」 
 情報提供型に近い～パターナリズム型に近い 
「分担」＝翻訳・解釈モデル、＜カウンセラー＞ 
      最終判断は患者の主体性が優先 
「共有」＝対話型モデル、＜専門知識のある親しい友人＞ 
       協働的プロセスやコミュニケーションを重視 

図10 
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パターナリズムモデル 
【医師の考え方や価値観が強調される】 

• ヒポクラテスの誓い「私は能力と判断の限り、患者
に利益すると思う養生法をとり・・」 

• 専門家である医師が考える治療は最善 
• 医師の善行原則 ＞ 患者の自律尊重原則 
• パターナリズム；「子供の両親が、子供にとって最善
の判断をすることができる」 

• 医師が選別した情報だけを、患者に与える温情的
干渉をよしとする 

• 医師の意見を押し付ける結果になる 
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な医師－患者関係においては、共感のあ
る温かい人間関係や相互理解の欠落が起
こり得る。
相互参加型モデル；（Shared Decision 
Making）―「分担された意思決定」から 

「共有された意思決定」へ
（図10）医師の考え方や価値観だけが強
調されるパターナリズムモデルや、反対
に、患者の考え方や価値観だけが強調さ
れる情報提供型モデルという両極端な
【医師－患者関係】への反省から、医師と
患者双方が意思決定に関与するShared	
Decision	Making相互参加型モデルが登
場した。
　Sharedという言葉のもつニュアンス
の微妙な違い（分担～共有）から、Shared	
Decision	Making相互参加型モデルには、
医師の価値観を提示しない、より情報提
供モデルに近いものから、医師の価値観
を患者に薦めるパターナリズムモデルに
近いものまで、その意味するところの範
囲は広い。
ⅰ） 分 担 さ れ た 意 思 決 定；Shared	
Decision	Makingを「分担された意思
決定」と解釈する立場では、医師・患
者双方が今後の治療方針における意思
決定に参加するけれども、医学的事実
判断は医師が、価値判断は患者が分担
するという意味において、より情報提
供型モデルに近い。
　「分担された意思決定」においては、
患者は、医師との対話により自身の価
値観を明確にする（翻訳・解釈モデル
ともいわれる）。そして、相互参加が強
調されているが、最終的価値判断にお
いては患者の主体性が優先される。この
モデルにおいては、医師はカウンセラー
的役割を担い、指示的発言は少ないた
め、もし患者が誤った判断をした場合
には、よい医師－患者関係を築くため
には十分とはいえない可能性がある。

ⅱ） 共 有 さ れ た 意 思 決 定；Shared	
Decision	Makingを、「共有された意思
決定」と解釈する立場では、より相互
参加・協働的プロセスやコミュニケー
ションが強調され、『対話型モデル』と
言い換えることもできる。
　「共有された意思決定」においては、
価値判断の基本的枠組みは患者が決め
るが、相互の対話をより強調すること
により、患者が自身にとって不利な治
療法を選択した場合には、医療専門家
の良心として説得をする必要がある。
この説得により、患者の価値観は変化
する余地があり、最終決定の変更を促
すことも可能である。そして、患者か
らの同意のもとに、個々の状況におけ
る具体的な治療を医師が決めていく。
もし、両者の価値判断に不一致が生じ
た場合には、中立的第三者を交えて話
し合いがもたれることになる。
　しかし、対話に際して、医師が、一
方的に意見を押し付ければパターナリ
ズムモデルの弊害に陥るし、また、患
者と距離を置き過ぎれば、情報提供型
モデルのように、医師－患者関係が疎
遠になり過ぎる。したがって、適切な
「共有された意思決定」を実践するた
めには、信頼関係に基づいた「徳の倫
理」という考え方が必要となる。共感
や思いやりのような「徳」を伴ったコ
ミュニケーション・信頼関係が、医師
のアドバイスを受け入れる余地をつく
ることになる。
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⑷　振り子モデルとしての【医師－患者関係】
（図11）医師－患者関係は、図の如く、各々
の 臨 床 の 状 況 に 応 じ て 変 化 し
（fluctuate）、固定的ではない。その時の状
況に応じて、振り子のようにパターナリズ
ムモデル～相互参加型モデル～情報提供型
モデルの間を行ったり来たりする。それ
は、ⅰ）個々の患者の性格　ⅱ）疾患　ⅲ）
病期、によって変化し、また、ⅳ）同一患
者における、一つの意思決定のプロセスの
過程においても、"揺れる想い"として振り
子の針のように揺れている。かかりつけ医
は、「その時の」「その患者にとって」最も
ふさわしい対応の仕方や、関係性のあり方
を、それまで長い時間をかけて構築された
信頼関係から、一番よく知り得る立場にあ
ると思われる。

⑸　チーム医療
　それまでは、一人の医師対患者という構
図でとらえられてきた医師－患者関係は、
医療の高度化・専門化のために多くの医療
従事者がかかわることになり、複雑化し、
チーム医療が不可欠となった。特に、最近
注目されている地域包括ケアの視点におい
ては、このような考え方は不可欠である。
すなわち、【医師－患者】関係から⇒【医療
ケア関係者－患者】関係へと変貌を遂げた。
　実際、一人の患者を中心とした医療ケア
を考えるとき、医師だけでなく、看護師・
検査技師・放射線技師・薬剤師・事務職・
介護専門家・福祉専門家など多くの医療従
事者が関わることになる。チーム内での意
見の不一致（コンフリクト）がある場合に
は、患者に不安や動揺を与える結果となる
ため、チーム医療（包括ケア）を実践する
すべての人々の視点が、中心となる患者に
向けられ、チーム内での意見の不一致がな
いことが望ましい。

「医師－患者関係」の振り子モデル 
現場の状況によって適切に対応する 

 

11 Copy Right; Masako Minooka 
図11 

図11

図12 

 
 

 5.医療倫理の4原則 

Copy Right; Masako Minooka 

図12

図13 

倫理的に正しい行為をするためには 
「４原則」と「徳倫理」 どっちが大切？ 
Ⅰ；手元に、賢く正しい行為をするための
手引きである倫理原則をもつこと 

   （例）善行 
 
Ⅱ；高潔な方法で行動したくなるような性
格をもつこと 

 （例）善意 

倫理原則 

徳倫理 
Copy Right; Masako Minooka 

倫理4原則と徳倫理 
図13
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⒌　医療倫理の4原則（図12）
⑴　倫理4原則と徳倫理
（図13）かかりつけ医は日常臨床において
さまざまな倫理的ジレンマに遭遇する。そ
れらの倫理的ジレンマに対処する際に、医
療者がとるべき方向性を指し示してくれる
道しるべとして「倫理4原則」と「徳倫理」
がある。
　医療倫理の領域では、長い間、『臨床現場
における倫理的問題に対処するとき、よい
倫理上の判断をするためには、 手元に、
賢く正しい行為をするための手引きである
倫理原則をもつこと（倫理原則）、あるいは
高潔な方法で行動したくなるような性格
をもつこと（徳倫理）、のどちらがより重要
か』という問いが投げかけられてきた。
のよい行為を強調するものが「倫理原則」
であり、 のよい性格を強調するものが
「徳倫理」といわれているものである。すぐ
れた人格者であっても間違いを犯すことも
あり得ることを根拠に（＊）、行為・行動の指
針である「倫理原則」が、「徳倫理」より、
より重要と考える立場もあるし、また、逆
の立場を主張する者もある。しかし、臨床
現場において、倫理的に正しい判断をする
ためには、「倫理原則」と「徳倫理」の両者
とも欠くことのできない大切なものであ
り、バランスよく用いることが実践知とい
えるであろう。
（＊）歴史的に、タスキギー事件など、医療者による、患者の
権利侵害事件が起こってきた。

⑵　倫理4原則
（図14）倫理原則は、タスキギー事件を契機
に作られた（図15・16）。
　倫理4原則の優先順位は臨床のケースご
とに異なるし、また、倫理4原則同士が対立
することもある。したがって、それぞれの
状況に応じて、適切に倫理的判断のツー
ル・根拠として用いることが必要である。

図14 

倫理4原則 

① 自律尊重原則 Autonomy  
    自律・自己決定の尊重 
② 善行原則 Beneficence 
    患者の目標に照らし、善をもたらせ 
③ 無危害原則 Non-maleficence 
    少なくとも、害を為すな、害を避けよ 
④ 公正原則 Justice  
    すべての人を公平に扱え 
 Copy Right; Masako Minooka 

図14

タスキギー事件（患者の権利侵害事件） 
アメリカの連邦衛生局は、1932年から40年間の長期にわたり、アラ
バマ州タスキギーの貧しい小作人の黒人男性600人に対して梅毒研
究に関する非人道的な人体実験を行った。タスキギー梅毒研究の内
容は、黒人男子梅毒患者399人と、対照者として201人の健常者を
実験に参加させ、梅毒症状の自然経過を観察した。しかし、1941年
に梅毒の治療薬であるペニシリンが実用可能となってからも、黒人
梅毒患者たちにその事実を知らせず、偽の薬を与え続け、治療を行
っていると欺いて、半強制的に検査だけを受けさせた。そして、死亡
すると研究目的で病理解剖を実施し、梅毒の病理変化を観察した。
黒人男性たちは、この梅毒研究に参加することと引き換えに、無料
の食事と、検査、埋葬を受けただけだった。この事実を1972年「国の
梅毒研究で、40年にわたって治療されなかった犠牲者」と新聞各紙
が報じ、人間の尊厳を無視した非倫理的人体実験であるとして、全
米の非難を浴びた。 

 図15 

Copy Right; Masako Minooka 

倫理４原則 

図15

図16 

倫理原則はタスキギー事件の 
反省にたって作られた 

『被験者である黒人男性に、研究の 
内容が知らされてなかった。また、 

自由意思ではなく、半強制的だった。』 

『梅毒の治療薬であるペニシリンが与え 
られず、偽の薬が投与された。治療の 

機会が奪われ、多くの人が死んでいった』 

『貧しいあるいは黒人という理由で、 
治療を受ける機会を奪われ、半強 
制的に研究に参加させられた』 

「知る権利」「選択する権利」 
の侵害 

⇒自律尊重原則 

「よい医療をうける権利」 
の侵害 

⇒善行原則 

平等に医療をうける 
権利の侵害 

⇒公正・平等原則 
 

Copy Right; Masako Minooka 

図16
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①自律尊重原則　Autonomy；
（図17・18・19）「自律尊重原則」は、
ベルモントレポートにおいては「人格
の尊重」として著され、意思能力のあ
る個人は自己決定をすることができ、
他人はその自己決定を尊重しなければ
ならないということを意味している。
本人の「知る権利」や「選択する権利」
がその中心となる。

図18 

意思決定能力（Competence） 

 
 自己決定には意思決定能力(Competence)が必要 
   ①選択の表明  
       ②情報の理解 
   ③状況の認識  
       ④論理的思考 
   （⑤選択した結果の合理性） 
 ＊医療に関する意思決定能力は、必ずしも法的判断能
力とは一致しない。 

 
Copy Right; Masako Minooka 

図18

－意思決定能力と自己決定の関係－ 

図19 

自己決定 

Shared    
Decision  Making
共有された意思決定 

感情・最善の利益へ
の配慮＜代理判断＞ 

意思能力が 
ある場合 

意思能力が 
不十分な場合 

意思能力が 
ない場合 

Copy Right; Masako Minooka 

図19

 
①自律（自己決定）尊重原則（Autonomy） 

 
＊意思決定能力のある個人は、自己決定をするこ
とができる 
＊他人は、その自己決定を尊重しなければならな
い 
（１）個人は自律的な主体として扱われるべきである。 
   ✿本人が熟慮した判断を尊重すること 
   ✿本人が考えた上での判断にもとづいた行動の自由  
    を認めること 
   ✿考えて判断するための情報を提供すること 
（２）自律の弱くなっている個人は保護を受けるべきである 

 図17 Copy Right; Masako Minooka 

図17
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②善行原則　Beneficence；善を促進す
る、害を防ぐ、害を除去する
（図20）善行原則は、恩恵原則ともいわ
れている。医療ケア専門家は、患者や
利用者のしあわせwell-beingを追求
し恩恵を与えるような“善い行為”を、
積極的にすべきであることを意味して
いる。

③無危害原則　Non-maleficence；
（図21）無危害原則は、侵害回避原則と
もいわれている。この原則は善行原則
とコインの裏表の関係にある。上述の
善行原則が積極的に善を促進すること
を促しているのに対して、「少なくと
も害をなすなDo	no	harm」「少なくとも
害を避けよAvoid	harm」ということを
意味している。
④公正原則　Justice；等しいものは、等

しく扱う
（図22・23）公正原則は、公平原則ある
いは平等原則・正義原則ともいわれて
いる。公正原則は人々を公平・平等に
扱う（「等しい」ものは「等しく」扱
う）ことを要求している原則である。

③無危害原則（Non-maleficence） 

• 侵害回避原則 
• 善行原則とコインの裏表の関係 
• 有害な行為を禁止 
             「少なくとも害はなすなDo no harm」 
          「少なくとも害を避けよAvoid harm」 
・道徳的基本であり、厳格な倫理的義務 

図21 Copy Right; Masako Minooka 

図21

④公正原則（Justice） 

• 平等原則＝公平原則 
• 人々を公平・平等に扱う 
• 「等しいもの」は等しく扱う 
    何を基準として等しいとするか？ 
• 希少な資源の公正配分の問題 
    脳死臓器移植における優先順位 
    新型インフルエンザワクチンの接種順位 

図22 Copy Right; Masako Minooka 

図22

②善行原則（Beneficence） 

• 恩恵原則 
• 医療者は、患者の利益・幸福のために、積極
的な善い行為をすることが求められている。 

  「善を促進する」 
  「害を防ぐ」 
  「害を除去する」 
・患者の価値観を尊重した“善い行為” 

図20 Copy Right; Masako Minooka 

図20



日医かかりつけ医機能研修制度 H28応用研修会　1．「かかりつけ医の倫理」1-10

⑶　徳倫理；行為者の有徳な性格　
（図13）「徳の倫理Virtue	ethics」とは、医
療の実践に際して、よりよい倫理的判断を
するためには、有徳な性格や資質（献身・
思いやり・共感など）を持っていることが
重要であるという考え方である。有徳な性
質は、医師については2000年以上前のヒポ
クラテスの時代から、看護師についてはナ
イチンゲール誓詞の時代から重要な資質と
されてきたものである。日本医師会の「医
の倫理綱領」においても、「医師は責任の重
大性を認識し、人類愛を基にすべての人に
奉仕するものである」「医師はこの職業の
尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を
高めるように心掛ける」といったものが
「徳の倫理」に関わってくる。

⒍　インフォームドコンセント（図24）
⑴　インフォームドコンセントの権利は自律尊

重原則から導かれる
（図25）「インフォームドコンセント」とい
う言葉は、実際、日常臨床において大変し
ばしば用いられている言葉であり、かかり
つけ医にとって、その真に意味することを
知っておくことは患者の権利擁護の視点か
らも重要である。
　患者は、自分の受ける医療ケアに関し
て、十分な情報開示を受け、自身の価値
観・治療目標に合わせて自分で決定する権
利をもっている。このインフォームドコン
セントの権利は、倫理原則である自律尊重
原則から導かれ、多くの国内外の判例を通
じて確立してきた。患者の自律尊重という
倫理原則と、インフォームドコンセントを
法的に義務付ける（判例の蓄積）ことに
よって、患者は「望まない治療を拒否でき
る」権利が保障されているのである。日本
医師会の「医の倫理綱領」においても、「医
師は医療内容についてよく説明し、信頼を
得るように努める」とインフォームドコン
セントの重要性に触れている。

図24 

 
 

  6.インフォームドコンセント 

Copy Right; Masako Minooka 

図24

希少な資源の公正配分が問題となった事件
―「神の委員会」― 

1962年、当時年間1万人が腎不全で死亡している状

況において、世界初の外来人工透析センターがアメリ
カのシアトルに開設された。透析機器が希少な状況に
もかかわらず、多数の患者が殺到し、誰が透析を受け
るのかを選別しなければならなかった。医師たちは医
学的見地から患者を選ぶことを主張したが、7人の一

般市民からなる委員会は、社会的価値によって候補
者を選別したために（例えば、売春婦よりも家庭の主
婦を優先）、大きな社会的問題となり、メディアから「神
の委員会」と呼ばれ、批判された。 
 図23 Copy Right; Masako Minooka 

図23

図25 

インフォームドコンセント 
患者は、自分の受ける医療について、 
 ＊十分な情報開示を受け、（知る権利） 
 ＊自身の価値観や治療目標に応じて 
    自分で決定する権利（選択する権利）をもっている 
★倫理原則（自律尊重原則） 
★判例の積み重ね 
        インフォームドコンセントの法理 
   
  ＊法的には、侵襲的医療行為（手術など）は、本人の
同意があることによってその違法性が阻却される 

Copy Right; Masako Minooka 

図25
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者自ら治療方針の決定に参加することによ
り、患者の自己管理の意識と治療への意欲
を向上させることに役立っている。

⑶　インフォームドコンセントの構成要素
（図26・27）インフォームドコンセントは、
1)情報の開示　2)理解　３)自発性　4)意
思能力　5)同意の5つの要素から成り立っ
ている。それは、「医師と患者が意思決定過
程を共有すること」であり、医師は、十分
な情報提供をし、繰り返し話し合い、患者
の意見を聞き、また、患者に選択肢につい
て教育したり、さらなる熟考を促したり、
説得したりする。そして、患者は、自分の
価値観や目標に応じて、自身の身体・健康
に関する自己決定をする。また、自発性に
ついては、選択肢が与えられること、強
要・嘘・不当な影響下にないことが必要で
ある。
　すなわち、「インフォームドコンセント」
とは、患者との対話のプロセスそのものを
意味する。ただ単に、治療同意に関する書
類にサインをもらうことではないのである。
　また、患者にとって「知る権利」と「選
択する権利」は非常に大切なものなので、
医療行為そのものに何ら過失がなくても、
適切なインフォームドコンセントがなされ
なければ、患者の権利を奪ったことにな
り、訴えられる場合がある。これをイン
フォームドコンセント訴訟という。

⑵　Informed Decision Making
　よく、「患者の同意をとりつける」という
言葉が用いられるが、それは、とりもなお
さず「専門家である医師が薦める治療に、
患者は同意するはずだ」という先入観が根
底にある。これは必ずしも、インフォーム
ドコンセントという概念の真意を表してい
ない。インフォームドコンセントの真意
は、 精確にはインフォームドチョイス
（Informed	 choice/	 Informed	 decision	
making）であり、患者は、インフォームド
コンセント（医療同意informed	consent）
することも、インフォームドレフューザル
（医療拒否informed	refusal）することも
あり得る。実際の医療現場においては、患

図27 

インフォームドコンセント訴訟 

★医療過誤訴訟； 
   医療行為に何らかの過失があった場合 
 
★インフォームドコンセント訴訟； 
  医療行為そのものに過失がなくても、情報 
の適切な開示がなされていなければ、医師
はその責を負う。 
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図26 

インフォームドコンセントの構成要素 

１）情報の開示 
   ①病名・病態 
   ②検査や治療の内容・目的・方法・必要性・有効性 
   ③その治療に伴う危険性と発生頻度 
   ④代替治療とその利益・有効性・発生頻度、 
   ⑤薦められている治療を拒否した場合に生じる結果 
２）理解 
３）自発性 
４）意思能力 
５）同意 

Copy Right; Masako Minooka 

図26
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⒎　守秘義務と個人情報保護
（図28）医師の職業倫理である守秘義務も、自
律尊重原則から導かれるプライバシー権に関
わっている。守秘義務および個人情報保護、
そして守秘義務の解除（＝通報の義務）は、
患者やその家族の医療情報や生活関連情報を
知り得る機会の多い、かかりつけ医にとって
は、重要な倫理的論点になる。

⑴　守秘義務
（図29）「秘密」とは少数にしか知られてい
ない事実で、他人に知られることが本人の
不利益になるものを指す。守秘義務は、歴
史的に医師の職業倫理として発展してき
た。2000年以上も前のヒポクラテスの誓い
にも『治療の機会に見聞きしたことや、治
療と関係がなくとも他人の私生活について
洩らすべきでないことは、他言してはなら
ないとの信念をもって、 沈黙を守りま
す・・』と記されている。その後、医師だ
けでなく、他の医療関係者の間にも守秘義
務の遵守が義務づけられ、また個人のプラ
イバシー権（自分の情報を自分でコント
ロールする権利）として法的にも確立して
きた。しかし、このように医療従事者の職
業倫理として長い歴史をもつ守秘義務も、
第三者に危害が及ぶ場合や、虐待など患者
の権利侵害にかかわる場合には通報の義務
が生じる。

⑵　守秘義務の解除
（図30・31）医療現場において、当初、絶対
的義務であった守秘義務は、タラソフ事
件（＊）以後、相対的義務としてみなされる
ようになった。守秘義務が解除される場合
として、他に有効な方法がなく、第三者へ
の潜在的危険が大きくその可能性が高い場
合などがある。

（＊）タラソフ事件；精神科の患者が、ある美しい女性を殺す
と医療者に打ち明けたが、守秘義務を理由に、本人や両親に
危険を警告せず、結局女性は殺害されてしまった事件。

図30 

タラソフ事件 
「守秘義務」と「通報義務」との板ばさみ 
 1969年精神科の患者である大学生ポダーは、
心理療法士Ａに対して、タラソフという女性を殺
すつもりだと打ち明けた。Ａは警察にポダーの
拘留を依頼したが、短期間の拘留の後、釈放。
しかし、彼は結局タラソフ嬢を殺害。彼女の両
親は「危険な患者を拘留せず、本人や家族に
危険を警告しなかった」として訴えた。 

 ★Ａは患者の秘密を守るべきだったのか？ 
  タラソフに危険を警告すべきだったのか？ 
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図28 

   

  7.守秘義務と 
     個人情報保護 
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図28

図29 

「守秘義務」と「個人情報保護」 
『治療の機会に見聞きしたこと…..沈黙を守ります』 
               （ヒポクラテスの誓い） 
【秘密】少数にしか知られていない事実で、 
  他人に知られることが本人の不利益になるもの 
 
＜守秘義務⇒秘密漏示罪；刑法134条＞ 
 『医師、薬剤師など、またはこれらの職にあった者が、 
 正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことに 
 ついて知り得た秘密をもらしたときは、6ヶ月以下の 
 懲役……に処する』 

Copy Right; Masako Minooka 

図29

⑶　通報の義務
　このように、守秘義務は、絶対的義務で
はなく、ある状況下（感染症など公共の利
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は解除され、通報の義務が生じる。法的に
は、「高齢者虐待防止・養護者支援法」（高
齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する
支援等に関する法律；平成18年4月）に、
ⅰ）家族介護者（養護者）による虐待　ⅱ）
介護従事者による虐待を区別して、通報の
義務が規定されている。家族介護（養護）
者による高齢者虐待を受けたと思われる高
齢者を発見した場合、a）高齢者の生命ま
たは身体に重大な危険が生じている場合に
は、速やかに市町村に通報の義務、b）そ
れ以外の場合には、速やかに市町村に通報
する努力義務がある。

⑷　個人情報保護
（図32・33）「個人情報」とは、『生存する個
人の情報であって、情報に含まれる氏名・
生年月日等により特定の個人を識別できる
情報（個人情報保護法2005§2）』を指す。
　現代の医療介護現場では、IT化や分業
化・チーム化によって、非常に多くの人々
が、患者や利用者の情報にアクセスできる
ため、個人情報を厳格に守ることは、ます
ます難しくなってきている。さらに、在宅
医療の現場においては、医療・介護従事者
が、通常では入ることのない他人の家庭に
入り込むため、本人および家族の多くの個
人情報に触れることになる。それは医療・
ケアに必要な情報（医療関連情報）から、
家族や個人にかかわる直接医療ケアに関係
のない情報（生活情報）にまで及ぶ。
　そこで、医療・介護を実践するにあたっ
て、個人情報を適切に保護するために2005
年4月に「個人情報保護法」が施行された。
詳細は、「医療・介護関係事業者における個
人情報の適切な取扱いのためのガイドライ
ン」（厚生労働省）に示されている。
　個人情報保護法の枠組みは、Ⅰ；個人情
報の保護と、Ⅱ；個人情報の本人への開示、
から成っている。Ⅰの個人情報保護におけ
る2つの大きな柱は、【目的外使用の禁止】
と【第三者への提供禁止】である。

益に基づく届出義務など）では守秘義務が
解除されることもある。例えば、高齢者等
に対して虐待があった場合には、守秘義務

図33 

個人情報保護法 
【個人情報とは】氏名・生年月日などにより特定の個 
   人を識別できる情報である。 
【個人情報保護法の内容】 
Ⅰ；個人情報の保護（および除外規定） 
    ①利用目的の特定；本人の治療やケアという目的 
     で使用され、医療ケアチーム内で共有する場合  
     は特に問題ない 
    ②目的外使用禁止；目的外使用する場合には、 
     本人の同意が必要である。 
    ③第三者提供禁止；第三者提供の場合には、 
     本人の同意が必要である。 
Ⅱ；個人情報の本人への開示 
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図31 

タラソフ事件判決 

 『公衆が危険にさらされるのであれば、患者に
対する守秘義務は解除され、狙われている第
三者であるタラソフ嬢に対して警告義務があっ
た』 

 
 医療現場における守秘義務は、絶対的義
務ではなく、相対的義務とみなし、第三者
への潜在的危険が大きいなどの正当な理
由があれば、守秘義務は解除される。 
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図32 

個人情報保護 
『個人情報保護法(2005）』 
『医療介護事業関係者における個人情報の適切
な取り扱いのためのガイドライン（2004）』 

 

Ａ病院の患者が、Ｂ介護施設に移るとき、 
本人に関する情報を提供できるか？ 

学会誌などの論文において、 
患者の写真を掲載できるか？ 

Copy Right; Masako Minooka 

図32
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のか」「家族内に意見の不一致があった場
合の対処方法は」「医療ケアチーム内に意
見の不一致があった場合の対処方法は」
「患者本人の最期の望みを叶えてあげたい
が・・」など数々の悩み・倫理的ジレンマ
がある。特に、地域包括ケアの中心的助言
者としての役割を担う「かかりつけ医」に
とっては、在宅における看取りの倫理的論
点を明確にし、解決に結びつけるツールを
学ぶことは重要だと思われる。
　まず、以下の日常しばしば見かける簡単
なケースをもとに、看取りにおける倫理的
問題点を明確にしてみたい。『78歳Bさん
は、アルツハイマー病、FAST分類6である。
最近、十分に飲んだり食べたりできない。
家族は「父は延命治療を望んでいなかっ
た」と言い、施設での看取りを希望した。
施設の担当医がPEGや点滴を勧めるが、家
族は「自然のままで....」という意思を貫い
た。4週間目に、「老衰」という診断のもと
天国に旅立った。本人と家族の意思が尊重
され、穏やかに家族に見守られ、最期の瞬
間まで、その人らしく、尊厳のある自然な
看取りを支援することができた。』
　ケアスタッフが満足しているように、一
見、何も問題のないよい看取りのように見
受けられる。しかし、よくよく考えてみる
と、「本当に、Bさんは終末期だったのだろ
うか？」といった医学的問題。「Bさんは、
家族が言ったように、本当に延命治療を望
んでいなかったのか？」といった本人意思
の問題。「家族が全て決めてしまってよ
かったのか？」といった家族の代理判断の
問題。「もしかして、治療は有効だったので
はないのか？訴えられたら困る」といった
法的問題まで、このケースには内在してい
る可能性がある。
　実際「看取り」という言葉には「平穏な
死」「自然の死」というように、あたかも優
しいお別れのイメージがあるが、無益な延
命治療をせずに自然の経過で死にゆく高齢
者を見守るケアをする場合には、医療にお
いて最近問題になっている人工呼吸器取り

⒏　終末期医療（看取り）の倫理
� （図34）

⑴　「看取り」には医学的問題だけでなく、倫
理的・法的問題が内在している
（図35）高齢者の看取りは、今後、病院だけ
でなく、施設・在宅での看取り数の増加が
予測され、それらに伴う倫理的問題につい
ては、地域包括ケアの視点を持って、関係
者皆が共有する必要がある。
　終末期医療ケアにおいては、具体的に
は、「胃ろうを実施するのか否か」「化学療
法はいつまで実施するのか」「人工呼吸器
を装着するのか否か」「寿命を縮める鎮静
を実施するのか否か」「DNAR指示を出すの
か」「家族の意見をそのまま採用してよい

図34 

 

  8.終末期医療（看取り） 
          の倫理 
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図34

 
適切な“看取り”に入るために 
考えなければならない問題 

     
①医学的問題；治療の無益性・終末期か 
②倫理的問題； 
     患者本人の意思          
     家族の意思⇒代理判断       
     手続き的公正性；「中立性」「透明性」 
③法的問題；国内の判例、海外の判例 
④社会的問題；国民のコンセンサス 

図35 Copy Right; Masako Minooka 

図35
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クラテスの時代から連綿と続く医師の仕
事であり、また、1850年代以降には、ナ
イチンゲールらの努力・貢献によって、
看護教育を受けた看護師も関わるように
なってきた。
　しかし、介護施設や在宅での看取りが
増加することによって、今までは高齢者
の生活支援が中心だった介護職も、看取
りに関わる機会が増えてきた。この「い
のちの終焉」に関わることは、介護職に
とっては新たなチャレンジであり、今
後、多くの学びも必要となり、それに伴
う悩みも増えてくる。
⑤「倫理的気づき」がなく、同様な事例で
もそれぞれのケースごとに解決策は異な
る（倫理の正解は一つではない）から；
　終末期の医療ケア（看取り）における
問題には、医学的問題や介護の技術的問
題だけでなく、倫理的問題が含まれると
気づくこと（倫理的気づき）によって、
実際のケースで、それまでモヤモヤし混
乱していた問題点の意味が明確になって
くる。しかし、現状では、残念ながら、
その「倫理的気づき」が十分でない。
　さらに、倫理にはたった一つの正解が
あるわけではない。似たような事例で
も、それぞれのケースごとに解決策は異
なるという点も、我々の悩みを深くする
ことになる。実際、臨床実践においては、
微妙な倫理的価値の対立（＝倫理的ジレ
ンマ）がしばしばあり、一見しただけで
は、「どちらが正しいのか？どちらか間
違っているのか？」明らかでないことが
ある。したがって、私たちは、それぞれ
のケースの事実（物語ナラティヴ）を正
確に理解し、個々のケースにふさわしい
対応を考えていかなければならないし、
また、それでもコンフリクトが解決しな
い場合には、倫理コンサルテーションに
はかり、よりよい解決策を探る必要があ
る。

外しなどと同様に、「延命治療の差し控え・
中止」という法的・倫理的問題が内在して
いることになるのである。

⑵　終末期医療ケア（看取り）について悩む理由
　私たちは、看取りに際して、多くの悩み
があり、倫理的ジレンマに遭遇している。
その理由として以下が挙げられる。
　①終末期の定義が難しいから；
②本人が自分の意思を表明できないから；
　　病気が進展すると、本人は、自分の意
思を表明できないことが多くなる。その
ような場合には、本人がどのような終末
期医療ケアを望んでいたのかがわからな
いために、家族等の関係者は、ただ単に
本人の意思を憶測するしかなくなってし
まい、苦悩を感じる。また、医療ケア専
門家にとっても、本人の意向がわからな
いままに、家族がすべて決めてしまうこ
とへの違和感もあるし、医療ケア専門家
が、今後の方針をすべて決定するといっ
たパターナリズム的医療やケアへの躊
躇・反省もある。
③延命治療の選択肢が増えたから；
　　近代医学が発達する前の時代までは、
人々は自然の経過で死の床に就き、心臓
が止まり、呼吸が止まり、世を去って
いったため、人工呼吸器や人工的水分栄
養補給などの延命治療を受けるかどうか
という難しい問題を考える必要は生じな
かった。しかし、今、私たちは、人工呼
吸器・胃ろう・点滴をはじめ、さまざま
な治療手段をもち、意識がない状態でも
心臓を動かし続けておいたり、人工的に
呼吸をさせたり、栄養を補給することが
できるようになり、選択をする必要がで
てきた。このような選択肢の増加は、患
者や家族だけでなく、医療ケア専門家を
も悩ませることなる。
④介護ケア職の「終末期」「いのち」「病気
で死ぬこと」との関わりが、歴史的に浅
いから；
　「いのち」の終焉に関することは、ヒポ



日医かかりつけ医機能研修制度 H28応用研修会　1．「かかりつけ医の倫理」1-16

法に従って、搬送や適切な応急処置を実施
せざるを得ない』といったケースである。
　施設においては、入所時に「看取りの意
思確認」を実施し、家族は「積極的な治療
をしないで施設で看取りを希望する」「蘇
生のために救急車を呼んだり、病院に搬送
する」「自宅で看取る」などの選択肢から望
む方法を選ぶことになるが、本当に倫理的
に適切な意思決定プロセスを経てこれらの
決定がなされたのか、一度立ち止まって考
える必要がある。また、医師によるDNAR指
示についても、本人の意向が尊重された適
切な意思決定プロセスであったのか再考を
要する場合がある。以下、倫理的に適切な
意思決定プロセスに関わる「本人意思」「家
族の意思」「手続き的公正性」について概説
する。

⑷　本人意思を尊重することの重要性　
①本人に意思能力があれば、「終末期医療

ケア」については、本人の意向を尊重す
る
　医療やケアを受けるときには、自分の
病状などについて適切な説明を受け、そ
れらの情報を踏まえて、自分自身の価値
観に沿って自己決定をすることができ
る。この自己決定の権利は、倫理原則で
ある自律尊重原則や、インフォームドコ
ンセントの法理として法的にも保障され
ている。

②意思能力のない人の自己決定権を尊重す
るために－事前指示の重要性－
　認知症が進行したり、終末期に近づく
と、意思表明できない高齢者が増えてく
る。このような意思表示できない人々の
「自己決定権」を尊重するためには、「事
前指示」が重要である。事前指示とは、
本人が意思能力があるうちに、自分自身
で、将来の看取り（終末期医療ケア）な
どについて、前もって指示をしておくこ
とである。事前指示は、意思能力が正常
だった「かつてのその人then-self」の
自己決定権を延長することになるため、

⑥終末期に関する「法律」がないから（法
の欠缺（けんけつ）領域）；
　終末期の医療やケア（＝看取り）につ
いては、ガイドラインは存在するが、法
律がない「法の欠缺（けんけつ）領域」
であり、「法律どおりにすればいい法律」
がない。したがって、倫理的に適切な看
取りをするためには、厚生労働省の「人
生の最終段階における医療の決定プロセ
スに関するガイドライン（旧：終末期ガ
イドライン）」を参照したり、あるいは個
別のケースごとにケースカンファレンス
（倫理コンサルテーション）を実施して、
適切かつ公正な意思決定プロセスを確保
しなければならなくなる。

⑶　適切な意思決定プロセスの重要性　
（図36）救急隊からの問題提起を例にとり、
終末期医療ケアにおける「倫理的に適切な
意思決定プロセス」の重要性について考え
てみたい。例えば『施設や在宅からの救急
要請ケースにおいて、「この高齢者はDNAR
です」「看取りの意思確認をとってありま
す」と意思表示される場合があるが、この
決定が本当に適切になされたのか、対応に
苦慮することがしばしばあり、結局、消防

人生の最終段階における 
医療の決定プロセスに関するガイドライン 

（意思決定プロセス） 
①患者の意思・事前意思が確認できる場合はそ
れを尊重し……⇒本人意思・事前指示の尊重 

②（確認できない場合）患者の意思が家族等の話
より推定できる場合は、その推定意思を尊重し
……    ⇒代行判断 

③（推定できない場合）患者にとっての最善の利
益になる医療を選択する…… 

   ⇒最善の利益判断 
Copy Right; Masako Minooka 
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「看取りの意思確認」をする際にも大変
役立つ。
　特に、事前指示書を作成するプロセス
そのものが、医療ケア専門家と、患者や
家族とのコミュニケーションを促進さ
せ、本人の生き方に共感しながら寄り添
うことに貢献できるという点が重要であ
る。事前指示を作成するということは、
「その人の人生の最期の生き方」を決め
ることに他ならず、事前指示作成のプロ
セスにおけるコミュニケーション・対話
を通じて、本人・家族・医療ケア専門家
などの関係者皆が、更なる信頼関係を構
築し、理解しあえるようになる。

⑸　代理判断における倫理的問題
　本人が意思表明できない場合には、家族
などによる代理判断が行われることにな
る。この代理判断においては、「適切な代理
判断者」によって、「適切な代理判断の手
順」を踏むことが重要である。
①誰が代理判断者になるのか
（図37）「終末期医療の方針決定」や「看
取りの意思確認」をする際には、キー
パーソンと思われる家族に、いくつかの
選択肢を提示し、家族の決定を尊重して
いる現状がある。しかし、「誰が代理判断
者になるのか？」は、それによって決定
内容が大きく変わってくるので大きな問

題である。「適切な家族」が代理判断をす
ることによって、はじめて「よい判断」
ができることになる。日本では、自己決
定といっても、現実には「家族という関
係性の中での自己決定」になってくる。
そして、実際、家族の治療やケアへの協
力や配慮が、結果として患者本人の利益
ともなる。しかし、反対に、高齢者に対
する虐待や利益相反、介護負担などが問
題となっている現状もあり、家族が、必
ずしも患者本人の意思や願望を反映・代
弁していない場合、あるいは本人の「最
善の利益」を推測できるのか疑問のある
場合もある。　
　代理判断者としては、本人が指名した
代理判断者（＝Proxy）が、より理想的
である。なぜなら、本人が、まだ意思能
力があるうちに、代理判断者Proxyを自
分の意思で指名しておけば、自分自身の
Autonomy自己決定権を尊重してもらう
ことになるからである。また、原則とし
て、医療ケア専門家は、代理判断者にな
ることはできない。それは、もし、医療
ケア専門家が終末期医療ケア（＝看取
り）の最終判断者になれば、かつての旧
態依然たるパターナリズムへ逆行してし
まうことになるからである。医療ケア専
門家の役割は、患者や家族がよい決定が
できるように十分な情報提供・アドバイ
スをすることである。そのためには種々
の場面を想定した十分な情報提供・コ
ミュニケーションが重要である。

図37 

誰が代理判断者になるのか？ 

日本では、家族という 
     「関係性の中での自己決定」 
                （⇔欧米；個の自己決定） 
  
 家族の治療ケアへの協力・配慮 ⇔ 虐待 
＊家族は「本人の意思の代弁者」として適切か？ 
＊本人の「最善の利益」について判断できるか？ 
＊家族の中で、誰が適切か？  

Copy Right; Masako Minooka 
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（図38）家族が本人に代わって終末期医
療についての決定ができるのは、①家族
が、患者の性格・価値観・人生観等につ
いて十分に知り、その意思を的確に推定
しうる立場にある　②家族が、患者の病
状・治療内容・予後等について、十分な
情報と正確な認識をもっていること　③
家族の意思表示が、患者の立場に立った
上で、真摯な考慮に基づいたものである
場合である（H7東海大学事件判決より著
者抜粋）。このような条件を満たす家族
であれば、本人の終末期医療の方針（看
取り）について、適切に判断をすること
ができるであろう。

②代理判断の手順
（図39）上記の条件を満たす「適切な家
族」が、代理判断において「適切な代理
判断の手順」を踏むことが必要である。
「適切な代理判断の手順」とは、①事前指
示の尊重、②代行判断（本人意思を適切
に推定すること）、③最善の利益判断、と
なる。医療ケア専門家は、この手順に
沿って、家族（代理判断者・キーパーソ
ン）に対して、意思決定支援をする必要
がある。

意思決定の手順 

Copy Right; Masako Minooka 図39 

自己決定 

意思決定能力
なし 

意思決定能力
あり 

①事前指示の尊重 

②代行判断 
（本人意思の推定） 

③最善の利益判断 

図39

図38 

適切な代理判断者とは？ 

家族による患者意思の推定が許される場合 
       （東海大学事件判決より抜粋；平成７年） 
 
①家族が、患者の性格・価値観・人生観等について十
分に知り、その意思を的確に推定しうる立場にある 

②家族が、患者の病状・治療内容・予後等について、
十分な情報と正確な認識をもっていること 

③家族の意思表示が、患者の立場に立った上で、真摯
な考慮に基づいたものであること 
 

Copy Right; Masako Minooka 
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ⅰ）事前指示の尊重；
　（図40・41・42）家族等による代理判断
の際には、本人の事前指示があれば、
まず、それを尊重する。事前指示の主
な内容は⑴望む医療処置と、望まない
医療処置について（これを書面に表し
たものがリビングウィル）⑵医療に関
する代理判断者（proxy）を指名するこ
とから成り立っている。

ⅱ）代行判断；
　　本人による事前指示がない場合に
は、代行判断を実施する。代行判断と
は「現在意思能力がない患者が、もし
当該状況において意思能力があるとし
たら行ったであろう決定を、代理判断
者がすること」である。すなわち、本
人意思を、適切に推定することを意味
する。本人の価値観・人生観などを考
慮して、それと矛盾がない判断を、家
族が本人に代わってなすことである。

ⅲ）最善の利益判断；
　　事前指示がなく、また本人の意思の
推定さえも出来ない場合には、本人の
「最善の利益Best	Interests」に基づ
いて、家族等が今後の方針について決
定をすることになる。すなわち、「本人
にとって何が最もよいことなのか」
「治療による患者の利益が、本当に負
担を上回っているのかどうか」につい
て共感を持って考えることになる。

リビングウィル 
 万一自分が末期状態になった場合、延命
治療を中止・差控える旨、医師にあらかじ
め指示する書面 

★（例）カリフォルニア州 
                    Natural Death Act 1976 
★内容（抗生剤治療・水分栄養分補給中止） は
州により異なる 

★アルツハイマー病終末期は対象とならない 
＊「健康（作成）時」「末期（実施）時」に署名必要 
      
 

Copy Right; Masako Minooka 図41 

図41

 
医療に関する代理判断者の指名 

持続的代理決定委任状 
  Durable Power of Attorney (DPA) 

 ＊医療について、自分の代わりに判断してくれる人
（＝代理判断者）を、自分の意思（任意）で、指名。 

＊自分と親しく、最も信頼している人を指名する 
＊代理判断者は、本人が意思決定能力を喪失した
場合、および末期状態のとき、患者に代わって医
療に関する判断をする 

＊自分の自己決定権を延長することになる 
＊「その時の」「その本人にとって」 
        「もっともよい決定（最善の利益判断）」 
 Copy Right; Masako Minooka 

図42 

図42

①事前指示アドバンスディレクティブ  
 
＜定義＞意思能力が正常な人が、将来、意思能力を 
  失った場合に備えて、治療に関する指示を、事前に 
 与えておくこと 
  
  （１）望む医療処置、望まない医療処置 
               ＝リビングウィル（書面） 
  （２）医療に関する代理判断者を指名＝ＤＰＡ 
  （３）その他 
★終末期ガイドライン 
     「患者の事前指示があれば尊重すること」  
     ⇒事前指示の重要性 

Copy Right; Masako Minooka 図40 
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③「本人が決めること」と「家族が決める
こと」の倫理的違い
（図43・44・45）「終末期医療の方針決定」
「看取りの意思確認」をするにあたって、
長年、その高齢者と共に暮らしてきた大
抵の家族は、実際、適切な代理判断をす
ることができるであろう。しかし、さま
ざまな事情で、家族の代理判断は常に適
切とは限らない。ここでは、「家族の代理
判断」の意味するところを考えてみたい。
　また、家族の意見や代諾・同意は、当
然のように受け入れなければならないと
思われがちだが、法的には必ずしも、そ
うとはいえない。それは「医療同意」は、
法的には「一身専属的法益への侵害に対
する承認」であり、「法律行為ではない」
と考えられているからである。したがっ
て、『家族等による同意は、本人の同意権
の代行にすぎず、第三者（家族）に同意
権を付与しているものではない』とされ
ている。つまり、家族などによる代諾は、
本人に意思能力がないケースで、あくま
で、本人の利益のためになされる、ある
いは本人の不利益にならないようになさ
れる場合のみ正当化されるのである。

家族等による同意は、本人の同意権
の代行にすぎず、第三者（家族）に 
同意権を付与しているものではない 

家族等による代諾は、家族に付与された固
有の決定権ではなく、あくまで、本人の利
益のためになされる、あるいは、本人の不
利益にならないようになされる場合のみ正
当化される。 

Copy Right; Masako Minooka 図45 

図45

医療における家族の代理判断の意義 
★医療への同意⇒法律行為ではない。 
  本人の一身専属的法益への侵害に対する承認  
★家族等による同意⇒本人の同意権の代行にすぎず、 
 第三者（家族）に同意権を付与しているものではない。  
 
（１）誰が代理判断者として適切か？ 
（２）家族による代理判断は適切か？ 
   「患者本人の意思を推定・反映しているのか？」 
   「家族自身の願望・都合ではないのか？」 
   ＊家族関係はどうか？ 
   ＊利益相反はないのか？ （年金・遺産など） 
   ＊家族の定義（範囲）は？ 
 Copy Right; Masako Minooka 

図43 

図43

『家族等による同意は、本人の同意権の代行にすぎず、
第三者（家族）に同意権を付与しているものではない』 

Copy Right; Masako Minooka 図44 

同意権 

家族： 
本人に代わって 
同意しているだけ 

× 

意思表明 
できなくなった時 

本人の「同意権」を
もらった訳ではない 

図44
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④家族による代理判断は適切か
（図46・47）このような医療同意の法的意
味を考えるとき、家族が同意・代理判断
したことを、すべて受け入れるべきだと
いうことには必ずしもならない。また、
家族との面談において「ご家族の方、ど
うしますか？」「ご家族の方、決めてくだ
さい」といった問いかけの仕方について
も再考を要するであろう。つまり、家族
の代理判断の適切性については、正しく
評価がなされる必要があり、家族の意見
は「本人の意向を代弁しているか」「本人
の最善の利益を反映しているか」などに
ついて、十分な注意が払われるべきであ
る。また、家族関係についても留意する
必要があるだろう。例えば、「高齢者と家
族の関係は良好だったのか？感情的しこ
りなど険悪ではなかったか」「虐待はな
かったのか」「年金や遺産相続などの利
益相反はないのか」、さらには「介護を負
担と感じ、放棄したいと思っていなかっ
たのか」などについてである。
　上述のように、本人の「医療への同意
権」は、家族に委譲されたものではない
ため、家族が何でも好きなように決めて
よいということにはならない。そこで家
族の決定・判断は、本当に「患者本人の
願望を推定・反映しているのか？」、もし
かしたら「家族自身の願望とか都合では
ないのか？」という微妙な「倫理的違い」
に、医療ケア専門家は、敏感になる必要
がある。

川崎協同病院事件控訴審2007年 
家族の意見をそのまま採用することに慎重な姿勢 

☆家族は患者の自己決定の代行⇒不可 
☆家族は患者の意思推定⇒フィクション？ 
家族の意思を重視することは必要だが、家族の
経済的・精神的負担の回避という思惑が入る危
険がある。 
自己決定権という権利行使により治療中止を適
法とするのであれば、このような事情の介入は、
患者による自己決定ではなく、家族による自己
決定となるので否定せざるを得ない。 

Copy Right; Masako Minooka 図46 

図46

本人が意思表明できない時には、 
家族が決めることは悪いことではない 

    

家族による自己決定（家族の願望・都合） 
   
  
 
   
   

 

『適切な代理判断者による』 
         『適切な代理判断の手順』 
（本人の意思願望・価値観を、ちゃんと反映しているのか？） 

  「その人のために」「皆で考えよう」 
  

Copy Right; Masako Minooka 図47 
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⑹　手続き的公正性
　「十分なコミュニケーション」「透明性」

「中立性」が重要
（図48）終末期の看取りの問題は、それぞ
れのケースごと、個性・特徴があるため、
結論は必ずしも同じにはならない。した
がって「胃ろうをする・しない」「蘇生処
置をする・しない」「人工呼吸器を使う・
使わない」という二者択一的な結論では
なく、問題なのは「その結論を出すため
のプロセスなのだ」ということである。
　それぞれのケースに則した適切な結論
を導くためには、「適切な意思決定のプ
ロセス」を踏むことが重要であり、具体
的には、前述のごとく「適切な代理判断
者」によって、「適切な代理判断の手順」
を踏むことである。
　そして、この意思決定の手続きにおい
て、「対話のプロセス」は大変重要であ
る。手続き的公正性を確保するために
は、十分なコミュニケーション・透明
性・中立性に留意することである。対話
の内容として、医療に関する事項だけで
なく、倫理的価値に関する事項の両者が
必要となる。医学的事項としては、現在
の病状・将来起こり得ること・治療法・
その治療法による治癒の可能性などに関
する情報を適切に伝える必要がある。ま

た、倫理的価値に関する事項としては、
「何を治療目標としているのか」「どのよ
うなQOLを望んでいるのか」などの患者
本人の価値観・人生観を十分考慮する必
要がある。
　また、終末期の医療ケアに関する医師
による正式な指示として、DNAR指示（Do	
Not	Attempt	Resuscitation）、あるいは、
POLST（Physician	 Orders	 for	 Life	
Sustaining	Treatment）	を書いておくこ
とも、手続き的公正性に留意することに
なる。（もっとも、このDNAR指示・POLST
自体も、倫理的に適切な意思決定プロセ
スに基づいて作成される必要がある。日
本臨床倫理学会が「日本版POLST（DNAR
指示を含む）作成指針」として、適切な
DNAR指示のための指針【基本姿勢】【書
式】【ガイダンス】をホームページで公開
しているhttp://www.j-ethics.jp/）

　
⑺　緩和ケア

①高齢者の慢性疾患における緩和ケアの重
要性　
　緩和ケアは、最初はがんの終末期にお
いて大変重要視されてきたが、最近は、
がんだけでなく、認知症をはじめとする
高齢者の慢性疾患に対しても、緩和ケア
という概念が大変重要であると考えられ
るようになってきた。このような高齢者
の慢性疾患における緩和ケアの重要性に
鑑みて、2011年WHO	Europeが、「高齢者
のための緩和ケアのよりよい実践」とい
うガイドラインを出している。また、
201３年6月にはヨーロッパ緩和ケア学会
も「認 知 症 に お け る 緩 和 ケ ア の
Recommendation」という形でガイドライ
ンを出している。
ⅰ）緩和ケアの定義；WHOは、『生命を脅
かす疾患に伴う問題に直面する患者と
家族に対し、疼痛や身体的、心理社会
的、スピリチュアルな問題を早期から
正確にアセスメントし解決することに
より、苦痛の予防と軽減を図り、生活

「適切な代理判断者による」 
      「適切な代理判断の手順で」 

図48 Copy Right; Masako Minooka 

元気な頃の母の考え
方と現在の表情か

ら・・ 

適切な代理判断の手順 

適切な代理判断者
による 

               ①事前指示の尊重 
    ②代行判断（本人意思の推定）  

               ③最善の利益判断 

図48
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ある。「自然な看取り」あるいは「平穏
な最期」は、無益な延命治療を差し控
えたり中止して、快適ケア（comfort	
care）中心の緩和ケアに入ることを意
味する。つまり、無益な延命治療はや
めても、必要な治療や日常ケアをやめ
ることではない、ということである。
“常に快適なケアを”そして“身体的・
精神的苦痛を取り除くための治療は必
要”ということになる。また、緩和ケ
ア的アプローチは、「生命を脅かす疾
患」に直面している患者本人だけでな
く、家族に対しても重要なものである。

⑻ 　Advance Care Planningの重 要 性（＝対
話・コミュニケーションの重要性）
（図49・50）終末期医療に関する倫理的ジレ
ンマ、例えば「延命治療をするのか？しな
いのか？」「家族は代理判断者（キーパーソ
ン）として適切か？」「本人は、本当に延命
治療を望んでいなかったのか？」「家族の
代理判断は適切か？」などの倫理的問題
は、今後、これらの問題を、社会全体【患
者・家族】【医療】【介護】で事前に考えて
おくことによって、（すべてではないが）か
なりの部分を解決することができるように
思われる。具体的には、【患者】サイドでは
事前指示の普及、【医療】サイドでは、病院
だけでなく在宅医療においてもDNAR指示
（POLST）を倫理的に適切なプロセスで作成
すること、【介護】サイドでは「看取りの意
思確認書」を倫理的に適切な手続きで作成
することである。
　終末期医療（看取り）の倫理においては、
「倫理的に適切な意思決定プロセス」が基
本であり、その実践のためには、本人の意
思能力がある早い時期からのコミュニケー
ション・対話のプロセス、およびその成果
としてのAdvance	Care	Planningが重要で
ある。かかりつけ医をはじめとする医療ケ
ア専門家には、本人の価値観を尊重しなが
ら、「その人のために」「皆で考えよう」と
いう倫理的姿勢が求められているのである。

の質（QOL）を向上させるためのアプ
ローチである』としている。

ⅱ）Cure Sometimes - Comfort Always　
時に治療―常に快適なケア；「看取り
の意思確認」をしたり「看取り」をす
ることが、「すべての医療やケアをや
めてしまうことではない」という点
は、医学的にも倫理的にも大変重要で

看取りにおける様々な問題 
• 延命治療をするのか？ しないのか？ 
• 家族は代理判断者（キーパーソン）として適切か？ 
• 本人は、本当に延命治療を望んでいなかったのか？ 
• 家族の代理判断は適切か？ 
• 「命」に関わる判断を施設長が決めていいのか？ 
• 本当に終末期なのか？治療は役立たない（無益）か？ 
• 予期していなかった事態が起きたときはどうしようか？ 
• 医師による正式な書類（蘇生不要指示DNAR）が必要
なのでは？ 
 

Copy Right; Masako Minooka 図49 

図49

Advance Care Planningの重要性 
ー対話・コミュニケーションの重要性ー 

終末期医療に関する倫理的問題は、今後、これら
の問題を、社会全体【患者・家族】【医療】【介護】で
事前に考えておくこと、あるいは倫理コンサルテー
ションによって、解決に近づける可能性 
 

【患者】事前指示の普及  
【医療】DNAR指示（POLST）を適切に作成するこ
と。病院＆在宅  
【介護】適切な「看取りの意思確認書」を適切な手
続きで作成すること  
Copy Right; Masako Minooka 

図50 

図50
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⒐　倫理的ジレンマの検討方法
－倫理コンサルテーション

－終末期ケア（看取り）のケースを用いて
 倫理的ジレンマの解決方法を学ぶ－
ケース；家族が「本人は延命治療を望んでい

なかった」と言った事例
ⅰ）ケース概要；『78歳男性Bさん、アルツ
ハイマー病（FAST分類6）。最近、十分に
飲んだり食べたりできない。家族は「父
は延命治療を望んでいなかった」と施設
での看取りを希望した。そこでケアス
タッフは身体清潔と経口摂取に努力をし
た。1週間は少量ながら経口摂取ができ
たが、2週目は水分のみ200～３00ml／日
と減少。主治医がPEGや点滴を勧めるが、
家族は「自然のままで....」という意思を
貫いた。4週間目に、「老衰」という診断
のもと天国に旅立たれた。本人と家族の
意思が尊重され、穏やかに家族に見守ら
れ、最期の瞬間まで、その人らしく、尊
厳のある自然な看取りを支援することが
できた・・・』
　最初は、「とてもよい"看取り"の支援
ができた」と満足していたケアスタッフ
だったが、後になって「本当に、Bさん
は終末期だったのか？」「Bさんは、家族
が言ったように、本当に延命治療を望ん

Copy Right; Masako Minooka 図51 

図51

でいなかったのか？」「家族が全て決め
てしまってよかったのか？」「もしかし
て、治療は有効だったのでは？では、何
もしないで死なせてしまったことになる
のか？訴えられたら困る」と悩んでし
まった。また、実は、このケースでは、
施設で看取ることについても、Bさんの
家族内、およびスタッフ内でも意見の相
違があった。このように悩みは尽きず、
倫理コンサルテーションに助言を求めた。
ⅱ）4分割表を作成する

　まず、このケースを整理するために「4
分割表」を作ってみる。多職種の人たち
が、一緒に話し合いをするためには、
ケースの事実について、正しく理解し共
通認識をもつことが大変重要である。
　以下は、このケースの「4分割表」の一
つの例である。 今回も難しい概念の
「QOL」という項目の代わりに、「家族に関
すること」という項目を設けてみた。

ⅲ）倫理的論点の「同定」
（図51）次に、「4分割表」を元に、多職種
で話し合い、このケースの倫理的論点を
「同定」してみる。
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【Question；このケースには、どのような
倫理的問題点があると思いますか？】
　各自、様々に倫理的論点を同定したと
思うが、以下にその一つの例を示す。今
回は、終末期ケアに関わる難しい問題点
が多かったために、論点を【医学的問題】
【本人の意思に関わる問題】【家族の代理
判断に関わる問題】に分けて提示してみ
た。
【医学的問題】
❶Bさんは、本当に終末期だったのか？
❷Bさんにとって治療は本当に役に立
たなかったのか？

【本人の意思に関わる問題】
❸Bさんには自己決定することができ
る意思能力はあったのか？
❹治療拒否は、Bさんの真意か？
❺その意思は、変化していないか？
❻食べられなくなる事態を予測して十
分な情報が与えられていたのか？

【家族の代理判断に関わる問題】
❼家族の中で、誰が、今後の方針を決
めるのに（代理判断者として）適切
か？
❽家族の意見は、「家族の願望なの
か？」それとも「本人の意思願望を
適切に推定しているのか？」
❾家族の意見は、本人の最善の利益を
反映しているか？
❿家族内で意見の不一致はないのか？
⓫Bさんと家族とは利益相反はないの
か？

ⅳ）倫理的論点の「分析」
　実際に、それぞれの倫理的論点につい
て、スモールグループで話し合い、分析
してみる。以下、上記の倫理的論点に関
して、倫理、医学および法律専門家から
の助言の一部を示す。
　【医学的問題】に関することでは、「B
さんは終末期といえる病態にあるのか」
「その治療の医学的無益性」を検討する。
アルツハイマー病においては、FAST	 分
類7（d）（e）（f）であれば終末期と評価

してもよいだろう。このケースはFAST	
分類6なので、アルツハイマー病単独で
は終末期の診断は出来ない。したがっ
て、［アルツハイマー病FAST分類6］＋
［摂食障害の原因α］の病態が終末期と
いえるのかどうかを検討することにな
る。このように、高齢者はしばしば食思
不振や摂食困難に陥りやすいので、摂食
不良の原因について「なぜ、食べられな
くなったのか？」「可逆性か？不可逆性
か？」など医療者の適切な診断が必要で
ある。
　「終末期である」という適切な診断が
ついた場合には、経管栄養などは延命治
療になることが多く、その実施の有無に
ついては、本人の価値観によって左右さ
れる余地がある。しかし、「まだ、終末期
ではない」という診断がなされた場合に
は、当該治療は救命治療になり、通常は
実施されることが多い。ただ、同一の処
置であっても、ある時には救命を目的と
することもあるし、ある時には延命を目
的とする場合もあるので、それらに境界
線を明瞭に引くことは大変困難であり、
現実には個々のケースごとに評価してい
かざるを得ないだろう。
　【本人の意思】に関することでは、原則
として、本人の自己決定が基本となる
が、その際に「自己決定することができ
る意思能力はあったのか」、「十分な情報
が与えられ、適切なインフォームドコン
セントがなされていたのか」、「治療拒否
は本人の真意か？何気なく発した言葉で
はないのか？」「その後、本人意思は変化
していないのか」といったことを確認す
る必要がある。
　【家族の代理判断】については、代理判
断者であるキーパーソンは、Bさんの性
格・価値観・人生観、および病状・治療
内容・予後等について十分に知り、その
意思を的確に推定できる人なのかについ
て確認する必要がある。したがって、「家
族関係はどうなのか？」「介護を負担と
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感じていなかったか？」「年金や遺産相
続などの利益相反はないのか」などにつ
いても考慮する必要がある。
　また、「その代理判断は、本当に真摯に
Bさんのことを考えてなされたのか？」
「代理判断者の願望や都合ではなかった
のか？」について考える必要がある。た
だ単に、家族だからといって、当然には、
本人の代わりに何でも決めてよいことに
はならない。『適切な家族』が、『適切な
代理判断の手順』を踏むことが重要であ
る。
　さらに、家族・親族内における意見の
不一致がないかどうかについても確認し
ておく必要がある。
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　また、我が国の継時的な疫学研究である久
山町研究においても、最近は脳血管障害に対
する危険因子の寄与度として肥満や糖尿病、
脂質異常症が高くなってきていることが示さ
れている。したがって、我が国の脳・心血管
病を予防するためには、血圧はもとより肥満
や糖尿病とともに脂質異常症など生活習慣病
を管理することが重要であることは再認識す
べきことである。さらに、これらの疾患群は
頻度の高い疾患でもあるので、合併している
こともあり、その場合には包括的な管理が要
求されることがある。

⒈　生活習慣病の診療意義
（図1）本稿では、生活習慣病について、最終
目的である脳・心血管病予防のためになすべ
きことについて作成された「脳・心血管病予
防に関する包括的リスク管理チャート」を中
心に、これら生活習慣病についてまとめてお
きたい。

はじめに
　我が国の死因の第一位は悪性腫瘍である
が、主として血管という"臓器"に首座を置
く第二位の心疾患と第四位の脳血管障害を合
わせると、ほぼ悪性腫瘍と同等である。つま
り、我が国においては、悪性腫瘍対策ととも
に血管病予防が極めて重要な保健対策といえ
る。我が国において、1960年代に猛威を振
るった脳血管障害、特に脳出血については、
塩分制限という生活習慣の改善指導が効を奏
して、血圧の低下とともに著明な死亡率低下
という予防医学上誇るべき歴史がある。

心血管イベント抑制のために

生活習慣病の診療

図1

図1

2．「生活習慣病」
　　　　　　帝京大学 臨床研究センター センター長　寺本民生
　　　　　　　　　　 　　　　　　　阿部医院 院長　清水惠一郎
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（図2）心血管病の危険因子を列挙すると数十
にも上るが、現在ほぼ確立されているLDL-コ
レステロール（LDL-C）高血圧、血糖、肥満、
慢性腎臓病（CKD）などの危険因子に対応すべ
く各学会では診療ガイドラインをまとめてい
る。しかし、これだけで十分には対応できる
ものではないという謙虚さも重要である一
方、少なくともこれらの危険因子について
は、包括的に管理するという認識も重要であ
る。
（図3）このような目的で診療ガイドラインは
作成されるが、ガイドラインができると、必
ずそれに対応するクリティカルクエスチョン
（たとえば、高齢者の対応や、小児、女性に対
する対応や血圧やLDL-Cをどこまで下げるべ
きかなど）が生ずる。このクエスチョンにこ
たえるべき診療エビデンスがこれまでも構築
されてきたが、そのエビデンスをもとにガイ
ドラインはその都度、改定されるので、これ
までも多くのガイドラインでは数度の改定が
加えられている。これらの診療エビデンスの
大きな目標は心血管病を予防することにより
健康寿命を延伸することにある。そして、こ
の目標を遂行するには、これらのガイドライ
ンの普及啓発が重要であることは言うまでも
ない。

⒉　不健康な期間
� （介護を要する期間）
（図4）我が国は、世界で最も平均寿命が長い
国であることは誇るべきことであるが、同時
に健康寿命との差である「不健康な期間」も
長い国であることは十分認識し、その対策を
することは極めて重要である。というのは、
不健康な期間は患者本人も不本意であるばか
りでなく、家族などその周囲の人たちの生活
に対する影響も大きく、さらには国政からす
ると、医療費の問題にまで発展するからであ
る。
　平成22年の「不健康な期間」と平成24年の
それとを比較すると男女共若干短くなってい
る。我が国では、それなりに、生活習慣病の

診療ガイドラインの使命

1、標準的診療の均てん化

2、クリティカルクエスチョンの抽出

3、新たな診療エビデンス構築の推進

４、これを繰り返して進化

患者の健康寿命の延伸

そのためには普及啓発が重要
図3

図3

平均寿命と健康寿命の差（＝不健康な期間）
平成24年時調査

厚生労働省「健康日本21（第2次）の推進に関する参考資料」（平成25年7月）

健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間
2000年WHO(世界保健機関)が提唱

60 80 （年）
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女性
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図4

図4

診療ガイドラインの使命

LDL-C
血圧
血糖
体重
CKD
・
・

生活習慣病の包括的管理

謙虚でなくてはならない！
図2

図2
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管理が行き届いており、健康寿命の延伸が平
均寿命の延伸を凌駕しているものと期待して
いるところである。国家的な期待は健康寿命
の延伸である。
（図5）この「不健康な期間」と定義されるも
のの中で深刻なのが介護を要する疾患群であ
る。介護を要する疾患の筆頭が、脳血管障害
を中心とした脳・心血管疾患であり、介護を
要する人の約4人に1人が脳・心血管病であ
る。第2位が認知症であり、5人に1人が認知症
のため介護を受けている。特に、我が国は世
界一の長寿国であり、その絶対数は増えてく
るものと思われる。また、最近問題となって
いるのが血管性認知症であり、高齢者になる
に従い増加するのが血管性認知症であること
を考えると、血管に対する対策は極めて重要
である。第３位は高齢による衰弱（フレイル）
である。そして、骨折や関節疾患などのロコ
モティブシンドロームが続いており、メタボ
リックシンドロームを基盤とする血管障害と
ロコモティブシンドロームをコントロールす
ることこそが、我が国の健康寿命を延ばす上
で重要な対策となることを示したデータであ
る。
（図6） 最近のN.Engl.J.Medにアメリカの
Framingham	Heart	Studyの認知症の頻度の変
遷を示した論文が発表されている。それによ
れば、1970年以降、徐々にその頻度は減少し
ているという。その原因について調べられて
いるが、生活習慣病の改善というより、学歴
が最も関連しているという。このことは、認
知症の予防には、高度な認識を持つというこ
とが重要であることを示唆するものと思われ
る。認知症の認識度が上昇すれば、当然のご
とく、運動を中心とした生活習慣の改善が実
行されるものと期待される。このような、国
家全体を動かすような認識を共有することこ
そが、健康寿命延伸には重要なポイントであ
ると思われる。

The 5-year age- and sex-adjusted cumulative hazard rates for 
dementia were 3.6 per 100 persons during the first epoch (late 1970s 
and early 1980s), 2.8 per 100 persons during the second epoch (late 
1980s and early 1990s), 2.2 per 100 persons during the third epoch 
(late 1990s and early 2000s), and 2.0 per 100 persons during the 
fourth epoch (late 2000s and early 2010s). 

This risk reduction was observed only among persons who had at 
least a high school diploma (hazard ratio, 0.77; 95% confidence 
interval, 0.67 to 0.88). The prevalence of most vascular risk factors 
(except obesity and diabetes) and the risk of dementia associated 
with stroke, atrial fibrillation, or heart failure have decreased over 
time, but none of these trends completely explain the decrease in the 
incidence of dementia.

Incidence of Dementia over Three Decades in the 
Framingham Heart Study.
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介護が必要となった主な原因疾患の構成割合

その他
23.2%

脳・心血管疾患
（脳血管疾患21.7%
心疾患3.4%）
25.1%

認知症
21.7%

高齢による衰弱
12.6%

骨折・転倒
10.9%

関節疾患
6.8%

平成25 年国民生活基礎調査
図5
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⒊　生活習慣病の治療効果
（図7）さて、生活習慣病の一つである高コレ
ステロール（TC）血症に対するスタチン治療
の有効性は様々な大規模臨床研究で明らかに
され、少なくともリスクの高い高TC血症に対
するスタチン治療は必須のものとなってい
る。しかし、代表的な大規模臨床試験を見て
も、その有効性は３0%のリスク低減にとど
まっており、必ずしも十分ではないことも分
かっている。
（図8）高血圧についても、最近は大規模臨床
試験が数多くなされ、正常血圧にすることの
意義は十分認識されているところである。し
かし、そのリスク低減効果は脳血管障害につ
いては40%と高いものの心血管疾患について
は約20%にとどまっており、これまた十分と
は言えないのが現状である。
（図9）一方、生活習慣病患者の絶対数を見る
と、高血圧症と脂質異常症が極めて多く、そ
のことはとりもなおさず、高血圧症と脂質異
常症の合併が多いことも予測されることであ
るとともに、その意識をもって、患者を診療
する必要があるものと思われる。つまり、高
血圧患者をみたら脂質異常の有無を検討する
ことは必須のことといえる。

高血圧症

脂質異常症

糖尿病

喫煙（20歳以上）

3,970万人

4,220万人

820万人

生活習慣病の患者数

2,480万人

厚生労働省「平成18年国民健康・栄養調査結果の概要」より改変
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高血圧治療によるイベント抑制率高血圧治療によるイベント抑制率
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HCTZ=hydrochlorothiazide.
SHEP Cooperative Research Group. JAMA. 1991;265:3255-3264. MRC Working Party. BMJ. 1992;304:405-412. 
Staessen JA et al, for the Syst-Eur Trial Investigators. Lancet. 1997;350:757-764. PROGRESS Collaborative 
Group. Lancet. 2001;358:1033-1041.
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スタチン治療によるイベント抑制率
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Kastelein JJP. Eur Heart J. 2005;7:F27-F33.
Please see prescribing information at the end of this slide presentation.
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（図10）松原らは高血圧患者8３0人のうち高TC
血症を合併している患者は約45%と極めて多
いことを報告し、さらに問題なのは、これら
の高血圧＋高TC血症患者のうちTCのコント
ロールが十分に行われていたのは約1/３に過
ぎないという事実である。つまり、高血圧の
管理はしていても、高TC血症の管理は必ずし
も十分にできていないというのが我が国の状
況であったと思われる。
（図11）さらに問題なのは、高血圧患者自体の
血圧コントロール状況であるが、1980年から
2010年まで、経年的に観察した研究から、管
理目標値の達成度は徐々に改善しているもの
の、 決して高いわけではなく男性では約
３0％、女性では約40%の患者の血圧が管理目
標値に到達しているに過ぎないことがわかっ
ている。高血圧治療ガイドラインが浸透して
はいるものの決して十分ではないということ
である。
（図12）高TC血症の管理目標値の到達率も決
して高いわけではなく、スタチンで治療して
も一次予防の高リスク群で約27％、二次予防
群では約３7％が目標値に到達していないこと
がわかる。

高血圧患者の
総コレステロール値別分布

74.7%
（TC≧220mg/dL以上の
患者を100％とした場合）

脂質管理の
不十分な

高血圧患者

TC≦200mg/dL
39.4%

200＜TC＜220mg/dL
15.4%高血圧患者

n＝830

脂質低下療法を
受けて目標値達成

25.3% 脂質低下療法を
受けていない

36.5%
脂質低下療法を受けているが

目標値未達成

38.2%

Matsubara, K. et al.: Hypertens. Res. 26(9): 699, 2003 より作図

【対象】 鳥取大学とその関連施設を受診し、6ヵ月以上の治療を受けた高血圧患者830例（男性383例、女性447例）
【方法】 高コレステロール血症患者の割合、脂質低下療法の受診率、「動脈硬化性疾患診療ガイドライン2002年版」における脂質管理目標達成率について調査した。

図10

TC≧220mg/dL
45.2%

375
高血圧＋高コレステロール血
症患者 例

図10

性・年齢階級別の高血圧管理率※の年次推移 （1980-2010年）

高血圧治療中の患者さんで、140/90mmHg未満を達成できている人は、

男性は約3割、女性は約4割にとどまります。

男性 女性

Miura, K. et al.: Circ J 77（9）: 2226, 2013

※降圧薬を服用している者の中で収縮期血圧140mmHg未満かつ拡張期血圧90mmHg未満の者の割合

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

（％）

1980年 1990年 2000年 2010年 2010年

9.0

14.7 15.2

29.9

33.3

32.1

23.4

19.8

22.5

16.9

10.5

9.7

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

（％）

1980年 1990年 2000年

12.7

19.2

25.1
27.8

44.1
40.9

40.5

21.6

21.5

19.514.1

13.4

50歳代 60歳代 70歳代

対象：1980-2010年の30年間の循環器疾患基礎調査およびNIPPON DATA2010の対象者中、血圧値140/90mmHg以上を示す、あるいは降圧薬を服用する30-79歳の日本人男女
方法：降圧薬服用者のうち血圧値140/90mmHg未満を達成した割合を年代・性別ごとに比較した。

高
血
圧
管
理
率

高
血
圧
管
理
率
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スタチンで治療中の脂質異常症患者のLDL-C分布構成

寺本民生ほか: 薬理と治療 41(5): 415, 2013 より改変

LDL-C

（％）
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一次予防カテゴリーⅢ
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27.6%

（％）

二次予防

0
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14

16

LDL-C≧100mg/dL
37.7%

LDL-C

対象：高脂血症、脂質異常症、高LDL-C血症のいずれかの診断を有し、同一スタチンを同一用量で3ヵ月以上使用した6,789例
方法：電子カルテシステムのデータを用い、2012年版ガイドラインによるカテゴリー分類での管理目標到達率を検討した。

（mg/dL）
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（図13）高血圧患者約20,000人を対象に行わ
れたASCOT試験では、高血圧治療に加え、ス
タチンとプラセボの二重盲検試験を行ってい
る。
（図14）高血圧治療をしたうえで、スタチンを
加えると、プラセボ群に比較して有意に３6％
の心血管イベントの抑制効果が示されてい
る。このことは、高血圧治療ですでに約３0％
のリスク低減があるうえでのことであること
を十分認識しておく必要がある。
（図15）心筋梗塞に対する効果を見ると、より
効果的であり、高血圧単独治療に比較すると
5３％の抑制効果を示している。

アムロジピン±

ペリンドプリル

（n＝9,639）

TC≦250mg/dL 

（n＝10,305）

アトルバスタチン 10mg  

（n＝5,168）

プラセボ

（n＝5,137）

アテノロール±

ベンドロフルメチアジド

（n＝9,618）

高血圧患者

（n＝19,257）

アテノロール±

ベンドロフルメチアジド

（n＝2,584）

アムロジピン±

ペリンドプリル

（n＝2,554）

アムロジピン±

ペリンドプリル

（n＝2,584）

アテノロール±

ベンドロフルメチアジド

（n＝2,583）

Sever, P. et al.: Eur. Heart J. 27: 2982, 2006

・予定追跡期間5年
・一次エンドポイント：非致死的心筋梗塞および致死的冠動脈疾患

高血圧治療＋コレステロール低下治療効果

図13
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一次エンドポイント：主要心血管イベント一次エンドポイント：主要心血管イベント
ASCOT-LLA

Sever, P.S. et al.: Lancet 361:1149, 2003     Sever, P.S. et al.: Am. J. Cardiol. 96:39F, 2005

対象：コレステロール値が高くない高血圧患者（40～79歳、心血管リスク因子を3つ以上保有）10,305例
方法：アトルバスタチン10mg群（5,168例）あるいはプラセボ群（5,137例）に無作為に割り付け、心血管イベント抑制効果を比較検討。

追跡患者数
プラセボ群
アトルバスタチン群

5,137
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5,134

5,042
5,103

5,007
5,063
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1,801

Log-rank testおよびCox比例ハザードモデル
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アトルバスタチン群

プラセボ群

HR=0.64（0.50-0.83）
p=0.0005

36％
低下

（％）

（年）

最初に計画された試験期間：5年

実際の試験期間：中央値3.3年
試験の

早期終了

5

90日間で有意な
ベネフィットが
観察された
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Sever, P. et al.: Eur Heaｒt J 27（24） : 2982, 2006より改変

相対リスク=0.47, CI 0.32-0.69
p＜0.001*

*Log-rank検定及びCox proportional hazard model
**イベント数

（％）
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0.0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 （年）
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症
率

試験期間

アムロジピン＋アトルバスタチン

アムロジピン＋プラセボ

53％

80**

38**

ASCOT-LLA
2×2非致死的心筋梗塞・致死的冠動脈疾患非致死的心筋梗塞・致死的冠動脈疾患

対象：コレステロール値が高くない高血圧患者（40～79歳、心血管リスク因子を3つ以上保有）10,305例
方法：アムロジピン+アトルバスタチン群（2,584例）、アムロジピン+プラセボ群（2,554例）、アテノロール+アトルバスタチン群（2,584例）、アテノロール+プラセボ群（2,583例）に無作為に割り付け、心血

管イベント抑制効果を比較検討。
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（図16）一方、脳卒中で見てみると、３1％の抑
制効果を示しているが、高血圧単独でも脳卒
中の抑制効果は約40％とされていることか
ら、高血圧、脂質異常症の併用療法がいかに
脳卒中予防に有効かということを示している
ものと考えられる。このエビデンスは、脳卒
中が依然多い我が国にとって重要な対策を示
唆しているものと思われる。
（図17）さらに糖尿病に高血圧症、脂質異常症
を合併する率が多いことは知られており、こ
れらを統合的に治療するというSTENO-2とい
う試験がN.Engl.J.Medに発表されている。
（図18）本試験は、患者を通常治療群と、厳格
な治療群にわけ、4年後に糖尿病の特徴であ
る細小血管症に対する効果、8年後には大血
管障害（脳・心血管病）に対する効果を観察
している。細小血管障害と大血管障害につい
ては4年目、8年目でそれぞれ、厳格治療群に
おいて有意な抑制効果が認められていた。8
年を経たのちは、期間は限定せず、また治療
法も通常、厳格を問わず自由治療にして、全
体として160人のうち60人が亡くなるまで観
察するというユニークなデザインで総死亡率
に対する効果を観察している。

Sever, P. et al.: Eur Heart J 27（24） : 2982, 2006

*Log-rank検定及びCox proportional hazard model
**イベント数
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相対リスク=0.69, CI 0.45-1.06
p=0.09*

アムロジピン＋アトルバスタチン
アムロジピン＋プラセボ

31％
50**

35**

ASCOT-LLA
2×2致死的/非致死的脳卒中致死的/非致死的脳卒中

対象：コレステロール値が高くない高血圧患者（40～79歳、心血管リスク因子を3つ以上保有）10,305例
方法：アムロジピン+アトルバスタチン群（2,584例）、アムロジピン+プラセボ群（2,554例）、アテノロール+アトルバスタチン群（2,584例）、アテノロール+プラセボ群（2,583例）に無作為に割り付け、心血

管イベント抑制効果を比較検討。
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Steno-2: Design
• Planned endpoint examinations at 4, 8 years after 

randomization and after 60 cases of mortality

• Interventional part of study ended after 8 years
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n=80

n=80
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Microvascular Mortality
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Macrovascular

8 years 13 years
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（Peter Gæde et al.: N ENGL J MED 348(5): 383-393, 2003）

Steno-2 Study：治療目標値の達成率
（平均7.8年後）
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（図19）非常に興味深いことに、総死亡につい
ては、8年後までは全く差がなかったものが、
その後、治療法にかかわりなくそれまで強力
な治療を8年間続けていた群において有意な
減少を示していた。つまり、8年間の強力な治
療の意義が1３年後に発現したということで、
糖尿病については"遺産効果"があることが
示唆された。
（図20）このことは、大血管障害でも同様であ
り、8年目ですでに厳格な治療群では大血管
障害が有意に抑制されていたが、その後もさ
らにその差が開いていることがわかる。この
ように、生活習慣病においては、すべての状
態を総合的に改善することが脳・心血管疾患
の予防に極めて重要であり、しかも、リスク
が高い場合には厳格に行うことが重要である
ことがエビデンスとして示されたということ
ができよう。

⒋　残余リスクとしての
� メタボリックシンドローム
（図21）このような生活習慣病の根本的な問
題は「肥満」にあり、2005年には我が国の8学
会がまとめたメタボリックシンドローム
（MetS）の診断基準が示された。MetSは、あ
くまでも高TC血症や、高血圧の治療が十分に
行われた患者でもまだ脳・心血管疾患を発症
することから"残余リスク"として考えられ
た症候群である。つまり、はっきりした高血
圧であったり、高TC血症であれば、それぞれ
の治療が必要であるが、軽度な異常でも肥満
をベースとして脂質異常、血圧上昇、血糖上
昇などを伴う場合は、十分な管理をすること
が重要であるという警鐘を鳴らしたのであ
る。ただし、MetSでは薬物療法というより、
肥満改善という生活習慣改善こそが、脂質異
常症や血圧上昇、血糖上昇の改善につながる
というコンセプトで提唱されたのである。
　そして、このMetSの概念に基づいて行われ
るようになったのが2008年から開始された特
定健診である。
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ウエスト径
男性 ≧ 85 cm
女性 ≧ 90 cm
（内臓脂肪面積

≧100cm2に相当）

上記に加え
以下のうち2項目以上

（男女とも）

高トリグリセリド血症 ≧ 150 mg/dL
and / or

低HDLコレステロール血症＜ 40 mg/dL

空腹時高血糖 ≧ 110 mg/dL 

収縮期血圧 ≧ 130 mmHg
and / or

拡張期血圧 ≧ 85 mmHg
MetSを放置すると

心血管病につながる

2005.4.8. メタボリックシンドローム（MetS）の診断基準
日本版

〔メタボリックシンドローム診断基準検討委員会：日本内科学，94（4），794-809，2005〕
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Steno-2 Post Trial: Any CVD events 
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⒌　脳・心血管病のリスク
� としての慢性腎臓病（CKD）
（図22）一方、最近になって、慢性腎臓病
（CKD）が脳・心血管病の危険因子として注目
されている。諸外国でも多くの疫学調査から
クレアチニンから算出されるeGFRの低下と
ともに脳・心血管疾患の発症率が上昇するこ
とが示され、CKDが独立した危険因子である
ことが提唱されている。
（図23）我が国でもこの点を我が国の住民健
診の一つである吹田研究で検討している。そ
の結果、eGFRの低下とともに脳・心血管疾患
の発症率は約2.5倍に増加することが示され
ており、やはり、独立した危険因子であるこ
とが示されている。

⒍　我が国の脳卒中の欧米化
（図24）我が国の疾病構造では、まだ欧米諸国
と比較すると脳卒中が多く、脳卒中の種類と
してもラクナ梗塞や脳出血が多いことが特徴
であるが、徐々に欧米型の脳梗塞、特にアテ
ローム血栓性脳梗塞が増えてきており、脳卒
中対策も高血圧のみならず、脂質異常症、糖
尿病のコントロールを重視する欧米型の対策
が必要になってきている。

Go A, et al. NEJM 351: 1296-305, 2004

多変量調整後HR 1.0 1.4 2.0 2.8 3.4

腎機能低下はCVD発症の独立した予測因子

18倍

図22

図22

脳卒中データバンク2009

脳出血

くも膜下出血

17.8%

アテローム血栓性

33.9%

ラクナ梗塞

31.9%

その他

7.2%6.8%

脳卒中の内訳
（n=45,021）

脳梗塞の内訳
（n=33,953）

脳卒中の病型

図24

脳梗塞

75.4%
心原性脳塞栓

27.0%

図24

図23

図23
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（図25）さらに、我が国では高齢化が急速に進
んでおり、高齢者に多い心房細動についても
注意を払う必要がある。脳・心血管病予防に
は不整脈の検出並びに抗凝固療法をすること
が大幅な心原性脳塞栓予防対策になるものと
考えられる。

⒎　包括的リスク管理チャート
� 作成の経緯

（図26）このような危険因子に対して科学的
に研究を進めている学会を中心に、統合的な
脳・心血管病管理指針を示そうという機運が
高まった。そこで、日本内科学会を中心とし
て11学会がその趣旨に賛同し、「脳・心血管病
予防のための包括的管理チャート」を作成す
ることになった。また、この共同作業に賛同
いただいた日本医師会、日本医学会にもご参
加いただき、実地医家のための実際的な管理
チャートを作成することができた。その基本
的コンセプトは、生活習慣の包括的管理によ
る、リスク因子（肥満、血圧、血糖、血清脂
質、腎機能など）の改善が基本であるが、各
疾患の重積（マルチプリリスクファクター）
の場合には、薬剤介入を含めた包括的管理が
重要であることを強調したことである。一
方、遺伝性の場合や、二次性の疾患群では原
因疾患の治療など専門的な薬物療法を含めた
治療が必須であることも念頭に入れたいとい
うことである。
　我が国は、世界に冠たる長寿国家である。
そして、高齢者ほど脳・心血管病の好発者で
あることも認識する必要がある。もちろん、
高齢者特有の臓器変化（特に腎機能低下や筋
力低下）もあり、この点も留意して管理する
必要はあるものの、脳・心血管病の好発年齢
であるがゆえに緻密に管理する必要がある。
（図27）脳・心血管病の危険因子は数多くある
が、それぞれの危険因子の脳・心血管病に対
する寄与度をみた研究がある。
　全国共同研究の結果から，日本人の脳卒中
の集団寄与危険割合は、高血圧が56％と最大

年齢・性・人種・遺伝・生活習慣

アテローム
血栓性脳梗塞

脳出血

ラクナ梗塞

心原性
脳塞栓症

大血管症 小血管症

脳卒中

藤島正敏:  臨床と研究 76: 2296, 1999より改変

■脳卒中病型別の頻度と危険因子

図25

高血圧

糖尿病
脂質異常症

心房
細動

図25

・喫煙

・高コレステロール血症

・高血圧

・糖尿病

・肥満（メタボリックシンドローム）

・CKD

・年齢・性別・家族歴

などなど（分かっていない危険因子）

心血管イベントの危険因子

図27

図27

動脈硬化（心筋梗塞・脳梗塞など）

生活習慣改善 薬物治療

Y. Matsuzawa et al.: J Atheroscler Thromb, 2011; 18: 629-639.
Y. Matsuzawa: FEBS Letters, 2006; 580: 2917-2921. より改変

薬物治療

メタボリックシンドローム

高TG/低 HDL 糖尿病 高血圧

高ＬＤＬコレステロール血症

内臓脂肪蓄積 それぞれ固有の原因

家族性 非家族性

ＬＤＬアフェ

レーシス
生活習慣改善

図26

図26
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ロームの危険因子となるため、さらにリスク
増加に関与している。また、受動喫煙も冠動
脈疾患、脳血管障害の危険因子である。受動
喫煙によって冠動脈疾患発症相対危険度はメ
タ解析で1.３1倍になると報告されており、海
外では屋内禁煙の受動喫煙防止法の実施に
よって、禁煙範囲が広がるほど、急性冠症候
群、脳卒中による入院が減少することがメタ
解析で示されている。さらに受動喫煙による
糖尿病発症ハザード比が有意に高いことを示
す国内の前向き研究もあり、脳・心血管病予
防のためには受動喫煙を回避するよう指導す
ることも重要である。
　このほかにも多くの危険因子があり、まだ
わかっていない部分もあることは十分に認識
し、謙虚にリスク管理をしていく必要がある。
　

⒏　脳・心血管病予防に関する
� 包括的リスク管理チャート
（図28）このようなことから、2015年4月に
「脳・心血管病予防に関する包括的リスク管
理チャート」が発表された1）。
（図29）このチャートは、A３一枚の用紙に各学
会が発行しているガイドラインのエッセンス
を凝集し、この用紙一枚で診療ができるよう
に作成されたものであり、プライマリ・ケア
医の診療に役立てたいというチャートであ
る。本チャートとその解説は、2015年4月号の
日本内科学会雑誌1）に掲載し、チャートは
2015年5月の日本医師会雑誌に同梱されてい
る。また、日本内科学会のホームページ上か
らPDFでもダウンロードができるようになっ
ているのでご利用いただきたい。

であり，続いて喫煙が15％，肥満，糖尿病が
それぞれ約6％であると報告されている。一
方、過去の日本人の疫学研究レビューによる
と、冠動脈疾患の集団寄与危険割合は、男性
で喫煙が45％と最も高く，高血圧が３4％、高
TC血症が5％、糖尿病が5％であり、女性では
それぞれ18％、17％、8％、9％であった。す
なわち、我が国の脳・心血管病の危険因子の
特徴として、公衆衛生的には高血圧と喫煙の
寄与が大きいという特徴がある。
　特に、喫煙は冠動脈疾患、脳血管障害、末
梢動脈疾患の独立した主要な危険因子であ
り、脳・心血管死ならびに総死亡のリスクを
有意に増加させる。また、喫煙は糖尿病、HDL
コレステロール低下、メタボリックシンド

脳・心血管病予防に関する
包括的リスク管理チャート

2015年4月11日プレスリリース
11学会・日本医学会・日本医師会

＠医学会総会（京都）

図28

図28

日本内科学会雑誌 2015; 104(4):861-4

図29

図29
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（図30）本チャートの作成には、11の学会が結
集し、それぞれの学会のコンセンサスのもと
に作成されたものであり、十分な議論のもと
に作成されたものであることを付け加えたい。
　本チャートは実地医家にとり使いやすいよ
うにStep1からStep6までの順に従って診断・
診療が行えるように設計した。基本的には関
係学会のガイドラインや治療ガイド2-5）に準
拠しつつ、相互の整合性の確保に努めた。
　
　8-1．患者のスクリーニング
　Step1はスクリーニングと専門医等への
紹介の必要性の判断基準、Step2は各リス
ク因子の診断と追加評価項目、Step３は治
療開始前に確認すべきリスク因子、Step4
はリスク因子と個々の病態に応じた管理目
標の設定、Step5は生活習慣の改善、そして
Step6で薬物療法の紹介と留意点の記載に
つながる構成をとるが、以下その概要を述
べる。
　Step1は、スクリーニングの基本項目と
追加項目をそれぞれ記したStep	1a、Step	
1bと、専門医等への紹介の必要性の判断基
準を述べたStep	1cからなる。
（図31）基本項目のスクリーニングが中心
となるStep	1aでは患者からの問診項目と
して、年齢・性、自覚症状、合併症・既往
歴、生活習慣（喫煙・アルコール）、運動習
慣、睡眠習慣など特定健診の標準問診項目
に家庭血圧を加えたほか、家族歴、受動喫
煙など脳・心血管病リスクに深く関わると
考えられる追加問診項目票を新たに作成し
た。また身体所見としては身長、体重、BMI
（	体重［kg］/身長［m］2）、実地医が標準
的に行える診察室血圧、脈拍/分（整・不
整）、頸部・胸腹部聴診をあげた。一方基本
検査項目としては、血液検査は、可能な限
り空腹時採血が望ましいとし、TC・HDL-C・
non	HDL-C（TC	-	HDL-C）、eGFR（血清クレア
チニン）、ALT、γ-GT、HbA1c、血糖をあげ
たほか、尿一般（定性）、心電図（異常の程
度に応じて専門医に紹介する（心房細動な
どの場合））の実施を推奨している。

作成に関連した団体

・日本内科学会 ・日本疫学会
・日本高血圧学会 ・日本循環器学会
・日本腎臓学会 ・日本体力医学会
・日本糖尿病学会 ・日本動脈硬化学会
・日本肥満学会 ・日本脳卒中学会
・日本老年医学会
・日本医学会 ・日本医師会

図30

図30

日本内科学会雑誌 2015; 104(4):861-4

Step 1a スクリーニング（基本項目）

問診1)： 年齢・性、⾃覚症状、家族歴、合併症・既往歴、服薬歴
生活習慣(喫煙・アルコール)、運動習慣、睡眠、家庭血圧

⾝体所⾒： ⾝⻑、体重、BMI(体重[kg]/⾝⻑[m]2)、診察室血圧、
脈拍/分（整・不整）、胸部聴診

基本検査項目：
(空腹時採血が望ましい）

TC・HDL-C・non HDL-C(TCーHDL-C)、
eGFR(血清クレアチニン)、ALT、γｰGT、HbA1c2)、血糖2)、
尿⼀般(定性)、心電図3)

1) 特定健診の標準問診票や追加問診票を利⽤する。
2) HbA1c、血糖のいずれかのみが「糖尿病型」(HbA1c≧6.5%、または空腹時血糖≧126mg/dL、または随時血糖≧200mg/dL)

を示した場合には、別の日に再検査を実施する。
3) 異常の程度に応じて専門医に紹介する(心房細動などの場合)。

図31

図31
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の式（TC	-	HDL-C	-	0 .2×空腹時TG）を用い
て算出する）。さらに胸部X線、尿酸に加え
て、K、血漿アルドステロン濃度/レニン活
性比をあげ、低K血症、または40歳未満、
または血圧≧160/100mmHgを対象とし、比
＞200	かつアルドステロン濃度＞120pg/mL	
の場合は専門医等へ紹介するとした。また
随時スポット尿定量；尿一般（定性）検査
にて異常があった場合には尿蛋白/クレア
チニン比を測定すべきとした。
（図33）Step	1cでは、上述のスクリーニン
グから専門医等への紹介が必要と考えられ
る状態を記した。
①脳卒中／一過性脳虚血発作（TIA）・冠動
脈疾患・心房細動等の不整脈・大動脈疾
患や末梢動脈疾患（PAD）の既往や合併が
疑われる場合。
②高血圧患者では二次性高血圧疑い	（若年
発症、急激な発症など）、妊娠高血圧症候
群、高血圧緊急症・切迫症疑い（未治療
で拡張期血圧≧120mmHg）、治療抵抗性高
血圧（治療中だが≧180/110mmHg、または
３剤併用中で降圧目標未達成）の場合。
③糖尿病では1型糖尿病、HbA1c≧8.0%、
空腹時血糖≧200mg/dL（または随時血糖
≧３00mg/dL）、急性合併症（高血糖緊急
症）、妊娠糖尿病の場合。
④脂質異常症ではLDL-C≧180mg/dL、HDL-C
＜３0mg/dL、 空腹時TG≧500mg/dL、non	
HDL-C≧210mg/dL、原発性高脂血症疑い、
二次性（続発性）脂質異常症疑い。
⑤慢性腎臓病（CKD）では高度蛋白尿（尿蛋
白/クレアチニン比≧0.5g/gCr、または
試験紙法で≧2＋）、蛋白尿と血尿がとも
に陽性（試験紙法で≧1＋）、eGFR＜50mL/
分/1.7３m2（40歳未満では＜60、腎機能の
安定した70歳以上では＜40）を認める場
合。
⑥肥満では高度肥満（BMI≧３5）、二次性肥
満（症候性肥満）疑い。

　

（図32）Step	1bはスクリーニング追加項目
で、1aと同時に、または1aで異常を認めた
場合に行う。実施項目は、腹囲（ウエスト
周囲長）、起立時血圧（立位1～３分後）、足
背動脈触知、足関節上腕血圧比（ABI）、心
音、四肢動脈触知、頸部血管雑音、腹部血
管雑音で、また検査項目としてはStep	1a
と異なり原則空腹時採血とし、血算、空腹
時血糖（ただしHbA1c、血糖のいずれかの
みが「糖尿病型」（Step	1aでHbA1c≧6.5%、
または空腹時血糖≧126mg/dL、または随時
血糖値≧200mg/dL）を示した場合には、別
の日に再検査を実施する）、LDL-C（TC・
HDL-C・TGを必ず空腹時に同時に測定した
上で、TG＜400	mg/dLの場合にFriedewald

日本内科学会雑誌 2015; 104(4):861-4

Step 1b スクリーニング（追加項目）

⾝体所⾒： 腹囲(ウエスト周囲⻑)、起⽴時血圧(⽴位1〜3分後)、
足関節上腕血圧比(ABI)、四肢(動脈)触知、頸部血管雑音、
腹部血管雑音

追加検査項目： 血算、空腹時血糖2)、空腹時TG、
LDL-C(TC－HDL-C－0.2×空腹時TG)4)、尿酸、K、
胸部X線、血漿アルドステロン濃度/レニン活性比5)、
尿蛋⽩/クレアチニン比(随時スポット尿定量)6)

2) HbA1c、血糖のいずれかのみが「糖尿病型」(HbA1c≧6.5%、または空腹時血糖≧126mg/dL、または随時血糖≧200mg/dL)
を示した場合には、別の日に再検査を実施する。

4) TC・HDL-C・TGを必ず空腹時に同時に測定した上で、Friedewaldの式(TC－HDL-C－0.2×空腹時TG)を⽤いて算出する
(ただし空腹時TG<400mg/dLの場合）。

5) 測定すべき対象:低K血症、または40歳未満、または血圧≧160/100mmHg。判定:比>200かつアルドステロン濃度120pg/mL
の場合は専門医等へ紹介。

6) 尿⼀般(定性)検査にて異常があった場合に測定する。
図32
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日本内科学会雑誌 2015; 104(4):861-4

Step 1c 専門医等への紹介必要性の判断
① 脳卒中/⼀過性脳虚血発作(TIA)・冠動脈疾患・心房細動等の不整脈・⼤動脈疾患

や末梢動脈疾患(PAD)の既往や合併が疑われる場合
② 高血圧： 二次性高血圧疑い(若年発症、急激な発症など)、妊娠高血圧

症候群、高血圧緊急症・切迫症疑い(未治療で拡張期血圧
≧120mmHg)、治療中ではあるが≧180/110mmHgまたは3剤
併⽤でも降圧目標未達成

③ 糖尿病： 1型糖尿病、HbA1c≧8.0%、空腹時血糖≧200mg/dL
(または随時血糖≧300mg/dL)、急性合併症(高血糖緊急症)、
妊娠糖尿病

④ 脂質異常症： LDL-C≧180mg/dL、HDL-C<30mg/dL、
空腹時TG≧500mg/dL、non HDL-C≧210mg/dL、
原発性高脂血症疑い、二次性(続発性)脂質異常症疑い

⑤ 慢性腎臓病：
(CKD)

高度蛋⽩尿(尿蛋⽩/クレアチニン比≧0.5g/gCr、または試験紙法
で≧2+)、蛋⽩尿と血尿がともに陽性(試験紙法で≧1+)、
eGFR<50mL/分/1.73m2(40歳未満では<60、腎機能の安定
した70歳以上では<40)

⑥ 肥満： 高度肥満(BMI≧35)、二次性肥満(症候性肥満)疑い
図33
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2B-2）明らかな糖尿病と診断された場合、
すなわち同一採血でHbA1cと血糖値がと
もに糖尿病型や、血糖値が糖尿病型で典
型的な症状（口渇・多飲・多尿・体重減
少）を有するか確実な糖尿病性網膜症を
有する場合。または、別の日に行った検
査で糖尿病型が再確認できた場合（ただ
し、初回検査と再検査の少なくとも一方
で、必ず血糖値が糖尿病型であることが
必要）には、眼底検査、尿アルブミン/
クレアチニン比（随時スポット尿定量）
を実施する。	
2C）脂質異常症（LDL-C≧140mg/dL、HDL-C
＜40mg/dL、 空腹時TG≧150mg/dL、non	
HDL-C≧170mg/dLのいずれか）には、角
膜輪／アキレス腱肥厚／皮膚・腱黄色腫
／発疹性黄色腫の有無を確認する。
2D）CKDの診断はeGFR＜60mL/min/1 .7３m2、
または蛋白尿が３か月以上持続。
2E）メタボリックシンドロームは、内科系
8学会の診断基準に基づく。

　
　8-3．治療開始前に確認すべき危険因子
（図35）Step	３は脳・心血管病予防のために
留意すべきリスク因子を挙げたもので、①
喫煙　②高血圧　③糖尿病（耐糖能異常を
含む）	④脂質異常症　⑤CKD　⑥肥満（特
に内臓脂肪型肥満）⑦加齢・性別（男性ま
たは閉経後女性）　⑧家族歴（実祖父母・実
父母・血縁の兄弟姉妹の、脳・心血管病や
生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症）
の既往や合併（特に若年発症例））。リスク
因子の重積状態は厳格な管理を要すること
を常に念頭に置くべきであるとともに、次
章以降のリスク管理の基盤になるもととい
える。

　8-2．各病態の診断基準
（図34）Step	2では各リスク因子の診断と追
加評価項目を掲げた。
2A）高血圧（診察室血圧≧140/90mmHgまた
は家庭血圧≧1３5/85mmHg）には、必要に
応じて24時間血圧（夜間高血圧・職場高
血圧の鑑別）を実施。
2B-1）糖尿病の疑いが否定的できない場合
（HbA1c	5 .6-6 .4%	・ 空腹時血糖100-
125mg/dL・随時血糖140-199mg/dLのいず
れか、または濃厚な糖尿病の家族歴や肥
満が存在するもの）には75gOGTTを実施
（ただし明らかな糖尿病の症状が存在す
るものを除く）。
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Step 2 各リスク因子の診断と追加評価項目
2A 高血圧： 診察室血圧≧140/90mmHgまたは家庭血圧135/85ｍｍHg

必要に応じて24時間血圧(夜間高血圧・職場高血圧の鑑別)を測定
2B 糖尿病：

2B-1)

2B-2)

糖尿病の疑いが否定できない場合(HbA1c 5.6-6.4%・空腹時血糖100-
125mg/dL・随時血糖140-199mg/dLのいずれか、または濃厚な糖尿病の
家族歴や肥満が存在するもの)
→75gOGTTを実施(ただし明らかな糖尿病の症状が存在するものを除く)
糖尿病と診断された場合7)

→眼底検査、尿アルブミン/クレアチニン比(随時スポット尿定量)を実施

2C 脂質異常症： LDL-C≧140mg/dL、HDL-C<40mg/dL、
空腹時TG≧150mg/dL、non HDL-C≧170mg/dLのいずれか
→角膜輪/アキレス腱肥厚/⽪膚・腱⻩⾊腫/発疹性⻩⾊腫の有無を確認

2D CKD： eGFR<60mL/分/1.73m2または蛋⽩尿が3か月以上持続
2E メタボリック

シンドローム：
腹囲≧85cm(男性)または≧90cm(⼥性)、かつ
血清脂質異常(HDL-C<40mg/dLまたは空腹時TG≧150mg/dL)・
血圧高値(130/85mmHg)・高血糖(空腹時血糖≧110mg/dL)
の2項目以上

7) 同⼀採血でHbA1cと血糖値がともに糖尿病型や、血糖値が糖尿病型で典型的な症状(⼝渇･多飲･多尿･体重減少)を有するか
確実な糖尿病性網膜症を有する場合。または、別の日に⾏った検査で糖尿病型が再確認できた場合(ただし、初回検査と再検査の
少なくとも⼀⽅で、必ず血糖値が糖尿病型であること)。

図34
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Step 3 治療開始前に確認すべきリスク因子

①喫煙 ②高血圧 ③糖尿病(耐糖能異常を含む) ④脂質異常症 ⑤CKD
⑥肥満(特に内臓脂肪型肥満) ⑦加齢・性別(男性または閉経後⼥性) ⑧家族歴8)

※ リスク因⼦の重積状態は厳格な管理を要することを常に念頭に置く

図35

8) 実祖父母・実父母・血縁の兄弟姉妹の、脳・心血管病や生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症)の既往や合併
(特に若年発症例)。

図35
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圧＜1３5/85mmHg］を目指す）
⑶糖尿病合併または蛋白尿陽性のCKD合
併 ＜ 1３0/8 0 m m H g（家 庭 血 圧 ＜
125/75mmHg）

4B）糖尿病
⑴血糖正常化を目指す際のコントロール
目標	 HbA1c＜6.0%
⑵合併症予防のためのコントロール目標	
HbA1c＜7.0%
⑶治療強化が困難な場合のコントロール
目標	 HbA1c＜8.0%

4C）脂質異常症
　下記に加え全てのリスクカテゴリー
で、HDL-C≧40mg/dL、TG＜150mg/dL
カテゴリーⅠ（低リスク）：LDL-C＜
160mg/dL（non	HDL-C＜190mg/dL）
カテゴリーⅡ（中リスク）：LDL-C＜
140mg/dL（non	HDL-C＜170mg/dL）
カテゴリーⅢ（高リスク）：LDL-C＜
120mg/dL（non	HDL-C＜150mg/dL）

4D）肥満　体重３～5%減による高血圧、糖
尿病、脂質異常症の改善
（図37）なお、リスクの層別化にあたり日
本動脈硬化学会の動脈硬化性疾患予防ガ
イドライン2014年版の絶対リスクとリス
ク数の比較から得られたモデルの使用も
勧められる。
＊リスク因子は喫煙、高血圧、低HDL-C、
家族歴、耐糖能異常から選択	
＊糖尿病・CKD・脳梗塞やPADの既往や合
併は、年齢や性別に関わらず高リスク
とする

　

　8-4．各病態の管理目標
（図36）Step	4はリスク因子と個々の病態に
応じた管理目標の設定を述べたものであ
る。いずれも各学会のガイドラインに準拠
したものであるが、高齢者では独居や介護
の状況などの生活環境、 日常生活動作
（ADL）、認知機能、QOLなど個々の事情を勘
案し、管理目標を立てるとしている。
4A）高血圧
⑴75歳未満＜140/90mmHg（家庭血圧＜
1３5/85mmHg）
⑵75歳以上＜150/90mmHg（家庭血圧＜
145/85mmHg）
　　（忍容性があれば＜140/90［家庭血

9) 高齢者では独居や介護の状況などの生活環境、日常生活動作(ADL)、認知機能、QOLなど個々の事情を勘案し、管理目標を⽴てる。

Step 4 リスク因子と個々の病態に応じた管理目標の設定9)

4A 高血圧： ① 75歳未満<140/90mmHg(家庭血圧<135/85mmHg)
② 75歳以上<150/90mmHg(家庭血圧<145/85mmHg)

(忍容性があれば<140/90[家庭血圧<135/85mmHg]を目指す)
③ 糖尿病合併または蛋⽩尿陽性のCKD合併<130/80mmHg

(家庭血圧<125/75mmHg)
4B 糖尿病： ① 血糖正常化を目指す際のコントロール指標 HbA1c<6.0%

② 合併症予防のためのコントロール指標 HbA1c<7.0%
③ 治療強化が困難な場合のコントロール指標 HbA1c<8.0%

4C 脂質異常症 下記に加え全てのリスクカテゴリーで、HDL-C≧40mg/dL、TG<150mg/dL
①カテゴリーⅠ(低リスク)：LDL-C<160mg/dL(non HDL-C<190mg/dL)
②カテゴリーⅡ(中リスク)：LDL-C<140mg/dL(non HDL-C<170mg/dL)
③カテゴリーⅢ(高リスク)：LDL-C<120mg/dL(non HDL-C<150mg/dL)

4D 肥満 体重3〜5%減による高血圧、糖尿病、脂質異常症の改善

※ リスク因⼦:喫煙、高血圧、低HDL-C
、家族歴、耐糖能異常

※ 糖尿病・CKD・脳梗塞やPADの既往
や合併は、年齢や性別に関わらず
高リスクである
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カテゴリー(リスク)の簡易判断
リスク因⼦ 40-59歳 60-74歳

男性 1個 中リスク 高リスク

2個以上 高リスク 高リスク

⼥性 1個 低リスク 中リスク

2個以上 中リスク 高リスク

※ リスク因⼦:喫煙、高血圧、低HDL-C、家族歴、耐糖能異常
※ 糖尿病・CKD・脳梗塞やPADの既往や合併は、年齢や性別に関わらず
高リスクである

図37

図37
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病の危険因子の改善が認められる。2008
年から始まった特定健診・保健指導にお
いて、内臓脂肪過剰蓄積者で積極的指導
の対象者に対し6か月間の食事、運動指
導を行ったところ、体重の減少に相関し
て糖尿病（HbA1c、空腹時血糖の低下）、
脂質異常症（TGの低下、HDL-Cの上昇）、
高血圧（収縮期及び拡長期血圧の低下）
の改善が認められた。特にわずか2～4％
の体重減少でも、有意の改善が認められ
た。BMI25未満まで体重を減少させる必
要はなく、まず３％の体重減少で糖尿病、
脂質異常症、高血圧のコントロールが期
待できることを患者とともに共有すべき
である。
4）身体活動・運動：本チャートでは「中強
度以上の有酸素運動を中心に毎日３0分以
上実施すること」を推奨している。
①運動の種類：有酸素運動
　運動の種類としては有酸素運動が推
奨される。有酸素運動には体脂肪の減
少、血圧低下、インスリン感受性や
HDLコレステロールレベルの改善と
いった効果が示されている。ウォーキ
ング、水泳、エアロビクスダンス等が
代表的だが、日常生活の中で歩行量を
増やすといった方法でも実施可能であ
り、運動に馴染みのない患者では現実
的な指導法となる。主体は有酸素運動
だが、柔軟運動やレジスタンス運動を
組み合わせるとさらによい。柔軟運動
は関節の可動域や機能を向上させ、け
がの防止に役立つ。レジスタンス運動
は筋肉量、筋力の維持・増進に効果が
ありロコモティブ症候群の予防に有効
なだけでなく、糖尿病患者では血糖コ
ントロールを改善するとされている。
なお、高血圧者においてもレジスタン
ス運動は有用であるが、症候性の過度
な血圧上昇に注意を払う必要がある。
②運動の強度：中強度以上
　中強度以上とは３METs以上を意味す
る。METs（Metabolic	equivalents、

　8-5．総合的な生活習慣改善
（図38）Step	5では生活習慣の改善、特に禁
煙、食事管理、体重管理、身体活動・運動、
飲酒につき強調している。
1）禁煙：喫煙の危険度についてはすでにふ
れたとおりであり、基本的には脳・心血
管疾患予防のためには5年でも禁煙する
ことにより、顕著にその効果は得られる
ことが疫学的調査で明らかになっている。
2）食事管理：食事療法については、それぞ
れの病態により若干異なるが、基本的に
は脳・心血管病予防のためには、食事内
容を確認し、そのうえで適正体重を維持
するためのエネルギー摂取、エネルギー
比の適正化、飽和脂肪酸の制限、n-３多価
不飽和脂肪酸、食物繊維摂取の勧め、食
塩、アルコールの制限を勧めている。我
が国には食品や栄養素に関する介入試験
のエビデンスが乏しいが、米国看護師研
究の結果、同等のエネルギーの脂肪を炭
水化物や各種の脂肪で置き換えた場合の
冠動脈疾患リスクの比較を行った報告に
よると、冠動脈疾患発症リスクは飽和脂
肪酸またはトランス型脂肪酸を不飽和脂
肪酸に置換すると有意に低下し、多価不
飽和脂肪酸を炭水化物で置換すると有意
な増加が認められている。
３）体重管理：体重の減少により脳・心血管

Step 5 生活習慣の改善
禁煙 禁煙は必須。

受動喫煙を防止。
⾷事管理 減塩:⾷塩6g/日未満にする。

適切なエネルギー量と、三⼤栄養素(炭水化物・蛋⽩質・脂肪)およびビタミン・
ミネラルをバランス良く摂取する。
野菜や⾷物繊維、果物を適量摂取する。
3⾷を規則正しく、ゆっくりよく噛む。
コレステロールや飽和脂肪酸を過剰に摂取しない。

体重管理 定期的に体重を測定する。BMI<25であれば、適正体重を維持する。
BMI≧25の場合は、摂取エネルギーを消費エネルギーより少なくし、体重減少を
図る。

⾝体活動・運動 中強度以上10)の有酸素運動を中心に、定期的に(毎日30分以上を目標に)
⾏う11)。
運動療法以外の時間も、こまめに歩くなど、座ったままの生活にならないよう、
活動的な生活を送るように注意を促す。

飲酒 アルコールはエタノール換算で1日25g12)以下にとどめる。

10) 中強度以上とは3METs以上の強度を意味する。METsは安静時代謝の何倍に相当するかを示す活動強度の単位。
通常歩⾏は3METs、速歩は4METs、ジョギングは7METsに相当する。

11) 運動習慣がない者には、軽い運動や短時間の運動から実施するように指導する。
12) およそ日本酒1合、ビール中瓶1本、焼酎半合、ウイスキー・ブランデーダブル1杯、ワイン2杯に相当する。
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メッツ、代謝当量）は安静時代謝の何
倍に相当するかを示す活動強度の単位
である。通常速度の歩行が３METsに相
当するので、歩行あるいはそれ以上の
強度の運動が推奨される。活動強度の
上限は特に規定しないが、患者の状態
によってはより強度の運動が推奨でき
ない場合もある。高血圧患者では運動
中の血圧上昇が懸念され、強い運動は
推奨されない。整形外科的障害を持つ
者、低体力者、運動習慣がない者など
も、体調に応じて適当な強度（たとえ
ば３-4METs程度）の運動を指導する必
要がある。
③運動の頻度・時間：身体活動・運動は
毎日３0分以上を目標とする。３0分の運
動は必ずしも続けて行う必要はない。
10分間程度の細切れであっても、1日
で合計３0分以上となるように指導す
る。毎日実施することが望ましいが、
少なくとも週に３日以上の頻度で実施
するように指導する。

5）飲酒：アルコールは1日25g以下にとど
める。これは、およそ日本酒1合、ビール
中瓶1本、焼酎半合、ウイスキー・ブラン
デーダブル1杯、ワイン2杯に相当する。

　
　8-6．薬物療法
（図39）Step	6では薬物療法について述べて
いる。ここでは生活習慣の改善は継続し、
薬物療法の開始や継続は、個々のリスクや
病態に応じて慎重に行うとする一方で、リ
スクが高い場合は厳格な薬物療法が必要で
あることも強調している。
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Step 6 薬物療法13)

※ 生活習慣の改善は継続し、薬物療法の開始や継続は、個々のリスクや病態に応じて
慎重に⾏う14)

※ ただし、リスクが高い場合は厳格な薬物療法が必要である

13) 薬物療法の詳細は、各疾患のガイドラインに従う。
14) 75歳以上の高齢者や腎機能障害を有する場合は、薬剤の副作⽤に特に注意する。

図39

図39
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　8-7．実際的な薬物療法
（図40・41・42）薬物療法の詳細は、各疾患
のガイドラインに従う。
　75歳以上の高齢者や腎機能障害を有する
場合は、薬剤の副作用に特に注意する。
　なお図40～42に各疾患に対する薬物の選
択と留意点を図表とともに挙げたので参考
にされたい。

図42

図42

図41

図41

図40

図40
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⒐　最新の薬物療法
（図43）最近になり、LDL-Cや高血圧・糖尿病
については、かなりな程度にコントロールが
可能になってきた。
（図44）特に、LDL-CについてはPCSK9に対す
るモノクローナル抗体による治療が始まって
おり、この治療を行うのは特殊な場合と考え
るべきではあるが、本薬剤を用いることによ
り、LDL-Cはいかようにもコントロールがで
きる時代を迎えたということがいえよう。
（図45）2015年３月のN.Engl.J.Medに発表され
た本治療薬の長期安全性試験の結果である。
スタチン単独療法にPCSK9に対するモノク
ローナル抗体であるエボロクマブという薬剤
を2週間に1回皮下注射すると、LDL-Cは60％
以上低下し、絶対値としては40mg/dlくらい
にまで低下する。

Sabatine MS, Osler investigators, et al N Engl J Med 2015 March 16 図45

図45

LDL-C、高血圧や糖尿病につ

いては、薬剤によるコントロー
ルは可能になった。

図43

図43

1. Brown MS, Goldstein JL. Science. 1986;232:34-47. 

PCSK9はLDL受容体と結合し分解に寄与する蛋白で
2003年に発見

PCSK9： proprotein convertase subtilisin / kexin type 9;前駆蛋白質転換酵素サブチリシン／ケキシン9型
1) Abifadel M et al .: Nat Genet 34 :154-156, 2003

1）Abifadel M et al.: Nat Genet 34 :154-156, 2003
2）Lagace TA et al.: J Clin Invest 116 : 2995-3005, 2006

PCSK9

PCSK9の発⾒からわずか数ヵ月で
LDL-C代謝との関連が解明

LDLR

図44

図44
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（図46）大きな副作用は1年間では観察されな
かったが、その間に起こった心血管イベント
を見ると、エボロクマブを用いた群はスタチ
ン単独群に比較して、約50％のイベント抑制
効果が認められたという。まだ、本格的なイ
ベント抑制試験が行われたわけではないが、
ここまでLDL-Cを低下させることがイベント
抑制に大きく寄与する可能性が示唆されたも
のと思われる。

10．生涯リスクの観点からの
� 生活習慣病管理
（図47）これらの大規模臨床試験を見ると、少
なくともLDL-Cや血圧を低下させることが
脳・心血管病予防に有効であることが示され
てきたといえるが、これらの試験はあくまで
もその有効性を見るための"研究"である。
したがって、たとえば5年間でその結果を出
すためには、強力にLDL-Cを下げる必要があ
る。しかし、このことから学んだことは少な
くともLDL-Cを低くしておけば、イベントを
低減できるということでもある。生涯という
意味で考えると、若い時から長期にLDL-Cを
低く保っていれば、イベントも減少できるこ
とは言うまでもない。食事療法や、運動療法
はそのような観点から行うべきであり、決し
て短期的な効果を期待するというよりも長期
的に健全な生活を営むことがいかに重要かと
いうことを示しているものと思われる。
（図48） 動脈硬化性疾患予防ガイドライン
2012では、これまでの段階ごとの食事指導内
容を改め、まず動脈硬化性疾患予防のための
生活習慣改善を示し、そのうえで適正体重を
維持するためのエネルギー摂取、エネルギー
比の適正化、飽和脂肪酸の制限、n-３多価不飽
和脂肪酸、食物繊維摂取の勧め、食塩、アル
コールの制限を勧めている。

動脈硬化性疾患予防の
ための生活習慣の改善

1. 禁煙し、受動喫煙を回避する。

2. 過食を抑え、標準体重を維持する。

3. 肉の脂身、乳製品、卵黄の摂取を抑え、 魚類、 大
豆製品の摂取を増やす。

4. 野菜、果物、未精製穀類、

海藻の摂取を増やす。

5. 食塩を多く含む食品の摂取を控える。

6. アルコールの過剰摂取を控える。

7. 有酸素運動を毎日30分以上行う。

図48

図48

Sabatine MS, Osler investigators, et al N Engl J Med 2015 March 16 図46

図46

スタチンや降圧薬の
治療エビデンス

コレステロールや血圧は下
げればそれなりの効果あり

これを生涯のリスクとして考える

5年間の治療エビデンス

図47

図47
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（図49）我が国の誇るべき食のエビデンスと
して魚食がある。図は観察研究ではあるが、
魚食の多い人では少ない人に比較すると、心
筋梗塞の発症率は実に半分であることが示さ
れている。
（図50）また、大豆イソフラボンの観察研究で
も同様のことがいえる。
　このような、我が国の食のエビデンスを十
分活用して、脳・心血管病から守ることが喫
緊の課題になっているものと思われる。

終わりに
（図51）生活習慣病は何といっても生活習慣
の是正が脳・心血管病予防のキーポイントで
あるという視点から見ていく必要がある。や
みくもな薬物療法というより、小児期からの
生活習慣を見直し、長期にわたる血圧、コレ
ステロール、糖尿病などをコントロールする
ことがその後の生活レベルを決定するという
ことを医師のみならず、患者にも理解しても
らい、より健全な社会を形成したいものであ
る。

Circulation :113(2)195-202,2006

厚生労働省研究 The Japan Public Health Center-Based （JPHC） Study Cohort Ⅰ

41,587人を1990-1992年～2001年の間調査
［心血管疾患、癌の既往のない40-59歳の日本人男女（男性19,985人 女21,593人）］

魚の摂取量と虚血性心疾患
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大豆イソフラボンを摂取すると
脳梗塞・心筋梗塞発症が減少する（女性だけ？）

（ Kokubo Y, Iso H, Ishihara J,et al; JPHC Study Group. Circulation 2007; 116: 2553-2562より改変）
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生涯リスクを考慮した治療体系

１、生活習慣の改善

食事療法

コレステロールや血圧低下療法の意義

魚食の意義

運動療法

２、FHにおける治療意義

３、閉経後女性の治療意義

Adherenceが今後の課題

飽和脂肪酸・塩分の摂取制限

魚食の推奨

早期発見・食事指導・薬物
療法

それほどあわてる必要はない

図51

図51
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度の変化パターンをみたものである。
　男性の19％、女性の12％が60歳以降に急速
に自立度が低下し、重い要介護の状態になっ
ている。このような背景を伴う摂食機能の低
下は急速な低栄養を招くことが多く、いわゆ
る「直下型フロー」とも表現できる。一方、
男性の70％程度、女性の約88％が75歳頃を境
に徐々に自立度が低下している。これらはい
わゆる虚弱化と言われ、廃用症候群領域とし
てロコモティブシンドロームやサルコペニア
（詳細は後述）、認知症などで個々に自立度が
低下していく可能性を多く含んでおり、いわ
ゆる「廃用型フロー」と言ってもよい。ちな
みに、約1割の男性が90歳まで概ね完全自立
の状態を維持していた。

要介護状態に至る要因
（図2）（上の図）：年齢階級別要介護に至る要
因を表す。前期高齢者では脳卒中による割合
が多いが、その割合は加齢と伴に徐々に低下
していき、後期高齢者以降に増加するのは認
知症や骨折・転倒、さらには高齢による衰弱
が増加してくる。
　（下の図）：要介護（要支援を含む）になる
要因を総数で見てみると、脳血管障害をはじ
めとする生活習慣病関連は全体の３0.5%、一
方で、認知症、高齢による衰弱、関節疾患、
骨折・ 転倒など老年症候群関連は全体の
51.9%にも及ぶ。
　従って健康寿命の延伸を考える際には、成
人時代（中壮年まで）の生活習慣病予防の観
点と、高齢期の老年症候群の予防の2つの視
点が重要である。

《総論》超高齢社会とフレイル
（図1）20年間にわたり約6000人の高齢者の機
能的自立度（ADL）の推移を追跡したパネル調
査の結果を示す。日本人高齢者の自立度を完
全自立、手段的ADLの低下、基本的ADLの低
下、死亡という尺度で大きく分け、その自立
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～20年間の追跡調査～ 

死亡 

図1 

図1

3．「フレイル予防、高齢者総合的
� 機能評価（CGA）・老年症候群」
　　　　　　東京大学 高齢社会総合研究機構 准教授　飯島勝矢
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フレイル
（図3）加齢が進むに従って徐々に心身の機能
が低下し、日常生活活動や自立度の低下を経
て、要介護の状態に陥っていく。この心身機
能の（平均値を超えた）著明な低下を示すも
のを「虚弱（frailty）」と一般的に呼んでお
り、要介護の原因として非常に重要であり、
複数の要因によって要介護状態に至る病態と
考えられている。
　日本老年医学会は、全国民への予防意識を
高めるため、虚弱のことを「フレイル」と呼
ぶことを2014年に提唱した。また、適切な介
入により様々な機能を戻すことができる、す
なわちreversibilityがある状態とも位置付
けてある。
　・要介護の一歩手前状態
（図4）要介護の要因で出てきた「高齢に
よる衰弱」は、老年医学で言うフレイル
に相当する。
　フレイルには精神心理的、さらには社
会的な要因が含まれるが、ここでのフレ
イルは身体的フレイルを指す。
　要介護に至るプロセスをここに2つ示
す。1つは疾病モデルで脳卒中や外傷（骨
折）により要介護状態に移行するモデル
である。もう一方はフレイルモデルであ
り、加齢と伴に予備能力が減少し、徐々
に機能障害を起こし、最終的には要介護
状態に至るプロセスで、上記の「高齢に
よる衰弱」に相当するものである。フレ
イルは自立と要介護状態の中間に位置し
（要介護の前段階）、大事なことはそのプ
ロセスは必ずしも一方方向（自立⇒フレ
イル⇒要介護状態）だけではなく、適切
な介入により逆方向、すなわちフレイル
⇒自立に戻すことができることである。
　ここに取り上げた「Linda	Friedらに
よる診断」では5項目のうち３項目当ては
まればフレイル、1～2項目当てはまれば
プレ・フレイルと診断される。1）

　移動能力低下（多くは歩行速度で評価
される）や筋力低下（多くは握力で評価
される）はサルコペニアに関連してい

『虚弱』 
のことを、 
今は 
『フレイル』 
（Frailty） 
と言います 

図3 

図3

「フレイル」のイメージ 
 フレイルとは老化に伴う様々な機能の低下（予備能力の低下）により、疾病発
症や身体機能障害に対する脆弱性が増す状態。 

 特に後期高齢者に頻度が高い。 
 高齢者、特に８０歳以上の高齢者が要介護になる原因は、病気になるよりも、
むしろこのフレイルが原因であることが多い。 
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（図5）フレイルは、現在世界的コンセン
サスはないものの、骨格筋を中心とした
「身体の虚弱（physical	frailty：フィジ
カル・フレイル）」だけで考えられがちで
あるが、それだけではなく、精神心理的
要因を背景とする「こころ・心理の虚弱
（メンタル・フレイル）や認知性の虚弱
（コグニティブ・フレイル）」および社会
的要因を含む多次元の「社会性の虚弱
（ソーシャル・フレイル）」が存在する。
すなわち、フレイルは多面的である。
　今後の超高齢化を見据えると、いつま
でも心身伴に健全で自立し続けられるよ
うにという視点を国民全体が意識するこ
とが必要であり、少なくともこれら全て
（３つの視点からの虚弱）において、バラ
ンスの取れた評価や指導も含めた積極的
介入が強く求められる。そこには、しっ
かりとした学術研究に基づく科学的知見
（エビデンス）と、国民運動論化を目指す
仕掛けが必要となる。
（図6）心身の自立を妨げるフレイル（虚
弱；frailty）の要因としては様々なもの
が存在し、最終的には要介護、寝たきり
に向かっていく。
●「身体的フレイル」としては、年齢依
存性でサルコペニア（詳細は後述）や
ロコモティブシンドロームなどがある。
●「精神心理的または認知的フレイル」
にはうつ（鬱）やもの忘れ、軽度認知
障害が代表的である。
●「社会的フレイル」には外出頻度の減
少や億劫になる、そして閉じこもりな
どが代表的ではあるが、もっと多岐に
わたる。
　これらが複合的に折り重なって、歩行
障害、転倒、関節拘縮、認知症、外出頻
度減少、閉じこもりなどに向かい、要介
護や寝たきりになっていく。

る。また体重減少は低栄養と関連してい
る項目である。

　・多面性をもつフレイル
　　（身体的フレイル、	精神心理的フレイル、
	 社会的フレイル）

要介護、寝たきり 
歩行障害、転倒、関節拘縮、認知症、 

外出頻度減少、閉じこもり 
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（図7） フレイル概念における4つの
フェーズからみた「一連のアプローチ施
策」を示す。
4つのフェーズとして、以下のものを設
定してみた。
①【剛健～健常】　⇒生活習慣病予防、メ
タボ予防
②【前虚弱（プレ・フレイル）～軽度フ
レイル】　 ⇒フレイル予防（介護予
防）：早期予防重視型
③【要支援1/2～要介護1/2（＝軽度者）】　
⇒自立支援ケア型
④【要介護３～5	（＝重度者）】　⇒医療・
介護や住まいも含めたトータル・ケア
システム
　各疾患や危険因子の管理も重要である
が、同時に、今まで研究や地域活動とし
ても踏み込みの弱かったより川上（上
流）の時点、すなわち健康からフレイル
の手前の段階（プレ・フレイル）までで、
いかに国民自身がフレイル化を予防する
べきなのか、そのためには何が必要なの
か、それらを自助・互助・共助の精神の
下に意識する必要がある。その簡便なス
クリーニング指標を創出することによっ
て、より早期からの介護予防を含む健康
増進（特に一次予防）を達成できる。
（図8）このフレイル予防（対策）に関し
ては、すでに2015年の5月に厚生労働省
から『高齢者の虚弱：フレイル総合対策
実施へ』として経済財政諮問会議で提示
されている。

年齢階層別体重・BMIの変化、
� BMIと生命予後
（図9）平成24年の国民健康・栄養調査からみ
ると、加齢と伴に男女とも体重は減少傾向を
示す（横断調査：左図）。また、BMI＜18.5の
「痩せ（やせ）」の割合も後期高齢者になって
くると著明に増加する（右図）。
　すなわち、加齢と伴に徐々に体重が減少す
る傾向にあることが分かる。

年齢階級別体重、BMI変化 

体重（kg） やせ(BMI˂18.5)の割合 

平成24年 国民健康・栄養調査より 
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日本の高齢者における栄養不良の現状
（図10）日本の高齢者における栄養不良の現
状を示す。
　特に要介護状態で長期療養施設に入居して
いる高齢者、また在宅療養中の高齢者では、
低栄養指標である血清アルブミン値	が３.5g/
dl	未満である率が高い。
　一方、外来に歩いて通院できるような自立
した高齢者では低栄養と思われる患者は少な
い。
　この傾向は男女共通である（しかし、血清
アルブミン値のみで低栄養と判断するのは危
険であり、慎重に判断すべきであることは、
頭に入れておいていただきたい）。
（図11）体格の指標とされるBMI	（Body	mass	
index）と総死亡率に対する危険度をみたも
のである。
　一般的に国民にはBMIはメタボリック症候
群を背景とした肥満の指標とも認識されてお
り、高い数値（すなわち過体重および肥満傾
向）の方が様々なリスクが高いと思われてい
る。実際に中壮年層ではその傾向を示す報告
が数多く認められる。
　しかし、本グラフの研究では、日本人（65
～79歳）の11年間の追跡結果からみると、男
女とも過体重の方は決して総死亡に対する危
険度（オッズ比）が上昇傾向にならず、逆に
低BMI（すなわち痩せ）の方がその危険度が
高いことが分かる。
　この現象を、従来のBMIに対する認識（す
なわち高い数値は肥満傾向であり危険度も高
い）とは逆の結果であるため、BMIパラドッ
クなどとも言われている。
（図12）この図も同様のことを意味しており、
高齢者の生命予後をみたとき、肥満よりむし
ろ「痩せ」の方が生命予後が悪い。
　逆に、肥満は正常の体型とあまり大差がな
いように見える。
　（しかし、本スライド結果を理解する際に、
海外（米国）からの報告であるため、BMIに
おける肥満や痩せの基準が本国のものと異な
るので注意が必要である。）

日本の高齢者における栄養不良の現状 
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（図13）日本人の総死亡率とBMIならびに目標
とするBMIを示す。
　表1に示す観察疫学研究において報告され
た総死亡率が最も低かったBMIの範囲を見て
みると、年齢と伴にBMIが増加していること
に注目すべきである。
　このように総死亡率をもって最適なBMIと
した場合、明らかに年齢により最適BMIが異
なる（特にやや高めが最適である）ことに注
意を払う必要がある。
　一方、表2に示すように、目標とするBMI値
を考えてみると、総死亡率を最も低くする
BMI値は70歳以上では若干低めに設定されて
いる。疾病発症とBMIの関係を考慮し、さら
には特定健診の目標BMI＜25.0kg/m2も配慮
し、目標値は設定されている。

高齢者の体重減少・低栄養の様々な要因
（図14）高齢者における体重減少・低栄養の原
因を示す。
　加齢変化を基盤とした食欲低下や嗅覚・味
覚障害もあるが、疾病、社会的要因、精神・
心理的要因を基盤とする様々なものが存在す
る。
　また、その他として、食形態の問題や誤認
識の問題も非常に大きい。

サルコペニア
　・若年者と高齢者の体組成の違い
（図15）25歳～75歳までのヒトの身体組
成を表したものである。
　ヒトは加齢と伴に身体組成が変化し、
筋肉、特に四肢骨格筋量が減少し、脂肪
量が増加する。
　この現象はいくら運動をして筋肉を鍛
えたとしても、程度の差こそあれ、共通
に起こってくる現象である。すなわち、
加齢変化においては大なり小なり避けら
れない現象である。

日本人の総死亡率とBMI 
ならびに目標とするBMI 

1 男女共通。あくまでも参考として使用すべきである。 
2  観察疫学研究において報告された総死亡率が最も低かったBMI 
を基に、疾患別の発症率とBMI との関連、死因とBMI との関連、日本
人のBMI の実態に配慮し、総合的に判断し目標とする範囲を設定。 
3  70 歳以上では、総死亡率が最も低かったBMI と実態との乖離が

見られるため、フレイルの予防及び生活習慣病の予防の両者に配慮
する必要があることも踏まえ、当面目標とするBMI の範囲を21.5～
24.9 kg/m2 とした。 

2 
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　・サルコペニア概念の背景
（図16）サルコペニア（筋肉減少症）はフ
レイル（虚弱）化の最大なる要因であり、
このサルコペニア対策は非常に大きな問
題である。
　 サルコペニア	（sarcopenia）	 とは
Rosenberg	IH	により提唱された造語で、	
“sarco”はギリシャ語の”sarx”由来と
され、英語の”flesh”「肉、肉付き」を
表し、”penia”は英語の”loss”「消失、
欠如」を表す。
　そして、「加齢に伴う筋力の低下、また
は老化に伴う筋肉量の減少」を指す。
　一般にヒトの筋肉量は40歳代より低下
が始まり、40歳から年に0.5%ずつ減少
し、65歳以降には減少率が増大され、最
終的に80歳までに３0%から40%低下す
る。そして、筋肉の減少分は脂肪に置き
換えられる。
＜診断基準＞
⒈　低筋肉量	・・・四肢（両手足）の
　　　　　　　　　筋肉量
⒉　低筋力・・・・握力
⒊　低身体能力・・通常の歩行速度

　・診断と分類（原因別のサルコペニアの分
類とその様々な要因）
（図17）サルコペニアの診断基準に関し
て、ヨーロッパのワーキンググループ
EWGSOP（the	European	Working	Group	on	
Sarcopenia	in	Older	People） による
「European	consensus	on	definition	and	
diagnosis」がAge	and	Ageing	2010；	３9：	
412–42３に報告された。
　ここでは「筋肉量の減少を必須とし
て、筋力低下または身体能力低下のいず
れかがあればサルコペニアと診断」との
提案である。
　さらに、これらを筋力低下と身体能力
の低下の有無により、ステージ分類を提
唱している。
　サルコペニアの筋力低下、身体能力低下
はフレイルの診断にも組み込まれており、
両者は密接に関連していることが分かる。

Sarco=Muscle 
    （筋肉) 

Penia=lack of 
    （減少） 

Sarcopenia 
サルコペニア 

 「加齢に伴う筋力の低下、または老化に伴う筋肉量の減少」を指す。 
 一般にヒトの筋肉量は40歳代より低下が始まり、40歳から年に0.5%ずつ減少し、

65歳以降には減少率が増大され、最終的に80歳までに30%から40%低下する。 
 一般に筋肉の減少分は脂肪に置き換えられる。 
＜診断基準＞ 
 1.  低筋肉量   ・・・四肢（両手足）の筋肉量 
 2.  低筋力    ・・・握力 
 3.  低身体能力 ・・・通常の歩行速度 

サルコペニア（筋肉減少症） 
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サルコペニアの診断と分類 
サルコペニアの診断基準 

診断は項目１に加え項目２または項目３を併せ持つ場合 

１．筋肉量の低下 

２．筋力の低下 

３．身体能力の低下 

Age and Ageing 2010; 39: 412–423 

サルコペニアのステージ分類 
段階 筋肉量 筋力 身体能力 

プレ・サルコペニア ↓ 

サルコペニア ↓ ↓ または ↓ 

重症サルコペニア ↓ ↓ ↓ 
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（図18）サルコペニアにより、自立度低下
の危険性がより高まる。
　具体的に、転倒骨折のリスクが増える
ことは言うまでもなく、特に大腿骨頸部
骨折に関するメタ解析では、筋力低下が
最大の要因ともされている。
　身体活動低下を基盤とする食欲不振な
どによっても、低栄養状態に傾きやす
く、衰弱になりやすい。
　さらには、骨格筋の低下により、イン
スリン抵抗性の惹起、基礎代謝低下、脂
肪蓄積などにより糖尿病の悪化にも関わ
り、また、免疫機能低下により感染性に
も傾く。

　・原因、有症率、評価方法（DXA、BLA）
（図19）サルコペニアの診断基準におい
て、筋肉量減少の定義が重要となる。
　四肢骨格筋量の測定は二重エネルギー
X線吸収測定法（DXA）や生体インピーダ
ンス分析（BIA）が使用される。
　骨格筋量としては四肢骨格筋の合計を
身長の二乗で割った骨格筋指数（SMI）を
用いることが多い。また、一般に若年成
人の平均筋肉量の2SD未満を骨格筋減少
のカットオフ値とする。　
　日本人、アジア人を対象としたDXAや
BIAを使用したカットオフ値が報告され
ている。
　図の写真は、若者（25歳）と高齢者（75
歳）の大腿部のMRI画像である。明らか
に高齢者では著明に筋肉が萎縮し、皮下
脂肪や筋肉間の脂肪組織が増加している。
（図20）the	European	Working	Group	on	
Sarcopenia	in	Older	People	（EWGSOP）で
は、原因別に一次性と二次性サルコペニ
アに分類した。
　加齢と伴に出現する一次性サルコペニ
アの要因は多数提唱されている。おそら
くは、単一因子ではなく多因子が関連し
サルコペニアの出現があると思われる。
　下の表（様々な要因）のなかの「たん
ぱく質同化抵抗性」とは、高齢者の筋細
胞では周囲のアミノ酸（特にロイシンな

サルコペニアにおける筋肉量減少の定義 
四肢筋肉量の合計(kg) / 身長(m)2 =skeletal muscle mass index (SMI) 

                       骨格筋指数 

若年成人の平均筋肉量の2SD未満 

Baumgartner RN. Am J Epidemiol, 1998;47:755-763 
25歳健康成人 75歳高齢者 図19 

図19

原因別サルコペニアの分類とその様々な要因 

加齢性サルコペニアの様々な要因 
衛星細胞機能不全 神経・筋接合不全 ホルモン（GH, IGF-1, DHEA）の低下 

活動量の低下 炎症 (TNF-α, IL-6, etc.) たんぱく質不足 

インスリン抵抗性 酸化ストレス アポトーシス 

筋肉での血流低下 miRNAの変化 たんぱく質同化抵抗性 

Age and Ageing 2010; 39: 412–423 

原因別サルコペニアの分類 

一次性サルコペニア 

  加齢性サルコペニア 加齢以外明らかな原因がないもの 

二次性サルコペニア 

  活動に関連 寝たきり，不活発なスタイル，無重力状態が原因となり得るもの 

  疾患に関連 重症臓器不全（心臓，肺，肝臓，腎臓，脳），炎症性疾患，悪性腫瘍や内
分泌疾患に付随するもの（カヘキシア） 

  栄養に関連 吸収不良，消化管疾患，および食欲不振を起こす薬剤使用などに伴う，
摂取エネルギーおよび/またはタンパク質の摂取量不足に起因するもの 

図20 
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転倒リスク 
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感染症 

インスリン抵抗性 

基礎代謝低下 

脂肪蓄積 

⇓ 

糖尿病 

⇓ 

心血管病 ？ 

認知機能低下 ？ 

うつ状態？ 

自立度低下 

寝たきり 

身体活動低下 

食欲不振 

⇓ 

衰弱 

筋肉減弱 

（サルコ 

ペニア） 

サルコペニアによる自立度低下の危険 
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どの必須アミノ酸）が食後上昇したとし
ても、若年成人の筋細胞で筋たんぱくの
合成（同化）が開始される濃度では反応
せず、さらに高濃度が必要となること。

　・フレイル概念における負の連鎖
	 （Frailty	cycle）
（図21）前述したように、Friedらのグ
ループが提唱したモデルで「フレイル・
サイクル（Frailty	cycle）」を示す。
　「体重減少」「疲労・活力低下」「筋力低
下」「身体機能低下」「活動度低下」など
5つの色がついた因子はフレイル診断の5
つの構成因子である。
　これからみても、フレイルは低栄養と
密接な関連があることが分かる。
　また、このサイクルの中にサルコペニ
アも組み込まれていることに注目すべき
である。

フレイル対策・サルコペニア予防
複合的要素の重要性とその具体的対応策
　・筋肉タンパク質の合成と分解
（図22）筋肉の肥大、萎縮は筋細胞でのタ
ンパク同化と分解のバランスで決まる。
すなわち分解が多ければ萎縮し、合成が
勝れば肥大する。タンパク同化（合成）
刺激は食事摂取、特にタンパク質摂取に
依存しており、その中でも必須アミノ酸
（さらにそのなかでも特にロイシン）は
強いタンパク同化作用を持つ。すなわち
これらの必須アミノ酸は筋肉タンパクの
基質として利用されるのみならず、mTOR	
（mammalian	Target	Of	Rapamycin）	 など
の種々のシグナルを介して同化を誘導す
る。また運動（特にレジスタンス運動）
はやはり筋肉細胞で筋肉同化作用を誘導
する。同化作用をもっとも効果的に誘導
するには、運動とアミノ酸によるシグナ
ルが同時に入ることである。運動のみま
たアミノ酸のみでは効率が悪い。

栄養からみたフレイル・サイクル 

基礎代謝↓ 

活動度↓ 

消費エネルギー量↓ 

サルコペニア 

筋力↓ 身体機能↓ 
（歩行速度↓） 

食欲低下 
摂取量↓ 

疲労・ 
活力↓ 

フレイル 
サイクル 

体重減少 

Xue QL, et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2008 ;63:984-90. 
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筋肉の肥大 

アミノ酸の供給 
（特にBCAA） 
運動・ホルモン 

合成 

分解 

炎症性・酸化ストレス 

筋肉タンパク質の合成と分解 
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（図23）食事によるたんぱく質摂取量（総
カロリー当たり）は３年後の筋肉量の減
少に関連している。
　登録時の食事調査で摂取総カロリー当
たりのたんぱく質の割合を5分位に分割
し、３年間の除脂肪体重（筋肉量）の変化
を観察した。種々の因子で調整後も総カ
ロリー当たりのたんぱく質摂取量が少な
いほど除脂肪体重の減少が著しかった。
このことより高齢者の食事によるタンパ
ク質摂取は筋肉量の減少に関与している
ことが明らかになった。
　なお、総カロリー当たりのタンパク質
量で5分位としているため一日当たり、
体重あたりのたんぱく質摂取量はきれい
に5分位になってはいない。

　・栄養評価法（アセスメント）と
	 栄養療法（エネルギー必要量）
（図24）栄養アセスメントには身体計測、
血液検査による評価、臨床的な評価、さ
らには包括的な評価に分かれる。
　比較的自由に採血が可能な急性期を担
う一般病院などでは生化学パラメーター
を含む全ての評価が可能である。
　しかし、介護施設、在宅療養などでは
頻繁な採血は困難であり、身体計測、臨
床的評価、包括的な評価が重要になる。
（図25）実際の低栄養指標を示す。
1　身体計測のうち、BMI、体重測定は
もっとも汎用されている身体計測であ
る。しかし、これらの計測はADLが悪
くなればなるほど実際には計測されな
くなる。特に在宅療養高齢者では、特
別な測定器がなければ高度ADL障害の
ある高齢者の体重を測定することは不
可能である。またBMIの計算には身長
の測定が必要であるが、極端な亀背、
関節、筋肉の拘縮のため身長が測定で
きないケースがまれではなく、その正
確性に関しても疑問が残る。その点、
上腕計測は有用であるが、もともと短
い長さを測定するため測定者間の誤差
などが問題にはなりやすい欠点があ

低栄養指標 
1) 身体計測

体重減少率
（平常時体重－現在の体重）÷平常時体重×100 (%)

期間　　　軽度～中等度　　中等度以上栄養障害
１ヵ月　　　　5%未満 　　　　　5%以上
3ヵ月　　　　7.5%未満 　　　　7.5%以上
6ヵ月  　　　10%未満 　　　　10%以上

triceps skin fold thickness, TSF （上腕三頭筋皮膚脂肪厚）
midupper arm circumference, AC（上腕周囲長）
midupper arm muscle circumference, AMC（上腕三頭筋周囲長）=AC-π（円周率）×TSF

midupper arm muscle area, AMA（上腕筋面積）=AMC2÷4π

日本人年齢別標準値を基準とする*

標準値の60% 未満 高度栄養障害

60～80%未満  中等度
80～90%未満 　 軽度
90%以上　　 正常

2) 血液データ 低栄養基準値 半減期

アルブミン 3.5 g/dl 未満 17-23日
プレアルブミン（トランスサイレチン） 10 mg/dl 未満 1.9 日
トランスフェリン 200 mg/dl 未満 7-10日
レチノール結合蛋白 3.0 mg/dl 未満 0.5日

血清総コレステロール 150 mg/dl 未満

*  日本人の身体計測基準 JARD 2001, 栄養評価と治療 Vol:19 (suppl.) , 2002
図25 
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栄養アセスメント・パラメーター 

身体組成： 
  身長、体重、体格指数（ＢＭＩ）、上腕筋周囲長、 
上腕三頭筋皮下脂肪厚、下腿周囲長など 

生化学パラメーター： 
  血清アルブミン、血清トランスフェリン、血清トランスサイ
レチン、総リンパ球数、血清コレステロールなど 

臨床的評価： 
  体重変化、消化器症状、生理的機能、疾患と栄養必要
量の関係 

包括的評価： 
  subjective global assessment,  
  mini-nutritional assessment など 図24 
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 カロリーで調整されたタンパク質摂取量の５分位の 

3 年間の除脂肪体重変化（n ＝2,066） 

Am J Clin Nutr 2008; 87:150 –5. 

タンパク割合/
総カロリー 

総タンパク摂取量
（g/kg/day） 

11.2%     12.7%   14.1%      15.8%    18.2%               

 年齢，性，人種，調
査場所，総カロリー摂取
量，登録時の除脂肪体
重，身長，喫煙，アル
コール摂取習慣，身体活
動度，ステロイドホルモン
の使用，併存症，入院
歴で調整． 
傾向検定：p＝0.002 

0.7          0.7        0.8           0.9        1.1 

除
脂
肪
体
重
の
変
化
（kg

） 
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④低アルブミンの原因として肝硬変な
どにより肝臓の機能自体が低下する
場合、腎疾患（ネフローゼ症候群）
のためアルブミンが多量に尿から排
出される場合、消化管の疾患により
消化管から蛋白が漏れ出る場合、心
不全、腎不全などにより血管内に大
量の水分が充満している時などは当
然低アルブミンになる。
⑤ADLが低下した多くの高齢者（特に
寝たきり）ではたとえ栄養状態がよ
くても血清アルブミン値が３.5g/dl　
に満たない例が多い。実際栄養療法
を行い体重が増加し、もう1つの栄
養指標である血清総コレステロール
値が150mg/dlを超し、皮下脂肪が十
分蓄えられたとしても血清アルブミ
ン値が３.5g/dl未満にとどまってい
るケースはまれではない。従って
ADL低下を伴う高齢者の低栄養判定
を血清アルブミン値のみで行うのは
危険である。

（図26） 主観的包括的栄養評価	（SGA：
Subjective	global	assessment	）	は、も
ともと外科の患者の栄養評価用に作成さ
れたものであるが、高齢者にも使用でき
ることが実証されている。
　評価はＡの病歴、Ｂの身体評価の項目
をチェックし、最終的に評価者の主観に
より、a）	良好な栄養状態、b）	中等度の
栄養障害、c）	高度な栄養障害　の３つに
判別される。
　アセスメントとあるが、実際にはスク
リーニング法と考えたほうがよい。	一見
あまりにも雑に思われるが、医療関係者
が行うと評価の一致をみる。この評価法
はコミュニケーションが取れない高齢者
でも、経腸栄養療法を受けている高齢者
に対しても対応できる。

る。しかし、上腕身体計測値は生命予
後の指標になることも報告されてお
り、寝たきり高齢者には有効と思われ
る。
2　血液データとしては代表的な指標を
上げたが、もっとも臨床的に使用され
ているのは、血清アルブミンである。
しかしその解釈には十分注意が必要で
ある。
①半減期が比較的長いため栄養療法の
介入を行ったとしても上昇を認める
には1ヶ月以上の猶予が必要である。
②アルブミン値は臥位（寝た状態）の
体制を保つことにより立位、または
座位を保っている時よりも低く測定
される。
③急性の外傷、手術、重症感染症など
の身体的ストレスにより1.0	-	
2 .0g/dl	程度数日の間に急激に低下
することがある。これは急性ストレ
スにより産生された様々なサイトカ
イン（tumor	necrosis	factor	 や	
interleukin-6	など）が血管の透過
性を亢進させアルブミンが血管外に
漏出したためと思われている。これ
らのサイトカインは肝臓でのアルブ
ミン合成を抑制するためストレスが
長期化すればアルブミン低下の一因
にもなりうる。

主観的包括的栄養評価（ＳＧＡ） 
A. 病歴

１．体重変化
過去6ヶ月間の体重減少：　　　　　kg, 減少率：　　　　%
過去2週間の体重変化：□増加　　□無変化　　□減少

２．食物摂取変化（平常時との比較）
□変化なし
□変化あり：（期間）　　　　　　（月、週、日）
食事内容：□固形食　　□完全液体食　　□低カロリー液体食　□飢餓

３．消化器症状（過去2週間持続している）
□なし　　□悪心　　□嘔吐　　□下痢　　□食欲不振

４．機能性
□機能障害なし
□機能障害あり：（期間）　　　　　　（月、週、日）

タイプ：□制限ある労働　　□歩行可能　　□寝たきり

５．疾患と栄養必要量
診断名：                                       .
代謝性ストレス：□なし　　□軽度　　□中等度　　□高度

Ｂ．身体（スコア：０＝正常；　１＝軽度；　２＝中等度；　３＝高度）
皮下脂肪の喪失　（三頭筋、胸部）：　　　　　.
筋肉喪失（四頭筋、三角筋）：         .
くるぶし部浮腫：           、仙骨浮腫：　　　　　　、腹水：　　　　　　.

Ｃ．主観的包括評価
□栄養状態良好
□中等度の栄養不良
□高度の栄養不良

図26 
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（図27） 高齢者用に開発されたMini-
nutritional	assessment	（MNA）	 はヨー
ロッパで開発されたが、日本人にも適応
できることが既に実証されている。
　初めにスクリーニングとして6項目の
評価（合計14ポイント）を行い、12ポイ
ント以上を正常とし、11ポイント以下の
場合さらに残りの12項目の評価を行い、
合計点で以下のように判定される（３0点
満点）。
a）栄養状態が良好（24点以上）
b）低栄養リスクあり（17点以上2３.5
点以下）
c）栄養不良（17点未満）
　この評価法の優れた点は高齢者での低
栄養リスクとして重要な認知症、うつ、
さらには身体機能障害の有無を項目とし
て組み入れていることである。	しかし、
経管栄養を受けている、またはコミュニ
ケーションがとれない高齢者には対応が
しにくい。

　・フレイルにおける負の連鎖
（図28）コミュニティーの自立～要支援
までの高齢者を対象とした縦断追跡コ
ホート研究からの知見を示す。
　サルコペニアを最終アウトカムと設定
した場合、仮説モデル検証により「社会
性の低下・欠如」が非常に重要かつ早期
から認められることが分かった。
　具体的には、生活の広がり、人とのつ
ながり、共食なのか孤食なのか、等、多
岐にわたる社会性の低下が負の連鎖と
なっていることが分かった。
　社会性をしっかり高く保つことが出来
なくなることにより、負の連鎖（いわゆ
るFrailty	cycleが始まるとも言える）
が生じる可能性があり、それを「ドミノ
倒しにならないように」と国民へ啓発し
ていくことが必要である。

　・栄養（食・口腔機能）、身体活動（運動）、	
	 社会参加
（図29）健康長寿のための３つの柱として
は、「栄養（食・口腔機能）」、「身体活動

Mini-nutritional assessment (MNA) 
スクリーニング
A

0=強度の食事量の減少 1=中等度の食事量の減少
2=食事量の減少なし

B 過去３ヶ月間の体重減少がありましたか？
0=3kgを越す減少 1=わからない
2=1-3kgの減少 3=体重減少なし

C 運動能力
0=寝たきりまたは車椅子を常時使用
1=ベッドや車椅子を離れられるが、外出はできない
2=自由に外出できる

D 精神的ストレスや急性疾患を過去3ヶ月間に経験しましたか？
0=はい　　　2=いいえ

E 神経・精神的問題の有無
0=高度の認知症またはうつ状態   1=中程度の認知障害
2=精神的問題なし

F BMI指数
0=BMIが19より少ない 1=BMIが19以上、21未満
2=BMIが21以上、23未満 3=BMIが23以上

スクリーニング値：小計（最大14ポイント）

12ポイント以上：正常、危険なし→これ以上の検査必要なし
11ポイントまたはそれ以下：栄不良の疑いあり→検査続行

アセスメント
G 独立して生活（養護施設入所・入院していない）

0=いいえ　　1=はい

H １日に４種類以上の処方薬を内服
0=はい 1=いいえ　　

I 身体のどこかに褥瘡または皮膚潰瘍がある
0=あり 1=なし

J １日に何回食事を摂っていますか？
0=１回       1=2回 2=3回

過去３ヶ月間に食欲不振、消化器系の問題、咀嚼・嚥下困難などで
食事摂取が減少しましたか？

K タンパク質摂取状態を示す指標
・１日に少なくとも１品の乳製品 （牛乳、チーズ、ヨーグルト）を摂取
　　□はい 　　□いいえ
・１週間に豆類または卵を２品以上摂取
　　□はい 　　□いいえ                0.0=はい、0～1つ
・肉類、魚のいずれかを毎日摂取               0.5=はい、2つ
　　□はい 　　□いいえ                1.0=はい、3つ

L 1日に2品以上の果物または野菜を摂取
0=いいえ　　　1=はい

M

0.0=コップ3杯未満 0.5=3～5杯
1.0=6杯以上

N 食事の状況
0=介護者なしでは食事不可能
1=多少困難ではあるが自分で食事可能
2=困ることなしに自分で食事可能

O 栄養自己評価
0=栄養状態は不良と思う 1=わからない
2=問題ないと思う

P 同年齢の他人と比べ自分の健康状態をどう思いますか？
0.0=良いとは思わない 0.5=わからない
1.0=同じだと思う 2.0=他人より良いと思う

Q 上腕（利き腕でない方）の中央の周囲値(cm):MAC
0.0=MACが21未満 0.5=MACが21以上、22未満
1.0=MACが22以上

R ふくらはぎの周囲値(cm):CC
0=CCが31未満　　1=CCが31以上

アセスメント値：小計（最大：16ポイント）

スクリーニング値

総合評価（最大30ポイント）

栄養不良指標スコア
17～23.5ポイント：栄養不良の危険性あり
17ポイント未満：栄養不良

水分（水、ジュース、コーヒー、茶、牛乳など）を１日どのくらい摂取
しますか？

MNA-short form  
(MNA-SF) 
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東京大学 高齢社会総合研究機構 ・ 飯島勝矢ら 
厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）「虚弱・サルコペニアモデルを踏まえた高齢者食生活支援の枠組み
と包括的介護予防プログラムの考案および検証を目的とした調査研究」 （H26年度報告書より） 

（東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢：作図） 

フレイル・ドミノ 
～コミュニティーのデータから分かる

社会性の重要さ～ 

図28 
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栄養 
食・口腔機能 

身体活動 
運動、社会活動 

など 

社会参加 
就労、余暇活動、

ボランテイア 

健康長寿のための『3つの柱』 
より早期からのサルコペニア予防・フレイル（虚弱）予防 

しっかり噛んで、しっかり食べる 
①食事（タンパク質、そしてバランス） 
②歯科口腔の定期的な管理 

①たっぷり歩こう 
②ちょっと頑張って筋トレ 

①お友達と一緒にご飯を 
②前向きに社会参加を 図29 

図29
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（図30）「栄養（食/歯科口腔）」、「運動」、
「社会参加」を包括した、より早期からの
フレイルフロー概念を構築した。
《第1段階》社会性/心のフレイル期
⇒生活の広がりや人とのつながりの低
下（例えば、孤食、うつ傾向、社会
参加の欠如、ヘルスリテラシーの欠
如（オーラルリテラシー含）等）

《第2段階》栄養面のフレイル期
⇒フレイルへの様々な要因が軽微なレ
ベルで出現し、その重複も起こる。
食の偏りや些細な歯科口腔機能の低
下（オーラル・フレイルと命名）も
出てくるが、なかなか気づきとして
感じにくい側面がある。歩数が減る
などの身体活動も低下したり、社会
参加がさらに低下したりする。これ
らは日常生活に支障をきたさないこ
とから、国民自体がなかなか気づき
を得にくく、軽視されがちである。

《第３段階》身体面のフレイル期
⇒サルコペニア、ロコモティブ症候
群、低栄養などが出現し、顕著な生
活機能低下が顕在化してくる。

《第4段階》重度フレイル期
⇒嚥下障害や咀嚼機能不全、経口摂取
困難、運動・栄養障害、長期臥床な
ども出現し、要介護状態に入ってく
る。

（図31）特定健診は74歳までが対象で、そ
の際の指導は肥満予防、過栄養予防であ
る。一方65歳以上で要介護認定を受けて
いない対象者は、基本チェックリストに
よる定期的なチェックが行われ、その際
には体重減少予防、すなわち低栄養予防
が目的となる。すなわち、65歳から74歳
までの前期高齢者の指導は過栄養、低栄
養の両方の指導が入ることになり、現場
は大変混乱している。
　本来はこの前期高齢者には様々な状態
の対象者がおり、画一的な指導にはなじ
まない。この年齢層の指導は個別性を重
視すべきである。

（運動、社会活動など）」、「社会参加（就
労、余暇活動、ボランテイアなど）」の３
つ（三位一体）に集約でき、それらを包
括的に底上げし、どれ1つたりとも欠け
てはならないということを住民に上手く
啓発し、より少しでも早い時期からのサ
ルコペニア予防・フレイル予防につなげ
ることが強く求められる。すなわち、
「しっかり噛んでしっかり食べ、しっか
り動き、そして社会性を高く保つ」とい
う原点をしっかり高齢期の方々に伝えて
いくべきである。

 

○生活の広がりや 

  人とのつながり 

  の低下 

 

孤食 
うつ傾向 
社会参加の欠如 
 ﾍﾙｽﾘﾃﾗｼｰの欠如 
（ｵｰﾗﾙﾘﾃﾗｼｰ含） 
 

健康 

 
○要介護状態 

【第4段階】 
重度 

フレイル期 

 嚥下障害、咀嚼機能

不全 
 経口摂取困難 
 運動・栄養障害 
 長期臥床 

 

○生活機能低下 

 

 

サルコペニア 
ロコモティブ症

候群 
低栄養 

【第2段階】 
栄養面の 
フレイル期 

【第3段階】 
身体面の 
フレイル期 

【栄養】 
食/歯科口腔 

【社会参加】 
社会性 
メンタル 

○フレイルへの様々な要因とその重複 

【運動】 
身体活動 

歩く 

栄養（食/歯科口腔）からみたフレイルの進行イメージ 
～フレイル（虚弱）の主な要因とその重複に対する早期の気づきへ～ 

健康 虚弱 
（フレイル） 

身体機能障害 
（要介護） 

前虚弱 
（プレ・フレイル） 

虚弱度 

東京大学 高齢社会総合研究機構 ・ 飯島勝矢（作図） 
厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業） 虚弱・サルコペニアモデルを踏まえた高齢者食生活支援の枠組みと包括的介護予防プログラムの考案
および検証を目的とした調査研究 （H26年度報告書より） 

ｵｰﾗﾙ・ﾌﾚｲﾙ 
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年齢別栄養管理のギアチェンジ 
今後グレーゾーンの設定が必要では！ 
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高齢者総合的機能評価
（Comprehensive�Geriatric��
� Assessment：�CGA）（図32）

総合的機能評価の意義
（図33）19３5年、 英国の女医ウォーレン
（Wallen	M）は、当時、捨て置かれた患者の
状態を、医学的評価のみならず、ADL、ムード
（気分）、コミュニケーションなどの評価もあ
わせて判断し、評価結果に基づいて老人ホー
ムに入所させたり、在院を続けさせるといっ
たサービスの提供を行った。こうした取り組
みによって、多くの人の症状が改善した。こ
れが高齢者総合的機能評価（以下、CGAとす
る）のはじまりとされている。
　その後、1984年、米国の医師ルーベンスタ
イン（Rubenstein	LZ）は、CGAが生命予後や
機能予後を改善するための評価手技であるこ
とを発表した。それ以来、北米にもこの考え
方は急速に広がり、メタアナリシスを使った
CGAの成績が発表され、CGAの利用が定着した。
総合的機能評価は、開発時から退院支援の成
果を得ており、さらにこの作業の過程で、新
しいコメディカルの職種が誕生し、車イスな
どの補助具も開発された。
残存機能を活かした医療とケアのチーム体制
がCGAによって自然に生まれていった。個別
性重視のケアが、個人の満足度を高め、ひい
ては予後を改善したと考えられる。

多職種の視点を持つ総合的機能評価
（図34）総合的機能評価を進めていくにあた
り、生活の不便さ（患者を取り巻く生活すべ
ての評価）を中心に意識する必要がある。そ
こには、症状や訴え、家族の気づく状態も含
めて、老年症候群（詳細は後述）も並行して
考慮していく必要がある。
　まさに「多職種協働」の視点が重要であり、
それを駆使していく必要がある。

高血圧 

生活の不便さ 
（生活の評価） 
 

=総合的 
 機能評価 

症状・訴え 
家族の気づく状態 
 

=老年 
 症候群 

糖尿病 結核後 
低肺機能 

白内障 

変形性 
膝関節症 前立腺肥大 

寄合 
盆栽 
俳句 

食事 
排尿 
入浴 電話 

薬 
年金 

妻 
子供 

物忘れ 
不眠 

総合的機能評価は 
まさに「多職種協働」の視点！ 
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超高齢社会 
歴史的背景 
概念 
必要性 
要素 
臨床応用 

CGA 
高齢者総合的機能評価 

Comprehensive Geriatric Assessment 
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1）日常生活活動度（歩行、排泄etc） 
2）家庭での生活手段の自立（料理etc) 
3）物忘れ、認知症の程度(MCI) 
4）精神行動異常の程度(BPSD） 
5）抑うつなど気分障害、意欲 
6）家族の介護能力、介護負担 
7）在宅環境・社会サービス利用 
などを総合的に評価し、個人の生活や個別性を重視した
医療・ケアを選択する方法。 

高齢者総合的機能評価（CGA） 
～疾患評価（普遍的評価）だけでなく、包括的・総合的に～ 

図33 

図33
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呼ばれ、老年医学の教育の初日
に行われており、高齢者に接す
る上での最初の重要な手がかり
と位置づけられる。

　　　　　例えば「転倒・骨折」は骨粗
鬆症、脳血管障害、糖尿病によ
る下肢血管障害、起立性低血圧
などによる歩行不安定やめまい
などによって起きる。一旦骨折
したあとは、寝たきりになり介
護負担が発生することがある。

　　加齢による変化と老年症候群
 （多種類の症候）
　老年症候群は大きく３つに分類される。
1　主に急性疾患に付随する症候で、
若い人と同じくらいの頻度でおきる
が、対処方法は高齢者では若い人と
違って工夫が必要な症候群。
2　主に慢性疾患に付随する症候で、
65歳の前期老年者から徐々に増加す
る症候群。
3　75歳以上の後期高齢者に急増する
症候で、	日常生活活動度（ADL）の低
下と密接な関連を持ち、介護が重要
な一連の症候群

【意義】：この３つの老年症候群の分類と
加齢変化は高齢者の複合的疾患
構造を説明し、医療と介護が不
可分であることの実証である。
この疾患構造は在宅医療におい
ても、老人保健施設においても
基本的に同じ３層構造であるが、
介護型の施設においては、70歳
より若い時期から、後期高齢者
に多い老年症候群の頻度が多く
みられる。後期高齢者に多い老
年症候群は急性期を担う病院に
おいても、療養病床において
も、自宅復帰阻害要因である。

　　　　　疾患に加え、ADL	や認知機能
を評価する必要性は、このよう
な疾患構造からも明らかである。

老年症候群
　・老年症候群の定義
（図35）老年症候群（Geriatric	Syndrome）
とは何か
【定義】：高齢者に多くみられ、原因は

様々であるが治療と同時に介
護・ケアが重要である一連の症
状、所見を指す。欧米ではこの
重要性からGeriatric	Giantと

めまい、息切れ、腹部腫瘤、胸腹水、頭痛 
意識障害、不眠、転倒、骨折、腹痛、黄疸 
リンパ節腫脹、下痢、低体温、肥満 
睡眠時呼吸障害、喀血、吐下血 

発熱、関節痛、腰痛、喀痰・咳嗽、喘鳴 
認知症、脱水、麻痺、骨関節変形、視力低下 

食欲不振、浮腫、やせ、しびれ、言語障害 
悪心嘔吐、便秘、呼吸困難、体重減少 

ADL低下、骨粗鬆症、椎体骨折、嚥下困難 
 尿失禁、頻尿、譫妄、うつ、褥瘡、難聴、 

 貧血、低栄養、出血傾向、胸痛、不整脈 
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【定義】 
高齢者に多く見られ、医療だけでなく、介護・看護のケアが同時に必要な、症状・所見の総称 
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　・基本的日常生活活動度と老年症候群
（図36）加齢に伴い老年症候群の数が増
加する。また、Barthel	indexで示されて
いる基本的な生活の自立を分けてみる
と、自立傾向にある方ほど老年症候群の
数は少ない。

　・多病併存と多剤併用（polypharmacy）
（図37）高齢者では罹患疾患数の増加の
ため服用薬剤数が増加するが、服薬数が
多くなるにしたがい薬物有害作用は階段
状に増加することが報告されている。	
　特に、入院患者では6種類以上で有害
作用が有意に増加し、診療所通院症例の
調査では5種類以上で転倒の発生リスク
が増加することが報告されている。
　したがって、5種類ないし6種類から多
剤併用の問題を意識する必要がある。
（図38）生活機能を十分理解するために
は、専門科領域の知識だけでは不十分で
ある。
　例えば、「排泄障害」を例にとってみる
と、筋骨格系の機能低下によって、トイ
レ移動やトイレ動作の障害をおこす。
　脳血管障害や、パーキンソン病、認知
症で頻尿、尿失禁がおきる。
　循環器系では心不全での移動障害、夜
間多尿だけでなく、利尿剤による尿失禁
も有名である。
　呼吸器でも移動障害、抗コリン剤での
排尿困難も無視できない。
　甲状腺機能低下による便秘、高血糖に
よる浸透圧利尿、多尿、腎不全による夜
間多尿、抑うつに対する抗うつ剤による
排尿障害、心因性多飲による多尿、視力
低下によるなれない場所での夜間のトイ
レ探しの困難、消化器疾患は便秘や下痢
だけでなく、抗コリン剤による排尿障害
がある。
　このように、たった1つの排泄障害だ
けでも、高齢者の総合診療機能を充実さ
せるためには、内科各科の知識、薬理知
識を高齢者の生理機能と合わせて理解す
る必要がある。

生活を支える臓器機能 
1）筋力 
2)  骨関節系 
3)  神経系 
4)  循環器系 
5)  呼吸器系    老化 
6)  内分泌系    老年病 
7)  代謝系 
8)  腎泌尿器系 
9)  精神系 
10) 感覚器系 
11) 消化器系 

移動能力 
 (BADLm) 
身の回り 
   (BADL s) 
文化的生活 
  (IADL) 
交流・家族 
 (SADL) 
役割 
 (Morale) 
経済的安定 
健康 

排泄障害 
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(Kojima T, et al. Geriatr Gerontol Int 2012) 

高齢者の多剤服用と老年症候群 
Q) 何剤からPolypharmacy？ 

(%) 

(%) 

20 

40 

0 

* * 
* 

0 1-2 3-4 5-6 7-8 9以上 

6剤以上 
5剤以上 

薬剤数（種類） 
図37 

図37



日医かかりつけ医機能研修制度 H28応用研修会　3．「フレイル予防、高齢者総合的機能評価（CGA）・老年症候群」 3-17

要介護認定を受けている率は低い。いく
ら病院で1400kcalの栄養指導を行って
も、炊事能力に欠けていては在宅での実
効性は低く、服薬管理が出来ない患者に
5種類以上で、朝昼晩寝る前など複雑な
服薬方法の処方を行うことは安全管理上
も重大な問題がある。
　長谷川式で24点未満では、自己注射が
不確実であるというデータもある。抑う
つ例では、服薬拒否、拒食、過食などが
ある。
　子供などと同居していても安心できな
い。栄養管理が弁当を買うだけであった
り、薬も朝だけしか、服薬確認できない
共働きの子供が主たる介護者であること
が少なくない。
　このように、治療面でも生活機能を多
角的に捉えることが安全で治療効率を高
める。　

具体的な評価内容
ADL（基本的ADL：Barthel Index、
 手段的ADL：Lawton=生活自立）
（図40）バーセルインデックス（Barthel	Index；　
機能的評価）は、以下の要素に対する評価に
より構成されている。
①食事、②車椅子からベッドへの移動、③整
容、④トイレ動作、⑤入浴、⑥歩行、⑦階段
昇降、⑧着替え、⑨排便コントロール、⑩排
尿コントロール	
　実際の評価はバーセルインデックスで、10
項目100点満点でつける。
　総合点は全般的自立を表すが、各機能項目
の依存評価がより重要である。
【Barthel	Index参照サイト】
①「健康長寿診療ハンドブック」日本老年医
学会	編集/発行
　http://www .jpn-geriat-soc .or .jp/
gakujutsu/pdf/public_handbook.pdf
②千葉県医師会
　http://www.chiba.med.or.jp/personnel/
nursing/download/text2012_6.pdf

（図39）安全で効率的な医療の観点から
も、総合的機能評価は重要である。
　糖尿病を例にとれば、血糖コントロー
ルや合併症によって、エビデンスに基づ
き治療方針に工夫を凝らすことは当然で
あるが、嚥下障害があれば、食事形態・
食事量のバラつき、服薬回数などにも配
慮が必要であり、視力障害があれば、イ
ンスリン注射のコンプライアンスにも問
題が生ずる。基本的なADLが阻害されて
いれば、自己注射が困難なことも多い。
手段的ADLでは、炊事能力と服薬管理が
極めて重要である。高齢夫婦のみ、独居
高齢者が増加するなかで、糖尿病だけで

 ＜糖尿病自体＞            
   
 合併症                          
 脳梗塞             
   心筋梗塞、心不全       
   閉塞性動脈硬化症        
   神経障害           
 網膜症、白内障         
 治療               
  食事              
  内服              
  注射              

●疾患重症度 
●老年症候群の程度 
  嚥下障害、視力障害 
●基本的ADL 
  自立、麻痺 
●手段的ADL 
  炊事、服薬管理 
●認知能 
  自己注射 
●ムード（うつ、幸福
感）服薬拒否 
●社会的背景 
  栄養管理、服薬管理 

ＣＧＡの視点からの安全で効率的な治療 
 【例：糖尿病】 
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基本的ADL  Barthel Index 

WC 

移乗  

移
動  

階段  トイレ動作 
到達、動作  

入浴  

整容  排尿  排便  食事  更衣  

歩行  

セルフケア  

【Barthel Index参照サイト】 
①「健康長寿診療ハンドブック」日本老年医学会 編集/発行 
http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/gakujutsu/pdf/public_handbook.pdf 
②千葉県医師会
http://www.chiba.med.or.jp/personnel/nursing/download/text2012_6.pdf 
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（図41）糖尿病患者の退院時のBarthel	Index
の例を示す。
　殆どの患者が平均点で、ほぼ自立で退院し
ていたが、機能評価各項目では、階段昇降介
助が10人に1人（独居では2階に住めない）、尿
失禁が4人に1人（排尿関連のアドバイスは殆
ど受けていなかった）みられた。
　排泄は特に個人の尊厳にもつながり、血糖
コントロールが改善してよかったと言われて
も、尿失禁が改善せず、対処のアドバイスが
ないと患者、家族の満足感は低い。
（図42）手段的ADL（IADL）は1960年代にLawton
らによって提唱された概念であり、再現性、
検者間の一致などの基礎的検証がなされた。
項目は電話、買い物、食事の準備、家事、洗
濯、輸送機関の利用、服薬管理、金銭管理の
8項目からなっている。
　8点満点で評価するが、男性は食事の準備、
家事、洗濯は判定項目から除外され、5点満点
となっている（Lawton	IADL-5と略称すること
あり）。現在では、女性の社会進出によって、
家事を応分に負担する男性も増え、独居高齢
者の場合、性差を問う必要もないとの考えも
みられる。
　全体として独居機能をみているといって差
し仕えない。
（図43）糖尿病患者では、退院時に、食事の準
備依存が6人に1人であり、独居者や、炊事を
本人しかしないケースでは、炊事機能を調べ
てから、食事指導をする必要がある。
　服薬管理は4人に1人は依存であり、安全上
も管理者を確保する必要がある。
症例：糖尿病で神経障害、網膜症を合併して

おり、歩行困難、視力障害がある
A．	CGAを実施しなかった場合
　糖尿病網膜症の視力障害の分類（福田分
類）を行った。視力障害と神経障害には薬
物療法で対応。また、食事指導、服薬指導
を行った。しかし、患者の自己管理は良好
ではなく、症状が悪化している。
B．	CGAを実施した場合
　Lawtonの手段的ADLで患者の日常生活自
立度を検査してみた。

院外処方 
凸凹薬局 

10000 
日本銀行券 
壱万円 

500 100 

手段的ADL (Lawton)=生活自立 

図42 

図42

基本的ADL(Barthel Index;127名）  
    入院時 87/100 （軽度低下）                  
 退院時 91/100 （ほぼ自立）  

退院時階段昇降 介助10％ 

退院時排尿 尿失禁28％ 

高齢者糖尿病に対する総合的機能評価(3) 

図41 

図41

高齢者糖尿病に対する総合的機能評価(4) 

手段的ADL(Lawton） 
 5.3±0.2点 / 8点満点 
 
食事の準備 依存16.3% 

服薬管理 要管理25% 
（全依存10％） 

図43 
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　この患者が本当に困っていることは、神
経障害により1人で外出できないため外来
通院に支障を来していることであり、ま
た、丁寧な食事指導や服薬指導を受けて
も、視力障害で薬の自己管理ができず、調
理もできないため食事療法も守れないこと
であった。
　そこで、家族に外来通院に付き添うよう
お願いし、食事指導や服薬指導時に家族に
も同席してもらい、1回分の服用薬剤を一
包みにし市販の週間投薬カレンダーにセッ
トして服薬を徹底するなどの工夫を行っ
た。このように疾患だけでなく日常生活で
障害されていることにも注目し対応するこ
とで、症状の改善も可能になる。

総合的機能評価を外来で短時間に
 行うための簡易版CGA：CGA7
簡易版CGA7の抽出根拠
（図44・45）すでに、論文発表され、構成概念
妥当性、再現性、観察者間一致率、有用性が
検証された、Barthel	Index,	HDS-R,	Vitality	
Index,	Geriatric	Depression	Scale（GDS15）
の全40項目から抽出した。
　ADL（Barthel	Index）；	入浴・排尿の組み合
わせは、共に自立で、Barthel	Index=94/100、	
両者依存で50/100であり、入浴と排泄が自立
していれば他の基本的ADLは自立しているこ
とが多く、入浴、排泄の両者が介助であれば、
要介護状態の可能性が高い。
　HDS-Rは項目中最も早期に低下するものが
遅延再生で、最も晩期に障害されるものが復
唱で、両者の組み合わせで、MCI/認知症の鑑
別、認知症重症度の鑑別が可能。
　意欲は、外来で観察可能な項目は挨拶のみ
であるため、挨拶の意欲を採用。
挨拶意欲がないものは、趣味、レクリエー
ションもしていない可能性が大きい。
ムード；GDS5のうち、出現頻度が最も高い無
力感（68％）を選択。

あくまでスクリーニングなので、異常（×）が検出された 
場合は、標準的方法で評価することが必要 
 
 1）挨拶意欲が×------趣味、レクリエーションも 
   していない可能性が大きい 
 2）復唱が出来ない------失語、難聴などなければ、 
   中等度以上の認知症が疑われる 
 3）タクシーも自分で使えなければ、虚弱か中等度の 
   認知症が疑われる 
 4）遅延再生が出来なければ軽度の認知症が疑われる、 
   遅延再生が可能なら認知症の可能性は低い 
 5）6）入浴と排泄が自立していれば、 
   他の基本的ADLは自立していることが多い 
  入浴、排泄の両者が介助であれば、 
   要介護状態の可能性が高い 
 7）無力であると思う人は、うつの傾向がある 

総合的機能評価を短時間で外来で行うために簡易版CGA7 
【おおまかな解釈】 

図45 

図45

CGA7（7項目） 
  1）意欲；外来または診察時や訪問時に、被験者の挨拶を待つ 
     （自分からすすんで挨拶をする=○, 返事はするまたは反応なし=×） 
  2）認知機能 復唱；これから言う言葉を繰り返して下さい 
      あとでまた聞きますから覚えておいて下さいね；桜、猫、電車 
     （全部可能=○、不完全=×） 
     （不完全ならば（5）認知機能は省略） 
  3）手段的ADL  交通機関の利用；外来の場合；ここへどうやって来ましたか？ 
     それ以外の場合；普段一駅離れた町へどうやって行くかを尋ねる  
     （自分でバス電車タクシー自家用車を使って旅行=○, 付添が必要=×） 
  4）認知機能  遅延再生（桜、猫、電車）の再生；  
               先程覚えていただいた言葉を言って下さい 
     （ヒントなしで全部可能=○、左記以外=×） 
  5）基本的ADL  入浴；お風呂は自分１人で入って、 
              洗うのも手助けは要りませんか？ 
     （自立=○、部分介助または全介助=×） 
  6）基本的ADL  排泄； 漏らすことはありませんか？ 
    トイレに行けないときは、尿瓶は自分で使えますか？ 
     （失禁なし、集尿器自立=○、左記以外=×）   
  7）情緒：GDS(1)     自分が無力だと思いますか？ 
     （いいえ=○、はい=×） 

総合的機能評価を短時間で外来で行うために 
【簡易版CGA7】 

図44 
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簡易評価（CGA7）により
 異常が検出された時の2次検査項目（図46）

日常外来診療における会話などを活かす
（図47）日常の外来で何気なく聞いているこ
とに、生活機能評価が行われている。
　成分を知ることによって、何回かに分け
て、自然な形で生活機能低下を推し量ること
が可能である。

【まとめ】
（図48）老年病を複数持ち合せる高齢者に対
して、専門医が最もよく行う介入方法の1つ
は「薬物を中止すること」である。
　包括払い制度など、経済的理由による薬剤
削減では過少医療の危険を伴うが、多剤併用
の現状では適切に実施されればメリットは大
きいと考えられる。
　いずれにしても、高齢者医療の従事者は、
加齢に伴う生理変化と薬物療法の原則、常識
を身につけ、高齢患者に対して安全で有効な
方法で薬物療法を行わなければならない。
　最後に、かかりつけ医として高齢者を含む
全ての患者を全人的・包括的に診ていく必要
がある。

服薬管理と多職種協働 

処方 多職種カンファ 

確認：合併症、相互作用、PIM 

• アドヒアランス 
• 支援ツール 
• 教育 

病態/生活機能の把握 
処方の工夫 
多職種協働 
患者・家族の教育 

１．可能な限り非薬物療法を用いる 
２．処方薬剤の数を最小限にする 
３．服用法を簡便にする 
４．明確な目標とエンドポイントに留意

して処方する 
５．生理機能に留意して用量を調節

する 
６．必要に応じて臨床検査を行う 
７．定期的に処方内容を見直す 
８．新規症状出現の際はまず有害作

用を疑う 

【高齢者に対する処方の原則】 

図48 
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  1）意欲               Vitality Index 
  2）認知機能 復唱          MMSE, HDS-R 
  3）手段的ADL  交通機関の利用  Lawton IADL 
  4）基本的ADL  入浴            Barthel Index 
  5）基本的ADL  排泄             Barthel Index 
  6）認知機能  遅延再生          MMSE, HDS-R 
  7）情緒：GDS(1)                GDS5 or GDS15 

CGA7（7項目）に異常が検出された 
ときの2次検査項目 
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日常外来業務での会話などを活かす 
＜多忙な外来における、問診でスクリーニングを代用する方法＞ 
 

【基本的ADL】排尿「おトイレが間に合わないことがありませんか？」 

【階段昇降】「駅の階段は楽にあがれますか？」 

【手段的ADL】食事の支度「夜もお弁当で済ますことが多いですか？」 

【薬物管理】「お薬が余っていませんか？」「飲み忘れが多いですか？」 

【交通手段】「この外来へ、バス、電車、地下鉄できていますか？」 

【認知機能】今朝ご飯は食べましたか？  

      何を食べましたか？ 

【問題行動】その話はこの前も聞きましたと言われたことがありますか？   

      物をなくすことが増えましたか？ 

【意欲・うつ】趣味、運動など前からやっていたことを今も続けていますか？ 

図47 

図47
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⒈　はじめに
（図1）「食べる」という行為は、身体的・生理
的な側面だけでなく、心理的側面、社会的側
面、文化的側面も持つものであり、さまざま
な価値を含む。その障害である嚥下障害は、

我々の生活の質（Quality	of	life：QOL）に
とって非常に重要なことである。医学的に
は、嚥下障害は患者の栄養状態に直接関与
し、窒息や誤嚥性肺炎など生命予後をも規定
する重要な徴候である。さらに嚥下障害・誤
嚥性肺炎の医療コストへのインパクトも大き
く、米国では1回の誤嚥性肺炎あたりの在院
日数は21～40日で、9,460～３３,4３0ドルの医
療費が算出されるという報告もあり、医療経
済・予防医学の面からもその対策は重要であ
る。
　嚥下障害・誤嚥性肺炎患者は病院において
も慢性期の医療シーンにおいてもコモンディ
ジーズ（common	disease）といえる頻度で存
在する。わが国の人口の年齢構成は次第に高
齢化し、65歳以上の人口が総人口に占める割
合は2000年の17.2％を経て、2020年には
26.9％、2050年には３2.３％に達すると予想さ
れている。高齢化に伴い摂食嚥下障害は確実
に増えてゆくことが予想され、医療者・介護
者にとって誤嚥および誤嚥性肺炎の予防は今
後の大きな課題となることが予想される。

⒉　摂食嚥下の基本的知識
●摂食嚥下にかかわる解剖
（図2）摂食嚥下運動に関わる口腔・咽頭・喉
頭・食道の部分の矢状断の図を示す。解剖学
的に、摂食嚥下に関わる部分と呼吸に関わる
部分は構造を共有していることが理解でき
る。特に嚥下にかかわる部位としては、軟口
蓋、喉頭蓋、喉頭蓋谷、舌骨、舌等が重要で
あり、診療においてはこれらの部分の解剖学
的異常についてはまず評価する必要がある。

内容 
• 摂食嚥下の基礎的知識 
• 摂食嚥下障害の病態・原因疾患 
• 誤嚥性肺炎予防と摂食嚥下障害 
• 摂食嚥下障害の診察、検査と評価 
• 摂食嚥下障害への対応 

– 口腔ケア 
– リハビリテーション 
– 食形態調整 
– 薬物治療 
– 外科的治療 

• 地域における摂食嚥下障害への対応 
 

図1 
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4．「かかりつけ医の摂食嚥下障害」
　京都府立医科大学 在宅チーム医療推進学講座 教授　山脇正永

摂食嚥下運動にかかわる解剖 

図2 

図2
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●嚥下運動のプロセス
（図3）嚥下運動の本体はボーラス（食塊）を
誤嚥しないように、口腔から咽頭・食道を経
て胃まで筋により生じた圧格差を利用して輸
送する運動である。この運動は通常次の5期
に分類されている。①先行期（食物の認知・
摂食の意欲）、②口腔準備期（咀嚼しボーラス
を整える）、③口腔期（ボーラスを舌により咽
頭へ搾り出す）、④咽頭期（ボーラスが気道に
入らないように食道入口部へ誘導）、⑤食道
期（蠕動によりボーラスを胃へ送る）。
　この運動に関与する筋群は三十種類にもお
よび、嚥下運動はこれらが1秒以内に正確に
一連の運動を行うことによって成立する。こ
の連続的な運動には高度に組織化された調節
系が必要である。入力系としては舌・口腔・
咽頭の末梢感覚器（味覚、触覚、圧覚など）
から三叉神経、舌咽神経咽頭枝、上喉頭神経
を経て延髄へ至る。延髄からの出力系として
は、三叉神経、顔面神経、舌咽神経、迷走神
経、舌下神経の運動神経核を経て嚥下関連筋
群へ至ることが報告されている。
　いわゆる反射的な嚥下運動はこの系を介し
て惹起されるとされている。摂食嚥下障害へ
の対応については、摂食嚥下運動の5期およ
び嚥下運動のプロセスの部分の、いずれの段
階の障害であるかを特定することが重要であ
る。これらのどの段階で障害が起きているか
によって、食支援を含めた摂食嚥下障害への
対応が異なってくる。

●ヒトの嚥下障害と誤嚥
（図4）誤嚥は口腔咽頭の内容物（ボーラス、
唾液など）或いは胃内容物が声門を越えて気
管、下気道へ侵入することである。喉頭前庭
から声門上までの侵入は喉頭侵入とされる。
誤嚥性肺炎は誤嚥により惹起される肺障害
（肺炎、肺臓炎）である。ただし誤嚥は健常で
も惹起されるものであり、健常人のシンチグ
ラム検査でも肺への集積が認められる。誤嚥
性肺炎の惹起因子としては、①気道保護メカ
ニズムの障害（喉頭蓋、咳反射などの下気道
を保護するメカニズムの障害）と、②誤嚥物

嚥下運動のプロセス 

先行期：食塊が口に入る前の段階、認知・姿勢 

口腔準備期：咀嚼・食塊形成 

口腔期：嚥下運動開始、食塊を咽頭へ送り込む 

咽頭期：気道を防御し食塊を食道へ送り込む 

食道期：蠕動運動で食塊を胃へ送る 

図3 
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ヒトの嚥下障害と誤嚥 

図4 

• 食塊は口腔から咽頭を通
過して食道へ至る。 

• 嚥下運動時には上咽頭閉
鎖、喉頭閉鎖が起こり気道
を保護する。 

• 喉頭侵入：ボーラス（食塊）
が喉頭前庭部～声門に至
ること。 

• 誤嚥：ボーラスが声門より
下方に至ること。 

図4
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性肺炎というが臨床的には①～③の要素が組
み合わされて障害が起こることが多い。ま
た、人工呼吸器関連肺炎（ventilator-associated	
pneumonia）を誤嚥性肺炎に含めることもあ
る。

●誤嚥の分類
（図5）誤嚥は時間的パターンにより３つに分
類されている。嚥下前誤嚥は嚥下運動が起こ
る前に誤嚥するもので口腔保持不良、姿勢な
どが原因となる。嚥下中誤嚥は嚥下運動中に
誤嚥するもので、喉頭閉鎖のタイミングの遅
れが多く、嚥下時にむせこむのはこのタイプ
が多い。嚥下後誤嚥は嚥下運動の終了後に誤
嚥するもので、咽頭残留によるものが多い。
摂食嚥下障害への対応は、この誤嚥のタイプ
によって異なることから、その評価は重要で
ある。

⒊　嚥下障害の分類
●障害部位による分類
（図6）嚥下運動に関わる出力系は、運動ニュー
ロンから延髄に至る上位ニューロン、延髄か
ら嚥下筋に至る下位運動ニューロン、神経筋
接合部、嚥下筋で構成されており、障害部位
により嚥下障害の性質が異なることが知られ
ている。上位ニューロンの障害は偽性球麻痺
といわれるパターンを呈し、両側性障害のこ
とが多く、嚥下惹起・喉頭拳上はあり、認知
症、パーキンソニズム等、他の皮質症状を伴
うことが多い。一方、下位ニューロン～末梢
神経の障害は球麻痺といわれるタイプであ
り、一側性障害のことが多く、嚥下惹起がな
く喉頭拳上も困難となる。このタイプでは舌
萎縮、嚥下圧の著明な低下も認め、重度の嚥
下障害をきたすことが多い。神経筋接合部の
障害は重症筋無力症でみられ、通常両側性障
害、疲労現象・日内変動があることが特徴で
ある。 嚥下筋の障害は筋炎、 筋ジストロ
フィー等でみられ、通常両側性障害であり、
筋自体の収縮力が低下するため嚥下圧も著明
に低下することが多い。

の特性（組織障害性、感染性炎症を惹起する
のに十分な細菌量、下気道閉塞をきたすボ
リューム・形状）、の2つの要素が関与する。
　肺障害のメカニズムは誤嚥内容により異な
り、誤嚥物としては口腔咽頭部の細菌を含む
もの、胃酸、胆汁酸などを含むもの、物理的
に下気道閉塞をきたすもの、の３種類に分類
される。誤嚥による肺障害の分類としては、
①化学的反応によるものを誤嚥性肺臓炎
（aspiration	 pneumonitis , 	 chemical	
pneumonaitis）、②細菌感染を伴うものを誤
嚥性肺炎（aspiration	pneumonia）、③下気道
の 閉 塞 機 転 に よ る も の（mechanical	
obstruction）に分類され、狭義では②を誤嚥

嚥下障害の分類１ 
障害部位による分類 

• 障害部位により嚥下障害の性質が異なる 
• 上位ニューロンの障害（偽性球麻痺） 

– 両側性障害のことが多い 
– 嚥下惹起あり、喉頭拳上あり 
– 皮質症状（認知症、パーキンソニズム等）を伴うことが多い 

• 下位ニューロン～末梢神経の障害（球麻痺） 
– 一側性障害のことが多い 
– 嚥下惹起なし、喉頭拳上なし 
– 舌萎縮、嚥下圧著明に低下 

• 神経筋接合部の障害 
– 通常両側性障害、疲労現象・日内変動あり 

• 筋の障害 
– 通常両側性障害、嚥下圧著明に低下 

図6 

図6

誤嚥の分類 

• 嚥下前誤嚥 
– 嚥下運動が起こる前に誤嚥する 
– 口腔保持不良、姿勢などが原因 

• 嚥下中誤嚥 
– 嚥下運動中に誤嚥する 
– 喉頭閉鎖のタイミングの遅れが多い 

• 嚥下後誤嚥 
– 嚥下運動が終了後に誤嚥する 
– 咽頭残留によるものが多い 

図5 

図5
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●原因による分類
（図7）嚥下障害の原因による分類としては、
器質性嚥下障害、運動障害性嚥下障害、機能
性嚥下障害に分類される。器質性嚥下障害
は、食塊（ボーラス）の搬送路そのものの異
常であり、咽頭・食道の狭窄、周辺病変によ
る圧迫による機械的な通過障害である。運動
障害性嚥下障害は、嚥下器官の運動障害によ
るボーラスの搬送機構の異常であり、中枢神
経、末梢神経、神経筋接合部、筋のいずれの
部位の障害でも起こる。機能性嚥下障害は、
ボーラスの搬送路にも搬送機構にも異常のな
いものであるが、嚥下運動に障害があるもの
をいう。

●器質性嚥下障害
（図8）器質性嚥下障害の原因としては、腫瘍、
腫瘤、外傷（手術を含む）、異物、奇形、口唇
口蓋裂、食道奇形、血管輪、瘢痕狭窄（外傷・
炎症・放射線治療等の後遺症）、食道の異常収
縮である食道web、食道憩室であるZenker憩
室、頸椎の骨棘によるForestier病などがあ
げられる。

●運動障害性嚥下障害（1）
（図9）摂食嚥下障害の原因としては、運動障
害性嚥下障害が最も多い。中枢神経疾患から
末梢神経疾患、筋疾患まで嚥下障害をきたし
うる。脳血管障害である脳梗塞・脳出血・ク
モ膜下出血、パーキンソン病・筋委縮性側索
硬化症・脊髄小脳変性症・多系統萎縮症等の
神経変性疾患、頭部外傷、自己免疫性疾患で
ある多発性硬化症・脳幹脳炎・ギラン･バ
レー症候群・CIDP・多発筋炎・皮膚筋炎があ
げられる。ほかに、神経系腫瘍、筋ジストロ
フィー等の筋疾患がある。

運動障害性嚥下障害 (1) 
• 脳血管障害 

– 脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血 
• 神経変性疾患 

– パーキンソン病、筋委縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、
多系統萎縮症、 

• 頭部外傷 
• 自己免疫性疾患 

– 多発性硬化症、脳幹脳炎 
– ギラン・バレー症候群、CIDP 
– 多発筋炎、皮膚筋炎 

• 神経系腫瘍 
• 筋疾患 

– 筋ジストロフィー 

図9 
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器質性嚥下障害 
• 腫瘍、腫瘤 
• 外傷（手術を含む） 
• 異物 
• 奇形 

– 口唇口蓋裂、食道奇形、血管輪など 
• 瘢痕狭窄（外傷・炎症・放射線治療等の後遺症） 
• その他 

– 食道web 
– Zenker憩室 
– Forestier病 

図8 
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嚥下障害の分類２ 
原因による分類 

• 器質性嚥下障害 
– 食塊（ボーラス）の搬送路そのものの異常 
– 周辺病変による圧迫 

 
• 運動障害性嚥下障害 

– ボーラスの搬送機構の異常 
– 中枢神経、末梢神経、神経筋接合部、筋のいずれの部位
でも起こる 
 

• 機能性嚥下障害 
– ボーラスの搬送路にも搬送機構にも異常のないもの 

図7 

図7
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●運動障害性嚥下障害（2）
（図10）このほかにも全身性疾患による原因
もあり、 中毒性疾患、 ステロイドミオパ
チー・甲状腺機能亢進症等の内分泌疾患、ア
ミロイドーシス・ウィルソン病等の代謝性疾
患、アカラシア・食道痙攣等の食道疾患、脳
性麻痺、神経系奇形があげられる。

●機能性嚥下障害
（図11）機能性嚥下障害は、物理的な通過障害
或いは筋収縮などの運動障害は認めないが、
嚥下障害をきたすものである。原因として、
嚥下時痛により嚥下困難なものとして、多発
性口内炎、急性咽喉頭炎、舌下神経痛があげ
られる。ほかに心因性として転換性障害（ヒ
ステリー）、拒食症、咽喉頭異常感症によるも
のがある。機能性嚥下障害は各種嚥下機能検
査でも正常像を示すことが多く、その診断・
評価が困難な場合もある。

●在宅医療現場における嚥下障害の原因疾患
と頻度

（図12）全国の医療機関、老人保健施設、訪問
看護ステーションを対象とした横断調査で
は、 嚥下障害患者の割合は、 医療機関
14.7％、長期療養施設29.5％、訪問看護ス
テーション17.7％であった。誤嚥性肺炎の罹
病頻度は、医療機関では全ベッド数（全患者
数）に対して1.6%と見積もられ（入院患者に
おける有病率）、200床あたり３人が誤嚥性肺
炎治療中であることが推定された。また、長
期療養施設・訪問看護ステーションでもこの
割合はそれぞれ1.15％、1.40％であり、誤嚥
性肺炎の有病率が入院・入所・在宅を通じて
1.15～1.60％と推計されている。
　在宅場面での嚥下障害患者の原因疾患とし
ては脳血管障害が約半数を占め、アルツハイ
マー病を含む認知症、パーキンソン病が続
き、まれな疾患である脊髄小脳変性症、筋委
縮性側索硬化症、多系統委縮症を含むパーキ
ンソン症候群などの神経難病が続いている。

運動障害性嚥下障害 (2) 

• 中毒性疾患 
• 内分泌疾患 

– ステロイドミオパチー、甲状腺機能亢進症 

• 代謝性疾患 
– アミロイドーシス、ウィルソン病 

• 食道疾患 
– アカラシア、 食道痙攣 

• その他 
– 脳性麻痺、神経系奇形 

図10 

図10

機能性嚥下障害 
• 嚥下時痛をきたすもの 

– 多発性口内炎 
– 急性咽喉頭炎 
– 舌下神経痛 

 
 

• 心因性 
– 転換性障害 
– 拒食症 
– 咽喉頭異常感症 

図11 
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在宅医療現場における 
嚥下障害の原因疾患と頻度 

疾患 頻度（％） 

脳梗塞 37.2 

脳出血 8.8 

認知症（アルツハイマー病を含む） 7.2 

パーキンソン病 7.1 

脊髄小脳変性症 4.2 

筋萎縮性側索硬化症 2.9 

くも膜下出血 2.1 

パーキンソン症候群（多系統萎縮症を含む） 1.8 

頭部外傷 1.2 

脳性まひ 1.2 

その他 26.2 

図12 
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反射惹起遅延、UES開大遅延、咽頭・喉頭の
感覚低下などが影響していると考えられる。
　今後、さらなる高齢化に伴い、認知症、フ
レイル、サルコぺニアの頻度が増大すること
が予想される。これからの高齢者の食支援に
求められることは、各個人の摂食嚥下状態を
的確に把握し、個別に対応してゆくことであ
ると考えられる。

⒋　誤嚥性肺炎予防と摂食嚥下
障害

●肺炎死亡統計
（図14）脳血管障害は嚥下障害を合併する率
が高く、しばしば誤嚥性肺炎きたす。脳血管
障害後の嚥下障害は22～65%と報告されてい
る。特に嚥下障害のある急性期脳血管障害で
は、51～7３％に誤嚥を認めるとの報告もあ
る。嚥下障害のある急性期脳血管障害患者で
は51～7３％に誤嚥を認め、さらに誤嚥は肺炎
の相対危険度を6.95倍上昇させることが報
告されている。脳血管障害の死亡のうち３4%
が肺炎であることを考慮すると、嚥下障害・
誤嚥への対策は患者の生命予後・QOLの面の
みならず、医療費コスト・予防医学の面から
も重要な課題である。さらに別の解析では誤
嚥性肺炎の発症は、脳血管障害発症後1週間
以内の全症例のうち10.9%/week、以後4週後
まで0.5%/week、その後12週まで0.2%/week
と報告されている。
　肺炎による死亡数は年々増加しており、総
務省主要死因別死亡者数統計によると、平成
2３年度には脳血管障害を抜いて死因第３位と
なり、 実数は11万人を超えている。 近年
Teramotoらの検討では、肺炎による入院のう
ち誤嚥性肺炎の割合は60.1%であるとして
いる1）。この報告によると、肺炎患者は年齢
とともに増加し患者の75％が70歳以上であ
り、かつ高齢になるほど誤嚥性肺炎の割合が
大きくなり、70歳以上では80.1％が誤嚥性肺
炎であるとしている。上記のデータを総合す
ると、誤嚥性肺炎による死亡は少なく見積
もっても5万人程度は存在すると考えられる。

●加齢による嚥下障害
（図13）疾患のみならず加齢によっても嚥下
障害、誤嚥性肺炎の頻度が増加してくること
が報告されている。その原因としては、歯の
欠損によるボーラス形成不良、唾液産生の低
下、口腔準備相の舌圧低下、口腔相の舌圧低
下、ボーラスの口腔・咽頭移送時間低下、咽
頭反射惹起のためのボーラス量の増加、咽頭

加齢による嚥下運動変化 
● 歯の欠損によるボーラス形成不良 
● 唾液産生の低下 
● 口腔準備相の舌圧低下 
● 口腔相の舌圧低下 
● ボーラスの口腔・咽頭移送時間低下 
●    咽頭反射惹起のためのボーラス量の増加 
● 咽頭反射惹起遅延 
●  UES 開大遅延 
● 咽頭・喉頭の感覚低下 

図13 

図13

肺炎死亡統計 

• 肺炎死亡は11万人 
 

• １０％が誤嚥性肺炎 
        (Paintal 2007) 
 
• 施設では３５％以上が 
 誤嚥性肺炎 
            (Drinka 2005) 
 
          

 
 図14 (総務省統計局) (Teramoto JAGS 2008) 

図14
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●誤嚥による肺障害の発症
（図15）仮に誤嚥があったとしても、誤嚥のみ
では肺炎、肺障害は惹起されない。咳反射の
有無、誤嚥した細菌の種類と量、誤嚥物の毒
性、患者側の免疫状態の悪条件が重なると肺
障害が発症する。誤嚥性肺炎を予防するため
には、口腔ケア、誤嚥量を最小限にとどめる、
患者の免疫状態・栄養状態を整えるなどの対
応が重要となってくる。
　病原菌が含まれるボーラスを誤嚥すること
による肺炎が狭義の誤嚥性肺炎であり、原因
としては口腔～咽喉の常在菌で嫌気性菌によ
るものが多い。臨床症状としては起炎菌およ
び患者側の要素によりさまざまである。歯周
の常在菌の嫌気性菌によるものが多く、通常
の市中肺炎と異なりその進展は緩徐である。
通常の肺炎と同様に発熱、咳、痰、呼吸苦な
どの症状をきたすが、悪化は数日から数週で
進行することが多い。肺炎球菌など急性肺炎
との鑑別として、誤嚥性肺炎では悪寒がまれ
なことがあげられる。また、膿胸、壊死性肺
炎などをきたすことがある。細菌学的検査で
は嫌気性菌の検出は困難であり、原因菌が同
定されないことがしばしばある。従って、誤
嚥性肺炎の診断は病歴聴取と身体所見から速
やかになされるべきである。胸部Ｘ線では肺
区域単位で肺炎像がみられ、座位で誤嚥が起
こった場合には下葉、臥位の場合には下葉上
区域、上葉右背側区域に起こることが多い。

誤嚥による肺障害の発症 

誤嚥 

化学性肺炎 誤嚥性肺炎 器械的閉塞 

細菌量 誤嚥量 

咳反射低下 免疫低下 

毒性 

図15 

図15
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●誤嚥性肺炎のリスク因子（EBM）
（図16）嚥下障害への対応は、誤嚥性肺炎の回
避がその主たる目的となる。高齢者の誤嚥性
肺炎のリスクは、レビューとしてまとめられ
ている。本論文によると、年齢、性別（男
性）、呼吸器疾患、嚥下障害、糖尿病、重度認
知症、ACE遺伝子型、口腔ケア不良、低栄養、
パーキンソン病、向精神薬、PPI使用、ACE阻
害薬使用（低減因子）として抽出された。一
方で、脳血管障害、心疾患、喫煙については
明らかな関連を証明する論文は存在しなかっ
た2）。

●誤嚥性肺炎のリスク因子
（図17）誤嚥性肺炎のリスク因子をまとめる
と、意識障害、嚥下障害の存在、喉頭蓋およ
び食道入口部の器械的障害、神経疾患の存
在、上部消化管疾患、食道疾患、呼吸器疾患、
服用薬剤のうち唾液量低下をきたすもの、覚
醒レベルを低下するもの、胃酸抑制薬などが
あげられる。またその他に、人工呼吸器使用、
経管栄養（PEG,	NGT）、咽頭部麻酔、感覚障
害、繰り返す嘔吐、仰臥位の姿勢、免疫機能
低下状態（臓器移植後、ステロイド治療、Ｈ
ＩＶ）、口腔ケア不良、喫煙もリスクとなる。

⒌　摂食嚥下障害の診察、検査
と評価

●嚥下障害患者のワークアップ
（図18）誤嚥性肺炎／肺臓炎の診断に必要な
情報としては、図のようにまとめられる。前
項で分類した病型は誤嚥内容による分類であ
るが、実際の誤嚥性肺炎／肺臓炎は上記のメ
カニズムが複合して惹起されることが多い。
臨床的には誤嚥性肺炎のリスク因子の確認と
そのマネージメントが重要となる。
　ワークアップとしては、病歴上の誤嚥のエ
ピソード、誤嚥性肺炎のリスク因子の有無が
重要である。症候としては、発熱、悪寒、食
欲不振、やせ、嘔気・嘔吐、筋痛、咳嗽、喀
痰、呼吸困難、胸痛、wheezing等の有無に注
意する。摂食嚥下状況は摂食嚥下調査票（ア

誤嚥性肺炎のリスク因子 
• 意識障害  

– アルコール依存症、てんかん、脳血管障害、頭部外傷、全身麻酔、薬剤過量 
• 嚥下障害  

– 喉頭蓋及び食道入口部の器械的障害：気管切開、気管内挿管、気管支鏡、上部消化管内視鏡、
ＮＧチューブ 

– 神経疾患：脳血管障害、認知症、パーキンソン病、ＡＬＳ、重症筋無力症など 
• 上部消化管疾患 

– 食道疾患（食道癌、食道憩室、アカラシア）、GERD、耳鼻咽喉科手術によるもの 
• 呼吸器疾患 

– COPD、肺塞栓 
• 薬剤  

– 唾液量低下をきたすもの（抗コリン薬、制吐薬、抗パーキンソン病薬、利尿薬、抗精神病薬、   
三環系抗うつ薬、抗不安薬） 

– 覚醒レベルを低下するもの（ヒスタミン受容体阻害薬、抗不安薬、睡眠薬、抗精神病薬） 
– 胃酸抑制薬 

• その他 
– 人工呼吸器使用 
– 経管栄養（PEG, NGT） 
– 咽頭部麻酔、感覚障害 
– 繰り返す嘔吐 
– 仰臥位 
– 免疫機能低下（臓器移植後、ステロイド治療、ＨＩＶ） 
– 口腔ケア不良 
– 喫煙 図17 

図17

誤嚥性肺炎のリスク因子(EBM) 
リスク因子 エビデンスレベル オッズ比 

年齢 2a 1.01-7.96 

性別（男性） 2a 1.34-4.55 

呼吸器疾患 2a 1.5-5.6 

嚥下障害 2a 1.46-23.11 

糖尿病 2a 1.22-1.72 

重度認知症 2b 1.34-6.75 

ACE DD ゲノタイプ 2b 2.1-2.9 

口腔ケア不良 2b 1.2-3.9 

低栄養 3a 1.6-13.9 

パーキンソン病 3b 3.39-6.91 

向精神薬 3b 1.4-1.6 

ＰＰＩ 3b 1.5 

ＡＣＥＩ 3b 0.46-0.71 

脳血管障害 1.09-28.2 

心不全 1.2-2.6 

喫煙   0.92-1.8 図16 

図16
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ンケート）を用いると食形態等の対応に役立
つ。
　身体所見は全身所見として意識レベル低
下、体温、低血圧、頻脈、頻呼吸、脱水症状
の有無、栄養状態評価が重要である。一般身
体所見としてチアノーゼ、胸部診察、神経診
察を行ったうえで、嚥下機能評価（脳神経系、
簡易嚥下検査）、口腔衛生状態の評価を行う。
検査としては血算、血液生化学、ＣＲＰ、Ｏ
2モニター、細菌学的検査（血液、喀痰）、胸
部Ｘ線、嚥下内視鏡、呼吸機能検査などを行
う。

●問診票の例
（図19）問診票の例としては、EAT-10、聖隷式
嚥下問診票がある。我々も図の嚥下障害アン
ケートを作成し活用している。実際の摂食嚥
下場面について、患者・家族が簡易に評価で
きることが特徴であり、チェックの付いた項
目については食形態への対応などが具体的に
とれるように構成されている。調査票は嚥下
障害スクリーニングとして使用できる点も有
用である。

●嚥下機能の評価（外来場面）
（図20）外来・在宅場面では、簡易な嚥下機能
のスクリーニングが用いられる。脳神経系機
能評価として器質性・運動障害性嚥下障害の
可能性について、身体診察と神経診察は必須
であるが、ボーラスの嚥下運動を評価するも
のとして水飲み試験（WST）、反復唾液飲み試
験（RSST）が利用されている。感覚入力の評
価としては簡易嚥下誘発試験（SSPT）、咳誘発
テストなどが用いられることもある。

問診票の例 
1. 現在どのような食事をしていますか？ 常食 きざみ食 軟菜食

その他（　　　　　　　　　　　）

2．入れ歯を使用していますか はい（総入歯・部分入歯）　　 いいえ

3．肺炎になったことがありますか？ はい いいえ

4．最近、急に体重がへってきましたか？ はい いいえ

5．夜、咳き込んで目覚めることがありますか？ はい 　 いいえ

6．食事の好みが変わりましたか？（酸っぱい物が苦手になった等・具体的に） はい 少し いいえ

7．食事時間が長くなってきましたか？（　　　　　　　分くらい） はい ときどき いいえ

8．食後に咳き込むことがありますか？ はい いいえ

9．固い物が食べにくくなりましたか？(具体的に　　　　　　　　　　　） はい 少し いいえ

10．口の中がかわき、パサパサしたものが食べにくいことはありますか？ はい ときどき いいえ

11．口の中に食べ物が残ることがありますか？ はい ときどき いいえ

12．口から唾液や食べ物がたれてくることがありますか？ はい ときどき いいえ

13．食べたり飲んだりする時、鼻に戻ったり、出てくることがありますか？ はい ときどき いいえ

14．唾液や食べ物がのどに送り込みにくいことがありますか？ はい ときどき いいえ

15．食事中にむせることがありますか？ はい ときどき いいえ

（具体的には？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

16．のどに痰がからんで困ることがありますか？ はい ときどき いいえ

17．飲み込む時に違和感があったり、のどに残る感じがありますか？ はい ときどき いいえ

18．ｽﾄﾛｰやめん類が、吸いにくいことがありますか？ はい ときどき いいえ

19．声がかすれてきましたか？（ガラガラ声やかすれ声など） はい ときどき いいえ

20．胸に食べ物が残る感じがありますか？ はい ときどき いいえ

21．食べ物や酸っぱい液が、「うっ」と込み上げてくることがありますか？ はい ときどき いいえ

図19 
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嚥下機能の評価（外来場面） 

• 脳神経系機能評価 
– 身体診察 
– 神経診察 

• ボーラスの嚥下運動を評価 
– 水飲み試験 (WST) 
– 反復唾液飲み試験 (RSST) 

• 感覚入力の評価 
– 簡易嚥下誘発試験(SSPT) 
– 咳誘発テスト 

図20 

図20

嚥下障害患者のワークアップ 
• 病歴  

– 誤嚥のエピソード 
– 誤嚥性肺炎のリスク因子の有無 

• 症候   
– 発熱、悪寒、食欲不振、やせ、嘔気・嘔吐、筋痛、咳嗽、喀痰、呼吸困難、胸痛、wheezing等

の有無 
– 摂食嚥下状況調査（アンケート） 

• 身体所見  
– 全身所見：意識レベル低下、体温、低血圧、頻脈、頻呼吸、脱水症状の有無、栄養状態評価 
– 一般身体所見：チアノーゼ、胸部診察、神経診察 
– 嚥下機能評価（脳神経系、簡易嚥下検査）、口腔衛生 

• 検査   
– 血算、血液生化学、ＣＲＰ 
– Ｏ２モニター 
– 細菌学的検査（血液、喀痰） 
– 胸部Ｘ線 
– 嚥下内視鏡 
– 呼吸機能検査 

 

図18 

図18
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　舌咽神経および迷走神経では軟口蓋・咽頭
感覚を評価する。軟口蓋は迷走神経、舌根部
（分界溝より後方）は舌咽神経、これより後方
部分の咽頭口蓋弓、咽頭部は舌咽＋迷走神
経、喉頭部は迷走神経である。咽頭後壁、外
側壁、 軟口蓋と舌根部を含む範囲は、
Wassilieff領域とよばれ、嚥下運動を引き起
こす感覚領域とされている。舌咽神経および
迷走神経の両者は分離して診察することは困
難である。まず、口蓋垂を安静時と発声時で
観察する。カーテン徴候は、発声時に麻痺側
の上咽頭収縮筋が収縮しないことにより、咽
頭後壁（咽頭縫線）が健側へ引かれ、発声が
終わると共に戻るものである。この徴候は臥
位よりも座位で認めやすい。喉頭機能の簡易
検査としては、被検者に発声してもらう或い
は話してもらっているときの、音声の性質を
観察する。かすれ声（気息性さ声,	breathiness）、
喉に水分がたまっているような声（湿性さ声,	
wet	voice）、は喉頭機能の異常を示唆する。
　軟口蓋反射は軟口蓋を口蓋弓に沿ってこす
ると、舌口蓋弓が収縮するというものであ
る。軟口蓋反射では三叉神経核を介する経路
も存在するため、咽頭反射と乖離する症候を
示すことがある。例えば、進行性球麻痺では
咽頭反射は比較的早期に消失するが、軟口蓋
反射は保たれている例がある。一方で、偽性
球麻痺（核上性麻痺）では早期から軟口蓋反
射、咽頭反射とも消失することが多い。
　咽頭反射は、舌後半部または咽頭後壁を舌
圧子で刺激すると、口峡が狭まるように咽頭
筋が収縮するものである。この時、口蓋垂が
左右どちらに移動するかと咳が起こるかを観
察する。催吐反射・嘔吐反射が起こる人もい
る。本神経も両側支配なので、片側異常は延
髄以下の核下性異常を示唆する。
　偽性球麻痺の場合には、両側性障害を認め
ることがある。橋より上位の嚥下運動に関与
する部位の両側性病変は、軟口蓋、咽頭、喉
頭、舌の両側性の運動障害をきたし、しばし
ば重度の嚥下障害をきたす。偽性球麻痺で
は、 下顎反射亢進（70%）、 咽頭反射消失
（70%）、強制笑い・泣き（24%）がみられる。

●嚥下に関連する脳神経所見
（図21）三叉神経領域として口腔内感覚を評
価する。口腔内の感覚は舌圧子を用いて簡易
検査を行うことができる。頬粘膜、硬口蓋粘
膜、舌の分界溝より前方、上下顎歯肉部は三
叉神経支配であり、上半分は第二枝（上顎神
経）、下半分は第三枝（下顎神経）である。咀
嚼動作は下顎の上下運動だけでなく、噛締め
（clenching）、前後左右への動きもあるので、
それぞれの動作を診察する。咀嚼筋はすべて
三叉神経第三枝の下顎神経支配である。咬筋
は噛締める際に主として使用される筋であ
り、被検者に食いしばる動作（無歯顎の場合
は何かをかませて）を行って初めて筋腹が触
れる。下顎反射の亢進の有無は偽性球麻痺或
いは球麻痺の鑑別に重要である。
　顔面神経では表情筋・口輪筋を検査する。
顔面神経の診察は成書のとおりであるが、摂
食・嚥下に関与する部分の診察は、安静時の
表情筋の観察と、口尖らせや笑顔など表情を
作る動作の場合の両方を行う。また、検者に
抗しての口輪筋筋力をみる。口輪筋の閉鎖が
できないと舌の支えが悪くなり口腔期のボー
ラスの送り込みに支障をきたす場合がある。

嚥下に関連する脳神経所見 

図21 

脳神経 運動 感覚 反射 診察項目

V
咬筋、側頭筋、外側翼突筋、

内側翼突筋
口腔感覚 下顎反射（入出力） 口腔内感覚

口蓋帆張筋 軟口蓋反射（出力） 咬筋・側頭筋の収縮

VII 口輪筋 舌前2/3の味覚 口すぼめ、口唇の筋力

IX 軟口蓋挙上（+X） 咽頭後壁の感覚 咽頭反射（入力及び出力） 発声、口蓋垂、カーテン徴候

軟口蓋の感覚 軟口蓋反射（入力） WST, RSST

舌後2/3の味覚

X 軟口蓋挙上（+ＩX） 舌根部の感覚 咽頭反射（出力）

咽頭部の感覚 軟口蓋反射（出力）

喉頭部の感覚

XI 軟口蓋挙上（+ＩX） 咽頭反射（出力）

XII 舌内筋 舌運動、舌筋力、舌萎縮、fasciculation

舌外筋

図21
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嚥下障害の簡易検査法 
簡易検査 方法 正常範囲 検査の意味 

反復唾液嚥下テスト 
(RSST) 

空嚥下を３０秒間繰り返
す。 

３０秒で３回以上の嚥下。 随意嚥下の繰り返し能力
の評価。 

水のみテスト 30mlの水を嚥下する。 ５秒以内にむせずに嚥下
できる。 

口腔保持、水分嚥下、誤
嚥の評価。 

改訂水飲みテスト 
(MWST) 

3ｍｌの水を嚥下する。 １回嚥下、むせなし、嚥
下後湿性嗄声なし、をす
べて満たす。 

30ｍｌ水飲みテストでリス
クのある人にも有用。 

食物テスト ティースプーン１杯のプリ
ン（3-4ｇ）を嚥下し３０秒
間観察する。 

１回嚥下、むせなし、嚥
下後湿性嗄声なし、口内
残留なし、をすべて満た
す。 
 

MWSTの食形態を変えた

テスト。通常、水よりも嚥
下しやすい。 

酸素飽和度モニタリング 食事中にパルスオキシ
メーターで酸素飽和度を
連続測定する。 

SatO2 90％以上及び初
期値より3％以内の低下。 

無症候性誤嚥もチェック
できる。 

頸部聴診 嚥下時の嚥下音を聴取
する。 

嚥下音の基本パターン。 音分析を行うこともでき
る。 

図23 

図23

各種徴候と誤嚥性肺炎リスク 

図22 

症候 sensitivity specificity

% % LR+ LR-

音声・咳こみ

咳異常 48-89 36-94 1.9 0.6

音声異常 59-98 13-67 1.3 0.4

構音障害 60-77 53-57 1.6 0.5

神経学的所見

意識障害 50-76 65-92 3.4 0.5

顔面と舌の感覚異常 22 52 NS NS

咽頭感覚消失 98 60 2.4 0.03

舌筋力低下 50-72 47-91 NS 0.6

両側脳神経障害 71-73 30-39 NS NS

催吐反射消失 53-91 18-82 1.5 0.6

他の徴候

WST 47-85 58-93 3.2 0.4

嚥下後の酸素飽和度低下 73-87 39-88 3.1 0.3

Likelihood Ratio

図22

　その後、舌挺出（オトガイ舌筋）をみる。
片側性麻痺では麻痺側に曲がり、両側性麻痺
では挺出が不十分または不能となる。舌挺出
時に舌圧子を押し当ててその抵抗をみるとお
よその筋力が判定できる。嚥下に直接関連す
る動作としては、舌の先端を硬口蓋前方（上
歯列の内側前面）に押し付けてもらい、口腔
期の舌のアンカー機能の評価が可能である。
この時、舌圧子を舌と硬口蓋との間に挟ん
で、検者が抜けるかどうかで判断してもよい。

●各種徴候と誤嚥性肺炎リスク
（図22）脳血管障害後の誤嚥性肺炎のリスク
ファクターとしてエビデンスのある症候の一
覧を表に示す。誤嚥性肺炎の高いリスク因子
としては、意識障害（LR＋	=	３ .4）、水分嚥
下テスト異常（LR＋	=	３ .2）、水分嚥下後の
酸素飽和度減少（LR＋	=	３ .1）がある。一
方、誤嚥性肺炎を惹起しにくい因子として
は、咽頭感覚正常（LR-	=	0 .0３）、水分嚥下後
の酸素飽和度減少なし（LR-	=	0 .３）、ＷＳＴ
正常（LR-	=	0 .4）、音声正常（LR-	=	0 .4）と
報告されている。

●嚥下障害の簡易検査法
（図23）脳神経系を含めた詳細な神経診察は
必要である。嚥下運動に関する診察として
は、唾液嚥下或いは空嚥下（dry	swallow）を
してもらいこの際の喉頭挙上、舌骨移動をみ
る。喉頭は正常成人では2～4cm挙上する。こ
の時の診察は検者の第二指で舌骨の移動を、
第三・四指で喉頭軟骨の移動を触知しながら
行うとよい。反復唾液飲みテスト（Repetitive	
Saliva	Swallow	Test：	RSST）は３0秒間に何回
唾液嚥下ができるかを検査する。2回以下を
異常とする。改訂水飲みテスト（Modified	
Water	Swallow	Test：	MWST）は３mlの水を注射
器で被験者の口腔内に入れ嚥下してもらう。
注入後5秒以内にむせがなく飲めれば正常と
する。
　このほかに食物テスト、酸素飽和度の連続
測定、頸部聴診法などが使用される。

　舌下神経は舌内筋、舌外筋運動を評価す
る。まず、舌に力を入れないで（安静状態で）
開口のみで観察する。この時、舌萎縮（しば
しば辺縁のぎざぎざとして現れる）、線維束
収縮（fasciculation）の有無を確認する。線
維束収縮は舌が口腔底に静止した状態で認め
られる。舌挺出により線維束収縮は確認しや
すくはなるが、舌に力が入る場合には線維束
収縮と紛らわしい細かい筋活動が見られるこ
とが多いので注意が必要である。
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の検査は嚥下障害の評価検査として頻用され
ている。効果器（嚥下関連筋）の機能を評価
するものとして、嚥下圧測定、口腔舌圧測定、
筋電図（EMG）がある。誤嚥のアウトカムの評
価としてはシンチグラムがあるが、臨床的に
頻用はされていない。近年、嚥下運動高位制
御中枢の機能を評価として、誘発電位、磁気
誘発電位、 脳機能画像（fMRI,	MEG,	PET,	
fNIRS）も用いられている。
　これらの検査の多くは、かかりつけ医の外
来診療、在宅診療で用いることはできない
が、病診連携で摂食嚥下障害の精査を行う場
合に用いられる。

●嚥下造影と嚥下内視鏡
（図25）嚥下内視鏡は今後、外来診療、在宅診
療で活用される場面が増えると考えられる。
VFはボーラスの通過状態を評価するもので
あり、また嚥下関連器官の動きも一部観察可
能である。VFについては摂食嚥下機能のgold	
standardであるが、実際の摂食・嚥下場面と
の乖離が見られることも事実である。VFは誤
嚥の有無のみならず嚥下関連組織の形態・機
能異常の観察を可能にする方法である。すな
わちVFの結果は、経口的栄養摂取の適応判断
だけではなく、適切な食物形態および摂食時
の姿勢の設定、さらに摂食・嚥下リハビリ
テーションの適応決定などに広く利用できる。
　VEは嚥下そのものの動作を見ることはで
きないが、直視下に喉咽頭の部分の形態的異
常、残渣の有無、声門部機能をリアルタイム
に見ることができる。VEの最大の長所はその
携帯性であり、ベッドサイドでの使用が可能
な点である。副作用としては被曝がないので
繰り返し評価が可能である。しかしながら鼻
出血、迷走神経反射などについては十分な注
意が必要である。
　VFとVEの結果の相関については咽頭部の
残留で80～92％、誤嚥は84～100％、喉頭侵入
85～86％、と報告されており、高い一致率が
認められる。

●嚥下機能検査法
（図24）ボーラスの通過器官としての機能評
価として、ビデオ嚥下造影法（VF,	VFSS）、ビ
デオ内視鏡（VE,	FEES）があり、これらの2つ

嚥下内視鏡(VE)評価 兵頭スコア 
① 喉頭蓋谷や梨状陥凹の唾液貯留 
   0：唾液貯留がない 
  1：軽度唾液貯留あり 
  2：中等度の唾液貯留があるが、喉頭腔への流入はない 
  3：唾液貯留が高度で、吸気時に喉頭腔へ流入する 
 
② 声門閉鎖反射や咳反射の惹起性 
   0：喉頭蓋や披裂部に少し触れるだけで容易に反射が惹起される 
  1：反射は惹起されるが弱い 
  2：反射が惹起されないことがある 
  3：反射の惹起が極めて不良 
 
③ 嚥下反射の惹起性 
  0：着色水の咽頭流入がわずかに観察できるのみ 
  1：着色水が喉頭蓋谷に達するのが観察できる 
  2：着色水が梨状陥凹に達するのが観察できる 
  3：着色水が梨状陥凹に達してもしばらくは嚥下反射がおきない 
 
④ 着色水嚥下による咽頭クリアランス 
  0：嚥下後に着色水残留なし 
  1：着色水残留が軽度あるが、2～3回の空嚥下でwash outされる 
  2：着色水残留があり、複数回嚥下を行ってもwash outされない 
  3：着色水残留が高度で、喉頭腔に流入する 
 
誤嚥：なし・軽度・高度 
随伴所見：鼻咽腔閉鎖不全・早期咽頭流入・声帯麻痺 

図26 

図26

嚥下造影(VFSS)と嚥下内視鏡(VF, FEES) 

図25 

VFＳＳ ＦＥＥＳ
検査方法 姿勢の自由度 △ ○

検査の難易度 ○ △
携帯性 × ○
反復性 ○ ○
検査時間 △ ○

検査内容 解剖学的観察 △ ○
咀嚼・口腔の評価 ○ ×
咽頭の評価 ○ ○
声門部の評価 △ ○
食道の評価 ○ ×
脳神経麻痺の評価 △ ○
感覚の評価 × ○
分泌状態の評価 × ○
残留の評価 ○ ○
ボーラス移送の評価 ○ △
食形態への反映 ○ △
嚥下時の評価 ○ ×(white out)
誤嚥の評価 ○ ○

副作用 誤嚥 少ない あり
放射線被曝 あり なし
痛み なし あり
その他 アレルギー 迷走神経反射

鼻出血

図25

嚥下機能検査法 
• ボーラスの通過器官としての機能評価 

– ビデオ嚥下造影法 （VF, VFSS） 
– ビデオ内視鏡 （VE, FEES） 

• 効果器（嚥下関連筋）の機能を評価 
– 嚥下圧測定 、口腔舌圧測定  
– 筋電図（EMG） 

• 誤嚥のアウトカムの評価 
– シンチグラム  

• 嚥下運動高位制御中枢の機能を評価 
– 誘発電位 、磁気誘発電位  
– 脳機能画像（ｆMRI, MEG, PET, fNIRS） 

図24 

図24
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●嚥下内視鏡評価兵頭スコア
（図26）嚥下内視鏡を判定量的に評価するス
ケールであり、①喉頭蓋谷や梨状陥凹の唾液
貯留、②声門閉鎖反射や咳反射の惹起性、③

検査結果からみた対応法 

（Minds 嚥下障害診療ガイドライン2012）  図27 

図27

嚥下障害重症度分類 
藤島スケール 

【Ⅰ重症 経口不可】 
 Gr.1 嚥下困難または不能 嚥下訓練適応なし 
 Gr.2 基礎的嚥下訓練のみの適応あり 
 Gr.3 条件が整えば誤嚥は減り、摂食訓練が可能 
 
【Ⅱ中等症 経口と代替栄養】 
 Gr.4 楽しみとしての摂食は可能 
 Gr.5 一部（１-２食）経口摂取が可能 
 Gr.6 ３食経口摂取が可能だが代替栄養が必要 
 
【Ⅲ軽症 経口のみ】 
 Gr.7 嚥下食で３食とも経口摂取可能 
 Gr.8特別嚥下しにくい食品を除き３食経口摂取可能 
 Gr.9常食の経口摂取可能臨床的観察と指導を要する 
 Gr.10 正常の摂食・嚥下能力 
 

図28 

図28

摂食嚥下障害への対応 

現病の治療 

誤嚥性肺炎 

予防治療 

口腔ケア 食形態調整 

摂食嚥下 

リハビリテーション 

図29 

図29

嚥下反射の惹起性、④着色水嚥下による咽頭
クリアランス、を段階的に評価する。さらに
誤嚥の有無、鼻咽腔閉鎖不全・早期咽頭流
入・声帯麻痺などの随伴所見の有無を含めて
総合評価するものである。

●検査結果からみた対応
（図27）嚥下造影検査、嚥下内視鏡検査の結果
は、摂食嚥下障害の評価のみならず、リハビ
リテーション法、対処法への直接の応用が可
能となる。内視鏡所見でみられる、早期咽頭
流入、嚥下運動の惹起遅延、咽頭残留、喉頭
流入、誤嚥のそれぞれに対応して、後述の摂
食嚥下障害への対応を行っていく。対処法の
効果を見るためにさらに嚥下内視鏡などで検
査を行うことも有用である。

●嚥下障害重症度分類
（図28）摂食嚥下障害の重症度を正常である
グレード10から、嚥下困難または不能嚥下訓
練適応なしのグレード1までの、10段階で評
価するものである。グレード1から３までは重
症、4から6までが中等症、7以上を軽症として
いる。 摂食可能レベルはグレード4以上と
なっており、グレード7以上は経口から栄養
が取れる段階である。

⒍　摂食嚥下障害への対応
●摂食嚥下障害への対応
（図29）摂食嚥下障害への対応は多面的に行
われる。まず重要なのは現病の治療であり、
パーキンソン病、重症筋無力症等はまず現病
のコントロールが摂食嚥下状態を左右する。
誤嚥性肺炎予防のためには、アマンタジン、
アンギオテンシン変換酵素阻害薬などの薬物
療法、口腔ケアが重要となる。誤嚥そのもの
への対応としては、摂食嚥下リハビリテー
ション、食形態の調整があげられる。また、
手術療法も重度の嚥下障害には適応となる。
　摂食嚥下障害への治療、リハビリテーショ
ン、誤嚥予防、誤嚥性肺炎予防については、
臨床的エビデンス、基礎医学的エビデンスの
ある方法を用いることが重要である。
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●口腔ケアのエビデンス
（図30）口腔ケアのエビデンスは蓄積されつ
つあり、口腔細菌量の減少、肺炎発症の低下、
肺炎死亡の低下、咳反射の亢進、不顕性誤嚥
の改善、ADLの改善に有効であることが報告
されている。これらの報告は、脳血管障害に
よる疾患が原因の対象のみならず、ケアホー
ム入所者の高齢者で多くの報告がなされてい
る。

●エビデンスに基づく嚥下障害対策1
（図31）摂食嚥下障害に対する姿勢の調整に
ついては、リクライニング、横向きリクライ
ニング等が有効であることが報告されてい
る。頸部伸展・頸部前屈・頸部回旋等の頭頸
部の位置変換も症例により奏功することが報
告されている。この姿勢で実際に嚥下状態が
良好であるか否かは嚥下内視鏡検査で確認す
ることができる。

●エビデンスに基づく嚥下障害対策2
（図32）摂食嚥下方法でエビデンスが確立さ
れているものとして、息こらえ嚥下法、喉頭
閉鎖嚥下法、努力性嚥下、メンデルソン手技
が報告されている。息こらえ嚥下法、喉頭閉
鎖嚥下法は息ごらえをして嚥下、咳を行い、
誤嚥の減少、喉頭運動の促進、声門下圧の上
昇を目的としている。また、メンデルソン手
技は喉頭拳上のピーク時の状態を数秒保つも
ので、舌骨喉頭拳上の延長、咽頭残留の除去、
食道入口部開大の効果が期待できる。

エビデンスに基づく嚥下障害対策1 
姿勢の調整 

図31 (Sura L et al. Clinical Interventions in Aging 7:287-298,  2012) 

 方法 内容 期待する効果 エビデンス 

姿勢変換 

  リクライニング ボーラス移送を遅くする 下咽頭圧を上げる UES開大を促進 

  横向きリクライニング 健側を下にする ボーラス移送遅延 
気道保護 

誤嚥減少 

頭頸部の位置変換 

  頸部伸展 顎を上げる ボーラスの移送を補助 
口腔咽頭の開大 

誤嚥減少 
ボーラス移送促進 

  頸部前屈 顎を引き胸に近づける 気道保護 誤嚥減少 

  頸部回旋 頭部を患側に向ける 患側の残留減少 
気道保護 

咽頭残留低下 
気道保護 

図31

エビデンスに基づく嚥下障害対策2 
摂食嚥下方法 

図32 

(Sura L et al. Clinical Interventions in Aging 7:287-298,  2012) 

 嚥下手技 内容 期待される効果 エビデンス 

息こらえ嚥下法
(Supraglottic Swallow) 

息ごらえをして
嚥下、咳を行う 

誤嚥の減少 
喉頭運動の促進 
声門下圧の上昇 

誤嚥減少 

喉頭閉鎖嚥下法
(Super Supraglottic 
Swallow) 

息ごらえをして
下を向き、嚥下、
咳を行う 

誤嚥の減少 
喉頭運動の促進 
声門下圧の上昇 

誤嚥減少 

努力性嚥下 強く嚥下運動を
行う 

舌筋力の上昇 
誤嚥の減少 
咽頭残留減少 

咽頭圧上昇 
残留減少 

メンデルソン手技 喉頭拳上の
ピーク時の状態
を数秒保つ 

舌骨喉頭拳上の延長 
咽頭残留の除去 
食道入口部開大 

残留減少 
誤嚥減少 

図32

口腔ケアのエビデンス 
Study Population Results 

Yoshino et al. (2001) 嚥下障害のある脳血管障
害患者４０例 

不顕性誤嚥: OR = 7.1,  
ADL低下: OR = 6.1 

Yoneyama et al. (2002) ケアホーム入所者366名 肺炎発症: RR = 1.67 
肺炎死亡: RR = 2.40 

Watando et al. (2004) ケアホーム入所者59名 咳反射の感度: OR = 5.3 

Bassim et al. (2008) ケアホーム入所者143名 肺炎死亡: OR = 3.57 

Ishikawa et al. (2008) ケアホーム入所者202名 口腔内細菌量の低下 

図30 

図30
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摂食嚥下障害へのリハビリテーション 

（Minds 嚥下障害診療ガイドライン2012）  図34 

図34

エビデンスに基づく嚥下障害対策３ 
リハビリテーション 

図33 

(Sura L et al. Clinical Interventions in Aging 7:287-298,  2012) 

 
舌訓練 舌圧の段階的向上

訓練 
舌筋力向上 
嚥下改善 

筋ボリューム向上 
舌圧向上 
誤嚥減少 

シャキア訓練 臥位での頭部拳上訓
練 

UES開大関連筋の筋
力向上 

喉頭拳上改善 
UES開大改善 
咽頭残留の減少 

EMST（呼気筋
力訓練） 

下顎筋力向上 
呼気フロー増強 

喀出力増強 
誤嚥、喉頭侵入の改
善 

PDで誤嚥改善 
肺活量増強 
下顎筋活動増強 

MDTP（McNeil
嚥下訓練） 

嚥下のレジスタンス
運動 

嚥下筋力増強と嚥下
タイミングの改善 

咽頭筋力増強 
嚥下タイミング改善 
体重増加 

図33 ●エビデンスに基づく嚥下障害対策3
（図33）リハビリテーション法としてエビデ
ンスがあるものとして、舌訓練、シャキア訓
練、EMST、MDTPなどが報告されている。これ
らは、舌筋力の増強、舌骨上筋・下筋筋力の
増強、喀出力増強、嚥下のタイミングの改善
を目標として行われる。

●摂食嚥下障害へのリハビリテーション
（図34） 表は摂食嚥下障害のリハビリテー
ションについて、現在頻用されているものを
まとめたものである。摂食嚥下検査による障
害部位に応じて対処法が異なることが示され
ている。リハビリテーション法を選択するた
めにも摂食嚥下障害の正確な評価は重要とな
る。

●食形態の選定
（図35）摂食嚥下障害の食形態の選定の原則
としては、①適度な粘性があり、ボーラスを
形成しやすい性状、②嚥下時に変形しながら
通過する性状、③残留が少なく粘度（べたつ
き）の小さい性状、があげられる。この原則
に則り、咀嚼・嚥下機能に合わせ、高齢者へ
の対応や歯牙の問題（欠損、義歯不適合）を
考慮する。また、個人の嗜好や味覚の変化に
も配慮し、補助栄養を適切な手段で行う。可
能であれば間歇的経管栄養法もある。
いずれにしても、丁寧にコミュニケーション
を取ることが必要である。

食形態の選定 
①適度な粘性があり、ボーラスを形成しやすい性状 
②嚥下時に変形しながら通過する性状 
③残留が少なく粘度（べたつき）の小さい性状 

 
• 咀嚼、嚥下機能に合わせる 

– 高齢者への対応も考慮 
• 歯牙の問題（欠損、義歯不適合）を考慮 
• 嗜好や味覚の変化にも配慮 
• 補助栄養を適切な手段で行う 

– 経口、間歇的経管栄養法 
• 丁寧にコミュニケーションを取る 

 
図35 

図35
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●食べにくい食材
（図36）食べにくい食材としては、さらさらし
た水分、粘膜にべたつくもの、パサつくもの、
噛み切れない物、刺激の強いもの、粒として
残るもの、滑りやすいもの、異なる形態が混
在、食塊形成・移送がしにくいもの等があげ
られる。これらの食材は摂食嚥下障害患者で
は避けるべきである。

●嚥下ピラミッド
（図37）日本摂食・嚥下リハビリテーション学
会では、国内の病院・施設・在宅医療および
福祉関係者が共通して使用できることを目的
とし、食事（嚥下調整食）およびとろみにつ
いて「日本摂食・嚥下リハビリテーション学
会嚥下調整食分類201３」を作成している。こ
の学会分類201３は、食事の分類およびとろみ
の分類を示したものである。本邦においては
従来、 米国の	National	Dysphagia	Diet
（2002）のような統一された嚥下調整食の段
階が存在せず、地域や施設ごとに多くの名称
や段階が混在していた。急性期病院から回復
期病院、或いは病院から施設・在宅およびそ
の逆などの連携が普及している今日、統一基
準や統一名称がないことは、摂食・嚥下障害
者および関係者の不利益となっていた。この
学会分類201３は、国内の病院・施設・在宅医
療および福祉関係者が共通して使用できるこ
とを目的とし、食事（嚥下調整食）およびと
ろみについて、段階分類として示している。

●嚥下調整食分類の内容
（図38）学会分類201３（食事）では、より幅広
い成人の中途障害による嚥下障害症例に対応
できるように、コード0に、ゼリーを意味する
0jととろみを意味する0tを設けた。段階を大
きく5段階とし、これにより既存の分類との
整合性を取り、多くの施設で基本的に使用で
きることを目指している。各施設・地域で、
より細かい区分を作成・利用することは可能
である。ピューレやペースト等の食形態の名
称については、個人や経歴によって想起する
食形態が異なり、共通認識が得られにくいこ

嚥下調整食分類の内容 

図38 

図38

食べにくい食材 
• 水分：水、牛乳、ジュース 
• 粘膜にべたつくもの：餅、わかめ、のり 
• パサつくもの：パン、芋類、ゆで卵、焼き魚 
• 噛み切れない物：こんにゃく、かまぼこ、キノコ 
• 刺激の強いもの：酢の物、柑橘類、トウガラシ 
• 粒として残るもの：ピーナッツ、大豆 
• 滑りやすいもの：こんにゃく、サトイモ 
• 異なる形態が混在：がんもどき、高野豆腐 
• 食塊形成・移送がしにくい：トマト、生野菜 

 
図36 

図36

嚥下ピラミッド 

国内の病院・施設・在宅医療およ
び福祉関係者が共通して使用で
きることを目的とし，食事（嚥下調
整食）およびとろみについて，段階
分類を作成 

日摂食嚥下リハ会誌 17（3）：255–267, 2013 図37 

図37
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嚥下障害、誤嚥性肺炎予防の 
薬物療法 

薬剤名 有効と考えられる効果 エビデンスレベルによる推奨度 論文数 

ドパミン受容体刺激薬 嚥下運動の改善、誤嚥性肺炎予防 追加の臨床試験が必要 2 

アマンタジン 高齢脳卒中における誤嚥性肺炎予防 
効果はあるが慎重投与が必要、追加の臨床試験が必

要 
1 

カプサイシン 咳反射と嚥下運動の改善 肺炎予防に関して追加の臨床試験が必要 2 

シロスタゾール 高齢脳卒中における誤嚥性肺炎予防 出血リスクがある場合は推奨されない 1 

葉酸 肺炎予防 
葉酸欠乏のリスクのある場合に考慮する、追加の臨

床試験が必要 
1 

テオフィリン 嚥下運動の改善 治療域が狭いので推奨されない 1 

アンギオテンシン変換酵素
阻害薬（ACEI) 

アジア人における誤嚥性肺炎予防 
高血圧のある脳卒中患者で推奨、追加の臨床試験が

必要 
11 

図39 

図39

ジン）、カプサイシン、シロスタゾール、葉
酸、テオフィリン、降圧薬のアンギオテンシ
ン変換酵素阻害薬（ACEI）があげられている。
エビデンス・レベルとしては、ACEI以外はい
ずれも報告数が1～2と少なく、全体的に追加
の臨床試験が必要という評価が多い。抗パー
キンソン病薬の効果のメカニズムとしては、
黒質・線条体経路のドパミン低下および中枢
サブスタンスPの上昇が考察されている。カ
プサイシンは末梢の侵害受容体（TRPV1）を介
してCファイバーの刺激の誘発、シロスタ
ゾールについてはcAMPを介して誤嚥性肺炎
に効果があるとされている。葉酸およびテオ
フィリンはドパミンを介した機序が推定され
ている。ACEIはサブスタンスPの上昇をきた
すことが報告されている。
　Shinohara	&	Origasaはアンギオテンシン
変換酵素（ACEI）の脳卒中後の肺炎の予防効
果について、メタ・アナリシスを行っている
4）。本論文は1990年から2011年までを対象と
しており、5編の論文を精査している。結果と
しては、アジア人種（日本人）を対象とすれ
ばACEIはプラセボと比較して誤嚥性肺炎リ
スクを62%減少させ、別機序の降圧薬である
カルシウム拮抗薬と比較して6３％減少させう
ることが報告されている。メタ・アナリシス
に耐えうる5編の論文がいずれも日本からの
報告である点で上記の結果となっているが、
英国での研究で欧米人にも効果があるとの報
告もある。ACEIの誤嚥性肺炎予防のメカニズ
ムとしては、サブスタンスＰを介した末梢お
よび中枢機序が考察されているが、科学的な
根拠をさらに蓄積する必要がある。
　他の薬剤として、漢方薬である半夏厚朴
湯、脳代謝賦活薬であるニセルゴリンが誤嚥
性肺炎予防効果ありとの報告がある5）。また、
胃瘻増設の患者において、胃潰瘍治療薬であ
るモサプリドが有意に誤嚥性肺炎発症を低下
させたとの報告がある6）。いずれの報告も例
数が少数であり、今後よりエビデンス・レベ
ルの高い大規模な臨床試験の計画が望まれる。

とがあるため、コード番号をもって、段階名
としている。学会分類201３（食事）の段階は、
コード0j、コード0t、コード1j、コード2-1、
コード2-2、コード３、コード4より成ってい
る。嚥下障害者にとっては、固形物の形態だ
けでなく、液体のとろみの程度も重要である
ため、学会分類201３（とろみ）では、分類の
段階は、「段階1薄いとろみ」「段階2中間のと
ろみ」「段階３濃いとろみ」である。それぞれ
について、性状の観察所見（日本語表記）お
よび、物性測定値を併記している。

●嚥下障害、誤嚥性肺炎予防の薬物療法
（図39）誤嚥性肺炎予防のメタ・アナリシスの
論文は2件ある。El	Sol	&	Salibaの分析で
は、誤嚥性肺炎予防に効果があるとされるさ
まざまな薬物について検討されている３）。彼
らは1966年から2006年までの1108編の論文を
対象にして、少なくとも比較対象研究以上の
方法で行った論文で、誤嚥性肺炎に効果が
あったとされる20編の論文を分析した。効果
があると報告された薬剤として、抗パーキン
ソン病薬（l-dopa、カベルゴリン、アマンタ
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ＩＣＦモデルからみたかかりつけ医の
摂食嚥下障害へのアプローチ例 

76歳男性、頑固だ

がやや依存的、ア
ルコール嗜好あり 

息子と２人暮らし 
集合住宅の４階 
経済面の問題あり 

パーキンソン病 
心不全、腰椎症 

繰り返す誤嚥性肺炎 
最近体重減少あり 

家には人を
入れたくない 
昼間は独居 

時間による症
状の変動ある
が日常ＡＤＬは
何とか保たれ

る 
嚥下障害は偽
性球麻痺が強

いタイプ 

自分でおかゆを作る 
市販弁当も食べるが

むせて残す 
調子が悪い時はほぼ
一日ベッド上臥床 

図41 

図41

7．地域における摂食嚥下障害へ
の対応

●ICFモデルからみたかかりつけ医の摂食嚥
下障害へのアプローチ

（図41）障害に関する国際的な分類として、世
界保健機関（WHO）は、国際疾病分類（ICD）
の補助としてWHO国際障害分類（ICIDH）にか
わり、2001年から国際生活機能分類（ICF：
International	Classification	of	Functioning,	
Disability	and	Health）を採択している。ICF
は、人間の生活機能と障害に関して、アル
ファベットと数字を組み合わせた方式で分類
するものであり、人間の生活機能と障害につ
いて「心身機能・身体構造」「活動」「参加」
の３つの次元および「環境因子」等の影響を及
ぼす因子で構成されており、約1,500項目に
分類されている。
　それまでのICIDHが身体機能の障害による
生活機能の障害（社会的不利を分類するとい
う考え方）が中心であったのに対し、ICFは
大きく「生活機能と障害」と「背景因子」の
2分野からなり、生活機能（functioning）は
「心身機能・身体構造（body	functions	and	
structures）」「活動（activities）」「参加
（participation）」 の３要素で、 背景因子
（contextual	 factors） は「環 境 因 子
（environmental	factors）」 と「個人因子
（personal	factors）」の2要素で構成されてい
る。障害（disability）は、構造の障害を含
む「機能障害（impairments）」「活動の制限
（activity	 limitation）」「参 加 の 制 約
（participation	restriction）」のすべてを含
む包括的な用語として用いられている。
　摂食嚥下障害は、患者・家族の日々の生活
にとってのさまざまな課題のうちの1つであ
り、摂食嚥下障害のみを分離して対応する問
題ではない。かかりつけ医が直面する患者の
種々の問題・課題について、ICFを1つのフ
レームワークとして利用することも有用であ
ると考えられる。

●嚥下障害の手術療法
（図40）嚥下障害が重度となると、誤嚥防止・
誤嚥性肺炎防止のための手術治療が選択され
ることも多い。日本耳鼻咽喉科学会による嚥
下障害診療ガイドラインでは、嚥下障害の特
徴に応じた手術療法の適応がまとめられてお
り、大きく嚥下機能改善手術と誤嚥防止手術
に分類されている。

嚥下障害の手術療法 

図40 

図40
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嚥下障害対策チーム 

患者・

家族 

主治医 
歯科医

師、歯科

衛生士 

看護師 

ヘルパー 

ケアマネ

ジャー 

栄養士 

ST, PT, 
OT 

薬剤師 

図42 

• Multidisciplinary：多職種連携 
– 種々の専門職が個別に

情報を集めチームとして
情報を共有する 

• Interdisciplinary(Inter-
professional)：職種間連携 
– より深いレベルの協力で

評価、治療・ケアプランの
計画も供に作成する 

• Transdisciplinary（職種横断的
連携） 
– それぞれの専門職種が持

つ共有部分を拡大し、現
場のニーズを満たすため
に役割を柔軟に変える 

図42

図43 

チーム医療における職種間連携 課題 
• メンバーに関する課題 

– Transdisciplinaryアプローチと医療行為の範囲 
– リーダーとコーディネーター 
– 医療における Hierachy （ヒエラルキー）、コミュニケーション 

• 施設に関する課題 
– 時間的圧力、経済的圧力 
– 組織における優先順位、人的資源 

• 公的・行政の課題 
– 医療場面でのケアのギャップ、病診連携、地域包括ケア 
– 診療報酬制度、公的な制度の整備 

• 情報に関する課題 
– 情報（どこに・だれが）の偏在、不在 
– メンバーの専門知識の共有、嚥下障害に関する教育・情報発信 
– チーム医療に関する教育・情報発信 

 
• 当事者（患者・家族）の視点、生活者の視点 

図43

　多職種が連携するチームアプローチとして
は、
①多職種連携（multidisciplinary）チー
ム：種々の専門職が個別に情報を集め
チームとして情報を共有する、
②職種間連携（interdisciplinary,	inter-
professional）チーム：より深いレベル
の協力で評価、治療・ケアプランの計画
も共に作成する、
③職種横断的連携（transdisciplinary）
チーム：それぞれの専門職種が持つ共有
部分を拡大し、現場のニーズを満たすた
めに役割を柔軟に変える、

がある。摂食嚥下障害のように関わる内容が
多彩である場合には、③の職種横断的連携が
必要であり、専門職が自分の分野以外にもカ
バーすべき分野があれば担当するようなチー
ム作りが必要になると考えられる7）。

●チーム医療における職種間連携　課題
（図43）摂食嚥下障害へのチームアプローチ
における職種間連携の課題としては、①メン
バーに関するものとして、職種横断的連携
（transdisciplinary）アプローチと医療行為
の範囲の整合、リーダーとコーディネーター
の設定、医療・介護におけるヒエラルキーの
問題、職種間のコミュニケーション、②施設
に関する課題として、時間的圧力、経済的圧
力、組織における優先順位、人的資源、③公
的・行政的課題として、医療・介護場面での
医療およびケアのギャップ、有効な病診連
携、地域包括ケアへの取り組み、診療報酬制
度、公的な制度の整備、④情報に関する課題
として、情報（どこに・だれが）の偏在・不
在、メンバーの専門知識の共有、嚥下障害に
関する教育・情報発信、チーム医療に関する
教育・情報発信、⑤当事者（患者・家族）の
視点、生活者の視点、があげられる。

●摂食嚥下障害対策チーム
（図42）摂食嚥下障害は、肺炎予防、口腔ケ
ア、栄養確保、食形態の調整など、種々の側
面を持つため、さまざまな職種がその専門性
を持って患者・家族と対応すべき課題であ
る。それぞれの職種が自分の専門分野の情報
を共有し、摂食嚥下対策チームを構成するこ
とが重要である。しかしながら、日常診療・
介護の場面ではすべての職種が揃うことは困
難である。
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●まとめにかえて
（図44）摂食嚥下障害には他の病態と同様に、
全人的・包括的アプローチが重要である。
摂食嚥下障害への対応は多職種で行うことが
理想であるが、限られた人的資源でお互いに
不足部分をカバーしながら対応することも重
要である。摂食嚥下障害の対応には、病診連
携・関連施設間の連携をはじめ、地域でのレ
ベルアップを目指す地域支援体制の推進が必
要である。今後は、地域住民も含めた、健康
づくり・介護予防の推進、地域ネットワーク
形成への取り組みも重要となると考えられる。
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まとめにかえて 

• 摂食嚥下障害には他の病態と同様に、全人的・
包括的アプローチが重要である 

• 摂食嚥下障害への対応は多職種で行うことが理
想であるが、限られた人的資源でお互いに不足
部分をカバーしながら対応することも重要である 

• 摂食嚥下障害の対応には、病診連携・関連施設
間の連携をはじめ、地域でのレベルアップを目
指す地域支援体制の推進が必要である 

• 今後は、地域住民も含めた、健康づくり・介護予
防の推進、地域ネットワーク形成への取り組み
も重要となる 
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在宅医療総論
⒈　在宅医療に関する諸制度について：関連

法規、診療報酬制度等の概要
（図1）在宅医療を論じる前に、日本の医療を
取り巻く課題について簡単に整理する。
　まず第一に医師の偏在や人口比あたりの医
師の少なさに起因する郡部や僻地の医師不足
の問題であるが、近年も行政により様々な施
策がとられているが決定打はない。また、急
性期病院における医療内容はますます高度化
し、専門分化する傾向は強く、専門科の間の
垣根はますます拡大している。同時に、国民
の意識も従来のお任せ医療から自ら考えて理
想の医療を選択する傾向は徐々に高まってき
ている。医療における消費者意識の高まりで
ある。そして、超高齢社会の中で多疾患を合
併する高齢者は増加し、専門分化する医療の
中で漂流することも珍しくない。最後に、高
齢化と共に増加するがん患者については、病
院やホスピスのみならず自宅や居住型の施設
で最期の時を迎える在宅ホスピスで対応する
事が、今後一層求められてくるだろう。
　こうした様々な要因を通じて日本の医療提
供体制の改革への圧力は高まり、社会保障政
策の改革へと大きく舵が取られていると考え
てよい。

　本稿では、かかりつけ医に求められる在宅
医療・緩和医療をテーマとするが、平成28年
度応用研修会では在宅医療総論を中心に提供
する。次年度は、在宅医療各論、その次の年
度は緩和医療を中心として取り扱う。

日本の医療の課題 

医療提供体制の改革 

がん患者増
加による在宅
ホスピス拡大 

超高齢社会での  
高齢者ケア拡大 

世代の変化による 
個別的ケアの 
ニーズ拡大 急性期病院の高度化・ 

専門化による 

機能分化拡大 

郡部や僻地の医
師不足拡大 

図1 
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5．「かかりつけ医の
　　　在宅医療・緩和医療」
　　　　　　　 医療法人 北海道家庭医療学センター 理事長　草場鉄周
　　　　医療法人社団 実幸会 いらはら診療所 在宅医療部長　和田忠志
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（図2）では、世界ではどのような医療課題が
あるのだろうか。実は、日本との隔たりは小
さい。WHOが2008年に出したプライマリ・ケ
アに関する特別レポートでは、３つの大きな
変化が紹介され、1つめは健康の不平等の拡
大、2つめは急性期から慢性期へのケアの変
化、３つめは多疾患の合併と病気自体の複雑
化が指摘された。そして、そうした変化に直
面した医療システムが抱える課題として、
「専門領域の医療への偏重」と「機能分化に伴
うケアの断片化」の進行が明記された。
　これらは、いずれも先ほどの日本の医療課
題と重ね合わせてとらえることが可能な内容
である。つまり、世界も同様の課題に悩んで
いるのだ。
（図3）これに対して、WHOの同じレポートの
中で5つの解決策が提案されている。
　1つめは、高度な検査機器や治療を追求し
すぎることに対して気をつけるようにという
こと、2つめは患者や利用者の好みや生活背
景の違いなどを踏まえた個別性の高いケアを
提供するべきということ、３つめは様々な健
康問題を包括的に取り扱いながら、決して脈
絡なく扱うのでなく、それらの健康問題を統
合された形で解決していくということ、4つ
めは外来、入院、在宅と患者の受ける医療は
変化していくが、それらの診療の場の変遷を
通じて、ケアが一貫した形で継続的に提供さ
れること、最後に、初期治療、つまりあらゆ
る健康問題を最初に相談される医師が変わる
ことなく、患者からも信頼される存在であり
続けることである。
　特に、最後の項目は、本研修会で目指す
「かかりつけ医」の在り方に一致しているこ
とがお分かりであろう。
（図4）つまり、現代の医療の抱える課題解決
の重要な方策として、プライマリ・ケアを地
域で担うことのできるかかりつけ医を養成し
強化することが重要なのである。プライマ
リ・ケアの定義をここで示しているが、これ
は先ほどの5つの解決策とほとんど同じ内容
であることがお分かりいただけるであろう。
（図5）プライマリ・ケアが強化されることが

課題に対する５つの解決策 

1. 高度な検査機器や治療の追求への警鐘 
2. 患者/利用者の個別性を重視したケア 
3. 包括的で統合された対応 
4. ケアの継続性（外来／入院／在宅）を維持 
5. 初期治療を担う医師が常に変わらず信頼さ

れる存在であること（かかりつけ医） 

図3 

図3
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世界の医療の課題 

【医療を取り巻く３つ大きな変化】 
1. 健康の不平等の拡大 （国内、国家間） 
2. 急性期から慢性期へのケアの変化、そして        

多疾患の合併と複雑化の傾向 
3. グローバリゼーションによる健康問題の国際化 

 
【変化に直面した医療システムの課題】 
1. 専門領域の医療への偏重 
2. 機能分化に伴うケアの断片化 
3. 自由放任の医療体制のひずみ 

（WHO Report 2008 Primary Health Careより）  
図2 

図2
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与える効果は、決して抽象的なものばかりで
はない。諸外国でもプライマリ・ケアの強化
がうたわれているが、その根拠としてJohns	
Hopkins大学の故Barbara	Starfield教授ら
の研究がよく引用される。これはプライマ
リ・ケアが発達している地域・国と、未発達
の地域・国を比較した一連の研究をまとめた
ものである。
　プライマリ・ケアが発達すると、総死亡率
の低下に加えて、若年死亡率の低下が見ら
れ、慢性疾患の罹患率も低下する。更に、そ
うした客観的なデータに加えて患者満足度も
高まる。また、視点を変えて、経済力や地理
的条件などの影響を受けづらいという意味
で、ヘルスケアにより公平にアクセスできる環
境が整っており、費用対効果も良好で、医療費
全体も抑制できることが明らかになっている。
　医療政策にもエビデンスが求められるべき
時代だが、まさにプライマリ・ケアはエビデ
ンスに基づく医療政策の優等生なのである。
（図6）ここまで示した医療課題と解決策の方
向性に、国もいち早く手を打っており、その
代表と言えるのが「地域医療構想」と「地域
包括ケアシステム」である。この2つの政策の
中でかかりつけ医が働く診療所・中小病院は
地域医療の中核たる役割を期待されている。
（図7）地域医療構想は、団塊の世代が後期高
齢者へと移行する2025年を一つの目安とし
て、2次医療圏ごとに、医療需要を統計的に推
測し、必要な病床数を高度急性期、急性期、
回復期、慢性期の4機能に分けて算出する考
え方が基本となっている。ただ、決して病床
数の数あわせだけでなく、地域で求められる
医療体制を整えるために必要な施設の整備や
医療従事者の確保という側面も重視されてい
る。特に、高齢化が進む中で、「慢性期」に位
置づけられる患者の数が増加する地域も多
く、彼らについては既存の介護施設での療養
はもちろんのこと、自宅や居住型の施設での
在宅医療の提供を行うことが想定されている。
　その際に、地域でどれくらい在宅医療対応
能力があるかが、この構想を実現するための
大切なポイントであることはいうまでもない。

国の医療政策の方向性 

地域医療構想 地域包括ケア
システム 

診療所・中小病院が地域医療の中核に 
図6 

図6

良く発達した 
プライマリ・ケア
と関連するエビ
デンスは？ 

reduced overall 
mortality 

総死亡の減少 

reduced premature 
mortality 

若年死亡の減少 

improved chronic 
disease morbidity 

慢性疾患罹病の改善 

increased patient 
satisfaction 

患者満足の増加 

greater equity of 
access to health 

care 
ヘルスケアへのよ
り公平なアクセス 

better 
cost-effectiveness 

より良い費用対効果 

lower overall cost 
 as % of GDP 

より少ない総費用 
（GDPの％として） 

R.Neighbour  
PC連合学会・福岡学術大会 
シンポジウムスライドより 
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地域医療構想と在宅医療 

• 2025年の医療需要と病床の必要量 
– 高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４機能 
– 都道府県内の２次医療圏域を単位 

• 目指すべき医療体制を整えるための施策 
– 医療施設の整備と医療従事者の確保・教育 

 

• 「慢性期」は在宅医療と介護施設で構築！ 
– 地域毎に在宅医療の必要量を検討 

図7 

図7
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（図8）また、そうした慢性期にある患者も含
む多くの高齢者を地域コミュニティーで支え
ていくための仕組みが、この地域包括ケアシ
ステムとなる。つまり、地域医療構想と地域
包括ケアシステムは相補的な役割を果たして
いる。
　地域包括ケアシステムは地域医療構想と同
じく2025年を目標に重度な要介護状態となっ
ても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人
生の最後まで続けることができるよう、住ま
い・医療・介護・予防・生活支援が一体的に
提供されることを目指す枠組みである。その
中で医療の主体を担うのは地域の診療所であ
り、そこでは、いわゆる「かかりつけ医機能」
を発揮して、外来・在宅医療が提供されるこ
とが想定されている。
（図9）ここまでは、日本の医療制度の改革の
流れで在宅医療の必要性が高まっていること
を説明してきた。では、当の国民の在宅医療
へのニーズはどのような状況なのであろうか。
　従来実施されてきた高齢者の健康に関する
意識調査では、終末期の療養場所については
60%以上の国民が「自宅で療養したい」と回
答し、要介護状態になっても自宅や子供・親
族の家での介護を希望する人が4割を超えて
いた。また、平成26年に実施された厚生労働
省の終末期医療に関する意識調査では、「終
末期」のイメージをより具体化するために5
つのケースに分けて回答を求めたが、生活機
能も保たれて症状が少ないほど居宅希望が多
く、生活機能が落ちて症状も強ければ施設あ
るいは医療機関での療養を求める傾向が見ら
れた。特に、ケース2と３は同様の質問に応え
た医療職からは居宅との回答が5割程度であ
り、国民との意識の差が大きいことが明らか
になった。
　住み慣れた環境でなるべく療養を続けたい
国民のニーズ、そして、希望する方には自宅
や施設での看取りが選択肢になるように在宅
医療を整備すべきことが、こうしたデータか
らはいえるであろう。

在宅医療の国民ニーズ 

厚労省 終末期医療に関する意識調査（H26.3） 図9 

図9

地域包括ケアシステムと在宅医療 

地域の診療所が身近な健
康問題に対応する「かかり
つけ医機能」を発揮して、
外来医療・在宅医療を担
い、日常生活圏域で医療・
介護・福祉がある程度完
結することを大前提とした
制度設計 

出典：平成２５年３月 地域包括
ケア研究会報告書より 

図8 

図8
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（図10）ここから、在宅医療の具体的内容の解
説に移る。
　在宅医療提供のポイントとしては、外来診
療で診ていた患者が自然と在宅医療に移行す
るという継続的な診療の在り方であること、
そして、そこでは患者の様々な健康問題に広
く対応する事が求められること、最後に、主
治医のみならず多くの地域の多職種の仲間や
医療・介護施設と連携をとりながら地域全体
でネットワークを構築しながら在宅患者を診
ていくということの３点が挙げられる。
（図11）では、在宅医療の対象者はどのような
方になるのであろうか。実は、非常にシンプ
ルで、通院困難な患者は全て対象となると考
えて良い。保険診療上は、「1人では通院困難
で、付添人が定期的に外来に連れてくるには
相当の努力や代償が必要であること」と表現
されているが同じ意味である。特に、認知症
の患者は歩行機能は良いが、BPSDによって通
院が影響を受けたり、逆に通院によって精神
的に不安定になる方もいるので、配慮が必要
である。
　主たる基礎疾患は、高齢化に伴って増加す
る脳血管障害後遺症や認知症、老人性の運動
器疾患、関節リウマチ、慢性呼吸不全／心不
全／腎不全、そして老衰があがるが、比較的
若年でも多いのは神経難病や悪性腫瘍末期で
あろう。
（図12）これは、在宅医療の流れを示したスラ
イドである。
　午前中はもっぱら外来診療に従事。昼食
後、看護師や同僚医師と共に在宅患者に関す
る情報交換を実施。その後、午後に訪問診療
車両で患者宅に向かい、自宅のベッドサイド
で問診と診察を提供する。おおよそ、1日に３
～6名程度の患者の診察にあたる。

在宅医療 
外来診療からつながる継続診療として 

様々な健康問題に対応し 

地域の多職種及び医療・介護施設との
ネットワークを形成 

図10 

図10

在宅医療の対象者 

訪問診療の対象 
• 通院困難な患者 
• 保険診療の対象としては

「１人では通院困難で、付
添人が定期的に外来に連
れてくるには相当の努力や
代償が必要であること」が
了解できればよい 

主たる基礎疾患 
• 脳血管障害後遺症 
• 認知症 
• 老人性運動器疾患及び関

節リウマチ 
• 慢性呼吸不全 
• 慢性心不全・腎不全 
• 老衰 
• 神経難病 
• 悪性腫瘍末期 
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（図13）診療行為としては、問診・診察に加え
て基本的な血液検査・尿検査、更に内服・外
用治療は当然提供できるわけだが、自宅でも
心電図検査、エコー検査を実施することも可
能である。いずれについても、近年は小型で
携帯性がよく、画像の質もかなり高い機器の
開発がめざましく、診療に大きく寄与してい
る。また、治療は末梢点滴と中心静脈管理に
加えて経管栄養管理も可能である。尿道留置
カテーテルについても定期交換を自宅で実施
することができる。更に、慢性呼吸不全患者
への在宅酸素療法やALSなどの神経難病に対
する人工呼吸器管理を実施することも可能で
ある。これらの処置や機器管理には訪問看護
との密接な連携が欠かせない。
（図14）実際の患者が在宅酸素療法を受けて
いる様子と、人工呼吸器を利用している様子
である。外出時には携帯酸素の利用も可能で
ある。人工呼吸器は専門業者の定期的なメン
テナンスも提供される。
（図15）この患者は３0代の男性だが、10代の時
に事故で低酸素脳症となり、脳機能障害に
よって寝たきりになった方である。母親が10
年以上にわたって献身的に介護を提供し続け
ている。写真にあるように、エアマットに
よって褥瘡予防すると共に、誤嚥防止のため
の気管切開による喀痰吸引、更には胃ろうに
よる経管栄養療法が提供されている。月2回
の訪問診療に加えて、週1回の訪問看護によ
る介護のサポート、そして母親が不在時の訪
問介護サービス、更にはデイケアやショート
ステイで外出の機会もあり、廃用の予防と介
護負担の軽減に役立っている。在宅療養とし
ては比較的重度の患者と考えてよいだろう。

 
問診及び診察 
検査 
血液検査・尿検査 
心電図(携帯型) 
エコー検査(携帯型) 

治療 
内服治療(モルヒネ製剤含む) 
外用治療(湿布、創傷被覆材、褥創治療) 
点滴治療、中心静脈栄養管理 
経管(経鼻、胃瘻、腸瘻)栄養管理 
尿道留置カテーテル(膀胱瘻、腎瘻)管理 
在宅酸素療法、人工呼吸器管理 

 

在宅医療における医療行為 
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在宅酸素と人工呼吸器 
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図14

症例１ 
30代男性 
10代の時に、事故で

低酸素脳症となり、脳
機能障害が出現して
寝たきりに 
母親が10年以上献身
的に介護を継続 
訪問診療と訪問看護、
訪問介護、デイケア、
ショートステイを活用
しながらケアを継続 
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⒉　多職種連携について
（図17）こうした在宅患者のケアは、基本的に
慢性期医療が中心であり、疾患を根治する医
療よりも生活機能を維持する医療が主体とな
る。その際に重要なのは、多職種の連携であ
る。
　訪問看護師は、医師と共に各種検査や治療
を提供すると同時に、療養にあたっての家族
の疑問や不安に丁寧に対応する。また、夜間
や時間外にも対応可能な訪問看護師との連携
がある場合は、最初に患者や家族の訴えに対
応するのは多くの場合訪問看護師であり、
様々な訴えをスクリーニングする役割も持っ
ている。在宅医にとっては欠かせないパート
ナーである。
　訪問リハビリは、患者宅で生活機能を維
持・向上させるためのリハビリを提供し、在
宅生活の継続をサポートする。
　訪問薬剤師は、患者宅に薬剤を届けると同
時に訪問薬剤指導という形で、患者宅の残薬
の確認や内服状況の把握を行い、薬剤使用へ
のアドバイスの提供と同時に主治医に様々な
情報をフィードバックする。
　訪問歯科では、歯科医は齲歯や義歯の調整
など、口腔機能を維持するのに欠かせない処
置を提供し、歯科衛生士は口腔の衛生保持の
ためのアドバイスを提供する。
　ケアマネジャーは、患者の介護サービスを
統括しており、まさにキーパーソンである。
ケアマネジャーのケアプランに基づき、ヘル
パーが訪問介護を提供して家事をサポートす
る。更にデイサービスやデイケアを活用する
ことで、その間に、家族は患者の介護以外の
家事や用務をこなすことができる。
　このように、実に多くの職種や施設が連携
することで、1人の患者と家族の在宅療養が
継続可能となるのである。在宅医療が生活に
密着した医療であることがお分かりいただけ
るであろう。

（図16）次は、90代女性で大腿骨頚部骨折後の
下肢の廃用による寝たきり状態の方である。
認知症も徐々に進んでいるが、BPSDも少なく
比較的穏やかに過ごされている。娘が排便や
保清、着替えなどのサポートを提供してお
り、機能は中程度低下した患者といえる。
　更に、80代の男性で脳梗塞後の右片麻痺に
伴う歩行障害がある方である。かつては外来
に通っていたが、転倒を繰り返す中で通院に
支障があり、訪問診療導入となった。先の2例
と比べると比較的軽症の患者であるが、いわ
ゆる老老介護の体制であり、配偶者の健康状
態への配慮が欠かせない。

症例２ 
90代女性 
大腿骨頚部骨折後の
下肢の廃用による寝
たきり 

症例３ 
80代男性 
脳梗塞後の右片麻痺
に伴う歩行障害 
老老介護 
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　診療情報については、指示書と情報交
換が挙げられるが、訪問看護師、リハビ
リのセラピスト、訪問薬剤師など各専門
職毎に指示書の作成が必須となる。もっ
ぱら、患者の身体状態や治療状況につい
ての最新情報を提供することとなるが、
医師の立場から各職種に求めるべきケア
内容の記載も必要となり、何を指示する
べきか悩むこともあるかもしれない。慣
れないうちは、ケアを提供する担当とな
る専門職とも相談し、どのような形で指
示を出すべきか相談してもよい。慣れて
くれば各職種の役割を深く理解した上で
適切な指示を出しやすくなる。
　また、診療情報については、定型的な
指示書と異なり、医師が訪問診療を実施
後に情報提供することとなるが、特に訪
問看護師については患者の容態が変化し
た際には速やかに連絡することが重要で
ある。患者の連絡を最初に受けることが
多い訪問看護師が患者の状況をいち早く
理解することで、医師と一体感のあるケ
アを提供することが可能となり、患者・
家族の安心感は高まる。連絡方法につい
ては、前もって訪問看護師と共有するこ
とが望ましい。文書もあるが、電話や
E-mailの方が簡便であろう。ただ、患者
情報の安全確保については十分留意いた
だきたい。
　こうした日常の情報交換に加えて、月
1回など定期的なカンファレンスを訪問
看護師やリハビリのセラピスト、更には
訪問薬剤師などと実施することもある。
中期的な患者ケアの方向性など、各職種
の疑問や不安などを受け止め、医師の立
場からアドバイスを提供することも可能
である。その際には、症例の議論を通じ
て他の職種の視点や思考法を理解できる
ことも大きなメリットであろう。

　⑵　ケアマネジャーとの連携と情報交換
（図19）また、介護情報の共有とケアにつ
いては、定型的な方法としては主治医意
見書が一般的であろう。患者の要介護度

　⑴　日常の訪問診療での多職種スタッフと
の情報共有（指示書の作成を含む）
（図18）こうした多職種との具体的な連
携であるが、大きく診療情報の共有とケ
ア、そして介護情報の共有とケアに分け
られる。

連携②：介護情報の共有とケア 

• 主治医意見書 
– 要介護度の判断に際して重要な役割 
– 医療必要度が変化した際には都度作成を！ 

• ケアマネジャーとの患者の介護情報共有 
– ケアマネジャーから介護度と利用中の介護サー
ビスについて主治医に連絡 

– サービス担当者会議（ケアプラン作成・変更時） 
– 患者の生活状況を把握するためには大変有用な
情報であり、積極的に把握を 

 
図19 

図19

連携①：診療情報の共有とケア 

• 各種指示書 
– 訪問看護指示書、訪問リハビリテーション指示書、
訪問薬剤管理指導指示書など 

– 指示書は医療職の診療に必須！ 
• 診療情報の交換 

– 訪問看護との緊密な連携が非常に重要 
– 各職種の訪問後の報告（文書、TEL、E-mail等） 
– 定期的なケアカンファレンス（診療所等で） 

• 症例の議論を通じて他の職種の視点や思考法を理解
することが可能になる 
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の生活状況が見えてくることも少なくな
い。また、ケアプランを作成あるいは変
更する際にはサービス担当者会議が開催
される。医師は多忙であるということで
声がかからないことがほとんどである
が、在宅患者で状態に変化がある際に
は、できれば参加して欲しい。普段見え
てこなかった介護職の視点や介護サービ
スの意義などが事例を通して明らかにな
るであろう。主治医意見書を記載する際
に、介護関係者が期待している情報も自
ずから分かり、今後の主治医意見書作成
にも役立つはずだ。

　⑶　多職種による在宅ケアカンファレンス
の開催と情報共有
（図20）今まで論じた定期的な連携に加
えて、在宅患者の場合は在宅ケアカン
ファレンスを実施することもある。例え
ば、在宅医療を開始したとき、患者の病
状や介護に関する状況が大きく変化した
とき、患者の状態が悪化して在宅看取り
も視野に入れるべき状況になったときな
どが代表的である。カンファレンスは、
患者に関わる多職種はもちろん、家族や
場合によっては患者本人も参加して、現
状を評価し、問題となっている課題を解
決する方法を議論していくこととなる
が、こうした議論を通じて多職種での在
宅チームが形成されるともいえる。
　多くの場合、医療あるいは介護施設を
用いるが、時には患者宅に多職種が参集
することもある。おおむね３0分から1時
間程度の会議となるが、一定のケアの方
向性が見出された段階で、全メンバーの
役割を確認し、会議を終える。こうした
多職種会議は、多職種連携のいわば花と
もいえる場であり、こうした会議を繰り
返す中で、在宅医療における多職種連携
の意義を心から納得できることになるの
で、多忙な診療であっても是非開催に力
を尽くしていただきたい。

の判定に用いられると同時に、医療的な
角度から患者に提供する介護サービスを
検討する上でも一級の資料である。た
だ、患者の病状が変化した際は都度作成
することもあるが、原則的に年に1回の
情報提供であり、これだけで十分とはい
えない。
　ケアマネジャーが要介護度や現在利用
中の介護サービスについての情報提供を
行う場合もあるが、その内容については
意識を払って欲しい。その情報から患者

在宅ケアカンファレンス 
• 開催すべきタイミング 

– 在宅医療を開始したとき 
– 患者の病状や介護状況が大きく変化したとき 
– 在宅看取りが必要になったとき 

• 目的 
– 患者に関わる多職種が一堂に会して、現状評価と課
題解決に取り組み、多職種での在宅チームを構築す
る 

• 実施 
– 医療・介護施設あるいは患者宅で１時間程度 
– 全メンバーの役割を明確化して会議を終了 
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（図21）こうした多職種連携を1人1人の
患者のケアを通じて展開する中で、地域
の中で多職種連携がどのように運用され
ているか、また、そこにどのような課題
があるかが浮き彫りなってくるであろ
う。年月を重ねる中で、こうした課題を
単一の医療機関で解決することができな
いことも自ずと明らかになる。
　そうした際、是非専門職同士の垣根を
越えた在宅医療の情報交換や研修を行う
場に積極的に参加いただきたい。多くの
地域で、「在宅ケア連絡会」「在宅医療・　
多職種連携協議会」のような名称で在宅
医療に関わる多職種が参加する研修会や
勉強会が行われている。医師の参加は少
ないのでやや出席しにくいかもしれない
が、ほとんどの組織で医師の参加は非常
に歓迎される。例えば、医師としての医
療的見解があれば、より事例や症例の検
討に深さが出ることも少なくないのであ
る。
　こうした会は行政や医師会、場合に
よっては地域の在宅医療の中核を担う在
宅療養支援診療所が主宰していることが
多い。内容はおおむね事例検討と教育講
演が多く、参加するメンバー同士での顔
の見える関係が広がることも大変重要で
ある。顔見知りになることで、訪問看護、
リハビリ、薬剤管理などを気軽に頼みや
すくなり、連携は充実する。
　医師1人で抱え込まず、多くの専門職
の力を借りることで、在宅医療がずっと
現実的で持続可能なものとなる。

地域全体での多職種連携 

• 専門職同士の連携の広がり 
– 個別の患者ケアから見えてくる地域の連携体制
の課題の抽出と解決 

– 職種の垣根を越えた在宅医療の情報交換や研
修を行う場 
• 主体は、行政や医師会、在支診など多様 
• 事例検討と教育講演など 
• 顔の見える関係が広がることで、連携はより容易に 
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⒊　病診連携について
かかりつけ医が経験すること
（図22）在宅医療が開始されるときに
は、二つのパターンがある。第一は、
「入院治療中に新たに在宅医療の医師
を探して開始される場合」である。も
う一つは、「（入院治療を経るか経ない
かに関わらず）かかりつけ医が診療し
ていた患者が通院不能となったとき」
である。後者の在宅医療の開始は、か
かりつけ医の本領を発揮する場でもあ
る。
（図23）真剣に診療を務めた「かかりつ
け医」には、必然的に「最期まで先生
に診てもらいたい」という患者が出現
する。患者は、「信頼する医師」がいれ
ば、その医師に最期の脈までをとって
もらいたいと考えるのは当然である。
また、そこまで患者に信頼されること
は、臨床家として最大の名誉であろう。
　患者は、次第にADL（Activities	of	
Daily	Living）が低下して通院困難に
なっても、可能であれば、なお、その
医師にかかりたいと考えるであろう。
その患者の期待に「かかりつけ医の在
宅医療」は応えるものである。この場
合、在宅医療は、「かかりつけ医」の活
動の延長線上にある。そして、その先
にある「在宅での看取り」は、かかり
つけ医と患者との信頼蓄積の最終像と
もいえる。「かかりつけ医との信頼関
係」を基盤に、患者は、自宅で安心し
て最期まで療養可能となる。

図23 

かかりつけ医と在宅医療① 
 

患者は、「最期まで先生(自分の選んだ主治医)
に診てもらいたい」という希望を持つことが多い 
 

在宅医療は、「かかりつけ医」の活動の延長線
上にある 
 

「かかりつけ医との信頼関係」を基盤に、患者
は、自宅で安心して最期まで療養可能となる 

 

図23

かかりつけ医が経験すること 
   親身になって診療を行なう「かかりつけ医」は、５年
後、１０年後には、次のような相談に、遭遇するであ
ろう。 

 
  「先生、うちの母ですが、足腰が立たなくなり通院が
困難になりましたが、『ずっと先生に診てもらいたい、
他の先生はいやだ』と言います。お暇なときでいいで
すので、往診で診て頂けないでしょうか」          

                       のような例である。 
 
   真剣に診療を務めた「かかりつけ医」は、必然的に、
在宅医療に参入する機会を経験する。 

  図22 

図22
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　⑴　在宅医療の導入目的の病棟カンファレ
ンスへの参加と情報収集
（図24）退院予定患者に対する個別事例
検討会議を「退院時（前）カンファレン
ス」と呼ぶ。このカンファレンスは、通
常、「退院後に在宅療養する患者」に対し
て、退院前に病院で行われる。（つまり、
外来通院可能な患者に対しては行われ
ず、一般に、在宅医療に導入されるよう
なADLの低下した患者、高度に衰弱した
患者などに対して行われる。）　退院時カ
ンファレンスは、病院側から見れば「円
滑に退院してもらう」、在宅医療側から
見れば「円滑に在宅療養が始動する」た
めに行うものである。
　病院で開催されるため、在宅医療のス
タッフは出席にあたり、病院まで出向く
必要がある。このため、在宅医療スタッ
フには比較的高額の診療報酬が設定され
ている（図25）。
カンファレンスの意義
　この会議の第一の目的は、病院ス
タッフと在宅スタッフが医療情報を交
換することである。在宅医は直接的に
病院スタッフから患者情報を入手でき
る。また、相互の事情のすり合わせを
することで、円滑な退院、円滑な在宅
療養移行につながる。退院日の決定を
したり、退院時に処方してもらう薬物
や輸液製剤の内容や日数なども打ち合
わせることができる。
　第二の目的は、退院後に「どのよう
な在宅ケアを導入するか」を決定する
ことである。これは人的なサービスの
みならず、様々な経済支援を含めた福
祉サービスを導入することでもある。
かかりつけ医を含め、在宅スタッフ側
の意見を交えて、「円滑に在宅療養が
始動」できるような退院直後のケアプ
ランを策定したい。
　この会議の第三の目的は、患者や家
族が、事前に在宅スタッフと対話でき
ることである。在宅スタッフとの対話

退院時共同指導料１ 
 １ 在宅療養支援診療所（地域における退院後の患者に対する
在宅療養の提供に主た る責任を有する診療所であって、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい るものとして地
方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同
じ。） の場合                      
                                 1,500点 
 ２ １以外の場合                        900点 

 
• 注 
 １ 保険医療機関に入院中の患者について、地域において当
該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又
は当該保険医の指示を受けた看護師等が、当該患者が入院し
ている保険医療機関に赴いて、患者の同意を得て、退院後の
在宅 での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療
機関の保険医又は看護師等 と共同して行った上で、文書によ
り情報提供した場合に、当該入院中１回に限り、地域において
当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関において
算定する。(後略) 
 

図25 

図25

退院時(前)カンファレンス 
 退院を予定する患者に対する事例検討会議。通常、退院後に
在宅療養する患者に対して行われる。円滑な退院、円滑な在宅
療養始動を目指す。 
 
病院スタッフと在宅スタッフが医療情報を交換したり、相互の

事情のすり合わせができる。 
在宅スタッフの意見を含めて「退院直後のケアの内容」を決定

できる。 
患者や家族が、退院前に在宅スタッフと対話できる。在宅ス

タッフとの対話で、患者や家族が「自宅での療養生活」のイ
メージを、明確に想定できる。 

かかりつけ医は、自分の患者を「場所を問わず診る医師」とも
いえる。通える方は外来で、通えない方は訪問診療で、入院し
ている方には病棟へ赴いて診ることで、真の継続診療が成し
遂げられる。 図24 

図24
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で、患者や家族が「自宅での療養生活」
のイメージを、明確に想定できる。そ
して、在宅療養に対する不安を大きく
軽減することができる。とりわけ、「か
かりつけ医」がカンファレンスに参加
するとき、患者や家族の喜びもひとし
おであろう。かかりつけ医は、自分の
患者を「場所を問わず診る医師」とも
いえる（プライマリ・ ケアの「継続
性」）。通える方は外来で、通えない方
は訪問診療で、入院している方には病
棟へ赴いて診ることで、真の継続診療
が成し遂げられる。

カンファレンス開催の技術的課題
（図26）在宅医療側は看護師の出席で
もよいが、医師が出席することの意義
は大きい。かかりつけ医が出席する
と、病院医師は高い確率で出席する。
　一方、「かかりつけ医が出席できる
時間帯にカンファレンスが設定されな
い」という事情を聞くことがある。こ
の点に関しては、病院の事情が許す限
り、「かかりつけ医が出席できる時間
帯にカンファレンスを開催してもら
う」ことが望まれる。カンファレンス
は、病院と打ち合わせ、「かかりつけ医
の休診日や、かかりつけ医が外来診療
を行っていない時間帯」に設定するこ
とが望ましい。

病院看護師等の退院後訪問指導
（図27）平成28年度診療報酬改定にお
いて「病床を持つ医療機関の看護師等
が退院後に訪問指導する」ことに報酬
が新設された。これにより、患者や家
族は病院で指導してもらったことを改
めて自宅で復習できる。また、病院の
看護師は退院指導が自宅空間でどれだ
けうまくいっているかを確認でき、在
宅療養に関する理解を深めることがで
きる。

 退院後訪問指導料 580点 (新設) 
注１  
 当該保険医療機関が、保険医療機関を退院した別に厚生労
働大臣が定める状態の患者の地域における円滑な在宅療養
への移行及び在宅療養の継続のため、患家等を訪問し、当該
患者又はその家族等に対して、在宅での療養上の指導を行っ
た場合に、当該患者が退院した日から起算して１月以内の期
間（退院日を除く。）に限り、５回を限度として算定する。 
 
注２  
 在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機
関の看護師等と同行し、必要な指導を行った場合には、訪問
看護同行加算として、退院後１回に限り、20点を所定点数に加
算する。 
 
注３  
 注１及び注２に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担と
する。 図27 

図27

退院時(前)カンファレンス 

カンファレンスは、病院と打ち合わせ、「かかりつけ医の

休診日や、かかりつけ医が外来診療を行っていない時間

帯」に設定することが望ましい。 
 

在宅医療側は看護師の出席でもよいが、医師が出席す

ることの意義は大きい。かかりつけ医が出席すると、病院

医師は高い確率で出席する。 
 

在宅療養を知る医療スタッフと話すことで、「自宅での療

養生活」が可能なことがより具体的に理解され、患者・家

族は大きく不安が軽減する。 
 

 
 

図26 

図26
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　⑵　患者急変時における急性期病院との連
携
適時に急性期病院と連携する必要性
（図28）かかりつけ医の役割は、「かか
りつけ患者に対して適時に適切な医療
を提供する」ことである。従って、病
院での治療を全く望まない一部の在宅
患者を除き、その診療は、在宅医療の
みでは完結できない。その意味で、病
院連携は不可欠である。
　在宅で療養する患者の急性増悪は感
染症などが多いが、大抵の場合、中等
症までは在宅医療で対応可能なことが
多い。しかし、（病院治療を望まない
方、緩和医療を受けている方などを除
き）重症者や精査を要する患者は入院
が望ましい。従って、「24時間にわたり
重症者を入院させてくれる連携病院」
を持つ必要がある。

急性期病院連携の実際
（図29）在宅医療でも頻回に遭遇する、
肺炎などの感染症、骨折などの外傷、
脳血管障害などの発症では、特に急性
期病院連携が有益である。
　かかりつけ医は、日常的に、医師会
などで病院医師と「顔の見える関係」
を構築しておくことが望まれる。その
ような関係性を基盤に入院依頼を円滑
に行える。また、「地域連携ITシステ
ム」がある場合、紹介状作成などを省
略したり、簡便化できることがある。
　「地域包括ケア病棟」を持つ病院、
「在宅療養支援病院」など、在宅医療と
の円滑な連携を行う病院も増えてい
る。また、地域によっては医師会など
で病院との連携を構築している場合も
多い。かかりつけ医としては、病院と
の連携を（急性疾患患者発生前に）、あ
らかじめ開始しておきたいものである。

図28 

急性期病院連携 
 
病院での治療を全く望まない一部の在宅患者を除
き、在宅医療のみでは完結できない。病院連携は常
に不可欠である。 
 

急性増悪のうち、中等症までは在宅医療で対応可
能なことが多い。（病院治療を望まない方を除き）重
症者や精査を要する患者は、入院が望ましい。 
 

 「２４時間にわたり重症者を入院させてくれる連携
病院」を持つ必要性。 

図28

図29 

急性期病院連携 
在宅医療でも頻回に遭遇する、肺炎などの感染症、骨

折などの外傷、脳血管障害などの発症では、特に急性

期病院連携が有益である。 

日常的に、医師会などで病院の医師と「顔の見える関

係」を構築しておくと、入院依頼を円滑に行える。 

地域連携ITシステムがある場合、紹介状作成などを省

略したり、簡便化できる。 

地域包括ケア病棟を持つ病院、在宅療養支援病院など、

在宅医療との円滑な連携を行う病院も増えている。連携

を(急性疾患患者発生前に)あらかじめ開始しておきたい。 

図29
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大部分のレスパイトは、「短期入所生
活介護（介護施設等へのショートステ
イ）」として、ケアマネジャーを介して
行われる。この場合でも、必要に応じ、
ショートステイを受け入れる施設に、
かかりつけ医が情報提供したり、指導
をすることは有意義である。
　一方、医療依存度の高い患者の場
合、介護施設で受け入れは困難であ
る。そのため、「病床を持つ医療施設」
への短期入院、あるいは、「介護老人保
健施設」への短期入所療養介護（医療
施設へのショートステイ）を行う必要
がある。かかりつけ医は、もちろん、
これらの施設に診療情報提供を行うこ
とが望ましいことはいうまでもない。

レスパイト入院の実際
（図31）病院に依頼する場合は、「検査
入院」などとしてそれを実施すること
になる。
　この検査入院は有意義である。とい
うのも、在宅医療現場では、（血液検査
や細菌培養検査など以外）機器を用い
る検査が困難なため、年1回程度、入院
施設で検査を行うことは意義が大きい
のである。とりわけ、在宅医療現場で
は、常時喀痰のある患者、体温が高く
なりがちな患者は実に多いが、結核を
疑うことは容易ではない。従って、結
核の否定も兼ね、胸部X線検査の実施
は行なっておきたい。
　家族介護軽減のための入院・入所
は、長期間は望ましくない。長期の入
院・入所で、「患者の自宅での居場所の
喪失」「患者がいない状態での家族力
動の固定化」が生じる可能性があるた
めである。特別な理由がない限り、レ
スパイト入院・入所は、長くても二週
間程度を限度としたほうがよい。

　⑶　介護負担軽減を目的とした短期入院・
入所に関する病院等との連携
介護負担軽減を目的とした短期入院・入
所
（図30）家族介護負担軽減のための入
院・入所は「レスパイト」と呼ばれる。

図31 

介護負担軽減目的の入院・入所 
病院に依頼する場合は、検査入院などとして実施する。 
在宅医療では、(血液検査や細菌培養検査など以外)
機器を用いる検査が困難なため、年１回程度、入院施

設で検査を行うことは意義が大きい。特に、結核の否

定も兼ね、胸部X線は有意義である。 
家族介護軽減のための入院・入所は長期間は望ましく

ない。特別な理由がない限り、長くても二週間程度を限

度としたほうがよい。長期の入院・入所で、「患者の自

宅での居場所の喪失」「患者がいない状態での家族力

動の固定化」が生じる可能性がある。 
 

 

図31

介護負担軽減目的の入院・入所 

家族介護負担軽減のための入院・入所は「レスパイ
ト」と呼ばれる。 
 

大部分のレスパイトは、短期入所生活介護(介護施
設へのショートステイ)として、ケアマネジャーを介し
て行われる。 
 

医療依存度の高い患者の場合、介護施設で受け入
れ困難なため、病床を持つ医療施設への短期入院、
介護老人保健施設への短期入所療養介護(医療施
設へのショートステイ)を行う必要がある。 

 
 図30 

図30
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⒋　在宅診療実践のための取り組みの工夫
　⑴　外来診療と在宅診療のバランスと時間
設定（図32）
かかりつけ医と在宅医療
（図33）「かかりつけ患者」が最も長期
間受療するのが「外来」である。その
意味で、一生にかかわる健康管理を担
当する「かかりつけ医」は、「外来診療
において、最も力を発揮する」ことは
いうまでもない。
　一方、真剣に外来を行なえば行うほ
ど、ADL	（Activities 	 of 	 Daily	
Living）	が低下してからもかかりたい
患者が出現する。外来診療を中心に活
動を開始した「かかりつけ医」は、そ
の後、在宅医療を行なう時間を捻出す
る必要に迫られるであろう。

外来と在宅の時間配分
（図34）医師の行う在宅医療の基本構
造は「①定期的な診療（訪問診療）、②
24時間対応」から構成される。
　それゆえ、まずは、「定期的な訪問を
行う時間帯」を確保することになる。
かかりつけ医が「訪問診療」の時間を
確保する方法には、「①午前外来の後、
午後に訪問診療の時間帯を設定、②午
前と夕刻の診療の間の時間帯に訪問診
療を設定」などの方法がある。在宅患
者が少数であれば、訪問診療を行う時
間帯の設定は週に1～2回程度でもさし
つかえない。

図34 

外来と在宅の時間配分 
医師の行う在宅医療の基本構造は 
  ①定期的な診療(訪問診療) 
  ②２４時間対応            から構成される 

 
かかりつけ医が「訪問診療」の時間を確保する方法に 
  ①午前外来の後、午後に訪問診療の時間帯を設定 
  ②午前と夕刻の診療の間の時間帯に訪問診療を設定 
     などの方法がある。 
 
在宅患者が少数であれば、訪問診療を行う時間帯の設定

は週に１～２回程度でもよい。 
 

図34

４．在宅診療実践のための 
            取り組みの工夫 
 
（１）外来診療と在宅診療のバランスと時間設定 
 
 

図32 

図32

図33 

かかりつけ医と在宅医療② 
「かかりつけ患者」が最も長期間受療するのが「外

来」である。その意味で、一生にかかわる健康管理

を担当する「かかりつけ医」は、「外来診療において、

最も力を発揮する」ことはいうまでもない。 
一方、真剣に外来を行なえば行うほど、ADLが低下

してからもかかりたい患者が出現する。「最期の脈を

取ってほしいと望む患者」も出現するであろう。 
外来診療を中心に活動を開始した「かかりつけ医」

は、在宅医療を行なう時間を捻出する必要に迫られ

る。 
 

図33
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は、「夜間は特に用がないので呼び出
されるのは苦ではないが、昼間に何か
やっている最中に呼び出されるのは苦
しい」という医師は珍しくない。
　これらへの対応は「①看護師との連
携（24時間の訪問看護ステーション）、
②医師同士の連携、③急性期病院との
連携」で対応することになる。

24時間対応における日中の医学管理の重
要性
（図36）ここで、24時間対応において、
日中の医学管理が重要であることを述
べておきたい。つまり、夜間の対応は
日中の管理と不可分である。医師の仕
事のかなりの部分は「患者の経過を予
測」することである。日中の診療で、
夜間に起こりうることを予測し、「予
測に応じた治療」や、「起こりうること
の説明」、「使用するかもしれない頓用
薬の処方」などを行うことで、日中の
うちに、かなりの対応を終えてしまう
のである。
　また、在宅医療導入直後や、がん末
期の場合には、（計画的に）頻回に医師
や看護師が訪問し、疑問や問題点を吸
収していくのもよい方法である。ま
た、自分の診療が終わった後に、気に
なる患者の家に寄ってから自宅に帰
る、という方法を取る医師もある。こ
のような作業を行ったうえで、「夜間
対応を積極的に行う」と、患者や家族
に伝えることで大きな安心を与えるこ
とができる。
　そして、医師の側からすると、夜間、
「電話相談を受ける場合」にも、「臨時
往診をする場合」でも、実際には、そ
れらの大部分は予想されているもので
ある。

　⑵　夜間・休日対応のための様々な医療機
関との連携
24時間対応
（図35）24時間対応は「①医師が日中に
外来や検査・処置をしているとき」「②
夜間・休日」への対応が問題となる。
①はあまり話題にならないが、実際に

日中の医学管理が重要 
～夜間対応との密接な関係～ 

日中の診療で、夜間に起こりうることを予測し、「予測に
応じた治療」や、「起こりうることの説明」、「使用するかも
しれない頓用薬の処方」などを行う 
 

導入直後や、がん末期の場合には、(計画的に)頻回に
医師や看護師が訪問し、疑問や問題点を吸収していく 
 

この上で、「夜間対応を積極的に行う」と、患者や家族に
伝えることで大きな安心を与えることができる 
 

夜間、電話相談を受ける場合にも、臨時往診をする場
合でも、それらの大部分は予想可能である 

図36 

図36

図35 

24時間対応 
医師の行う在宅医療の基本構造は 
  ①定期的な診療(訪問診療) 
  ②２４時間対応        から構成される 
 
24時間対応は 
  ①医師が日中に外来や検査・処置をしているとき 
  ②夜間・休日          への対応が問題となる 
 
これらへの対応は 
  ①看護師との連携(２４時間の訪問看護ステーション) 
  ②医師同士の連携 
  (③急性期病院との連携)      で対応する 
 

図35



日医かかりつけ医機能研修制度 H28応用研修会　5．「かかりつけ医の在宅医療・緩和医療」5-18

夜間呼び出し回数の大まかな目安
（図37）図には、2011年7月～2012年6月
までのいらはら診療所（千葉県松戸
市）での夜間相談および訪問等のデー
タを記載した。これは、ファースト
コールは看護師（診療所看護師または
訪問看護ステーション看護師）が受け
たうえでのデータである。
（図38）あるかかりつけ医が受け持つ
在宅患者が、いらはら診療所と同じ重
症度で、その人数が３5人だと仮定する
と、「看取りでない医師往診が年間4回
（月0.３回）」必要で、「看取りのための
医師往診が年３回（月0.2～0.３回）」必
要ということになる。さらに、当該か
かりつけ医の受け持つ在宅患者がもし
３名だと仮定すると、1年間に、「看取り
ではない臨時往診が1回」、加えて「看
取りでの往診が1回」必要という計算
になる。これを「きつい」とみるか、
「きつくない」とみるかは、人によって
異なるであろう。しかし、この程度の
負担は負う必要があるということであ
る。
　すでに述べたように、実際には、そ
れらの大部分は予想されている。ま
た、「自分の診療が終わった後に、気に
なる患者の家に寄って状態の安定を見
届けてから自宅で酒を飲む」という医
師もある。このように、予測すること、
予測をより精密化することで、医師の
心理的負担を軽減できる。

看護師連携による24時間対応
（図39）「看護師連携による24時間対
応」は、有力な方法である。かかりつ
け医が、一人で活動している場合に
は、とりわけ重要な方法である。
　具体的対応としては、訪問看護ス
テーションに「ファーストコール」を
受け持ってもらう方法や、自分の医療
機関に看護師を配置し、夜間と休日の
「ファーストコール」を受け持っても
らう方法がある。実際には、自分の受

対象在宅患者数 35人の場合 
年間電話数50回（月12回） 
 
内訳  
  電話対応のみ 36回       （月3回） 
  訪問看護      6回       （月0.5回） 
  医師往診        4回       （月0.3回） 
  看取り         3回       （月0.2-0.3回） 
 

 いらはら診療所（千葉県松戸市） 
夜間帯の電話相談 対応別集計 

からの推測 
 

図38 

図38

図39 

看護師連携による２４時間対応 
「看護師連携による２４時間対応」は、医師が
一人である場合には、有力な方法である 
 

主要な具体的対応としては、訪問看護ステー
ションに「ファーストコール」を受け持ってもらう 
 

そのためにも、スキルの高い看護師を地域で
養成することが重要な課題となる 

図39

対象在宅患者数 320-400人 
年間電話数482回（月40回） 
 
内訳  
  電話対応のみ 360回       （月30回） 
  訪問看護      57回       （月 5回） 
  医師往診        38回       （月 3回） 
  看取り         27回       （月 2回） 
 

 いらはら診療所（千葉県松戸市） 
夜間帯の電話相談 対応別集計 

(2011年7月～2012年6月) 
 

図37 

図37
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け持ち患者のすべてが、訪問看護ス
テーションからの訪問看護を受けてい
るとは限らない。現実的には、「ステー
ションの看護を受ける患者はステー
ションに」受け持ってもらい、「それ以
外の患者は自院看護師に」ファースト
コールを受け持ってもらうことになる
と思われる。そのためにも、スキルの
高い看護師を地域で養成することが重
要な課題となる。

医師同士での連携による24時間対応
（図40）医師同士の連携では、３人以上
での連携が望ましいとされる。①医師
会などでの連携、②複数医療機関連携
によるグループ診療、③院内複数医師
によるグループ診療が主要な方法であ
る。②は機能強化型在宅療養支援診療
所の連携で、非常にポピュラーな方法
となった。

急性期病院連携による24時間対応
（図41）在宅医療は急性疾患に対する
治療能力において有力な現場ではない
ため、急性疾患等の発生に対して病院
連携を行うことは重要である。一方、
「24時間対応を全面的に病院に依頼す
る」ことは、かかりつけ医としては、
好ましいあり方ではないと考えられる。
　つまり、在宅医療を受けるような
ADLの低下した高齢者では、「病院での
治療を望まない患者」もいるからであ
る。「かかりつけ医」が、医学的な判断
だけでなく、これまでの患者や家族と
の関係性を通してその価値観などを考
慮し、入院が望ましいと判断したうえ
で、病院に依頼することが好ましい。

図41 

急性期病院連携 
 

在宅医療は急性疾患に対する治療能力において有力
な現場ではないため、急性疾患等の発生に対して病院
連携を行うことは重要である。 
 

一方、「24時間対応を全面的に病院に依頼する」ことは、

かかりつけ医としては、好ましいあり方ではないと考えら
れる。 
 

 「かかりつけ医」が、医学的判断、これまでの患者や家

族の価値観を勘案し、入院が望ましいと判断したときに
限り、病院に依頼することが好ましい。 
 

 

図41

図40 

医師同士での連携 
３人以上での連携が望ましい 

 
医師会などでの連携  
   長崎県長崎市、広島県尾道市、千葉県匝瑳市などの例 
 

複数医療機関連携によるグループ診療 
   京都府京都市のチーム「ドクター5」などの例 
 

院内複数医師によるグループ診療 
   

 
 

図40
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介護施設 
 介護施設の種類は複雑であるが、次のように大まかに分類すると理
解しやすい。 
 
老人ホーム 
 「老人福祉法」(1963)で規定される。 
 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人
ホームの4つ。 
   軽費老人ホームの通称が「ケアハウス」。 
 
 「サービス付き高齢者向け住宅」 
 国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者の居住の安定確保に関
する法律」（高齢者住まい法）2011年改正でできた制度。基本的に個室、
バリアーフリーで、医療・介護との密接な連携でケアを提供する。 
 
 「老人ホーム（特別養護老人ホームを除く）」「サービス付き高齢者向

け住宅」以外は、介護保険法で定められると認識してよい。 
 

図42 

図42

⒌　居住系施設等（介護保険施設やケアハウ
ス、グループホームなど）での在宅医療
「介護施設」の大まかな理解のために
（図42）介護施設の種類は非常に複雑
であるが、次のように大まかに分類す
ると理解しやすい。
　まず、「老人ホーム」というのは「老
人福祉法」で規定されているものであ
る。老人ホームには、特別養護老人
ホーム、養護老人ホーム、軽費老人
ホーム、有料老人ホームの4つがある。
軽費老人ホームの通称が「ケアハウ
ス」である。
　「サービス付き高齢者向け住宅」は、
国土交通省・厚生労働省が所管する
「高齢者の居住の安定確保に関する法
律」（高齢者住まい法）2011年改正でで
きた制度で、基本的に個室、バリアー
フリーで、医療・介護との密接な連携
でケアを提供する建前の施設である。
　そして、「老人ホーム（特別養護老人
ホームを除く）」「サービス付き高齢者
向け住宅」以外は、介護保険法で定め
られるものと認識してよい。

「介護保険施設」と「特定施設」
（図43～47）介護保険に規定されてい
る介護施設は多数で多彩であるが、そ
の中でも特殊なものである「介護保険
施設」と「特定施設」について解説す
る。
　「介護保険施設」は、介護保険上の
「施設サービス」を提供する事業所で
ある。つまり、介護保険施設以外は、
介護保険上は、「居宅でのサービス」と
して認識される。三つしかないので
「介護保険三施設」と呼ばれる。これ
は、介護老人福祉施設（特別養護老人
ホームで介護保険の指定を受けたも
の）、介護老人保健施設、介護療養型医
療施設（療養病床のうち介護保険給付
のもの）の３つである。
介護保険で定められる施設で特殊なも
のに「特定施設」がある。特定施設は、

介護施設 
基本的性格 設置主体 医療体制 訪問診療 

 
 
特別養護老人ホーム 
（介護老人福祉施設） 

 
 
要介護高齢者のための生活
施設 

 
 
地方公共団体 
社会福祉法人 

 
 
非常勤嘱託医 
配置医師 

 
 
末期がん可能 
往診可能 

介護老人保健施設 要介護高齢者にリハビリを提
供し在宅復帰を目指す施設 

地方公共団体 
医療法人 

常勤1人以上 
100：1 

不可 

介護療養型医療施設 医療の必要な要介護高齢者
の長期療養施設 

地方公共団体 
医療法人 

常勤3以上 
48：1 

不可 

介護保険居宅系サービス 

特定施設 要介護・支援者の生活の場 営利法人中心 配置看護師 可能 

グループホーム 認知症高齢者の共同生活の
場 

営利法人中心 訪問看護と連携 可能 

ケアハウス 自治体から助成のある低所得
者も入居可能な住宅 

地方公共団体 
社会福祉法人 

なし 可能 

サービス付き高齢者向け住宅 

苛原 実 平成27年度在宅医療関連講師人材養成事業 研修会 
総論３「居住系施設等との連携」 スライド改変 

サービス付き高齢者向け住宅 居室の基準を満たし、安否確
認生活相談サービスが付いた
住宅 

営利法人中心 なし 可能 

介護保険三施設 

図43 

図43

ケアハウス（軽費老人ホーム） 
定義 低所得者でも入所できる、自治体や国の補助で入居できる施設。60歳

以上の単身者または、夫婦のどちらかが60歳以上で、身寄りがないか、
家族との同居が困難なかたが入居可能 

介護体制 特定施設以外は、ケアプランに基づく外部の介護サービスが利用できる 

医療体制 看護師が常駐している施設はほとんどない 

医療アクセス 訪問診療、訪問看護は利用可能である 

特徴 自治体から助成を受けられるため、比較的低料金で利用でき、生活相
談や入浴準備などに日常生活上必要なサービスが受けられる 

その他 軽費老人ホームにはA型、B型、C型の3種類ある、A.Bは1990年より新設
なし、C型がケアハウスにあたる 

苛原 実 平成27年度在宅医療関連講師人材養成事業 研修会 
総論３「居住系施設等との連携」 スライド改変 図44 

図44



日医かかりつけ医機能研修制度 H28応用研修会　5．「かかりつけ医の在宅医療・緩和医療」 5-21

他の法律で規定された施設が「特定施
設入居者生活介護の指定基準を満たす
ことで成立する施設」だからである。
従って、特定施設の認可を受けること
ができる施設に、軽費老人ホーム、有
料老人ホーム、サービス付き高齢者向
け住宅がある。これらは、軽費老人
ホーム、有料老人ホーム、サービス付
き高齢者向け住宅を作ったうえで、介
護保険上の特定施設たる認可を経て
「特定施設」となる。特定施設の詳細は
図に示したとおりである。

特定施設 介護保険法第8条第11号 

定員が30人以上（地域密着特定施設でない施設）の施

設で、都道府県から居宅サービスの一つである「特定施
設入居者生活介護」の事業者指定をうけたもの 
 

有料老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、サービ
ス付き高齢者向け住宅などが取得可能 
 

介護専門特定施設（要介護者に限定利用）と、混合型
特定施設に分けられる 
 

24時間切れ目のない介護サービスを受けることができ、
介護度に応じて1日の費用が決まっている 

苛原 実 平成27年度在宅医療関連講師人材養成事業 研修会 
総論３「居住系施設等との連携」 スライド改変 

図46 

図46

サービス付き高齢者向け住宅 

定義 居室の広さ（原則２５平米以上）が定められ、バリアフリー化等が施さ
れた住宅に、安否確認・生活相談サービスが付いたシニア向けの住
宅、必要に応じて食事提供、訪問介護などを受けることができる 

介護体制 ケアプランに沿って、外部からの介護サービスを受けることができる、
24時間切れ目のない介護サービスではない 

医療体制 看護師等はいない 

医療アクセス 訪問診療、訪問看護は通常の居宅と同様に提供できる 

特徴 重度介護となると、サービス付高齢者住宅での生活維持は困難となる 
施設ではなく、住宅であるという認識が必要 

その他 デイサービスやヘルパーステーション、居宅支援事業所を併設すると
ころが多い 

苛原 実 平成27年度在宅医療関連講師人材養成事業 研修会 
総論３「居住系施設等との連携」 スライド改変 図45 

図45

認知症高齢者グループホーム 
定義 障害を持ちながらも、介護を提供する人と少人数でなじみの関係を築きながら、

役割を持って地域に溶け込んで暮らす施設のこと 

介護体制 ワンユニット利用者９名まで、最低３名の介護職員がいる、ケアマネジャー配
置義務あり 
 

医療体制 看護師が常駐していることは少なく、医療行為はできないことが多い 

医療アクセス 訪問診療や往診は算定できる、急性増悪時には医療保険により訪問看護を
受けることができる 
訪問看護ステーションと連携をして、医療連携体制加算を取ることができる 

特徴 認知症高齢者グループホームは軽度認知症の方の共同生活の家として始
まったが、認知症高齢者の増加や重度化により看取りまで行うホームも出て
きている 

その他 認知症高齢者と対象とするものと、成人の主として知的・精神障害者を対象と
するグループホームがある 

苛原 実 平成27年度在宅医療関連講師人材養成事業 研修会 
総論３「居住系施設等との連携」 スライド改変 図47 
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グループホームなどでの在宅医療
　⑴　施設職員との患者情報の共有とケア方
針の決定、その対応能力の評価と連携
居宅系施設等との連携の要点
（図48）施設職員と良好な関係をつく
ることが重要である。日常の状態を把
握している看護師や介護職との意思疎
通を良好にしておきたい。特に医療職
以外の介護職員と話すときには、専門
用語を避けてわかりやすい言葉を使う
ようにする。また、施設に限らず居宅
での多職種連携と同様であるが、質問
等には丁寧に答える、怒らない、など、
に留意する。
　介護施設では、自宅と異なり、利用
者家族と面談の機会が少ない。このた
め、家族が治療経過を理解できないと
いうことがときに発生する。まずは、
初診時などに面談の機会を持つように
する。可能であれば、そのときに、急
変時の希望なども聞いておくとよい。
入院が必要なときなどの場合、電話で
家族と意思確認するのもよい。また、
機会を見つけて年に1度くらいは家族
と面談の機会を持つようにしたい。
　施設の医療・介護の方針についての
理解も必要である。看取りを行わない
という方針の施設もある。どのような
「医療処置ならば施設内で行ってもよ
い」と考えるのかも施設によってまち
まちである。また、「急変時事前指示
書」を利用者からとっているか確認し
ておきたい。

施設の力量の見極め方
（図49）まず、介護施設における看取り
経験や、医療に関する方針を確認した
い。看取りの経験のない施設では、看
取りはもとより、医療行為を行うこと
は、困難を伴うことが多い。また、痰
の吸引を介護職ができる施設かどうか
を確認したい、施設によっては処々の
医療処置ができないところもある。
　患者の状態が変化したときの電話問

居宅系施設等との連携の要点 
施設職員と良好な関係をつくる 
 専門用語を避けて、わかりやすい言葉を使う、質問等には丁寧
に答える、怒らない。 
 
家族とのコミュニケーション 
 介護施設では、自宅と異なり、利用者家族と面談の機会が少な
い。初診時などに面談の機会を持つようにすることが肝要である。
そのときに、急変時の希望なども聞いておくとよい。 
 機会を見つけて年に1度くらいは面談の機会を持つようにしたい。
入院時などの場合、電話で家族に意思確認するのもよい。 
 
施設の医療・介護に対する方針などを確認 
 施設内での看取りをしないという方針の施設もある。 
 苛原 実 平成27年度在宅医療関連講師人材養成事業 研修会 

総論３「居住系施設等との連携」 スライド改変 図48 

図48

施設の力量の見極め方 
看取り経験や方針の確認 
  急変時事前指示書を利用者からとっているかを確認したい。 
  看取りの経験のない施設では困難を伴うことが多い。 
   
医療処置 
  痰の吸引を介護職ができる施設かどうか確認。 
  施設によっては処々の医療処置ができないところもある。 

 
電話問い合わせの内容で施設の力量はわかる。 
  バイタルサインが取れ、現病歴などの把握ができていれば、 
  一定の力量があるといえる。 
 

 苛原 実 平成27年度在宅医療関連講師人材養成事業 研修会 
総論３「居住系施設等との連携」 スライド改変 図49 
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い合わせの内容で施設の力量を推し量
ることができる。連絡時に、すでにバ
イタルサインが取れており、現病歴な
どの把握ができていれば、一定の力量
があるといえる。

　⑵　看取りに伴う施設職員の心理的負担の
アセスメントとサポート提供
介護施設での看取り
（図50）「回復不能かどうか」はあくま
で医師が判断する。非がん患者の場
合、数日間の輸液や抗生剤投与で回復
し、年余にわたり生存する例もあるた
め、回復不能性は慎重に判断する。
　施設管理者が看取りに抵抗感を持つ
とき、看取りのケアは事実上不可能で
ある。施設管理者との合意が大前提と
なる。看取りを未経験でも、施設管理
者が看取りに関して理解があり、意欲
的であれば、かかりつけ医が施設を支
援していくことで、最終的に看取りを
実現できることが多い。
　看護師が存在しない施設での看取り
は、慎重に行う必要がある。看取りへ
の道程は、医療職でない施設職員に
とっては不安なものであり、当初は
「どのようなことが起こり得るか」「ど
の様に対処すればよいか」を、その都
度、相談に応じていく必要がある。
　施設職員は、当初は、「恐いので、自
分の担当時間帯には死亡してほしくな
い」と考えるが、経験を積むうちに「最
期のときは自分がそばにいてさしあげ
たい」と考えるようになることが理想
である。そのためにも、医師の「看取
りの道程への支援」が重要である。

介護施設での看取り 
「回復不能かどうか」はあくまで医師が判断する。非が

ん患者の場合、特に、回復不能性は慎重に判断する。 
施設管理者が看取りに理解を示すことが、看取りのケ

アに必要である。 
看護師が存在しない施設での看取りは慎重に行う。看

取りへの道程は、医療職以外の施設職員にとっては不

安なものである。「どのようなことが起こり得るか」「どの

様に対処すればよいか」を、その都度、相談に応じる。 
施設職員が、経験を積むうちに「最期のときは自分がそ

ばにいてさしあげたい」と考えるようになることが理想で

ある。そのためにも、医師の看取りの道程への支援が

重要である。 図50 
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い。従って、正確に診断をつける必要
がある患者や、強力な治療を行うこと
が望ましい患者に対しては、病院での
検査や治療を実施することが望ましい。
　一方、在宅医療を受ける高齢者で
は、すでに非常に虚弱した状況になっ
ていて、強力な治療には体力的に耐え
られないことも多い。また、「自宅でで
きる範囲での治療」を望む高齢者も多
いであろう。その意味では、患者・家
族の価値観、年齢などを総合して、自
宅で急性期治療を行うかどうかを決定
することになる。
　「自宅でできる範囲での治療」を望
む高齢者に対して、自宅で治療するこ
とは、水準の低い医療ではなく、患者
の価値観や身体状況にあった「適切な
治療」である。そして、その場合、高
齢者だからといって、医学的な評価を
怠ったり、治療を放棄することは必ず
しも適切ではない。急性疾患などで食
欲が低下しても、「数日の輸液等の治
療で、その後年余にわたり生存する」
ことも稀ではない。その意味で、「強力
な治療」はしないにしても、「年齢や身
体状況相応の治療」は実施すべきであ
る。
　一般に、感染症などの場合、中等症
までの感染症治療などは自宅ででき
る。外傷、骨折などの治療は病院で行
うほうがよい場合も多い。かかりつけ
医が、患者や家族の意図を汲みつつ、
その都度、患者に応じた最適の治療を
選ぶようにしたい。また、自宅で輸液
等を行う場合、輸液中の管理や針の抜
去をどうするか、などの技術的問題が
ある。
　そして、しっかりしたかかりつけ医
が在宅医療を行なっている患者の場
合、病院医師は安心して入院を受け入
れることができる。それは、そのよう
な患者では、退院支援が容易であるた
めである。

急性期医療と慢性期のケア
在宅医療における急性期医療
（図51）在宅医療現場は、病院と比較し
て検査や治療において、かなりの制約
がある。その意味で、急性期医療に対
しては、必ずしも適切な現場ではな

在宅医療における急性期医療 
在宅医療現場は、急性期医療に対して、必ずしも適切な

現場ではない。患者・家族の価値観、年齢などを総合し
て、自宅で急性期治療を行うかどうかを決定する。 

心電図検査、エックス線撮影、超音波検査を行うことが
可能であるが、無理に自宅で行う必要はない。 

一般に、中等症までの感染症治療などは自宅で行うこと
ができる。外傷、骨折などの治療は病院で行うほうがよ
い場合も多い。 

自宅で輸液等を行う場合、輸液中の管理、針の抜去をど
うするか、などの技術的問題がある。 

しっかりしたかかりつけ医が在宅医療を行なっている場
合、病院医師は安心して入院を受け入れられる。 

図51 
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在宅医療における急性期医療の実際
（図52）在宅医療で最も多い病状変化
は、発熱である。発熱に対しては、白
血球数、炎症反応を含め、血液検査は
有力な検査手段である。
　また、尿検査、細菌培養検査(尿、
痰、膿、血液)、感染症迅速検査(イン
フルエンザウイルス、ノロウイルス、
溶連菌、レジオネラなど)、クロストリ
ジウム・ディフィシル抗原検査(便)
なども、容易に可能である。その他、
心電図検査、エックス線撮影、超音波
検査等が自宅でも可能であるが、無理
に自宅で行う必要はない。
　自宅で感染症等の治療を行う場合、
輸液(静脈・皮下)や抗生剤等の投与
は比較的容易に可能である。

在宅医療における慢性期医療
（図53）非がん患者において、在宅医療
は基本的に慢性期医療の場である。
　訪問診療(定期往診)を通じて、病
状に関する情報をしっかり蓄積するこ
とにより、病状変化時に適切に対応で
きる。また、慢性期医療においては、
介護者の負担を鑑み、適切に支援する
ことが在宅療養継続の秘訣である。
　また、定期的な血液検査を在宅医療
でも行う。それにより、栄養状態およ
び諸臓器機能の把握、脂質、血糖値
(BS,HbA1c)、電解質(Na,	Cl,	K,	Ca,	Mg,	
Al,	Zn)	の把握、血算の把握、ワルファ
リンや抗けいれん薬等の薬理量評価、
腫瘍マーカー値の把握を行う。
　自宅でも、心電図検査、エックス線
撮影、超音波検査等が可能であるが、
これらについては、病院等と連携して
行うのもよい方法である。

在宅医療における急性期医療 
在宅医療で最も多い病状変化は発熱である。 
血液検査は自宅で容易に行なえ、情報量が多い。 
尿検査、細菌培養検査(尿、痰、膿、血液)、感染症

迅速検査(インフルエンザウイルス、ノロウイルス、

溶連菌、レジオネラなど)、クロストリジウム・ディフィ

シル抗原検査(便)なども、容易に可能である。 
心電図検査、エックス線撮影、超音波検査等が可

能であるが、無理に自宅で行う必要はない。 
自宅で輸液(静脈・皮下)や抗生剤等の投与は比較

的容易である。 
図52 
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在宅医療における慢性期医療 
 非がん患者においては在宅医療は基本的には慢性期

医療の場である。 
 訪問診療(定期往診)を通じて、病状に関する情報を蓄

積することにより、病状変化時に適切に対応できる。 
 慢性期医療においては、介護者の負担を鑑み、適切に

支援することが在宅療養継続の秘訣である。 
 栄養状態および諸臓器機能の把握、脂質、血糖値

(BS,HbA1c)、電解質(Na,Cl,K,Ca,Mg,Al,Zn)の把握、血算

の把握、ワルファリンや抗けいれん薬等の薬理量評価、
腫瘍マーカー値の把握、などの目的で、定期的な血液
検査を在宅医療でも行う。 

 心電図検査、エックス線撮影、超音波検査等が可能で
あるが、病院等と連携して行うのもよい方法である。 
 図53 
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サービスなど、多職種連携で緩和ケア
を実施することで、かかりつけ医は、
よりその力を発揮できる。

がんの在宅緩和ケア
（図55）がん患者では、疼痛コントロー
ルの手法が定式化されている点では、
非がん疾患の緩和ケアより有利である
といえる。また、末期がんの場合、予
後が確定的であるため、患者も家族も
「いったん腹を決め」たら、気持ちのゆ
るぎなく在宅療養に専念可能である。
また、短期決戦であるため、家族介護
者も「一気に走りきることができる」
点でも有利である。一方で、がん患者
では、麻薬の使用頻度が高く、医療処
置が複雑なことが多いため、在宅医側
に一定の熟練を要するといえる。
　いうまでもなく、がん患者の緩和ケ
アでは、看護師および薬剤師との密接
な連携が重要である。特に、看護師連
携は重要であり、訪問看護師が決定的
な役割を果たす。薬剤師連携は、いか
なる薬物を用いる場合でも重要である
が、特に、麻薬を使用する場合、中心
静脈栄養法などを併用する場合には必
須である。
　本人も家族も、在宅療養を初めて開
始するときには、「清水の舞台から飛
び降りる」ような気持ちで開始する。
その葛藤の強い時期である「在宅医療
開始当初」に、「最期まで自宅で療養す
る」かどうかという問いを、医療従事
者から切り出す必要はない。更なる心
理的負担を与えるからである。むし
ろ、在宅療養を開始してみて、患者や
家族が療養生活に慣れ、医師や看護師
に支えられている実感をしっかり持て
ば、「最期まで自宅で療養する」ことを
容易に決断できる。従って、「最期まで
自宅で療養する」ことを話題にするの
は、在宅医療開始当初ではなく、しば
らくして期が熟してからでも遅くはな
い。

在宅緩和ケア
かかりつけ医と在宅緩和ケア
（図54）「自宅・居宅で最期までの療養
支援を行う」のが在宅緩和ケアであ
る。かかりつけ医が、「長期にかかって
くれた患者の最期までの療養支援」を
行うことは、ことのほか重要である。
医師を信頼する患者にとっても喜びが
大きい。
　がん患者と非がん患者で使用する技
術内容に多少の相異があるが、大部分
の緩和医療の技術が在宅で実施可能で
ある。また、訪問看護や介護保険の
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 自宅・居宅で最期までの療養支援を行う。かかり
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 がん患者と非がん患者で使用する技術内容に多
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つけ医は、より力を発揮できる。 
 
 

 
 
 
 

図54 

図54

がんの在宅緩和ケア 
疼痛コントロールの手法が定式化されている 
予後が確定的であること、短期決戦であるこ
とは、有利である 
麻薬の使用頻度が高く、医療処置が複雑な
ことが多いため、一定の熟練を要する 
看護師および薬剤師との密接な連携が重要
である 
「最期まで自宅で療養する」ことを、在宅医療
開始当初から合意する必要はない 

図55 
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　次第に衰弱していく本人のプロセス
を、家族とともにみて行くことがで
き、死に対する「家族の受容」を長い
経過の中で促すことができる点で、
「非がん疾患の緩和ケア」は有利であ
る。また、麻薬の使用頻度が低く、医
療処置が必要ないことが多い点におい
て、在宅医療を開始したばかりの医師
にとってやりやすい。ただし、予後予
測が難しいという技術的な困難はある。
　がんの場合と同様、看護師との密接
な連携が重要である。訪問看護師に主
導的にかかわってもらうことで、在宅
療養をより豊かなものとすることがで
きる。
　「非がん疾患の緩和ケア」は長期戦
であるがゆえに、家族の疲弊に留意
し、家族を長期経過のなかで支援し、
休息させる手法を持つ必要がある。

意思決定支援
（図57）在宅緩和ケアにおいて、意思決
定支援は重要な構成要素である。そし
て、その支援においては、看護師が重
要な役割を果たす。
　虚弱な高齢者や認知症がある患者の
場合、体調などにより、有効な会話が
成立するかどうかが決まる。また、対
話する相手によって、真実の希望、真
実の不安を聴取できるかどうかが異な
る。
　本当に望んでいること、それを本人
や家族が漠然としか認識していないこ
ともある。対話を繰り返して、患者や
家族が、真実の希望を自分でも理解
し、それを実現する道筋がみえてくる
ように支援したい。また、死ぬまで周
囲に配慮して療養する患者がある。そ
の場合、配慮のために本心を語らない
ことがある。このような場合でも、本
人の本心を可能な限り察する努力をし
たい。

非がんの在宅緩和ケア
（図56）非がん疾患の緩和ケアは長期
戦である。非がん疾患の在宅医療(慢
性期医療)そのものが、「非がん疾患の
緩和ケア」であると言っても過言では
ない。

非がんの在宅緩和ケア 
長期経過の中で、次第に衰弱していく本人の
プロセスをみて行くことができ、家族の受容を
経過の中で促すことができる 
麻薬の使用頻度が低く、医療処置が必要な
いことが多い 
看護師との密接な連携が重要である 
家族の疲弊に留意し、家族を長期経過のな
かで支援し、休息させる手法を持つ必要があ
る 

 
 

図56 
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意思決定支援 
虚弱な高齢者や認知症がある場合、体調などにより、
有効な会話が成立するかどうかが決まる。 

対話する相手によって、真実の希望、真実の不安を聴
取できるかどうかが異なる。 

本当に望んでいること、それを本人や家族が漠然とし
か認識していないこともある。対話を繰り返して、患者
や家族が、真実の希望を自分でも理解し、それを実現
する道筋がみえてくるように支援したい。 

死ぬまで周囲に配慮して療養する患者がある。その場
合、配慮のために本心を語らないことがある。 

意思決定支援には看護師の関わりが重要である。 
 

 
図57 
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家族の構造変化を知る
（図58）在宅療養は、家族の誰かが重い
疾患や重い障害を持って開始される。
そして、家族の誰が病・障害を得るか
によって「家族全体の反応」が異なる。
家族のなかで「イニシアチブをとって
いた人」が倒れた場合、痛手が大きい。
このような家族の力動に関心を持って
臨みたい。
　家族のなかで「イニシアチブをとっ
ていた人」が倒れた場合、新しいイニ
シアチブをとる人の出現を「待つ」場
合もあれば、出現が簡単には期待でき
ない場合もある。イニシアチブをとる
家族が出現しない場合、患者は「実質
独居」となりうる。このようなプロセ
スに敏感であると、家族支援をより有
効に行うことができる。

本人が亡くなったあとの家族対応
（図59）在宅緩和ケアにおいて、介護す
る家族を適切に支援することにより、
患者死後に、家族は悲しみながらも、
「達成感」を持つことができる。また、
患者の死後にも、かかりつけ医が、外
来診療などを通じて、家族に継続して
関わっていくことに大きな意味がある。

家族の構造変化を知る 
家族の誰が病・障害を得るかによって「家族全体

の反応」が異なる。家族のなかで「イニシアチブを

とっていた人」が倒れた場合、痛手が大きい。 
新しいイニシアチブをとる人の出現を「待つ」場合

もあれば、出現が簡単には期待できない場合もあ

る。イニシアチブをとる家族が出現しない場合、患

者は「実質独居」となりうる。 
このようなプロセスに敏感であると、家族支援をよ

り有効に行うことができる。 
 図58 
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本人が亡くなったあとの家族対応 
 
在宅緩和ケアにおいて、家族を適切に支援す
ることにより、患者が死後に、家族は悲しみな
がらも、「達成感」を持つことができる。 
 

患者の死後にも、かかりつけ医が、外来診療
などを通じて、家族に継続してかかわっていく
ことに大きな意味がある。 

図59 

図59
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（図1）症例検討のセッションだが、その目的
は「かかりつけ医として必要な様々な知識
を、日常よく遭遇するやや困難な症例に対す
る検討を通じて、より実践的な臨床の知とし
て深め、それぞれの診療現場での問題解決に
資する。」ことにある。座学の知識を現場に適
応することは簡単ではないが、この症例検討
を通じて皆さんにとって真に生きる知識へと
つなげて欲しい。
　症例検討は1～5のような具体的なケースを
取り扱っていくが、平成28年度応用研修会で
は2の「家族内の問題（独居、老老介護、虐待
など）によってマネジメントに困難がある
ケース」、そして、4の「がん患者のケアに困
難があるケース」を取り扱っていく。

◆症例1
（図2）1つめの症例では、家族内の問題によっ
てマネジメントに困難がある患者の事例を通
じて、かかりつけ医の果たす役割、機能につ
いて考察したい。

かかりつけ医が担う家族ケア 

◆症例１ 

図2 

図2

症例検討のねらい 

•かかりつけ医として必要な様々な知識を、日常よく遭
遇するやや困難な症例に対する検討を通じて、より実
践的な臨床の知として深め、それぞれの診療現場での
問題解決に資する。 
•具体的なケースとして 

1. 複数の疾患に罹患している患者に対するマネジメントに困難
があるケース 

2. 家族内の問題（独居、老老介護、虐待など）によってマネジ
メントに困難があるケース 

3. 認知症患者のケアに困難があるケース 
4. がん患者のケアに困難があるケース 
5. 精神疾患、アルコール依存などの問題を抱える患者へのケア

に困難があるケース 

•今回は、「２」と「４」を取り扱う 
 図1 
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6．「症例検討」
医療法人　北海道家庭医療学センター　理事長　草場鉄周
　　　　　　更別村国民健康保険診療所　所長　山田康介
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（図3）1つめの症例だが、患者は80代の男性、
妻と2人暮らしである。20年前から高血圧症
にて受診していたが、３年前に心房細動とそ
れに伴う脳梗塞による左片麻痺を発症した。
更に、現在多発脳梗塞に伴う軽度の脳血管性
認知症を患っている。ADLは、更衣は部分介
助、食事は自立しており、移動は杖歩行で、
排泄も自立し、整容についてはもっぱらデイ
ケア参加の際の入浴で対応している。
（図4）家族は同居する妻以外には、同じA市
に次女が住んでおり、次女は夫と息子1人と
の３人暮らしをしている。他には長女と三女
が100kmほど離れたB市に住んでおり、それ
ぞれ会社の社長として多忙であったり、うつ
病を患っているなど、患者に関わる機会は多
くない。
　妻も弁膜症に伴う慢性心不全があり、労作
が増えた場合などは呼吸苦などが悪化するこ
ともあるため、休みながら家事や介護に携
わっている状態である。
（図5）患者は３年前に脳梗塞を発症した後に、
易怒性が高まって乱暴な言葉を使うことが多
くなった。次女は心理的にも患者妻の介護負
担が高まっていることを考慮して、介護保険
の利用を勧め、妻も同意した。
　要介護度2の判定がでて、デイサービスを1
回／週利用することとなり、家族の介護のサ
ポートを目的に訪問看護も1回／週利用する
こととなった。また、通院についても困難が
あったので、通院サービスを利用して1回／
月の外来通院を実施することとなった。

症例１ 

•80代男性 妻と二人暮らし 
•＃1．心源性脳梗塞後➡左片麻痺  
•＃2．心房細動 
•＃3．高血圧症 
•＃4．認知症（多発脳梗塞による）  

 
•ADL 
•更衣：部分介助／食事：自立／移動：杖歩行 
•排泄：自立／整容：デイケアでの入浴 
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図4

脳梗塞と介護保険導入 

•３年前に脳梗塞を発症してからそれまで穏やか
だった夫が乱暴な言葉を使うようになり、妻だ
けでの介護に負担を感じて介護保険によるサー
ビス利用を開始。 
 
•医療・介護サービス使用状況 
•要介護度２ 
•デイサービス １回／週 
•訪問看護 １回／週  
•通院サービスを利用し、１回／月の外来通院を実施 

図5 
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（図6）介護保険のサービスを利用しながら1
年ほど経過した頃に、外来診療の中で妻が夫
の認知症に伴う暴言などに苦痛を感じ、徐々
に衰える身体機能への介助についての負担が
増していることが明らかになってきた。その
ため、主治医からもケアマネジャーに状況を
伝え、デイサービスの頻度増大やショートス
テイでの介護負担軽減を図ろうとしたが、妻
の抵抗でうまく進まなかった。
　その理由は2つあり、1つは夫は家族以外の
者に介護されることが負担であり、自分が関
わると安心するということ、もう1つは、かつ
て自らの姑が舅を献身的に介護していた様子
を思い浮かべると、自分ももっと努力しなけ
ればいけないという思いがあった。
（図7）こうした介護者の状況について、次女
は、自分自身の関わりに限界を感じているこ
ともあって、ケアマネジャーが勧めるよう
に、なるべく介護サービスを利用して欲しい
と考えていた。一方、遠方に住む長女は、家
族からの介護について父の安心感があるので
あれば、母だけでなく次女にも介護に積極的
に関わってもらい、家族内での介護の完結を
目指すべきではと考えていた。100kmの距離
もあり、長女と次女、そして患者の妻の間で
も十分に意思疎通がとれず、介護についての
方向性が定まっていないようだった。
（図8）こうした状況の中、ケアマネジャーも
対応に苦慮している。昔からのかかりつけ医
である立場からどのような方法でこの状況を
打開しようとするだろうか？

介護サービス利用への抵抗 

•１年経過し、外来では妻の心理的・肉体的負担
の増大が徐々に明らかになったため、デイサー
ビスの頻度を増やすと同時にショートステイ利
用を勧めようとしたが上手く進まなかった。 
 
•妻が利用を拒む理由は二つあった 

1. 「夫は家族以外の者に介護されることが負担そ
うであり、自分が関わると安心すると思う」 

2. 「姑が舅を介護していたときにはたいへん献身
的だったから、自分ももっと努力しなければい
けないと思う」 
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家族の思いとずれ 

•次女：自分自身の関わりに限界を感じており、
ケアマネジャーが勧めるように、なるべく介護
サービスを活用して欲しい 
 
•長女：母親は父親を献身的に介護し、父親も安
心感を抱いているので、次女も関わりつつ、な
るべく家族内で介護を完結させるべき 
 
•A市とB市の間に100kmの距離があり、十分に意
思疎通がとれていない様子もあり 

図7 
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ディスカッション 

•こうした状況の中で、主治医として何を目的に
してどのような方法でこの状況を打開します
か？ 

図8 

図8
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（図9）この症例では、介護を巡って生じてい
る家族内での対立構造を解消し、妻の介護負
担の緩和と持続可能な介護体制を構築する目
的で、家族会議開催への準備を開始すること
にした。参加者はうつ病で体調が不安定な三
女を除く、妻、長女、次女。それに加えて、
医療・介護を担うケアマネジャー、訪問看護
師、そして主治医であった。当初、長女は参
加に消極的であったが、主治医からの強い誘
いで参加を決断した。
（図10）会議では、まず現在の医療や介護の状
況を確認した後、2人の娘に介護に対する考
え方を確認した。長女は、遠方で仕事もあっ
て自分が直接介護に関われないのは申し訳な
いが、できる限り両親の思いを尊重したいと
いう姿勢であった。
　次女は、近隣にいる分、介護に関わるべき
という責任感はあるが、夫が肝硬変で十分に
仕事ができず、その分自分が働いて家計を支
えなければならない状況でもあり、思うよう
に介護に時間を割けないことに罪悪感がある
と語った。また、自分の厳しい状況に対する
姉の理解の不十分さにも苛立ちを覚えている
と語った。
（図11）姉妹の間には対立があるものの、両親
の自宅療養を続けたいという希望を叶えるた
めに役立ちたいという姿勢は基本的に変わら
ないことをまずは評価した後、次のような質
問を投げかけた。
　「皆さん全員が、このような苦しい状況で
も、多くのものを提供できるはずだと私は考
えています。家族がうまくやっていくために
はどうしたらよいと感じていますか？	」
　方向性を指示するのではなく、まずは家族
が持つリソースを引き出すことに焦点を当て
たのである。

家族会議への準備 

•目的：妻の介護負担への緩和と持続可能な介護
体制の構築  
•家族内の問題：介護を巡って生じている家族内
での対立構造  
•参加者：うつ病で体調が不安定な三女を除く、
妻、長女、次女、ケアマネジャー、訪問看護師、
医師 

図9 
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会議①「現状と課題を明らかに」 

•現在の医療／介護状況を確認 
•２人の娘に介護に対する考え方を確認 
•長女：遠方で仕事もあり、直接介護に関わる
ことができないが、母親の努力を強く支持 
•次女：近隣で父親の介護に関わるべきという
責任感がある一方、肝硬変の夫との生活で自
分自身も家計を支えるために仕事に取り組ま
なければいけない状況であり、十分に介護で
きないことへの罪悪感 。自分の厳しい状況
を十分に姉が理解していないことへの苛立ち 

図10 
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鍵となる問いかけ 

•対立はあるものの、両親の自宅で療養したいと
いう希望を叶えるために役立ちたいという姉妹
の姿勢を評価  
•「皆さん全員が、このような苦しい状況でも、
多くのものを提供できるはずだと私は考えてい
ます。家族がうまくやっていくためにはどうし
たらよいと感じていますか？ 」 
•家族のリソースを引き出す質問 

図11 

図11
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（図12）そこまで黙っていた妻は、自らの頑な
な姿勢が次女を追い込んでいることを初め	
て知ったと驚き、デイサービスを増やして
ショートステイなどを利用してもよいと語っ
た。ただ、先ほどは言えなかったが、少ない
年金暮らしの中での経済面での不安も同時に
吐露した。
　長女は直接的な介護への貢献は難しいが、
介護サービス利用などにかかる経費につい
て、経済的な援助を両親に積極的に行うこ
と、月に1回は両親宅を訪れて母親の話し相
手になりたいと語った。
　次女は、母親と長女の話を受けて、無理の
ない範囲で従来通り両親宅を時々訪れて家事
などのサポートを行いたいと語った。
　こども達の言葉を聞いて、妻は安心したと
語ると同時に、「人の力を借りながらできる
限りやってみようと思う」と介護への自信を
少し回復したように見えた。
（図13）家族の方向性がみえたことで、各職種
のサポートも確認をした。医師は従来通り外
来診療で身体状態をサポートするが、必要で
あればいつでも訪問診療を開始できると伝え
た。訪問看護師は従来からの訪問看護による
健康管理を継続しつつ、家族の介護状況への
サポートに特に注意したいと語った。ケアマ
ネジャーは、今回の合意に基づいて、デイ
サービスを2回／週に増やすと同時に、近隣
の施設でのショートステイ利用への手続きを
開始することとした。また、状況変化の折は、
妻だけでなく娘2人との連絡も取り、家族全
体での介護をサポートすることとした。
（図14）家族会議より更に1年経過し、認知症
の程度は中程度へと進行し、ADLも更に低下
する傾向にある。予想通り、歩行力低下に伴
う通院困難があり、訪問診療が導入された。
また、家族と医療・介護職の間の緊密な連携
を通して、介護サービスは徐々に強化し、何
とか在宅での療養を継続している。

会議②「今後の方向性を共有」 

•妻：自らの頑なな姿勢が次女を追い込んでいることを
知って、デイサービスを増やしてショートステイなど
を利用してもよいと語った。ただ、経済面での不安も
同時に吐露した。 
•長女：直接的な介護への貢献は難しいが、介護サービ
ス利用などにかかる経費について、経済的な援助を積
極的に行うこと、月に１回は両親宅を訪れて母親の話
し相手になることを伝えた。 
•次女：無理のない範囲で従来通り両親宅を時々訪れて
家事などのサポートを行いたいと語った。 
•妻→安心感と介護への自信の回復。 

図12 

図12

専門職からのサポート 

•医師：１回／月の外来診療を継続。必要となれ
ば、いつでも訪問診療は提供可能。 
•訪問看護師：１回／週の訪問看護で本人の健康
状態の評価に加えて、家族の介護状況に対する
サポートを続けていく。 
•ケアマネジャー：デイサービスの回数を２回／
週に増やし、近隣の施設でのショートステイの
手続きを実施。また、状況が変化したときには、
妻のみならず姉妹との連絡をしっかりとって、
家族全体で介護を継続できるようにサポート。 

図13 

図13

その後の一家 

•１年経過して、本人の認知症の程度は徐々に進
行し、ADLも低下しつつある。 
•そうした中、通院困難となったため、訪問診療
を提供すると同時に、家族と医療・介護職との
緊密な連携で介護サービスの強化を行い、家族
も満足した形で在宅療養を継続している。 

図14 

図14
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（図15）今回の症例は、日医かかりつけ医機能
研修制度において「かかりつけ医機能」とさ
れる6項目の中では、主に1の「患者中心の医
療の実践」と、３の「チーム医療、多職種連携
の実践」を取り上げている。
（図16）患者中心の医療の実践は、顧客中心主
義の経営姿勢や職員への教訓としてのスロー
ガンではなく、かかりつけ医に必須の能力と
して使われる際は、具体的な診療モデルとし
て理解する必要がある。カナダのウェスタ
ン・オンタリオ大学にてBio-psycho-social
モデル等を基盤に1980年代に開発されたこの
モデルは、図にあるようにいわゆる一般的な
医学的診断プロセス（病歴・身体診察・検査・
診断学・EBM）と患者の病いの語り（疾病に伴
う感情の動き・病状に対する解釈・生活への
影響・ケアへの期待）、そして患者の健康観の
聴取を診療の中で同時に展開し、患者の持つ
背景情報（家族・地域性・医療システム等）
を踏まえた上で、医療者と患者双方が納得で
きる解決へと協議を重ね、問題把握・目標設
定・役割分担へと共通の理解基盤を見いだす
方法論である。外来診療・在宅医療のあらゆ
る場面で汎用性のあるモデルといってよい。
（図17）その中でも、コンテクスト（背景）を
重視したケアは重要であり、コンテクストは
家族、地域、社会などの階層的な構造を持つ。
その中でも、家族は経済的な側面や介護力、
更には家族内の関係性の観点から患者とのつ
ながりは最も深い。
（図18）こうした家族へのアプローチはプラ
イマリ・ケアの中でも特に重視されており、
欧米では家族志向型プライマリ・ケアという
領域として独自の実践や教育が展開されてい
る。そこには4つの基本的原則が記載されて
いる。
　まず最初は、家族志向のヘルスケアは、生
物心理社会アプローチの枠組みで理解される
ということである。Engelが1970年代に唱え
たこのアプローチは、人間の疾患（disease）
あるいは病い（illness）を、病因⇒疾患とい
う直線的な因果関係	ではなく、生物、心理、
社会的な要因のシステムとして捉えようとい

日医かかりつけ医機能研修制度 

【かかりつけ医機能】 
1. 患者中心の医療の実践 
2. 継続性を重視した医療の実践 
3. チーム医療、多職種連携の実践 
4. 社会的な保健・医療・介護・福祉活動の実践 
5. 地域の特性に応じた医療の実践 
6. 在宅医療の実践 

 

図15 

図15

4．継続的な医師患者関係による信頼感の増進 

３．共通の理解基盤を見出
す 

問題・ゴール・役割 

相互意志決定 

患者中心の医療の方法 
Stewartら. 2014 

１．健康観、疾患と病いの経
験を探る 

疾患    病い 

健康観 

統合された理解 

２．地域・家族を含め 
  全人的に理解する 

疾患 

病い 

人
間 

遠位コンテクスト 

近位コンテクスト 

健康観 

図16 

図16

患者のコンテクストに基づくケア 

社会 

地域 

家族 

患者 

•社会 
•ヘルスケア制度 
•社会経済環境 

•地域 
•文化／風土 
•医療／介護体制 

•家族 
•経済面、介護力 
•家族内の関係 

Contextual 
Care 

図17 

図17
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う枠組みであり、まさにさきほどの患者中心
の医療の方法と合致する。
　2点目は、ヘルスケアの主役は家族という
背景を持った患者であることである。例え
ば、家族は健康に関する信念や健康行動の根
源となるし、家族ライフサイクルの移行期
（思春期や新婚期、巣立ち期など）において家
族が感じるストレスは身体症状として発現す
ることも多い。また、家族は病気の治療にお
いて重要な資源であり、強力なサポートを提
供してくれる。これは、生活習慣病の治療が
家族のサポートなしでは成立しないことから
も明らかであろう。
（図19）３点目に、患者・家族そして臨床家は
ヘルスケアのパートナーであり、共に様々な
課題に取り組むことが求められる。
　最後に、我々医師を含む臨床家もそれ自体
治療システムの一部であり、自分の行動がど
のように家族の関係性に影響を与えているか
を俯瞰してみる視点も求められる。
（図20）では、このような基本原則を踏まえ
て、実際にはどのように家族に対してアプ
ローチしていくのだろうか。
　大きく5つのステップに分けて考えると簡
便である。最初は情報の記録、つまり本症例
の冒頭に記した家族図のような形で、家族の
情報をわかりやすくカルテに記録していくこ
とである。記録をすることで見えていない事
実が判明し、更に問いかけることにもつなが
る。次に、さざ波効果といって、患者本人と
の対話の中で患者を通して家族に働きかける
ように話しかけるというアプローチがある。
喘息患者の夫がヘビースモーカーの際に、喫
煙が喘息発作に与える悪影響を患者を通じて
伝えるようなケースが例に挙がる。
　次に、実際に家族を通常の診療に招くとい
うアプローチがある。コントロール不良の糖
尿病患者の食生活の見直しを図る際に、妻を
外来診療に招いて、食習慣の正確な把握と改
善のための方策を議論することなどがわかり
やすい例であろう。
　そして、今回とりあげた家族会議がある。
これは、一般のかかりつけ医が実施する介入

家族志向型プライマリ・ケアとは？ 

1. 家族志向のヘルスケアは、生物心理社会アプ
ローチの枠組みの中で理解される 

2. ヘルスケアの主役は家族という背景を持った
患者である 

① 家族は健康に関する信念や健康行動の根源とな
る 

② 家族ライフサイクルの移行期において家族が感じ
るストレスは身体症状として発現 

③ 家族は病気の治療において、重要な資源となり得
るし、強力なサポートを提供してくれる 

 
図18 

図18

3. 患者・家族そして臨床家はヘルスケアの
パートナーである 
 

4. 臨床家も治療システムの一部である 

図19 
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家族への5ステップの介入 

1. 情報の記録 
2. さざ波効果 
3. 家族を通常診療に招く 
4. 家族会議 
5. 家族療法（専門家の介入） 

図20 

図20
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（図21）家族会議を開催するタイミングだが、
専門職が家族との話し合いが患者・家族・医
師自身にとって有益だと感じた際にはいつ実
施しても問題ない。特に、健康状態の急な悪
化、介護負担の増大、家族関係に起因する問
題が大きい場合、ターミナルケアの際には是
非実施すべきだろう。
　参加者は現在の家族構成員全てと病気に関
係する親戚、友人、専門職である。ただ、今
回のように患者本人に認知症がある場合や議
論の参加が難しい場合は不参加もやむを得な
い。参加を呼びかけるプロセスで、健康に関
する影響力の強い家族やキーパーソンをつか
むことができることもある。
（図22）会議のプロセスとしては、まず参加者
の自己紹介と患者との関係性を確認しつつ、
話しやすい雰囲気作りに心がける。多くの家
族は専門家を前に緊張しがちなので留意して
欲しい。そして、会議の目標を確認する。時
に、目標設定がずれていることもあるので注
意が必要だ。その後、問題点や懸案事項を議
論することとなるが、なるべく多くの家族が
話せるように働きかけることも欠かせない。
一定の方向性が得られたら、今、家族自身、
そして専門家がどのようなリソースを持つの
かを確認し、具体的な行動計画を立案してい
くこととなる。話し合って満足しないように
気をつけなければならない。
　会議の総括として、達成できたことと未解
決の課題の整理。更に当初考えていた家族関
係に関する想定の見直しも重要である。今回
の症例では、対立軸にあった姉妹が実は自宅
療養の継続については同様の考えがあること
が判明したところから、大きく事態が展開し
た。最後に、将来想定される課題を考えなが
ら、今後のアプローチを頭に入れておくこと
も必要となる。この症例の場合は、更なる認
知症の進行が寝たきりなどにつながった際、
看取りも含めた新たな議論が必要になるであ
ろう。
　かかりつけ医はこうした家族アプローチに
も習熟し、高齢者を多職種の仲間、そして家
族と共に支えることに力を発揮して欲しい。

としてはもっとも手間がかかるものである。
後に詳述する。
　最後に、家族療法があるが、これは臨床心
理士や精神科医が大変複雑な家族関係を持つ
患者と家族に心理学的にアプローチしていく
枠組みであり、かかりつけ医が提供すること
はほとんどないであろう。

家族会議 

開催のタイミング 
•専門職が家族との話し合いが患者・家族・医師自身
にとって有益だと感じた際 
•特に、健康状態の急な悪化、介護負担の増大、家族
関係に起因する問題、ターミナルケアの際には是非
実施すべき 

参加者 
•現在の家族構成員全てと病気に関係する親戚、友人、
専門職 
•健康に関する影響力の強い家族やキーパーソンをつ
かむことができる 

図21 

図21

会議のプロセス 
•社交的な対応と雰囲気作
り 
•カンファレンスの目標設
定 
•問題や懸案事項に関する
議論 
•資源を明確にする 
•計画を立案 

会議の総括 
•会議で達成できたこと、
未解決の課題を明確にす
る 
•当初考えていた家族関係
に関する想定の見直し 
•将来に想定される課題も
含め、今後のアプローチ
を確認 
 

図22 

図22
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◆症例2
（図23）がんは長年日本国民の死因第1位、平
成26年の統計では死亡総数の28.9％を占め
ている（参考文献1）。
　詳細な診断や治療方針の決定などについて
は専門医の診療が欠かせない疾患である一
方、その予防やスクリーニング、専門医との
連携を前提とした治療の協力、そして在宅医
療・介護の推進が叫ばれる近年では特に緩
和・終末期のケアに関してはかかりつけ医に
期待される役割は大きい（参考文献2）。
　症例2では、かかりつけ医として長年関
わってきた患者ががんを発症し専門医へ紹
介、入院中の病院にてかかりつけ医による在
宅でのケアを希望された、という事例を取り
扱い、かかりつけ医としてどのようなケアを
行い、役割を果たすべきかについて学ぶ。
（図24）患者はN氏、58歳男性。
　高血圧、2型糖尿病にて10年来かかりつけ
医Aに通院中である。
　定期の受診時に1か月前に職場で受診した
健康診断の結果を持参。
　ヘモグロビン値が11.2g/dl、MCV80fLと軽
度の小球性貧血が指摘されていたが、それ以
外特記事項は認めない。
　便ヘモグロビン検査は陰性であった、とい
う結果である。
　既往のない人が健診でがんを指摘される場
合が多いが、N氏のようにすでにかかりつけ
医をもっている人が、がんの診断を受ける場
合も少なくない。
（図25）既往歴、併存症などの情報はスライド
の通りである。
　かかりつけ医Aは禁煙外来を開いており、
N氏のもつがん発症リスクへの介入も行って
いることが印象的である。

N氏 ５８歳 男性 

• 高血圧，２型糖尿病にて１０年来， 
かかりつけ医Aに通院中． 

• 定期の受診時に１か月前に職場で 
受診した健康診断の結果を持参． 

• ヘモグロビン値 11.2g/dl，MCV80fLと 
軽度の小球性貧血を認める以外， 
特記すべき所見は認めない． 

• 便ヘモグロビン検査は陰性であった． 

図24 

図24

かかりつけ医が担うがん診療 

◆症例２ 

図23 

図23

• 既往歴 
• 特記なし 

• 併存症 
• 特記なし 

• 家族歴 
• 父が胃がんで手術歴あり 

• アレルギー 
• 特記なし 

• 嗜好 
• 喫煙：7年前に禁煙（当院の禁煙外来にて） 
• アルコール：焼酎1日1合，休肝日週に3日 

• 職業 
• 郵便局員 

図25 
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（図26）可能な限り患者の家族図を作成して
おきたいものである。
　上述のように患者のもつ背景情報を知るか
かりつけ医は、がん患者にとって強力な支援
者となり得るのである。
　N氏の場合、妻も当院に通院していてパー
トタイムで働いていること、子どもたちは既
に独立していること、娘さんが近くに住んで
おりN氏夫妻の身近な支援者になり得るこ
と、また結婚を控えておりN氏のマネジメン
トにこのことが影響しそうなことなどが家族
図から見て取れる。
（図27）身体所見では特記すべき所見は認め
られないため、血液検査の再検を行ったとこ
ろ、ヘモグロビン値10.5g/dlと小球性貧血が
進行、鉄欠乏の傾向が明らかであった。
　かかりつけ医AはN氏に消化管の精査を
勧め、近隣のB総合病院受診を希望され、診
療情報提供書を準備することになった。
（図28）このときのかかりつけ医AとN氏の
やりとりである。
　病名告知に関する情報は長年の関係性がで
きているかかりつけ医が事前に聴いておくこ
とが望ましい。
　人間関係の構築が不十分な段階でB総合病
院の医師が告知に関する希望を聴取すること
は容易なことではないからである。
　また、新たな健康問題については一時的に
専門医を受診してもらうが基本的には私があ
なたのかかりつけ医であるということを患者
に伝えることも非常に重要である。
　そして、B総合病院受診後の経過が聴ける
ころに次の受診の約束をしていただきたい。

• 身体所見に特記すべき異常を認めない． 

• 貧血の再検として血液検査を行った． 

• ヘモグロビン値 10.5g/dl，MCV78fL 
TIBC ４８０μg/dl↑，血清鉄 5mg/dl↓， 
フェリチン 4mg/dl ↓ 

• 消化管の精査を勧めたところ，過去受診歴のあるB総合病院受診

を希望されたため，診療情報提供書を準備することになった． 

図27 

図27

A  「私は精密検査の結果，がんが見つかる可能性もある 
と思っています．以前にもお聞きしましたが， 
診断名やその病気の予後を正確に知らせて欲しい， 
ということでよろしいですか？」 

N氏  「その考えは今も変わりません．仕事のことや 
娘の結婚式も控えているし全部教えてもらった 
ほうがきちんと考えられるし，その方がありがたい

です．」 

A  「分かりました．血圧や糖尿病の診察も大事です 
から，こちらへの受診も継続して下さい． 
次回はB総合病院での検査結果についても相談しま

しょう．」 

図28 

図28

家族図 

55歳，脂質異常
症で当院に通院． 
パートタイムで働
いている 

25歳 独身． 
市内のアパートに住む． 
5か月後に結婚を控えて
いる． 

28歳 
遠方で 
所帯をもつ 

図26 

Ｎ氏 妻 

娘 

図26
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（図29）N氏は2週後に返書を持って来院。
　胃の幽門付近に径３cm、３型の病変。進行胃
がんの可能性が高いようだ。
（図30）さらに2週間後来院し、精査の結果を
N氏本人より聴取。
　やはり進行がんであるという診断である。
　スライドでは省略しているが、この段階で
N氏が絶望、未来への悲観、「なぜ私が」とい
う拒否など様々な感情を表現される可能性が
あり、しっかり傾聴し受け止めることが重要
である。
　また、妻と一緒に来院し診断に対するセカ
ンドオピニオンを求めることについて相談を
受けることもあり得る。
　適切に対応いただきたい。
（図31）かかりつけ医AはB総合病院の担当
医に丸投げせず、この段階で再度情報提供書
をB総合病院の担当医に向けて作成した。
　かかりつけ医Aが担当できる役割を明確
化し、そのための情報提供を求めることが非
常に重要である。

4週間後 

精査が終了． 
N氏 
「胃がんでステージⅢB，胃の外側にがんが進行していると言わ
れました．これから手術のために入院して，その後化学療法を
行うことになりそうです．」 
 

図30 

図30

2週間後 

• B総合病院からの返書を持って受診 

• 胃カメラにて幽門付近よりに径3cm， 
3型（浸潤潰瘍型）病変．生検結果は 
これからであるが，進行胃がんの可能性が 
非常に高い．今後外来にて精査後，治療 
について相談する予定．鉄剤の投与と 
糖尿病と高血圧の管理の継続依頼あり． 

図29 

図29

B総合病院担当医へ診療情報提供書 

• 退院後も2型糖尿病，高血圧の管理は 

当院で続ける 

• 疼痛管理などの緩和ケアについても 

当院でサポートする 

• 退院にあたってはカンファレンスの開催や詳細な情報提供書を

希望 

図31 

図31
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（図32）B総合病院はがん診療連携拠点病院で
あり、退院にあたりカンファレンスを開催し
積極的にかかりつけ医Aに声をかけてくれ
たようである。
　行われた治療、詳細な診断、今後の治療、
役割分担、生活指導など詳細に情報が共有さ
れている。
（図33）退院後、かかりつけ医Aが行ったケア
の要約である。
　最長でも2週間毎の受診は化学療法の副作
用のモニタリングに必要である。
　血圧や2型糖尿病の管理に加えて化学療法
やがんそのもののケアを提供。
　比較的安定した時期に可能な限り、終末期
に向けた相談を行っておくことが望ましい。
（図34）N氏の経過はスライドの通りである。
　比較的安定した状態で過ごすことができ仕
事を継続、4か月後に行われた娘の結婚式に
も出席することができた。
　しかし8か月後、がんが進行し再び入院。二
次 化 学 療 法 は 行 わ ず い わ ゆ る Best	
Supportive	Careの方針となった。

退院後 

• 2週間毎にかかりつけ医Aを受診 
• 高血圧，2型糖尿病の管理 
• 化学療法の副作用に関する問診 
• がんによる症状に関する問診 
• 血液検査 

• アドバンス・ケア・プランニング 
• 代理意思決定者となる妻とともに 
• N氏の生活や価値観を理解しながら 
• 極力在宅で過ごしたい， 
可能なら自宅で最期を迎えたいとの希望 

図33 

図33

経過 

• 治療継続によりPSも0~1で維持され 
• 郵便局での仕事を屋内勤務に切り替えて 
もらい継続 

• 4か月後に行われたの娘の結婚式にも出席 

• 退院後8か月，腹痛や倦怠感，黄疸が出現． 
再びB総合病院に入院． 
• 十二指腸に進行していた腫瘍が増大傾向 
• 胆管にステントを留置 
• 二次化学療法は行わないこととなった 

図34 

図34

退院に向けたカンファレンスに参加 
• 定型手術（幽門側胃切除術）を実施 

• がんは十二指腸の漿膜に浸潤しており， 
ステージⅢB （N２ T４b）であった． 

• 今後，術後補助化学療法としてS-1内服による治療を行う． 
• 28日投与，14日休薬を1クールとして継続 

• 副作用の確認のため，2週毎の問診と血液検査が必要． 
• これをかかりつけ医Aに依頼したいこと 
• B総合病院は効果の判定や投与量の調整を行うこと 

• がんによる症状の緩和については化学療法中であっても 
積極的に行うべき 
• 頻繁に受診するかかりつけ医Aに依頼したいこと 

• 体調の許す範囲で日常生活・仕事を継続 

 図32 

図32
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（図35）2回目の入院においてもカンファレン
スが開かれた。
　B総合病院によるがんに対する治療から在
宅中心のケアに移行して行く段階である。
　N氏に「B総合病院から見放される」など
といった不安、動揺の感情が表現される可能
性もあり、今後もB総合病院がN氏のケア
チームの一員であることを明確に伝えるな
ど、十分な配慮が必要である。
（図36）退院後は徐々に体力が低下していく。
　退院当初は外来通院したが、通院困難とな
り在宅医療の本格的な導入が必要となった。
　訪問診療開始時にはケアマネジャー、訪問
看護師、N氏と家族とサービス担当者会議を
開催し、情報共有をすることが望ましい。
　このころには予後は数か月以内。死期が近
づいたN氏からスピリチュアルペインの表
出が予想される。
（図37）N氏の場合、スライドのようなやりと
りがなされた。
　かかりつけ医Aは、N氏の語る言葉をA自
身の判断を加えずそのまま受け止め、傾聴に
努めている。
　緩和ケアにおいては、疼痛緩和に代表され
る症状に対するケアと、同時にスピリチュア
ルペインに対するケアが重要である。

退院後 

• 仕事を退職． 
• 徐々にPSが低下 
• 2か月ほど通院したが通院が困難になり， 
訪問診療を開始した． 
• サービス担当者会議の開催 

• 介護用ベッドの導入 
• 介護サービスの導入 
• 疼痛，腹水，消化管閉塞，不安などの 
症状へ対応 

• スピリチュアルケア 
 

図36 

図36

カンファレンスに参加 

• 今後は緩和ケアを中心に行っていくこと． 
• 基本的にかかりつけ医Ａに通院， 
Ｂ総合病院での検査・治療が必要な時は 
いつでも相談できる体制とした． 

• 通院が困難になった場合訪問診療を 
利用し在宅で過ごす方針とした． 

• 訪問看護を開始，介護認定を受け， 
必要なサービスをすぐに利用できる 
体制を整えて退院することとした． 

図35 

図35

N氏 「定年まで仕事を全うできなかったことが残念でなりませ
ん．」 

A  「郵便局のお仕事を全うできなかったことを残念に感じている
んですね．」 

N氏 「でも病気になる前に子どもたちが 
立派に独立してくれていたことを 
安心に，そして誇りに思っています． 
最低限のことはやれたのかなって．」 

妻  「そうですね…（涙）」 
A   「お子さん達がしっかり独立されたことを誇りに思っているの

ですね．」 
・・・ 

図37 

図37
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（図38）終末期の様子。
　介護の必要度が徐々に増えていく。
　経口薬主体で行ってきた緩和ケアも注射剤
を必要とするようになる。後述するが、緩和
ケアの技術については、がん診療連携拠点病
院などで開催する研修会を受講し学習される
ことを勧めたい。
　看取りまでのプロセスは訪問看護師が中心
になってかかりつけ医と密に連携しながら進
めるとよい。
（図39）かかりつけ医にとっては、家族も重要
なケアの対象である。
　N氏の場合、妻もかかりつけ医Aに通院し
ていたため、妻の定期受診がグリーフケアの
場になる。
　同様に傾聴に努めながら、うつ病やアル
コール依存などの精神疾患の発症、基礎疾患
（妻の場合は脂質異常症）の悪化などに注意
を払う必要がある。
（図41）この事例では、日医かかりつけ医機能
研修制度において「かかりつけ医機能」とさ
れる6項目の中で、特に
　2．継続性を重視した医療の実践
　３．チーム医療、多職種連携の実践
　6．在宅医療の実践
を取り扱ってきた。
（図42）がんの罹患率上昇と治療技術の向上
により、がんと診断を受けて社会生活を送る
人が増加している。
　そういった人が高血圧や糖尿病といった生
活習慣病、腰痛や外傷でがんの診療を担当し
た専門医以外の医師を受診するケースが増え
ている。
　このように多くのがん経験者が多くの課題
を抱えながら生活を続けていることに注目
し、全米がんサバイバーシップ連合は「がん
の診断を受けたものは生涯を全うするまでが
んサバイバーである」と定義し（参考文献３）、
日本のがん対策推進基本計画においても「が
んになっても安心して暮らせる社会の構築」
が掲げられるようになっている。
　がんサバイバーシップにおいてはがん治療
による晩期障害や再発・二次がんの予防のみ

N氏の死後1か月 
妻が自身の定期受診のため来院． 

妻 「寂しいですね．まじめに生きてきた夫がどうしてこんなに早
く逝かなくてはならなかったのだろう… 
1人になるとそんなことを考えて涙を流すこともしばしば
です．」 

A  「ご主人が50代という若さで旅立たれたことを考えていらした
のですね…」 

… 

図39 

図39

ディスカッション 

かかりつけ医AはN氏の 

全経過において 

どのような役割を 

果たしていたでしょうか？ 

図40 

図40

終末期 

• 徐々に排泄，保清などに介護を要する 
状態に． 

• 経口摂取が困難になり疼痛管理を 
持続皮下注射で実施 

• 看取りまでのプロセスを訪問看護師を中心に妻，娘夫婦に説明

した． 

• 2回目の退院から4か月後，妻と長男，長女の家族が見守る中，

亡くなられた． 

図38 

図38
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ならず、生活習慣、メンタルヘルス、就労や
修学の問題、経済的問題など多岐にわたるト
ピックが挙げられており、これらを全てがん
を診療する専門医が取り扱うことは難しく、
かかりつけ医がケアに関わることの重要性が
指摘されている。
　もはやがんも私たちかかりつけ医が取り扱
う日常的な「慢性疾患の1つ」ととらえ、日常
診療に取り込んでいきたいものである。
（図43）がん診療においては、かかりつけ医は
その特徴的な力を発揮し役割を果たすことが
できる（参考文献4）。
　かかりつけ医は、日常的に診療に当たって
いる生活習慣病に加え、化学療法の副作用確
認や緩和ケアなど多くの課題を同時に、包括
的に取り扱うことが可能である。
　また、診療情報提供書のやりとりや、入院
や在宅の場面で開かれるカンファレンスへの
積極的な参加を通じて患者情報やマネジメン
トプランを安全に引き継ぎ、患者の安全・安
心なケアをサポートすることができる。
　そして、かかりつけ医最大の強みは、長年
患者と積み上げてきた人間関係である。治療
方針や人生のあり方などに関する患者の考え
方や価値観、家族や職業といった背景をよく
理解していることはかかりつけ医ならではの
特徴であり、がんの診療を担当する専門医の
診療に大きなサポートを提供することができ
る領域であろう。
　そして、かかりつけ医は、病院・入院医療
と患者の生活の場である地域の間に立ち、よ
き調整役として機能することができる。がん
患者に対し「切れ目のない」ケアを提供する
ためにかかりつけ医に求められる役割は小さ
くないと考えられる。

がんサバイバーシップの概念 

「がんの診断を受けたものは生涯を全うするまでがんサバイバーで

ある」 

• がんの罹患率上昇，治療技術の向上に 
より，がんと診断を受けて社会生活を 
送る人が増加 

• がんと診断を受けている患者が 
他の傷病でがんの専門医以外の医師を 
受診する機会も増加 

• がんも「慢性疾患の１つ」ととらえ日常診療に取り込みたい 

 

図42 

図42

日医かかりつけ医機能研修制度 

【かかりつけ医機能】 

1. 患者中心の医療の実践 

2. 継続性を重視した医療の実践 

3. チーム医療、多職種連携の実践 

4. 社会的な保健・医療・介護・福祉活動の実践 

5. 地域の特性に応じた医療の実践 

6. 在宅医療の実践 

 図41 

図41

統合ケア 
がん診療において 
かかりつけ医だからこそ発揮できる力 

• 包括的なケア 
• 生活習慣病，禁煙指導 
• 化学療法の副作用確認 
• 緩和ケア 

• 継続性のあるケア 
• 患者情報やマネジメントプランの継続性 
• 患者ー医師関係の継続性 

• チーム医療，多職種連携によるケア（調整役として） 
• 総合病院Bとの連携 
• 在宅医療における多職種連携 

図43 

図43
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⒉　診断～治療まで
　a.　診断～紹介
　かかりつけ医は、まだ症状のない状態
や初期の症状から（未分化な状態で）、が
んの存在を疑い精査について患者と議論
する立場にいる（参考文献7）。
　多くの場合、専門医に紹介し精査を依
頼することになるが、ここでかかりつけ
医に是非お願いしたいことは以下の点で
ある。
・基礎疾患とその経過をはじめとした患
者の医療情報を詳細に情報提供するこ
と
・可能な限り、かかりつけ医が患者のが
んの告知に関する考えを聴取し情報提
供すること
・患者には、今後も通院を継続し日常的
なケアはかかりつけ医が担当すること
を説明し、同意を得て、次回の診察日
を予約すること

　b.　がんの治療中
　がんの治療技術の発達、高度急性期病
院における入院期間の短縮化により、多
くの患者が早期に退院する。かかりつけ
医は積極的に専門医と連絡を取り合い、
がんの詳細な診断、入院中に行われた治
療、今後のケアの方針について情報提供
を求め、全ての診療を専門医に丸投げす
ることなく協働して患者の安全な治療と
生活を支える役割を担いたい。
　また、特に治療後のパフォーマンスス
テータスが低い場合は在宅医療に移行す
る可能性が高いため、治療中の病院で行
われる退院支援カンファレンスに可能な
限り参加し、専門医とそのチームと顔の
見える関係を築くことを勧めたい。

（図45）⒊　治療後
　a.　がんサバイバー
　がん治療技術の発達により治療後、安
定した状態で年余にわたり過ごす患者が
増えている。そのような患者がN氏のよ
うにがん以外の疾患を抱えることはまれ
ではなく、全てをがんを診療する専門医

（図44）⒈　新規患者～日常のケア
　a.　がんのリスク評価と介入
　生活習慣や家族歴、職業歴の把握と
いった患者個別のがんのリスク評価、そ
して結果として見いだされた改善可能な
リスクへの介入（例：禁煙）は、かかり
つけ医こそが発揮すべき重要な役割であ
る。
　同時に、患者に健康診断の受診、特に
エビデンスに基づいたがんのスクリーニ
ングを推奨することも重要である。

　b.　スクリーニング
　ICTの発達により、患者の基本情報を
入力すればエビデンスに基づく推奨すべ
き健診項目を手軽に知ることのできる
ツールもある（参考文献5）。

　c.　アドバンス・ケア・プランニング
　また、かかりつけ医は生活習慣病の管
理を通じ築かれた信頼をもとにしてアド
バンス・ケア・プランニング（以下、
ACP）について話しあうことも可能であ
る。
　ACPとは「将来に備えて、今後の治療・
療養についてあらかじめ話し合うプロセ
ス」とされ、急変時の心肺蘇生に関する
事前の取り決めのみならず、患者がどん
な人生を生き、どんな価値観を持ち、何
を希望しているのかを、関係者で話し合
うプロセスと言われている（参考文献6）。

かかりつけ医はがん診療の 
あらゆる段階に関わり 
患者を支えられる 

1. 新規患者〜日常のケア（がんの診断のない患者） 
a. がんのリスク評価と介入（例：禁煙） 
b. スクリーニング 
c. アドバンス・ケア・プランニング 

2. 診断〜治療まで 
a. 診断〜紹介 
b. がんの治療中（専門医に丸投げしないで！） 

参考文献２より引用 

図44 
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⒋　家族のケア、アクセスの提供、日常的ケ
アの提供
　かかりつけ医にとっては、家族もケアの
対象であることはN氏の事例でも述べた。
　特に悲嘆反応のケア（グリーフケア）は
重要であり、二次的に発症する精神疾患、
基礎疾患の悪化などに注意しながらケアを
行う。

　生活習慣病管理中にがんを発症したN氏
の事例をもとに、かかりつけ医の果たす役割
を概観した。
　がんに限らず認知症や神経難病といった慢
性・進行性の疾患を抱えた人が増えていく。
　このような人たちが住み慣れた地域で自分
らしさを保ちながら生活を継続できる社会を
作っていくことは大きな課題であり、その中
で私たちかかりつけ医が果たす役割は非常に
大きい。
　この研修を通じて多くの医師がかかりつけ
医機能を学び、地域住民の暮らしに大きく貢
献されることを願うばかりである。

がカバーすることは困難である。化学療
法による晩期毒性のスクリーニングやメ
ンタルヘルス、就労を含む社会参加など
問題は多岐にわたるため、患者と長期的
な関係性を築いているかかりつけ医が専
門医と協働してケアに当たる意義は大き
い。

　b.　緩和ケア～在宅～看取り
　近年はがん治療の早期から緩和ケアを
並行して行うこと、あらゆる医療者が緩
和ケアを提供できるべきであるとされて
いる（参考文献8）。
　各地域にあるがん診療連携拠点病院な
どが「がん診療に携わる医師に対する緩
和ケア研修会」を開催している（参考文
献8）ため、本研修を受講される皆様には
合わせて受講をおすすめしたい。
　地域住民が住み慣れた地域で自分らし
い生活を最期まで続けられることを目指
し地域包括ケアシステムを構築すること
が求められている。
　鍵を握るのは在宅医療の充実と言われ
ている（参考文献9）。これまで継続して
診察を担当してきたかかりつけ医が在宅
医療を担うことの患者とその家族の安心
感は計り知れないが、自身が在宅医療を
提供できないときは日常的に信頼できる
在宅医と連携しておき、スムーズに紹介
できることが望ましい。

3. 治療後 
a. がんサバイバー 
b. 緩和ケア〜在宅〜看取り 

4. 家族のケア，アクセスの提供， 
日常的ケアの提供 

a. 家族の悲嘆反応に対するケア 
（グリーフケア） 
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