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1．「かかりつけ医の質・医療安全」
医療法人社団	つくし会	理事長　新

にっ
田
た
國
くに
夫
お

全国在宅療養支援診療所連絡会（会長）
【略歴】早稲田大学第一商学部卒業、帝京大学医学部卒業、帝京大学病院 等を経て、1990 年 新田クリニック開設

（在宅医療を開始）、1992 年 医療法人社団つくし会設立（理事長）、現在に至る。
【所属・資格等】日本臨床倫理学会（理事長）、福祉フォーラム・東北（会長）、福祉フォーラム・ジャパン（副会

長）、日本在宅ケアアライアンス（議長）、医学博士

順天堂大学医学部	心臓血管外科学・病院管理学	先任准教授　川
かわ
﨑
さき
志
し
保
お
理
り

【略歴】富山医科薬科大学医学部卒業、順天堂大学医学部附属順天堂医院、福岡市立こども病院、順天堂大学医学
部附属順天堂医院（医療安全管理室室長、医療安全推進部長補佐）、順天堂大学医学部（心臓血管外科学講
座 准教授・病院管理学研究室 准教授）等を経て現在に至る。

【専攻領域】心臓血管外科、小児心臓血管外科、先天性心臓血管外科、医療安全、臨床倫理
【所属・資格等】外科認定医、胸部外科認定医、外科専門医、日本小児循環器学会（評議員）、日本臨床倫理学会

（理事）

かかりつけ医の質
（図1）かかりつけ医の質について考えてみると、かか
りつけ医とは何かが明確に見えてこなければならな
い。かかりつけ医機能、かかりつけ医の医療について、
そして、平成28年度の本研修会における講義「かかり
つけ医の倫理」の継続として、かかりつけ医の倫理的
諸問題について述べる。
（図2）日本の医療は平均寿命を延ばし、日本は世界で
トップクラスの長寿国になった。一方、健康で活動的

に暮らせる期間として、WHOは健康寿命という概念を
提唱している。健康寿命は、平均寿命から衰弱、病気、
認知症などにより介護等が必要となった健康ではない
期間を差し引いて算定される。平成25年において、平
均寿命と健康寿命の差が男性は9.02年、女性は12.4年
であるが、この差が拡大すれば、健康上の問題だけで
はなく、医療費の増加や介護の負担にも影響してく
る。健康寿命は平成25年時点では男性が71.19年、女
性が74.21年となっており、それぞれ平成13年と比較
すると延びている。しかし、平成13年から平成25年ま

かかりつけ医の質 

•かかりつけ医機能 
 
•かかりつけ医の医療 
 
•かかりつけ医の倫理的諸問題 
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日本の医療がもたらしたもの 

男性 女性 

日本は世界トップクラスの長寿国に！ 

出典：平26.10.1 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 

図2



日医かかりつけ医機能研修制度 H29応用研修会　1．「かかりつけ医の質・医療安全」1-2

での健康寿命の延びは、同期間における平均寿命の延
びと比べて小さくなっており、平成25年における平均
寿命と健康寿命の差は男女とも平成13年と比較して広
がっている。
（図3）健康寿命の延伸のためには、若年世代からの予
防・健康づくりとともに雇用を拡大し、国の財政基盤
の安定化を図り、社会保障財源の確保が求められる。
現在65歳から75歳未満で要支援の認定を受けた人は
1.4％、要介護の認定を受けた人は3％であるが、75歳
以上になると大きく上昇し、要支援者は8.8％、要介
護者は23.3％となる。医療費・介護費の伸びの軽減の
ためにも健康な高齢者の増加が必要であり、更なる就
労支援も含めて生涯現役社会の実現が求められるとこ
ろである。
（図4）日本医師会・四病院団体協議会では、「医療提供
体制のあり方」の合同提言において、「かかりつけ医」
とは、「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知
して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹介で

き、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総
合的な能力を有する医師。」と定義している。また、か
かりつけ医機能としては、
1.日常行う診療においては、患者の生活背景を把握
し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門
性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域
の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。

2.自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継
続されるよう、地域の医師、医療機関等と必要な
情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患
者に対応できる体制を構築する。

3.日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を
構築し、健康相談、健診・がん検診、母子保健、
学校保健、産業保健、地域保健等の地域における
医療を取り巻く社会的活動、行政活動に積極的に
参加するとともに保健・介護・福祉関係者との連
携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長く地
域で生活できるよう在宅医療を推進する。

4.患者や家族に対して、医療に関する適切かつわか
りやすい情報の提供を行う。

としている。
（図5）かかりつけ医には重要な役割がある。高齢社会
において、健康の維持・増進や予防、生活機能の維持・
向上のためのマネジメントを行い、暮らしの場でQOL
の向上を支援する。そのためには地域においては特定
の疾患、科の専門だけではなく、地域住民のあらゆる
疾患を包括し、総合的な診療能力を有することが、か
かりつけ医の持つべき要件であり、地域医療において
の大半を支えている。地域住民が生まれてから死に至
る間に患者が抱える様々な医療的問題のみではなく、

健康寿命の延伸 
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かかりつけ医の重要な役割 

1.かかりつけ医は高齢社会における生活機能の維持、向上のマネジメン
トに重要な役割を果たす 
2.暮らしの場でQOLの向上を支援する 
3.総合的な診療能力を有することはかかりつけ医の持つべき要件であり、
地域医療の大半を支える。 
3.地域においては特定の疾患、科の専門だけではなく、総合的な診療能
力を持ち、幅広い視野で地域を診る医師 
4.地域住民が生まれてから死に至る間に患者が抱える様々な医療的問
題をカバーする 
5.患者や家族の人生も相手にする 
6.認知症、 、リハビリテーション がん緩和ケア等にかかわる 
7.在宅医療は外来医療のその先の医療 
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患者や家族の人生も相手にすることになる。認知症、
リハビリテーション、がん緩和ケア等にもかかわり、
在宅医療は外来医療のその先の医療であるといえる。
（図6）「かかりつけ医」に関して、平成25年8月にとり
まとめられた「社会保障制度改革国民会議報告書」で
は、
・介護ニーズと医療ニーズを併せ持つ高齢者を地域
で確実に支えていくためには、（中略）自宅だけで
なく、高齢者住宅に居ても、グループホームや介
護施設その他どこに暮らしていても必要な医療が
確実に提供されるようにしなければならず、かか
りつけ医の役割が改めて重要となる。

・大病院の外来は紹介患者を中心とし、一般的な外
来受診は「かかりつけ医」に相談することを基本
とするシステムの普及、定着は必須。

としている。
　また、平成26年度診療報酬改定の基本方針として、
「複数の慢性疾患を持つ患者に適切な医療を提供しつ

つ、外来医療の機能分化・連携を更に推進するため、
以下の事項について検討を行う必要がある。」として、	
　・診療所や中小病院における主治医機能の評価	
　・大病院の専門外来の評価	
　・大病院の紹介外来を更に推進する方策	等
の項目をあげている。
　更に、平成28年度診療報酬改定の基本方針では、「複
数の慢性疾患を有する患者に対し、療養上の指導、服
薬管理、健康管理等の対応を継続的に実施するなど、
個別の疾患だけではなく、患者に応じた診療が行われ
るよう、かかりつけ医やかかりつけ歯科医の機能を評
価。」を打ち出している。
（図7）日常生活圏域のかかりつけ医は、ヘルスプロ
モーションから障がい者・子ども支援を含めた福祉へ
の貢献、そして軽度の要介護者や虚弱した高齢者に対
しての生活支援、介護予防から中重度の要介護者に対
して介護保険と医療保険を一体的に提供すべく大きな
役割を担っている。地域包括ケアは様々な課題を抱え
た個々人・家族に対して、可能な限り地域で暮らせる
ように包括的な支援を継続的に行うことである。その
ためには、かかりつけ医が地域社会の中に更に目を向
けることが求められる。
（図8）日医かかりつけ医機能研修制度は、今後のさら
なる少子高齢社会を見据え、地域住民から信頼される
「かかりつけ医機能」のあるべき姿を評価し、その能力
を維持・向上するための研修である。先に述べたかか
りつけ医機能については、
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

 複数の慢性疾患を有する患者に対し、療養上の指導、服薬管理、健康管理等の対応を継続
的に実施するなど、個別の疾患だけではなく、患者に応じた診療が行われるよう、かかりつけ
医やかかりつけ歯科医の機能を評価。 
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日医かかりつけ医機能研修制度 

【目的】 
  今後のさらなる少子高齢社会を見据え、地域住民から信頼される「かかりつけ医機
能」のあるべき姿を評価し、その能力を維持・向上するための研修を実施する。 
  
【実施主体】 
  本研修制度の実施を希望する都道府県医師会 

【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 

平成28年4月1日より実施 
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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

の6項目を基本とした。
（図9）医療の質については、1990年代以降、北米や
ヨーロッパで推進され、 日本では1995年頃からEBM
（Evidence-Based	Medicine）という言葉が広がった。
　臨床研究の結果が日常の診療に十分生かされない状
況を改善する動き、日々の診療で出てくる疑問をエビ
デンスの高い情報を使って解決し、早く治る、死亡率
が減る、患者の苦痛が少ない、満足度が高い等、質、
効果の高い医療を提供することで日々の診療で出てく
る疑問を解決することが目的である。
（図10）最善の医療を実践するためには、最良の研究に
よる科学的データを基礎として、医師の専門性と患者
の希望が統合されることにより行われる。
（図11）EBMの背景には、より効果的な診療を行う必要

性が求められてきたことがある。それには、診療に役
立つ情報収集の必要性が生じてきた。その基本には、
患者の権利に対する意識変化があり、自分の体、病状、
病気に対しての知る権利と、治療方法を選択する権利
の意識が高まったことがある。更には、情報量の増加
と通信技術の進歩である。情報の共有化・迅速化の中
で、より効果的な収集手段が必要となる。
（図12）EBMは、臨床で必要な情報を選ぶときの判断基
準を明確にし、EBMの手法で情報を得ていればとっく
に有効性が証明できていた治療法を選択することもで
きていた。また、有効性がないこと、かえって害があ
ることが証明できていた治療法を理解できる。しかし
ながら、あらゆる診療行為に対して質の高いエビデン
スが存在していない。実際の診療現場では、エビデン
スのみを頼りに診療を行うことは不可能であり、近年
の高齢医学において、様々な知見も散見されるが、現
在は各医師の経験によることも多い。

 
１９９０年代以後 北米やヨーロッパで推進される 
日本では１９９５年頃からEBMという言葉が広がる 
 
 
臨床研究の結果が日常の診療に十分に生かされない状況を改善する動き 
日々の診療で出てくる疑問をエビデンスの高い情報を使って解決し、早く治る、 
死亡率が減る、患者さんの苦痛が少ない、満足度が高い等、質、効果の高い 
医療を提供することで日々の診療ででてくる疑問を解決する 
 
１９９１年  Guyatt   鉄欠乏性貧血が疑われる患者に対して臨床疫学の考え方 
を基本としてMEDLINE をオンライン検索し、その結果をもとに患者の治療方針
を決定する方法を紹介 
 
 
 

医療の質について 

参考資料 平成21年度 医療科学B エビデンスと研究デザイン 図9 

図9

EBMの3要素 

最善の医療 

Clinical Expertise 
医師の専門性 

 

Research 
Evidence 

科学的データ 
  

 
Patient 

Preferences 
患者の希望 

 

Evidence-Based  Medicine: How to Practice and Teach EBM(2nd  ed.) 
by Sackett  DL;Churchill Livingstone. 2000 

 図10 

図10

EBMの背景 

• 医療費の増加 
• より効果的な診療を行う必要性 
• 診療に役立つ情報収集の必要性 
• 患者の権利に対する意識変化 
  知る権利 自分の体、病状、病気 可能な選択 
  治療方法を選択する権利 
• 情報量の増加と通信技術の進歩 
  情報の迅速化 
  情報の共有化 
  情報が増えたためにより効果的な収集手段が必要となる 

参考資料 平成21年度 医療科学B エビデンスと研究デザイン 
図11 

図11

EBM の重要性 

• 臨床で必要な情報を選ぶ時の判断基準が明確となる 
• EBM の手法で情報を得ていればとっくに有効性が証明
できていた治療法 

• 有効性がないこと、かえって害があることが証明できて
いた治療法 

• あらゆる診療行為に対して質の高いエビデンスが存在
していない 

• 実際の診療現場ではエビデンスのみを頼りに診療を行
うことは不可能 
 

参考資料 平成21年度 医療科学B エビデンスと研究デザイン 
図12 

図12



日医かかりつけ医機能研修制度 H29応用研修会　1．「かかりつけ医の質・医療安全」 1-5

（図13）EBMの批判として、臨床判断においては、質の
高いエビデンスのみを参考にするといった単純なプロ
セスでなく、すべての関連エビデンスを解釈、統合す
るものであり、エビデンスの質の高さよりも妥当性、
説得性により価値が与えられることがある。更には、
疼痛、公平、生活の質などの倫理的側面から、多くの
重要なアウトカムが必要なものに対して測定が不可能
なことが多い。臨床試験の結果を適用することに不利
益を被る患者が存在し、様々な立場からの対立する意
見を調整できない。資源配分に利用する際に、ある医
療技術についてエビデンスが不在である場合、あたか
もその医療技術が無価値であるかのごとく取り扱われ
る。また、有効性に関するエビデンスと経済効率性に
関するエビデンスが対立した場合、どのように対応す
べきか答えを見つけることが難しい。新しい薬の開発
にて効能の有効性は証明されているが、同時に、経済
効率性も含めて議論されている。

（図14）EBMを提唱したマクマスター大学のガイアット
氏は、著書の中で"Evidence	never	tells	you	what	to	
do."	と述べている。EBMが提示していることは「医学
の不確実性」であり、確かにエビデンスがあったほう
が蓋然性が高くなるが、常に「確率論」の限界から逃
れることはできない。それゆえに、どうすることが
「最善」なのか、それだけで「決める」ことはできない
という意味であり、エビデンスは臨床判断を「助ける
もの」である。
（図15）「生命・医療倫理」の歴史的背景については、
1970年代に生命倫理が誕生するところから始まる。生
命倫理の概念は、第2次世界大戦中に行われたナチス
ドイツによる、非人道的な人体実験の反省が発端であ
ると言われている。4原則は、トム・L・ビーチャムと
ジェイムズ・F・チルドレスによって、生命医学倫理
において提示された。4原則のうち、患者に危害を及ぼ
すものを避けよという無危害と、患者に利益をもたら
せという善行・仁恵は、ヒポクラテスの誓いの時代か
ら医療倫理において中心的位置を占めてきた。4原則
とは、他の多くの道徳的基準および判断の基礎となる
根本的な行動基準である。したがって、実際の臨床現
場で遭遇する倫理的ジレンマに対し、これらの原則を
当てはめたとしても、かえって混乱することも少なく
はない。
　1980年代になると、自律的な患者の意思決定を尊重
せよという自律尊重を原則とする「自己決定権」をめ
ぐっても、現場では「決められない」「決めたくない」
患者も存在し、「自己決定」の内容が、医療専門職とし
ては受け入れ難い場合も少なくない等の多様な倫理的
ジレンマが出現することになる。

EBM 批判 

• 臨床判断においては、質の高いエビデンスのみを参考にするといった
単純なプロセスでなく、すべての関連エビデンスを解釈、統合するもの
であり、エビデンスの質の高さよりも妥当性、説得性により価値が与え
られる  Swales 

• 倫理的側面から多くの重要なアウトカム（疼痛 公平、生活の質など）
が測定不可能 

• 様々な立場のからの対立する意見を調整できない 
• ランダム化試験を実施可能な対象領域が限られている 
• 臨床試験の結果を適用することに不利益を被る患者が存在 
• 資源配分に利用する際に、ある医療技術についてエビデンスが不在で
ある場合、あたかもその医療技術が無価値であるかのごとく取り扱わ
れる 

• 有効性に関するエビデンスと経済効率性に関するエビデンスが対立し
た場合、どのように対応すべきか、答えがない 

Jenicek,1997 図13 
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Evidence never tells you what to do.  

  EBMを提唱したマクマスター大学のGuyatt氏は、著書の中
で“Evidence never tells you what to do”と述べていた[1]。 

  ＊EBMが提示していることは「医学の不確実性」であり、確
かにエビデンスがあった方が蓋然性が高くはなるが、常に
「確率論」の限界から逃れることはできない。それゆえに、どう
することが「最善」なのか、それだけで「決める」ことはできな
いという意味で、エビデンスは臨床判断を「助けるもの」であ
る。 

 

 

[1] Guyatt, G.H.,Evidence-based medicine, ACP Journal Club.1991 Mar-April,pp.114. 
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「生命・医療倫理」の歴史的背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．1970年代  「生命倫理bioethics」の誕生 

自律尊重 
autonomy 

無危害 
non-maleficience 

善行・仁恵 
beneficience 

公正・正義 
justice 

4原則(4 principles) 
↓↓↓ 
「4原則」は、国際的にも一応のコン

センサスは得られているとはいえ、
実際の臨床現場で遭遇する倫理的
ジレンマに対し、これらの原則を当て
はめたとしても、かえって混乱するこ
とも少なくない。 
 
２．1980年代 「医療倫理medical ethics」の混乱期 
 自律尊重を原則とする「自己決定権（Ｉ．Ｃ）」をめぐっても、現場では「決められない」「決めたくな
い」患者の存在や、「自己決定」の内容が、医療専門職としては受け入れがたい場合（人工呼吸器
の取り外し等）も少なくない等の多様な倫理的ジレンマが出現。 
板井孝壱郎、医学・医療の進歩と倫理、pp.68-70. 
日本医学教育学会 倫理・行動科学委員会編、人間学入門、南山堂、2009．  
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　他に、利益と負担を公平に配分せよとする公正・正
義原則がある。
（図16）1990	年代には、抽象的な倫理原則や倫理学説
を、上から現場に当てはめるのではなく、具体的な
個々の臨床ケースにボトム・アップでアプローチする
ことを試みた。日常診療の現場で生じた倫理問題を同
定、分析し、具体的な解決策を提示することを通じて、
医療の質を向上させることを目的とするところに臨床
論理の重要性がある。生命倫理という倫理的方法論で
は、現場の倫理的ジレンマの解決策がない。先端医療
からケアの倫理も含めた臨床倫理が登場した背景であ
る。
（図17）倫理的誤謬については、事実と価値の混同があ
る。例えば、「CPR成功率は10％以下である」というこ
とは事実命題であり、ゆえに施行すべきではないとす
ると、事実命題には価値判断は含まないことから、施
行すべきでないとした価値判断は単なる感情表現なの
か、直観で判断したのか、この隠された判断に対して

何を根拠にしてどのように判断したのかが問われるの
である。
（図18）隠された価値判断とは、「成功率が10％しかな
いCPRを、患者に行うことは、医学的に無益だから。」
や、「医師は、救命の義務や専門職としての使命感で決
断・行動すべきである。」などである。しかしながら、
患者や家族からみれば、10％しかないではなく、10％
もあるという価値判断があり、そこには必ず不安とい
う心情が伴っている。
（図19）倫理的に考えるために大切なことは、日常の臨
床現場で起きている倫理的問題に気づくことである。
モヤモヤとした感じ、何かおかしいと感じたことか
ら、その気持ちを論理的に整理し倫理的推論へ高めて
いくことである。例えば、歩けるが、時々転倒する認
知症の方に対して、車椅子に拘束することは、かわい
そうなので自由に歩き回ってもらいたい、と感じる。
しかしながら、転倒骨折したら更に重度化することが
予測される。こうした中でかかりつけ医がどのように

「生命・医療倫理」の歴史的背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 板井孝壱郎、医学・医療の進歩と倫理、pp.68-70. 
日本医学教育学会 倫理・行動科学委員会編、人間学入門、南山堂、2009．  

先端医療
の倫理

ケアの倫理

環境倫理

医療倫理
臨床倫理

日常臨床での 
の医療倫理

生命倫理

 ３．1990年代 
「臨床倫理clinical ethics」の登場 
 抽象的な倫理原則や倫理学説を、上から現場に「当ては

める」（トップダウン・アプローチ）ではなく、具体的な個々

の臨床ケースにボトム・アップでアプローチ(case-based 
approach)することを試みる。 
   
＜臨床倫理 clinical ethics の エンド・ポイント＞ 
日常診療の現場で生じた倫理問題を同定、分析し、具体

的な解決策を提示することを通じて、医療の質を向上させ

ること。 
  ⇒「倫理問題は会議室で起こってるんじゃない！現場

で起こってるんだ！！」   
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医療専門職（医科学者）がよく犯す誤謬 
「事実(fact)」と「価値(Value)」の混同 

CPR成功率は１０％以下である 
 
        ゆえに 
 
    施行すべきではない 

⇒  「事実」命題 
 ＊価値判断は含まない 

⇒隠された「価値」
判断がある。 

⇒ 「価値」判断 
×単なる「感情」表現？ 
×「直観」で判断可能？ 
      ↓↓↓ 
何を根拠に、どのように
「判断」したのか？ 

2016/9/4 日本臨床倫理学会 臨床倫理認定士養成研修2016 基礎カリキュラム 臨床倫理の基礎 板井 孝壱郎様 
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医療専門職（医科学者）がよく犯す誤謬 
＜「倫理的推論 ethical reasoning」のトレーニング不足＞ 

  ＜ゆえに＞に隠された「価値」判断とは何か？ 
・「成功率が１０％“しかない”CPRを、患者さんにやるのは、医学的 
 に無益（medical futility）だから。」 
・「医師は、救命の義務や専門職としての使命感で決断・行動す 
  べきである。」 etc… 
 ・・・でも、患者さんや家族にとって見れば、 
   １０％“しかない” ではなく、 
   １０％“もある”   という 
  という「価値」判断 があり、そこには必ず＜不安＞という心情が伴ってい 
  る。 
       

2016/9/4 日本臨床倫理学会 臨床倫理認定士養成研修2016 基礎カリキュラム 臨床倫理の基礎 板井 孝壱郎様 

図18 
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「倫理的に考える」ために大切なこと 

１．日常の臨床現場で起きている倫理的問題に気づくこと。 
 ＊「モヤモヤした感じ」に注意。 
 ＊「何かおかしいのでは？」という気持ちを大切に。 
    ↑↑↑ 
 これが「倫理的感受性/感性（ethical sensitivity）」 
 でも、「倫理的に感じる」はあくまでも「スタート」であって、大切なことは、 
 
２．その「感性（≒感情）」のレベルにあるものを、論理的に整理し、「考える力」 ＝「倫 
  理的推論（ethical  reasoning）」へ高めていくことです。 
 ※「倫理的」であるためには、「論理的」であることが必要！！ 
 ※「かわいそうだ」とか「気の毒だ」といった「感情」のレベルで「感じる」こと   
   だけでは、「倫理的であること」としては不十分なのです。 
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かかわるのか、倫理的推論のトレーニングが必要とな
る。
（図20）倫理的な解決法が重要になったときには、それ
ぞれの問題点について、かかわり合うチームで話し合
うことである。そこでは4分割表を用いるが、書くこ
と、記録することが目的ではなく、チームのそれぞれ
が頭の中を整理するためのツールである。話し合う際
には、倫理原則を押し付けることなく、自分の価値観
が独善的なものになっていないか、倫理的推論のプロ
セスをしっかり辿れるように、できるだけ多くのス
タッフと一緒に行うことである。
（図21）最も重要な点は、患者自身が今この状況で、何
をどうしたいと思っているかを、一緒に考えることで
ある。このSDM（Shared	Decision	Making）	には、実際
の医療には絶対、確実性ということはまれであるた
め、不確実性を知る中で何が最善なのかを共有し、意
思決定をするという意味を表している。2つ以上の選
択肢があり、どれが良いかわからない場合に必要とな

る。患者本人の生きてきた「人生という名の物語」に
寄り添い、家族と医療従事者が共に、この先の「物語」
を一緒になって紡ぎだそうとする姿勢である。
（図22）かかりつけ医の質について、海外の例を見てみ
る。カナダの例では、ベスト・プラクティスの視点か
ら、自らの診療がどの地点にいるかを評価し、行動を
起こすことを可能にする、自己省察のプロセスがあ
る。強制されるのではなく、自発的にそのような評価
を行うこと、患者や利用者を巻き込み、多職種チーム
を構成させることが日常の活動に組み込まれた、終わ
りのない継続的な質改善の文化であることとしている。
（図23）家庭医療の活動の共通要素を、具体化した8つ
のカテゴリーに分けて、
A）患者中心性
B）公平・公正性
C）適時性と近接性
D）安全性
E）効果的な診療

「目的意識」を明確にするために大切なこと 

   ＜どのような「目的意識」を持つのか？＞          
１．それぞれの問題点について、チームで話し合う。  
 ※「4分割表」は、書くこと（記録すること）自体が 目的ではなく、「頭の中を 
  整理するためのツール（道具）」であることを忘れない！ 
 

２．話し合う際には、倫理原則を「押し付けない」！ 
 ※特に自分の「価値観」が独善的なものになっていないかどうか、 
  倫理的推論（reasoning)のプロセスをしっかりと辿れるように、 
  できるだけ多くのスタッフといっしょに行うこと。 
 ※決して「独り」で抱え込まないこと！ 
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＜倫理的推論・推理（ethical reasoning)のポイント＞ 

• 最も重要な点は、 
• 「患者さんご自身が、今この状況で、何をどうしたいと思っておられる
か、いっしょに考えましょう(=SDM:Shared Decision Making)」に立脚し
てアプローチする視点。  

 ⇒ 厚労省「人生の最終段階ガイドライン」2-(2)「患者の意思が確認できない場合」 

「※ 患者の意思決定が確認できない場合には家族の役割がいっそう重要になります。その場合にも、患者
が何を望むかを基本とし、それがどうしてもわからない場合には、患者の最善の利益が何であるかについ
て、家族と医療・ケアチームが十分に話し合い、合意を形成することが必要です。」 

↑↑↑ 
患者本人の生きてきた「人生という名の物語（narrative）」に寄り添い、家族と医療従事者が共に、

この先の「物語」をいっしょになって紡ぎだそうとする姿勢  

≒ Advocacy skills （自分自身のことを言葉にして表現することが困難な状況にある人の想いを
代弁するアドボカシー・スキル） 

≒Mediation skills （感情的混乱にある中でコンフリクト解決を見い出すために必要なメディエー
ション・スキル） 

 

 
 
  
 
 
 

2016/9/4 日本臨床倫理学会 臨床倫理認定士養成研修2016 基礎カリキュラム 臨床倫理の基礎 板井 孝壱郎様 
図21 

図21

オンタリオのプライマリ・ケアにおける継続的な質改善の文化
を醸成していく上で欠かせない5つの価値 

• 日常の活動に組み込まれた、終わりのない継続的な質の改
善の文化、さらには変化を検証するPlan-Do-Study-Act
（PDSA）サイクルを適用することができる。 

• ベスト・プラクティスの視点から、自らの診療がどの地点にい
るかを評価し行動を起こすことを可能にする。自己省察のプ
ロセス。 

• 強制されるのではなく、自発的にそのような評価を行うこと。 
• 患者や利用者を巻き込むこと。 
• 多職種チームを構成し機能させること。 

 
家庭医療の質 診療所で使うツールブック 2015.4.1 (株)カイ書林  

【かかりつけ医についての質 海外（カナダ）の例】 

図22 

図22

家庭医療の活動の共通要素を 
具体化した8つのカテゴリー 

A) 患者中心性(Patient-Centered) 
B) 公平・公正性(Equitable) 
C) 適時性と近接性(Timely and Accessible) 
D) 安全性(Safe) 
E) 効果的な診療(Effective Clinical Practice) 
F) 効率性(Efficient) 
G) 統合ケアと継続性(Integrated and Continuous) 
H) 適切な診療所リソース(Appropriate Practice Resources) 

家庭医療の質 診療所で使うツールブック 2015.4.1 (株)カイ書林  図23 

図23
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F）効率性
G）統合ケアと継続性
H）適切な診療所リソース

としている。こうした内容は、我々日本のかかりつけ
医の質についても共通事項が多い。
（図24）図22における自己省察としては、質の改善のた
めに計画を立て、最初は小さな規模で計画を実施する
ところから始める。その後に計画を確定し、または修
正するためにフィードバックを得て評価し、そして改
善する。こうしたPDSA（Plan-Do-Study-Act）サイク
ルを機能させている。我々、かかりつけ医の参考にな
ればと考える。
（図25）「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」の策定の背景としては、平成
18年3月に富山県射水市民病院における人工呼吸器取
り外し事件が報道され、「尊厳死」のルール化の議論が
活発化したということがある。平成19年、厚生労働省
に、「終末期医療の決定プロセスのあり方に関する検

討会」が設置され、回復の見込みのない末期状態の患
者に対する意思確認の方法や医療内容の決定手続きに
ついての標準的な考え方を整理することとした。平成
19年5月に「終末期医療の決定プロセスに関するガイ
ドライン」がまとめられ、平成26年に「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」に改称された。
　ガイドラインの概要としては、
1	人生の最終段階における医療及びケアの在り方と
して、医療従事者から適切な情報の提供と説明が
なされたうえで、患者が医療従事者と話し合いを
行い、患者本人による決定を基本として終末期医
療を進めることが重要であり、人生の最終段階に
おける医療内容は、多専門職種からなる医療・ケ
アチームにより、医学的妥当性と適切性を基に慎
重に判断するとしている。

2	人生の最終段階における医療及びケアの方針の決
定手続きとして、患者の意思が確認できる場合に
は、患者と医療従事者とが十分な話し合いを行
い、患者が意思決定を行い、その内容を文書にま
とめておく。説明は、時間の経過、病状の変化、
医学的評価の変更に応じてその都度行う。患者の
意思が確認できない場合、家族が患者の意思を推
定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者
にとっての最善の治療方針をとることを基本とす
る。患者・医療従事者間で妥当で適切な医療内容
について合意が得られない場合等には、複数の専
門家からなる委員会を設置し、治療方針の検討及
び助言を行うことが必要。

としている。

PDSA 
P 

計画 

A 
改善 D 

実施 

S 
評価 

Plan 計画 ： 質改善のための計画を練る 

Do 実施 ： 最初は小さな規模で計画を実施する 

Study 評価 ： 計画を確定、または修正するためにフィードバックを
得て評価する 

Act 改善 ： 計画を定着させる、または修正を行う 
家庭医療の質 診療所で使うツールブック 2015.4.1 (株)カイ書林  

図24 

図24

 家族が患者の 
 意思を推定できる 

十分な 
情報の 
提供 

人生の最終段階における 
医療とケアの方針決定 

患者の意思が 
確認できる 

患者と医療従事者とが十分に話し合い、
患者が意思決定を行う 

・病態などにより 
   医療内容の決定が困難 
・家族の中で意見が 
   まとまらないなどの場合 
  
→複数の専門家で構成する 
 委員会を設置し、 
 治療方針の検討や助言 

患者の意思が 
確認できない 

患者の推定意思を尊重し、 
患者にとって最善の治療方針をとる 

・家族が患者の 
 意思を推定できない 
・家族がいない 

患者にとって最善の治療方針を、 
医療・ケアチームで慎重に判断 
（※家族がいる場合は十分に話し合う） 

「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」 
方針決定の流れ（イメージ図） 

人生の最終段階における医療およびケアについては、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、 
それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本として進めることが最も重要な原則 

出典：厚生労働省 

図26

  
 ○ 平成１８年３月に富山県射水市民病院における人工呼吸器取り外し事件が報道され、「尊厳死」のルール化の議論が

活発化。 
 ○ 平成１９年、厚生労働省に、「終末期医療の決定プロセスのあり方に関する検討会」を設置し、回復の見込みのない末

期状態の患者に対する意思確認の方法や医療内容の決定手続きなどについての標準的な考え方を整理することとした。 
 ○ パブリックコメントや、検討会での議論を踏まえ、平成１９年５月に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を

とりまとめた。 
   ※平成２６年に「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」に改称。 
 

 
 １ 人生の最終段階における医療及びケアの在り方 

 ○ 医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上で、患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による

決定を基本として終末期医療を進めることが重要。 
 ○ 人生の最終段階における医療の内容は、多専門職種からなる医療・ケアチームにより、医学的妥当性と適切性を基

に慎重に判断する。 

 ２ 人生の最終段階における医療及びケアの方針の決定手続 
○ 患者の意思が確認できる場合には、患者と医療従事者とが十分な話し合いを行い、患者が意思決定を行い、その

内容を文書にまとめておく。説明は、時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更に応じてその都度行う。 
○ 患者の意思が確認できない場合には、家族が患者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者に

とっての最善の治療方針をとることを基本とする。 
○ 患者・医療従事者間で妥当で適切な医療内容について合意が得られない場合等には、複数の専門家からなる委員

会を設置し、治療方針の検討及び助言を行うことが必要。 
 

「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」 

策定の背景 

ガイドラインの概要 

出典：厚生労働省 

図25

図25 図26
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（図26）人生の最終段階における医療およびケアにつ
いては、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と
説明がなされ、それに基づいて患者が医療従事者と話
し合いを行い、患者本人による決定を基本として進め
ることが最も重要な原則であるとしている。
　患者の意思が確認できるときは、患者と医療従事者
とが十分に話し合い、患者が意思決定を行う。患者の
意思が確認できない場合は、家族が患者の意思を推定
できるときは患者の推定意思を尊重し、患者にとって
最善の治療方針をとる。家族が患者の意思を推定でき
ない場合や家族がいない場合は、患者にとって最善の
治療方針を、医療・ケアチームで慎重に判断する。病
態などにより医療内容の決定が困難であったり、家族
の中で意見がまとまらない場合は、複数の専門家で構
成する委員会を設置し、治療方針の検討や助言をす
る。基本は十分な情報提供において行われ、人生の最
終段階における医療とケアの方針決定を行う。
（図27）アドバンス・ケア・プランニング（以下、ACP）

は、自らの意向が表明できなくなることに備えて、前
もって医療やケアについて計画することである。
　人生の最終段階の治療や療養について、患者・家族
と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセス
であり、患者本人の気がかりや意向、患者の価値観や
目標、病状や予後の理解、治療や療養に関する意向や
選好、その提供体制などについて話し合いが行われ
る。患者の同意のもと、話し合いの結果が記述され、
定期的に見直され、ケアに関わる人々の間で共有され
ることが望ましい。
（図28）ACPを、いつ、誰に、誰が行うのか？である
が、早すぎるACPは望んでいない。病状の悪化や大き
な身体機能の低下があったときや治療の変更時に機会
が生じる。早すぎると利益より害が多くなるので、複
数に分けて、適切な時期に適切な話題として作ること
が望ましい。患者は医師とのACPを望んでおり、患者
にとって自分を最もよく知っている医師がふさわしい。
　がんの疾患軌跡は、死亡前1～2ヶ月で急速に状態が
悪化し、予後の予測は比較的容易である。COPDや心不
全の疾患では、急激な悪化と改善を繰り返しながら穏
やかに悪化する。急激な変化が起こったときに、改善
可能かどうかの判断が難しい。また、認知症や加齢に
よる変化は、いつからが終末期なのか不明確である。
（図29）アドバンス・ディレクティブ：事前指示（以
下、AD）は、意思決定能力が低下・消失したときに備
えて、予め代理意思決定者や、してほしい・してほし
くない治療とケア、人工呼吸器、人工栄養、心肺停止
時の蘇生措置の意向など、すなわちリビングウィル
（以下、LW）についての意向を指示しておくことであ
る。AD、LW、DNAR（心肺停止時の蘇生処置を希望しな

アドバンス・ケア・プランニング（ACP）:定義 

advance care planning : ACP（自らの意向が表明できなくなることに備えて） 

 advance :  前もって 

 care      :    医療やケアについて 

 planning  : 計画すること  

 人生の最終段階の治療・療養について、（話し合いの時期は人生の最終段階に

限ることなく、）患者・家族と医療従事者があらかじめ話し合う自発的なプロセス 

 患者の同意のもと、話し合いの結果が記述され、定期的に見直され、ケアに関わる人々の間で

共有されることが望ましい 

 

 ACPの話し合いは以下の内容を含む 

• 患者本人の気がかりや意向 

• 患者の価値観や目標 

• 病状や予後の理解 

• 治療や療養に関する意向や選好、その提供体制                                                                         

http://www.ncpc.org.uk/sites/default/files/AdvanceCarePlanning.pdf 

出典：平成28年度厚生労働省委託事業 
    人生の最終段階における医療体制整備事業 研修資料一部改変 

図27

◆ 早すぎるACPは望んでいない 

 ・病状の悪化や大きな身体機能の低下があった時 

 ・治療の変更時 

 ・早すぎると利益より害が多い 

 ・複数に分けて、適切な時期に適切な話題を 

 

◆ 患者は医師とのACPを望む 

 ・自分を最もよく知っている医師 

– オンコロジスト 

– 担当医 

– 家庭医 

 

 

 

Dow LA．J Clin Oncol．2010. 

Johnson S．Psycho−Oncology 2015 

いつ、誰に、誰が行うのか？ 

出典：神戸大学 木澤義之教授作成資料 

図28

アドバンス・ディレクティブ（AD）事前指示： 

  意思決定能力が低下・消失した時に備えて、予め
以下のことについての意向を指示しておく こと 

 代理意思決定者 

 リビング・ウィル（LW） 

• してほしい／してほしくない治療・
ケア 

• 人工呼吸器 

• 人工栄養（胃ろうなど） 

• 心肺停止時の蘇生処置（心臓
マッサージなど）の意向（希望しな
い場合はDNAR） 

 

ACP、AD、LW、DNARの関係 

ACP 
（話し合いのプロセス） 

リビング・ウィル
（LW） 

DNAR 

話し合いの
結果として 

 アドバンス・ディレクティブ（AD）、リビング・ウィル（LW）、DNARは基本的に文書として表さ
れることが目的。それに比べ、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）は、話し合いのプロセ
ス自体を指す。 

アドバンス・ディレクティブ（AD） 
＝LW ＋ 代理意思決定者の選定 

話し合いから得られるもの 
相互理解・信頼関係 

（AD、ACPのいずれも、意思表示が難しい状態となった場合に、患者の意向を尊重した医療を行う
ことを目的としている。ACPで話し合われる内容はADと変わらない。大きな違いは、事前指示書
（AD）に焦点が当たっているのか、話し合いのプロセス（ACP）に焦点が当たっているのかということ。） 

出典：神戸大学 木澤義之教授作成資料 

図29

図27

図28 図29



日医かかりつけ医機能研修制度 H29応用研修会　1．「かかりつけ医の質・医療安全」1-10

い場合）は文書として表されることが目的であること
に比べ、ACPは話し合いのプロセス自体を目指すもの
である。AD、ACPのいずれも、意思表示が難しい状態
となった場合に、患者の意向を尊重した医療を行うこ
とを目的としている。ACPで話し合われる内容はADと
変わらない。大きな違いは、事前指示書（AD）に焦点
が当たっているのか、話し合いのプロセス（ACP）に焦
点が当たっているのかということである。ACPから得
られるものは相互理解・信頼関係であり、話し合いの
結果としてLWやDNARがある。
（図30）歴史的に見ると、ADには限界がみられた。代
理意思決定者が、事前に患者や医療従事者と患者のAD
の内容やその背景、理由などについて十分話し合って
いないために、ADに沿った意思決定ができないこと
や、書類があっても役に立たないことがあった。ACP
の効能は、患者の自己コントロール感が高まり、死亡
場所との関連（病院死の減少）や、代理決定者と医師
とのコミュニケーションの改善がなされ、より患者の

意向が尊重されたケアが実践された。その結果、患者
と家族の満足度が向上し、遺族の不安や抑うつが減少
したことは、ADの限界により患者の意思が確認できな
い場合に、患者の考えや価値が共有されることによっ
て、患者の意思を推定する際の貴重な道しるべになる。
（図31）患者の意思を尊重した人生の最終段階におけ
る医療の実現に向けた取り組みとして、「人生の最終
段階における医療体制整備事業」において、医療・ケ
アチームの育成研修が実施されている。参考にしてい
ただきたい。

歴史的変遷 

アドバンス・ 
ケア・ 

プランニング 
（ACP） 

◆代理意思決定者の選定 

◆リビング・ウィル（LW） 

アドバンス・ 
ディレクティブ（AD） 

The SUPPORT study 

• 米国で行われた、9000名の患者を対象とした臨床試験 

• 熟練した看護師が病状理解を確かめ、AD（どのような治療を受けたいか、延命治療の希望など）を聴取。
その情報を医師に伝えた 

• 集中治療室の利用、DNAR取得から死亡までの日数、疼痛やつらさ、患者の希望したことの遵守、医療コ
スト、患者・家族の満足度に差異は見られなかった 

書類があっても役立たない？ ADからACPへ 

【ACPの効能】 

 ・患者の自己コントロール感が高まる 

 ・死亡場所との関連（病院死の減少） 

 ・代理決定者-医師のコミュニケーションが改善 

 ・より患者の意向が尊重されたケアが実践され、 

 患者と家族の満足度が向上し、遺族の不安や 

 抑うつが減少 

 

 

 

【ADの限界】 

 代理意思決定者が、事前に患者や医療従事者と 

患者のADの内容やその背景、理由などについて 

十分話し合っていないために、ADに沿った意思決定 

ができない。 

 

 患者の意思が確認できない場合に、患者の考えや価値 

が共有されていることによって、患者の意思を推定する際
の貴重な道しるべになる。 

 

 

出典：平成28年度厚生労働省委託事業 
    人生の最終段階における医療体制整備事業 研修資料一部改変 

図30

【背景・課題】 
 高齢化が進展し、年間死亡者数が増加していく中で、人生の最終段階における医療のあり方が大きな課題となる。 
 人生の最終段階における医療について、医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上で、患者が医療従事者と話し合いを行い、

患者本人による決定を基本として進めることが重要であり、厚生労働省では、こうした合意形成のプロセスを示す「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」（平成19年策定、平成26年改称）を策定し、周知を図ってきた。 

 しかしながら、平成25年の調査によれば、当該ガイドラインは医療従事者に十分認知されているとは言えず、人生の最終段階におけ
る医療に関する研修も十分に行われていない状況である。 

【事業内容】 
 人生の最終段階における医療に関する患者の相談に適切に対応できる体制を強化するため、平成26、27年度のモデル事業の成果を踏

まえ、平成28年度から、医療・ケアチーム（医師、看護師等）の育成研修を全国８ブロックで実施。平成29年度は、平成28年度に実
施した人材育成研修を継続するとともに、国民への普及啓発のための取組みを行う。 

プログラム 主旨、構成内容 

講義１ 倫理的な問題を含む意思決定をどう進めるか？ 

講義２ 
「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」の解説 

講義３ アドバンス・ケア・プランニングとは 

講義４ 臨床における倫理の基礎 

講義５ 意思決定に関連する法的な知識 

講義６ 患者・家族の意向を引き継ぐには 

患者の意思を尊重した人生の最終段階における医療の実現に向けた取組 
 人生の最終段階における医療体制整備事業 

・人生の最終段階における医療に関する意思決定に携わっている医師を含む多職種チーム 
（診療所、訪問看護ステーション、介護老人福祉施設が連携し、多職種チームとして参加することも可能） 
 

研修対象者 

プログラム 

プログラム 主旨、構成内容 

ロールプレイ１ もしも、のときについて話し合いを始める 

ロールプレイ２ 代理決定者を選定する 

ロールプレイ３ 
治療の選好を尋ね、最善の選択を支援する代理
決定者の裁量権を尋ねる 

グループディスカッション１ 多職種カンファレンスを効果的に行うには 

グループディスカッション２ 明日への課題 

開催実績／予定 

平成28年度予算 61百万円  
平成29年度予算 66百万円 

・平成26年、27年度は、モデル事業として実施。平成26年度10か所 24名、平成27年度５か所 25名が研修を終了。 
・平成28年度は、214チーム、751名が研修を受講。 

出典：厚生労働省 

図31

図31

図30
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かかりつけ医のための医療安全の取り
組み
（図32）2015年10月に医療事故調査制度が施行され、特
定機能病院や基幹病院だけでなく、一般の診療所や助
産所においても、ある条件下で患者が死亡した場合、
医療事故調査・支援センターへの報告が法律的に義務
付けられた。同時に、院内調査や報告書の提出も義務
付けられるなど、地域医療を担っている多くの病院や
診療所などはどのように対応すべきか難渋している背
景がある。厚生労働省も、大学病院や医師会などに支
援団体としての役割を期待している。医療に関して
は、これまでも小規模病院や診療所では加療が困難な
患者をその地域の基幹病院等が受け入れて、より専門
的な治療を行ってきたことは既知のことであり、医療
事故調査制度に関しても支援団体として同様な対応を
行っていこうという状況である。
　大規模な病院では、医療安全に対しても医療安全管
理部門が存在し、医療事故が発生した際にも院内で調

査や再発予防を行うことができる。筆者の所属する大
学病院でも20年以上にわたり取り組んだ結果、1つの
医療安全文化として定着しつつある。大学病院におけ
るこれらの経験を踏まえて、プライマリ・ケアや慢性
疾患の管理をはじめ、高齢者やがん終末期の患者の管
理や在宅医療を行う機会の多い開業医やかかりつけ医
の先生方のための医療安全のノウハウを解説できれば
と考える。
（図33）かかりつけ医も大学病院の医師も、医療安全に
対する基本的な対応は同じである。大学病院は、大規
模であるがゆえに医療事故（医療過誤のみを示す言葉
ではない。当初の計画通りに医療が進まなかったすべ
ての事象を示す言葉である。）の数は規模に比例する
ため、その対応を専従で行う部門が必要というだけで
ある。診療所のかかりつけ医は、それらを当該の施設
のスタッフで行うというだけで、内容は同じであり、
同じであるべきである。そこで、大学病院における医
療安全の取り組みを、1.医療安全管理体制について、
2.インシデントレポートの入力、3.医療安全研修会
（セーフティーレクチャー）の出席、4.リスクマネジメ
ントニュースレターの確認、についてそれぞれ解説す
る。

1．医療安全管理体制について
（図34）医療安全には、本来3つの要素があると考えら
れる。それぞれ「医療安全管理」、「感染対策」および
「健康管理」であり、これらがすべて充実して、初めて
医療安全が成り立つと考えてほしい。院内感染を予防
するには感染対策の知識が必要であるが、例えば、診
療所の待合室では、流行性角結膜炎やインフルエンザ
の疑いのある患者は診察前の問診や特有の症状を有す

かかりつけ医のための
医療安全の取り組み

図32

図32

２．インシデントレポートの入力

３．医療安全研修会(セーフティーレクチャー)の出席

４．リスクマネジメントニュースレターの確認

１．医療安全管理体制について

医療安全の取り組み項目

図33

図33

医療安全の更なる充実を目的として、「医療安全管
理室」、「感染対策室」および「病院健康管理室」を設
置する。

更に、上記３室をとりまとめる上部組織として「医療
安全推進部」を設置し、総合的な医療安全及び事故
発生時の緊急対応について組織全体が効果的、効
率的に機能するよう、一元管理を図る。

１．医療安全管理体制について

医療安全推進部の発足

図34

図34
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る場合には声掛けをしてもらうよう表示をするなど、
隔離をする対策は多くの施設で行っている。それにも
かかわらず院内感染が疑われる事象が生じた場合に
は、その分析や再発予防には医療安全の知識と対応が
必要になる。職員がノロウイルスに感染・罹患してい
るにもかかわらず、診療行為を継続して院内感染が患
者や他の職員に波及した場合もしかりである。このよ
うにそれぞれが特化してばらばらに機能しても、広義
の意味での医療安全は成り立たず、それぞれを統括、
いわゆるガバナンスとして「医療安全推進部」を設置
し、医療安全の更なる充実を目的として、「医療安全管
理室」、「感染対策室」および「病院健康管理室」を設
置する。
　更に、上記3室をとりまとめる上部組織として「医療
安全推進部」を設置し、総合的な医療安全及び医療事
故発生時の緊急対応について組織全体が効果的、効率
的に機能するよう、一元管理を図ることが有効と考え
られる。
（図35）一例として、3つの「医療安全管理室」、「感染
対策室」および「病院健康管理室」の部署とそれぞれ
を統括する「医療安全推進部」との関係を図に示した。
ここでは医療安全管理室の解説を進めていくが、それ
と同時に患者の感染対策と職員の健康管理も同等に管
理制御することにより、初めて病院全体の医療安全が
成立することをぜひ認識していただきたい。大学病院
では、それぞれの部署と統括する部門は別々に人員も
部屋も存在するが、かかりつけ医の場合はその施設の
規模により、医師1人、看護師1人、事務1人の計3人で
すべてを対処したり、あるいはすべてを1人で対処せ
ざるを得ない場合もあるかと思われる。しかし、基本
は大学病院と一緒であり、小規模だからといって部門

と部署の省略はしないようにすることが肝要である。
医師1人、看護師1人の診療所であっても、兼任という
形でそれぞれの要素を残しての対応が、医療安全につ
ながると考えてほしい。
（図36）大学病院における医療事故防止体制の委員会
組織図の例を示した。医療安全を行う部署や部門の関
係は前述した通りである。ここでは、多職種がかかわ
る委員会での決議のもとで物事を進めていくことが推
奨される。部門や部署のみで決定してしまうと、現場
の意見が反映されずに違った方向へ進むことが懸念さ
れる。医療事故の要因の分析の基本は、個人に求める
のではなくシステムにその要因を求めることにある。
大学病院のような大きな組織になると、まず医療安全
推進部主催の医療安全管理委員会があり、それはガバ
ナンスとして病院全体を統括することより管理者（院
長）直轄である必要がある。その下に各部署からのリ
スクマネジャーが出席するようなリスクマネジメント
全体委員会を月に1回程度開催して、各部署にガバナ
ンスとしての決定事項を連絡する。更にそのリスクマ
ネジャーをいくつかの小委員会に分けて、多職種によ
る現場からの意見を吸い上げて、必要ならばそれぞれ
の上の委員会にフィードバックするシステムとしてい
る。小委員会は医療事故が多い医療内容が選択されて
おり、再発予防を含めた業務改善をゴールとするよう
にしている。これは大学病院の例であるが、かかりつ
け医の施設であっても、小規模化して医師、看護師、
事務、理学療法士、ケアマネジャー、検査技師などで
構成することが効果的と考える。
（図37）医療の現場のサービスとして最も重要なもの
の1つに、24時間365日体制の対応がある。入院患者は
もちろんのこと、救命救急センターでなくても、かか

医療安全推進部

医療安全管理室

感 染 対 策 室

病院健康管理室

図35

図35

医療事故防止体制の委員会組織図（例）

管理者（院長）

医療安全管理委員会

ＲＭ（リスクマネジメント）全体委員会

全診療科・部署のリスクマネジャーが出席
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りつけの患者の急変や容態の悪化で対応が必要な場合
も数多く経験する。また、自宅で具合が悪くなり、心
肺停止状態で搬送されて蘇生の甲斐なく亡くなった場
合など、それが医師法21条として届け出る必要がある
異状死なのか、医療事故調査制度に係る医療にかかわ
る予期しない死亡なのか、はたまた病気の進行による
病死なのか判断に迷うことがある。大学病院では、特
定機能病院としても病理解剖を積極的に行うようなシ
ステムとなっているが、それぞれの判断によっては死
因究明の目的で病理解剖をできる限りご承諾いただき
たい場合や、司法解剖事例なので警察に速やかに届け
出なければならない場合は、夜間・休日に関係なく迅
速な判断が必要になる。これらの対応は診療とは異な
り医療安全の分野であり、医療安全にも24時間365日
体制が必要となってくる。大学ではチームを作って対
応しており、現場の職員にはいわゆる「よろず相談」
としても有用であり、かつ好評である。かかりつけ医
の施設でも死亡事案に関しては必要な制度であり、速
やかに管理者に報告されるシステムの構築がなされる

ことを推奨する。

2．インシデントレポートの入力
（図38）大学病院では医療事故が生じた場合、インシデ
ントレポートを医療安全管理室に提出するよう職員に
課しているところがほとんどである。報告方法はスラ
イドの①～④に示したが、④のように独り立ちしてい
ない研修医や研修職員は簡便な報告書として、詳細は
別途にその指導者が入力する工夫により、未熟だから
という理由で個人に責任を押し付けることが避けられ
る。同時に、新任者が特有な事故を把握することも可
能となる。インシデントレポートの大原則は、個人の
責任を追及するための告白要求といった趣旨とは大き
く異なることを知っていただきたい。そのためには、
1.事実を伝える。要因とか自分の考えはレポートに
は不要。

2.事実関係を確認するのは、医療安全管理室の仕事。
3.確認された事実に従って、患者対応を話し合う。
4.患者対応の次に、インシデントの要因を考える。
5.要因に従って、予防策を模索する。
6.予防策を周知徹底する。
7.周知徹底を確認する。
8.周知徹底により、同様のインシデントの発生数を
検証する。

などを原則として、何でもいいからすべて提出すると
いう文化が構築されると、その施設の医療安全対策の
8割方が達成されたと言っても言い過ぎではない。
（図39）大学病院では電子カルテを導入する施設が増
えるに従って、専用ソフトを利用して端末からの入力
が多いが、以前使用していた手書きによるインシデン
トレポートでも十分である。いつ、どこで誰がどう

ＳＥ対策チームについて
(ＳＥ : Sentinel Events)

ＳＥ対策チーム一覧（例）
（１）医療安全管理室長
（２）看護師長
（３）事務部長
（４）（管理者）

○事故発生時の緊急連絡網で24時間365日体制で対応
するシステム

○重大事故発生時は、ＳＥ対策チームが事故の詳細を
確認し状況に応じて管理者に報告する。

図37

図37

２．インシデントレポートの入力

①２４時間以内に入力する。

②死因にかかわらずすべて死亡例は提出する

④臨床研修医用の報告書あり。

③合併症も報告する。
研修医用インシデントレポート

図38

図38

手書きインシデントレポート表（例）

図39

図39
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なったという事実を書くようにする。事実のみを書く
ことが重要で、レポートには自分の考えや予想したこ
となどを書かないことが重要である。例えば、高齢者
が足を痛がっているので転倒したのだろう、と勝手に
予想してはいけない。影響度分類は国立大学附属病院
医療安全管理協議会影響度分類に従い、0～5で記入す
る。患者により専門的な治療を要した3b以上はアクシ
デントであり、これらは重大な医療事故として取り扱
い、入念な再発予防対策を立てる必要がある。
（図40）インシデントレポートの裏面には、患者要因や
発生状況、発生場所などをチェック方式で記入する。
大学病院の例であるので、ICUや手術室などの文言も
あるが、かかりつけ医の施設では自宅や自宅のトイ
レ、1人で外出中、食事中などの分類に変更して使用す
ることを勧める。すべてを文章で書くと手間がかかる
ことから、24時間以内の報告が遅延し、更には入力そ
のものが億劫になってしまい、基本であるすべての事
象を報告するという理念から外れてしまうことがない

ように注意したい。繰り返しになるが、報告と分析は、
再発予防とは分けるべきであり、報告のデータベース
をしっかり準備することが再発予防につながると理解
してほしい。

3．医療安全研修会（セーフティーレクチャー）の出席
（図41）特定機能病院は年に2回以上の職員向けの医療
安全講習を行うことが望ましい、とされている。内容
は「医療安全」、「感染対策」、「健康管理」は必須とさ
れ、その他医療安全に関する内容であれば特に指定は
されていない。講習の対象者は職員全員のため、大規
模な病院では一度に職員全員を集めて講習を行うこと
は不可能であり、年に数回以上講習会を行い、そのう
ち2回以上の出席を課している。必須の3項目に関して
は職員全員がその場に出席しなくても聴取が可能な、
e-learning方式も施設によっては推奨される。職員全
員が対象になるため、筆者の所属する病院では、出席
時に配付された出席のシールを出席表に貼り付けて可
視化することも、職員のモチベーションを上げるため
には有効な手段であった。かかりつけ医の施設でも、
演者を医師会などを経由して募り、各施設で講演をし
てもらうのも良いと考える。医療事故調査制度は近年
のトピックスであり、すべての医療機関が対象となる
ことから、関心度は高い。

4．リスクマネジメントニュースレターの確認
（図42）医療安全講習は日本中を対象としたその時事
の対処がトピックスとなることが多いが、院内で発生
したその施設独自の事案に関しては、職員への周知徹
底はニュースレターの配付が有効である。

３．医療安全研修会（セーフティーレクチャー）の出席

①年間２回以上の出席が義務

②出席時に配付された出席のシールを出席表
に貼り付けて可視化する

図41

図41

４．リスクマネジメントニュースレターの確認

①毎月、医療安全管理室より発行

②確認後、周知状況報告書に氏名の記入、
サインの記入をしてもらう

図42

図42

手書きインシデントレポート裏（例）

図40

図40
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　先に述べた、職員から入力されたインシデントレ
ポートをもとに検証し、再発予防が提案されたものを
いかにして職員全員に周知徹底するかが医療安全のカ
ギになる。これらは多職種からのリスクマネジャーに
は、委員会などで病院の取り決めとして報告や通達が
なされるが、それぞれ現場の職員へは本来それらのリ
スクマネジャーから周知されるべきものである。職員
全員に伝わったかどうかを確認することによって、初
めて再発予防が意味を成してくるものと心得たい。そ
のためには、口頭に加えレターにて配付し、かつその
レターを見たという職員全員からの自筆サインをもら
うなどの徹底さも必要である。これらもIT化すること
により、内容把握試験問題などを課することで、より
充実したものになるが、個人病院では不要であろう。
要は通達や会議だけで終わらせずに、職員が少なくと
も1回は見た・聞いたということを医療安全管理室が
把握することが重要と考える。
（図43）ニュースレターの例を示す。内容はわかりやす

く細かい字は省いて、インパクトのある見出しや絵を
活用して色なども含め、職員の人たちに興味を持って
見てもらえるようにする工夫も重要な要素である。特
にニュースレターは自分の施設で起きたインシデント
をもとに作成された再発予防策が載ることになるの
で、事例がわかってしまうような表現やかかわった患
者や職員が同定されないように、個人情報に配慮した
文面の作成に留意する必要がある。
（図44）医療安全の対応を十分に行ってきても、医療事
故は発生してしまうものである。しかもそれが原因
で、患者やそのご家族と医療機関側との間にコンフリ
クト（紛争）が生じてしまう場合もある。このような
患者と医療機関側との間のコンフリクトの解決の手段
として、最近、ADRという言葉を耳にするようになっ
てきている。ADR（Alternative	Dispute	Resolution:裁
判外紛争解決手続き）は文字通り裁判以外の紛争解決
手段の総称である。メディエーションとも表現される
こともある。通常は「第三者機関による紛争解決制度」
を意味し、これには当事者の間の合意による解決であ
る「あっせん・調停」や専門家が判断する「仲裁」も
含まれる。
　いわゆるメディエーションもその1つに数えること
ができるが、院内で医療機関側と患者側が交渉する場
合は、一般的に言う「院内ADR」であって、狭義のADR
ではない。ここでは「院内ADR（メディエーション）」
について言及する。
（図45）平成11年（1999年）の国内のある大学病院にお
ける患者取り違え事件をきっかけに、医療事故がマス
メディアに数多く取り上げられるようになり、ADRは
そこから生じた対決型の訴訟文化の発展と、それによ

ＡＤＲとは何か

メディエーション
ＡＤＲ

院内メディエーション

院内ＡＤＲ

ADR(Alternative Dispute Resolution)
裁判外紛争解決手続き

図44

図44

図45

図45

ニュースレター（例）

図43

図43
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る医療崩壊のリスクの増大に対して、医療機関側が紛
争解決に向けて行う方策の1つと理解してもらうとわ
かりやすい。
（図46）裁判所の医事関係訴訟の新受件数も、平成11年
（1999年）の大きな医療事故をきっかけに増え始め、平
成16年（2004年）にピークを迎えた以降は漸減する傾
向にある。これは医療機関側も大きな医療事故の教訓
とメディアの関心度の増加や医事関係訴訟の増加に危
機感を感じ、各施設でこれまで述べたような医療安全
対策を充実させることにより医療安全文化を構築する
努力を行ったからに他ならない。これらは当初は大学
病院が主体になって行ってきたが、それが基幹病院に
広がり、かかりつけ医の施設にも浸透すべく努力を継
続していきたいと考えている。
（図47）医療事故をきっかけに患者と医療機関側との
間にコンフリクトが生じ、解決できないと訴訟になっ
てしまうことも少なくない。訴訟になると過誤のある
なしや補償に目が向いてしまうことが多く、時間と手

間が多くかかるため、必要であるにもかかわらず補償
までに時間を要したり、医療事故の再発予防といった
医療事故調査制度の原点に立ち返ることなしに終わっ
てしまうことが懸念される。医療に関してはそこに過
誤があろうとなかろうと事実に向き合い、患者側と医
療機関側が1つのテーブルで話し合うことが解決への
第一歩と考える。しかしスライドに示すように、ミス
（過誤）があろうとなかろうと、経過が良かろうと悪か
ろうと、あらゆる経過において訴訟が存在してしまう
のも事実である。過誤がなく経過が良いにもかかわら
ず訴訟になってしまうのは、やはりコミュニケーショ
ン不足であったとしか言いようがなく残念である。コ
ミュニケーションの重要性は別の機会に解説するが、
残念ながらコンフリクトになってしまった場合に、患
者側・医療機関側双方にとってデメリットの多い訴訟
をいかに避けるかがADRの目指すところである。
（図48）院内ADRを行うにあたって必要なことは、第三
者的に医療機関側と患者側の間に立って双方の言い分
をコントロールする人の存在である。大学病院には、
医療安全管理室のような組織が存在し、この中のス
タッフがこの任務を行うことができる。医療機関側の
説明と患者側のクレームの掛け違いのポイントを把握
して、それを双方に誤解を解くべく第三者の立場で説
明して解決に導くには、相当の社会通念と医療知識が
必要になる。クレームの対象が医師であることが多い
ことを考えても、ADRを行う者は医師であることが望
ましいと考える。
　実際には入院患者の場合は、当該科の担当医または
主治医と患者およびその家族を一室に集めて、ADRを
行う医師の司会のもと、話し合いを進めていくという

事故 経過
（良）
経過
（悪）

訴訟（ー）
訴訟（＋）

訴訟（＋）
訴訟（ー）

経過
（良）
経過
（悪）

訴訟（ー）
訴訟（＋）

訴訟（＋）
訴訟（ー）

事故

ミス

ミス

（＋）

（ー）

訴訟の流れ

図47

図47

図46

図46

ＡＤＲの実際

第三者的な立場で
学会の座長の役割

★明らかに医療ミスが存在して100％
医療側が認めている場合

★明らかに医療ミスがないにもかかわらず
クレームがついている場合

図48

図48
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方法を取る。
　そのためにはADRを行う医師は、患者側についてあ
たかも患者・家族の一員であるかのように医療機関側
に質問をするような方法が推奨され、学会での座長の
役割といったらわかりやすい。質問の内容や返答の内
容が理解できないようであれば、それをわかりやすい
表現に変えたり、突拍子もないような質問に対しては
論旨が異なることを伝えたり、どうしてもわからない
ものはわからないとしか言いようがないと判断したり
という点では学会での座長とよく似た立場であり、準
備もそれに準ずるものがある。
　事例の中に医療過誤が存在した場合には、「仲裁」と
なるので、ここで述べているADRはあくまでも医療過
誤が存在しないにもかかわらず、クレームがつけられ
ているという事例において有効と考えられる。
　問題は、このようなことをわざわざ第三者としての
ADRに依存しなければならない場合が存在するのはど
うしてかということにある。これはADRを要する場合
のほとんどが、患者側の医療機関側への不信感によっ
て生じていることが多いからである。
（図49）筆者は、2007年より10件の院内ADRを行ってき
たが、現在のところ訴訟に至ってしまった事例はない。
　患者側がクレームを申し立ててきた場合に、患者側
は100%医療上の過誤があったと考えているのに対し、
医療機関側は88.5％が「通常の医療の結果」、「合併
症」、「偶発症」であると考えており、これらの認識の
差が紛争の根本的原因であったと報告されている。
　患者側は、「医療機関側から十分な説明を受けてい
ない」、あるいは、「あの説明のしかたでは十分に理解
できていなかった」と伝えてきていることが多く、患

ADRから得られた結果
患者側 医療上の過誤の存在 100%
医療側

通常の医療の結果
合併症
偶発症 88.5%

別の要因で医療への不信、感情的対立 約80%
患者側の感情

責任 謝罪 補償
時間的、身体的制裁
溜飲を下げる

ADRが法的手段への訴えを
予防できる唯一の手段 図49

図49

病院 診療所

患者
信頼関係

医療従事者

医療従事者、医療施設と患者との信頼関係

図50

図50

者側の約80％に感情的な対立姿勢が見られることか
ら、当事者同士では紛争解決に至ることができない状
態になっていることが多い。
　このような場合には、当事者への責任を問うという
よりはむしろ、当事者への時間的・身体的制裁を与え
ることにより溜飲を下げるという感情になってきてし
まっており、医療機関側に全く医療過誤がなくとも、
法的手段に訴えることになってしまう場合があること
が少なくないことに驚かされた。
　クレームへの初期対応としては、接遇・マナーに配
慮した誠意のある説明を行うことにより、紛争化を回
避しながらの解決が最も推奨される。逆に初期対応の
失敗により、感情的対立姿勢が患者側に生じてしまっ
た場合には、当事者同士での紛争解決は困難であり、
ADRを介しての説明が、法的手段への訴えを予防でき
る唯一の手段であると言っても過言ではないであろう。
　十分に原因究明をしてADRに臨むことにより、医療
過誤ではないものの医療機関側が改善すべき部分（若
い研修医の心ない言葉など）の把握や再発防止に関し
ては、医療機関側も得るものが多いという印象を得た。
（図50）これまで述べてきたように、医療安全は医療従
事者、医療施設と患者との信頼関係の構築に他ならな
い。どんなに医療安全文化をガバナンスして取り入れ
ても、コンフリクトになってADRなどの手段により訴
訟を回避する技術を取り入れても、それぞれの信頼関
係のもとに成立するという原点に立ち返る必要があ
る。かかりつけ医という言葉からも連想されるよう
に、患者がかかりつけ医として足しげく通ってくれる
こと、あるいは在宅医療としてかかりつけ医のほうか
ら通うことは、この信頼関係がすでに存在しているこ
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とに他ならない。すでに信頼関係のつながりがあるこ
とからそれを維持しつつ、もしもに備えて大学病院や
基幹病院からの医療安全文化や訴訟回避のノウハウを
採り入れることにより、更なる安全と安心を患者に与
えるかかりつけ医を目指していただきたいと考える次
第である。

【医療安全に関する参照サイト】
◯日本医師会　患者の安全確保対策室ホームページ
　http://www.med.or.jp/anzen/index.html
◯日本医師会運営　医療安全推進者ネットワーク（Medsafe.Net）ホーム

ページ
　http://www.medsafe.net/index.html
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2．「認知症」
地方独立行政法人	東京都健康長寿医療センター研究所　

　　　　　　自立促進と介護予防研究チーム	研究部長　粟
あわ
田
た
主
しゅ
一
いち

東京都健康長寿医療センター（認知症疾患医療センター長、認知症支援推進センター長）
【略歴】 山形大学医学部卒業、東北大学医学部附属病院、東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野（助教授）、

仙台市立病院神経科精神科（部長）兼認知症疾患センター（科長）等を経て現在に至る。
【所属・資格等】 日本老年精神医学会（理事）、日本認知症学会（理事）、日本老年医学会（代議員）、日本精神科診

断学会（評議員）、東京都認知症対策推進会議認知症医療部会（委員）、千代田区医療介護連携協
議会認知症部会（会長）、認知症介護研究・研修東京センター運営協議会（会長）

1．はじめに：認知症の有病率と将来推
計（図1）

1 .1．認知症の性別・年齢階級別有病率
（図2）わが国の疫学調査の結果によれば、認知症の有

病率は、65～69歳では男性で約3%、女性で約4%、80
歳代の後半では男性で35%、女性で約44%、95歳を過
ぎると男性で約51%、女性で約84％と推計されている。

1 .2．認知症高齢者の数と割合の将来推計
（図3）認知症と共に生きる高齢者の数も急速に増加し
ており、2025年には高齢者の5人に1人、国民の17人に
1人が認知症になるものと予測されている。今や、認知
症は、長生きをすれば誰もが経験し得るあたりまえの
事態と考えなければならない。しかし、それでも、認
知症と共に生きるということは決して容易いことでは
ないであろう。認知症の保健・医療の水準を高めると
ともに、認知症と共に暮らせる社会の創出を推進する
ことは、世界第1位の長寿国であり、未曾有の超高齢社
会を経験するわが国の使命かと思われる。

認知症の有病率と将来推計

はじめに

図1

図1

認知症の性別・年齢階級別有病率

Age-class Male Female
65-69 0.028 0.038
70-74 0.049 0.039
75-79 0.117 0.144
80-84 0.168 0.242
85-89 0.350 0.439
90-94 0.490 0.651
95+ 0.506 0.837

Asada et al. MHLW Scientific Research Reports in 2013
図2

図2

認知症高齢者の数と割合の将来推計
(according to the national epidemiological study on dementia in 2012)
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2．認知症と軽度認知障害の�
 概念，一般的特徴，診断基準（図4）

2 .1．認知症の概念
（図5）認知症とは、「何らかの脳の器質的障害によっ
て、一旦発達した知的機能が、日常生活や社会生活に
支障を来す程度にまで、持続的に障害された状態」と
定義されている。つまり、「脳の病的変化―認知機能障
害―生活障害」の連結が、認知症概念の中核を構成し
ている。

2 .2．認知症の原因疾患
（図6）認知症の原因となる疾患のことを認知症疾患と
呼ぶ。頻度の高い代表的な認知症疾患としては、アル
ツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭
型認知症などの変性性認知症、脳梗塞、脳の慢性虚血
性変化、脳出血などの脳血管障害に起因する血管性認
知症がある。その他、慢性硬膜下血腫、脳腫瘍、アル

コール関連障害、一酸化炭素中毒、甲状腺機能低下症、
ビタミン欠乏症、糖尿病、神経梅毒、HIV感染症、正
常圧水頭症なども認知症の原因になり得る疾患である
が、これらは早期診断・早期治療によって回復可能な
病態であることからTreatable	Dementiaと呼ばれて
いる。認知症疾患を診断し、それぞれの病態に応じた
治療やケアを行うことは、認知症診療の基本である。

2 .3．認知症の一般的特徴
（図7）ところで、認知症の一般的特徴として特に留意
しておかなければならないことは、「脳の病的変化―
認知機能障害―生活障害」の3者の連結によって、さま
ざまな精神的・身体的・社会的な健康問題が現れ、そ
れらが悪循環を形成し、臨床像の全体を複雑化させる
場合があるということである。このような複雑化は、
本人および家族介護者の生活の質を低下させ、生活の
継続そのものを困難にするリスクを高めることになる。

概念，一般的特徴，診断基準

認知症と軽度認知障害の

図4

図4

認知機能
障害

生活障害脳の病的
変化

認知症の概念

S. Awata
図5

図5

認知症の原因疾患

• 変性性認知症
– アルツハイマー型認知症
– レビー小体型認知症
– 前頭側頭型認知症
– 進行性核上性麻痺
– 大脳皮質基底核変性症
– 嗜銀顆粒病
– 神経原線維型認知症
– パーキンソン病

• 血管性認知症
– 脳梗塞
– 慢性虚血性変化
– 脳出血

• 外傷性認知症
– 脳挫傷
– 慢性硬膜下血腫

• 腫瘍性
– 脳腫瘍

• 物質・医薬品誘発性
– アルコール関連障害
– 一酸化炭素中毒

• 内分泌・代謝性
– 甲状腺機能低下症
– ビタミン欠乏症
– 糖尿病

• 感染症
– 神経梅毒
– HIV感染症
– プリオン病

• その他の認知症
– 正常圧水頭症
– ハンチントン病
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2 .4．複雑化のプロセスは認知症の初期段階にはじま
る

（図8）しかも、このような複雑化のプロセスは、認知
症の経過の初期段階にすでにその萌芽が現れている。
たとえば、認知機能の低下は、社会の中では、対人関
係の失敗、仕事上の失敗、自信の喪失、閉じこもり傾
向につながり、社会的孤立に進展する場合がある。ま
た、運動機能の低下、服薬管理の支障、不良な栄養管
理などによって、糖尿病や高血圧症などの慢性疾患が
悪化し、身体的な健康問題が生じる場合がある。その
ような状況を背景にして抑うつ、不安、睡眠障害、妄
想、興奮などの認知症の行動・心理症状（BPSD）が現
れ、それら全体によって本人も家族介護者も苦悩し、
疲弊していくことがある。

2 .5．認知症の早期診断・早期対応の目標
（図9）したがって、認知症の早期診断・早期対応の目
標は、複雑化のプロセスが進展する前に、それらを予
防し、質の高い生活が継続できるように、臨床状態を
総合的にアセスメントし、診断へのアクセスを確保
し、必要な予防、保健、医療、介護、リハビリテーショ
ン、住まい、生活支援、家族支援、福祉・権利擁護等
のサービスを統合的に利用できるようにしていくこと
にある。

2 .6．軽度認知障害の概念
（図10）ところで、正常と認知症との中間段階のことを
軽度認知障害(MCI)と呼ぶが、これは、何らかの脳の
病的変化によって認知機能が障害されているものの、
日常生活や社会生活には障害が認められない状態のこ
とである。しかし、先に述べたように、この段階でさ
まざまな精神的・身体的・社会的な健康問題が生じる
リスクが高まっていることに留意する必要がある。こ
のような状態のことを、近年ではCognitive	Frailty
と呼ぶことがある。

正常 ＭＣＩ 軽度認知症 中等度認知症 重度認知症

精神的健康問題
抑うつ，不安，睡眠障害，妄想，
怒りっぽい，興奮，暴言，暴力

認知機能
低下

複雑化のプロセスは認知症の初期段階にはじまる

生活機能
低下 社会的

孤立

家族介護者の疲弊

身体的
健康問題
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認知症の早期診断・早期対応の目標

複雑化のプロセスが進展する前に，それらを予防し，質の高い生活が継
続できるように，臨床状態を総合的にアセスメントし，必要な支援を統
合的に利用できるようにしていく．
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2 .7．認知症と軽度認知障害の診断基準
（図11）認知症の診断基準にはさまざまなものがある
が、今日広く使用されている診断基準の1つに、米国精
神医学会のDSM-5がある。DSM-5では、認知症と軽度認
知 障 害 ( M C I ) を ま と め て 神 経 認 知 障 害
（Neurocognitive	Disorder	 :	NCD）と呼び、認知症は
Major	NCDと呼ばれている。認知症（Major	NCD）の基
準は、①1つ以上の認知領域で以前の行為水準から有
意な認知の低下がある、②毎日の活動において、認知
欠損が自立を阻害する、③せん妄のみで起こっている
のではない、④うつ病や統合失調症などの他の精神疾
患では説明できない、の4つの条件をすべて満足して
いることとされている。
　一方、軽度認知障害(MCI)はMild	NCDと呼ばれ、そ
の基準は、①1つ以上の認知領域で以前の行為水準か
ら有意な認知の低下がある、②毎日の活動において、
認知欠損が自立を阻害しない（以前より大きな努力や
工夫が必要かもしれない）、③せん妄のみで起こって

いるのではない、④うつ病や統合失調症などの他の精
神疾患では説明できない、の4つの条件をすべて満足
していることとされている。認知症の場合も、軽度認
知障害の場合も、DSM-5では、上記の診断基準を満足し
た場合には、脳の病的変化を同定して、認知症または
軽度認知障害の原因疾患を診断することとされている
（しかし、軽度認知障害は、必ずしも認知症に移行する
わけではなく、必ずしも脳の器質的障害に関連づけら
れるものではないことに留意する必要があろう）。

3．認知症，せん妄，うつ病の�
 鑑別診断のポイント（図12）

3 .1．せん妄
（図13）せん妄とは、認知症とは異なり、軽度の意識混
濁によって、注意障害、認知機能の全般的障害、睡眠・
覚醒サイクルの障害、さまざまな精神症状（錯覚、幻
覚、妄想など）が現れた状態のことを言う。その特徴
は、短期間の間（通常数時間から数日）に出現し、1日
の中で症状が変動し、通常は一過性・可逆的である点
である。身体合併症（脱水症、感染症、心疾患など）
や薬物が原因になることが多いので、その原因を明ら
かにして治療することが重要である。せん妄には、精
神運動が増加する活動増加型と、活動量が少ない活動
減少型があるが、後者はうつ病と間違えられることも
あるので特に注意が必要である。

3 .2．せん妄とアルツハイマー型認知症の鑑別のポイ
ント

（図14）アルツハイマー型認知症との鑑別のポイント

鑑別診断のポイント

認知症，せん妄，うつ病の

図12

図12

DSM-5： 神経認知障害(NCD)
認知症および軽度認知障害の診断基準
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が自立を阻害する．

• せん妄のみで起こっているので
はない．

• うつ病や統合失調症などの他の
精神疾患では説明できない．

軽度認知障害(Mild NCD)

• 1つ以上の認知領域で以前の行
為水準から有意な認知の低下が
ある．

• 毎日の活動において，認知欠損
が自立を阻害しない（以前より大
きな努力や工夫が必要かもしれ
ない）．

• せん妄のみで起こっているので
はない．

• うつ病や統合失調症などの他の
精神疾患では説明できない．

脳の病的変化を同定する
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軽度の意識混濁によって，注意障害，認知機能
の全般的障害，睡眠・覚醒サイクルの障害，さま
ざまな精神症状（錯覚，幻覚，妄想など）が現れ
た状態．

短期間の間（通常数時間から数日）に出現し，1
日の中で症状が変動し，通常は一過性・可逆的
である．

身体合併症（脱水症，感染症，心疾患など）や薬
物が原因になることが多い．

精神運動が増加する場合（活動増加型）と減少
する場合（活動減少型）がある．

図13
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は、発症が急激であること、日内変動があり夜間や夕
刻に悪化することが多いこと、持続が数時間から1週
間と一過性であること、知的能力が動揺することなど
である。経過に注目することが重要である。

3 .3．うつ病
（図15）一方、うつ病は、認知症とは異なり、抑うつ気
分、興味・喜びの喪失、食欲減退、睡眠障害、精神運
動制止または焦燥、易疲労性・気力低下、罪責感・無
価値感、思考力・集中力低下、自殺念慮・自殺企図な
どの症状が、過去2週間以上にわたって、ほとんど毎
日、ほとんど1日中続いている状態である。

3 .4．うつ病とアルツハイマー型認知症の鑑別のポイ
ント

（図16）うつ病とアルツハイマー型認知症との鑑別の
ポイントは、沈鬱で、不安で、無欲的な表情・態度が
見られるか、もの忘れを強く自覚しているか、思考の

内容が悲観的または自責的かなど、本人の体験と表出
に注目することである。

3 .5．せん妄とうつ病の治療の原則
（図17）せん妄やうつ病は認知症とは異なる病態であ
り、それぞれの病態に応じた治療を行う必要がある。
せん妄では、本人・家族に症状をわかりやすく説明し、
せん妄の原因（身体疾患や薬物など）を検索して、そ
れに対する治療・改善をはかり、安全面に配慮した環
境調整を行い、活動過剰型の場合には抗精神病薬によ
る治療も考慮する。
　うつ病では、本人・家族に症状をわかりやすく説明
し、本人の体験を積極的に傾聴して受容し、休養と睡
眠と栄養の確保をはかり、抗うつ薬による薬物治療を
検討する。
　しかし、せん妄もうつ病も認知症に合併して出現す
ることが少なくない点に留意する必要がある。そのよ
うな場合には、まずはせん妄やうつ病の治療を優先す

うつ病とは

S. Awata
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図15

せん妄とアルツハイマー型認知症の鑑別のポイント

せん妄 アルツハイマー型認知症

発 症 急激 緩徐

日内変動 夜間や夕刻に悪化 変化に乏しい

初発症状 錯覚、幻覚、妄想、興奮 記憶力低下
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知的能力 動揺性 変化あり

身体疾患 あることが多い 時にあり

環境の関与 関与することが多い 関与ない

認知症サポート医養成研修より引用（一部改変）

ポイント： 経過が重要！
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せん妄とうつ病の治療の原則

せん妄
– 本人・家族に症状をわかりやすく説明する．

– せん妄の原因（身体疾患，薬物など）を検索して，それに
対する治療・改善をはかる

– 安全面に配慮した環境調整を行う．

– 活動過剰型では抗精神病薬による治療も考慮する．

うつ病
– 本人・家族に症状をわかりやすく説明する．

– 本人の体験を積極的に傾聴し，受容する．

– 休養，睡眠，栄養の確保をはかる

– 抗うつ薬による薬物治療を検討する

せん妄もうつ病も認知症に合併して出現することは多い．そのような場合には，
まずはせん妄やうつ病の治療を優先する． 図17

うつ病 ※ アルツハイマー型認知症

発 症 週か月単位、何らかの契機 緩徐

表情・態度 沈鬱，不安，無欲的 通常は自然

もの忘れの
訴え方 強く自覚する 自覚があっても生活の支障に

ついての自覚が少ない

答え方 否定的答え（わからない） つじつまをあわせる

思考内容 悲観的，自責的 ときに他罰的

失⾒当 軽い割にADL障害強い ADLの障害と一致

記憶障害
軽い割にADL障害強い
最近の記憶と昔の記憶に
差がない

ADLの障害と一致
最近の記憶が主体

日内変動 あり 乏しい

うつ病とアルツハイマー型認知症の鑑別のポイント

認知症サポート医養成研修より引用（一部改変）
ポイント： 体験と表出が重要！ 図16
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るのが原則である。

4．認知症を診断するための
　 基本的方法（図18）

4 .1．認知症を診断するための基本的な手順
（図19）認知症を診断するための最初のステップは、①
本人、家族、知人の話をよく聞き、日常生活の様子に
どのような変化が認められたかを把握することであ
る。次に、②臨床経過や本人の体験・表出などから、
それがせん妄やうつ病ではないこと、認知症の臨床像
に合致することを確認する。その上で、③どのような
認知領域や生活領域に障害が認められるかを把握す
る。ここでは必要に応じて、ミニメンタルステート検
査（MMSE） や改定長谷川式簡易知能評価スケール
（HDS-R） などの心理検査や、 手段的日常生活動作
（IADL）や基本的日常生活動作（BADL）を把握するため
のチェックリストを使用することもできる。そして、

最後に、④脳の病的変化（認知症の原因疾患）を明ら
かにするための検査を実施する。

4 .2．症例
（図20）83歳の男性で、要介護認定を受けていない方。
6年前から高血圧症で当院に通院されており、買い物
や通院の際は自分で自動車を運転している。妻によれ
ば、1年前から同じことを何度も質問したり、置いた場
所がわからなくなって探し物をしたり、朝の薬を飲み
忘れることが多くなった。最近はATMで戸惑うことが
多くなり、金銭管理は妻が行っている。入浴、着替え、
トイレなど身の回りのことは自分でできるということ
である。本人の身なりは整っており、態度も自然、感
情も穏やかそうである。本人としては、「もの忘れは自
覚しているが、日常生活には特に支障を感じていな
い」、「自動車運転は続けたい」ということであった。

4 .3．Mini-Mental State Examination（MMSE）
（図21）認知機能検査を行ったところ、MMSEは18点で、
時間見当識、連続7減算、3単語遅延再生、3段階命令、
図形模写の課題に減点が見られた。

4 .4．改定長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R)
（図22）HDS-Rは17点で、時間見当識、連続7減算、数
唱（逆唱）、3単語遅延再生、5物品即時記憶、野菜名想
起の課題に減点が見られた。

4 .5．身体医学的所見
（図23）血圧は140-90mmHg、脈拍は毎分80回で不整はな
く、胸腹部の視診・打診・聴診・触診に異常なく、神
経学的には運動麻痺、パーキンソン症状、歩行障害を

図19

認知症診断の基本的な手順

① 本人，家族，知人の話をよく聞き，日常生活の様子
にどのような変化が認められたかを把握する．

② 臨床経過や本人の体験・表出などから，せん妄や
うつ病ではないこと，認知症の臨床像に合致する
ことを確認する．

③ どのような認知領域や生活領域に障害が認められ
るか把握する．

– 必要に応じてMMSEやHDS-R等の心理検査を活用する．

④ 脳の病的変化（認知症の原因疾患）を明らかにす
るための検査を実施する．

図19
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基本的方法

認知症を診断するための

図18

症例： 83歳，男性，要介護未認定

• 6年前から高血圧症で当院に通院している．

• 買い物や通院の際は自分で自動車を運転している．

• 妻によれば，1年前から同じことを何度も質問したり，
置いた場所がわからなくなって探し物をしたり，朝の
薬を飲み忘れることが多くなった．ATMで戸惑うこと
が多くなり，金銭管理は妻が行っている．入浴，着
替え，トイレなど身の回りのことは自立している．

• 本人の身なりは整っており，態度も自然，感情も穏
やかである．本人としては，「もの忘れは自覚してい
るが，日常生活には特に支障は感じていない」，「自
動車運転は続けたい」という．
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含め明らかな異常所見を認めなかった。血液検査で
は、血液一般、生化学、甲状腺機能、ビタミンB1、
B12、葉酸値に異常は見られず、神経画像検査では頭部
CTで海馬を含む両側側頭葉内側面に萎縮を認めた。

4 .6．どのような認知領域に障害があるのか
（図24）DSM-5では、認知症の診断にあたっては、6つの
認知領域（複雑性注意、実行機能、学習と記憶、見当
識、言語、知覚・運動）のいずれか1つ以上に障害が認
められることを要件としている。MMSEやHDS-Rの各課
題や、診察室の中で簡単な検査を追加して実施するこ
とによって、いずれの認知領域が障害されているのか
を大まかに確認することが可能である。
　すなわち、①複雑性注意（全般性注意）については、
3単語即時記憶、5物品即時記憶、数唱（順唱）、連続7
減算、②実行機能（ワーキングメモリ）については、
連続7減算、数唱（逆唱）、野菜名想起、3段階命令、③
学習と記憶については、近時記憶であれば3単語遅延

再生、年齢、遠隔記憶であれば自伝的記憶（生年月日
や遠い昔の思い出、例：卒業した学校、子供の頃に住
んでいた町）、④見当識については、時間見当識であれ
ば年・月・日・曜日・季節、場所の見当識であれば今
いる場所・地名・都道府県名・地方名・今いる階、⑤
言語については、自発話が流暢か非流暢かを確認した
上で、喚語に関しては物品名呼称（例：えんぴつ、は
さみ）、言語理解に関しては3段階命令、書字に関して
は自発書字、読字に関しては音読・読解、⑥知覚・運
動については、特に視空間構成機能に関しては、透視
立方体図や重複5角形の模写、キツネやハトなどの手
を用いた姿位模倣課題で確認することができる。
　先の事例では、MMSEやHDS-Rで、3単語遅延再生、時
間見当識、連続7減算、数唱（逆唱）、5物品即時記憶、
野菜名想起、図形模写の課題に成績低下が見られるこ
とから、近時記憶、時間見当識、複雑性注意（全般性
注意）、実行機能（ワーキングメモリ）、視空間構成な
どの認知領域に障害が認められるものと推測される。

Mini-Mental State Examination (MMSE)
課題名 教示 得点

1 時間見当識
「今年は何年ですか」，「今の季節は何ですか」，「今日は何曜
日ですか」，「今日は何月何日ですか」

2/5

2 場所見当識
「ここは何県ですか」，「ここは何病院ですか」，「ここは何階で
すか」，「ここは何地方ですか」

5/5

3 ３単語即時記憶 物品名を３個言い，その後被験者に繰り返させる 3/3

4 連続７減算 100から順に7を引く（5回まで） 1/5

5 ３単語遅延再生 （3で提示した物品名を再度復唱させる） 0/3

6 物品呼称
（時計を見せながら）「これは何ですか」，（鉛筆を見せながら）
「これは何ですか」

2/2

7 復唱 次の文章を繰り返す「みんなで力を合わせて綱をひきます」 1/1

8 ３段階命令
（３段階命令）「右手にこの紙をもってください」「それを半分に
折りたたんでください」「机の上においてください」

2/3

9 音読，読解
（次の文章を読んでその指示にしたがってください）「目を閉じ
なさい」

1/1

10 自発書字 （何か文章を書いてください） 1/1

11 図形模写 （次の図形を書いてください）重複5角形の模写 0/1

合計得点 18/30
図21
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身体医学的所見

 バイタル
• 血圧： 140-90mmHg

• 脈拍： 毎分80回（不整なし）

 胸腹部理学的所見
• 異常なし

 神経学的所見
• 運動麻痺（-）

• パーキンソン症状（-）

• 歩行障害（-）

 血液検査
• 血液一般： 正常

• 生化学： 正常

• 甲状腺機能： 正常

• ビタミンB1/B12/葉酸：正常

 神経画像検査
• 両側側頭葉内側面に萎縮

図23

図23

改定長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）
課題名 教示 得点

1 年齢の記憶 お年はいくつですか？（2年までの誤差は正解） 1/1

2 時間見当識 「今日は何年の何月何日ですか」「何曜日ですか」 1/4

3 場所見当識
「私たちが今いるところはどこですか」，5秒おいて「家ですか，
病院ですか，施設ですか」

2/2

4 ３単語即時記憶
これから言う３つの言葉を言ってみてください．あとでまた聞き
ますのでよく覚えておいてください．桜，猫，電車

3/3

5 連続７減算 100から7を順に引いてください．（2回） 1/2

6 数唱（逆唱） 私がこれから言う数字を逆に言ってください．682，3579 1/2

7 ３単語遅延再生
先ほど覚えてもらった言葉をもう一度言ってみてください．
（自発的に回答がない場合には，ヒントを与える．）植物，動物，
乗り物

1/6

8 5物品即時記憶
これから５つの物品を見せます．それを隠しますので何があっ
たか言ってください．

4/5

9 野菜名想起
知っている野菜の名前をできるだけ多く言ってください．（答え
た野菜の名前を右欄に記入する．途中でつまり，約10秒間
待っても出ない場合はそこで打ち切る．）

3/5

合計得点 17/30
図22
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どのような認知領域に障害があるのか

• 複雑性注意（全般性注意）
– ３単語即時記憶，５物品即時記憶，数唱（順唱），連続７減算

• 実行機能（ワーキングメモリ）
– 連続７減算，数唱（逆唱），野菜名想起，３段階命令

• 学習と記憶（近時記憶，遠隔記憶）
– ３単語遅延再生，年齢，自伝的記憶（生年月日，故郷の地名）

• 見当識（時間，場所）
– 時間（年，月，日，曜日，季節）
– 場所（今いる場所，地名，都道府県名，地方名，今いる階）

• 言語（自発話，喚語，言語理解，書字，読字）
– 自発話（流暢か，非流暢か），物品名呼称，３段階命令
– 自発書字，音読，読解

• 知覚・運動（視空間構成）
– 透視立方体図模写，重複５角形模写，姿位模倣（キツネ，ハト）

図24

図24
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4 .7．どのような生活領域に障害があるのか
（図25）生活領域については、一般的には手段的日常生
活動作(IADL)と基本的日常生活動作(BADL)を評価す
る。IADLは1人暮らしをする際に必要な日常生活動作
とも言われており、買い物、交通機関の利用、金銭管
理、電話の使用、食事の準備、掃除、洗濯、服薬管理
などが含まれる。一方、BADLは、生きるために必要な
基本的な日常生活動作であり、入浴、着替え、排泄、
整容、食事、移動などが含まれる。IADLを評価するス
ケールにはInstrumental	Activities	of	Daily	Living	
Scaleがあり、BADLを評価するスケールにはPhysical	
Self-maintenance	Scale	(PSMS)やBarthel	Indexがあ
る。また、認知機能障害と生活障害をおおまかに評価
するスケールとしてThe	Dementia	Assessment	Sheet	
for	Community-based	Integrated	Care	System	-	21	
items	(DASC-21)（参考資料・図60を参照）を活用する
こともできる。

4 .8．認知症の重症度評価
（図26）認知症の重症度は、一般的には認知機能（記
憶、見当識、実行機能）とIADL・BADLの状態で評価さ
れる。近時記憶障害、時間の見当識障害、問題解決能
力の障害を認め、IADLの障害を認めるがBADLは自立
しているレベルは軽度認知症、遠隔記憶も部分的に障
害され、場所の見当識障害、判断力の部分的障害を認
め、BADLも部分的に障害されるレベルは中等度認知
症、遠隔記憶も全般的に障害され、人物の見当識障害
が現れ、判断力も全般的に障害され、BADLも全般的に
障害された状態は重度認知症とされる。重症度を評価
する尺度にはClinical	Dementia	Rating	(CDR)（参考資
料・図61を参照）やFunctional	Assessment	Staging	
(FAST)（参考資料・図62を参照）を使用することもで
きる。

4 .9．所見のまとめ
（図27）以上の所見をまとめると、1年前から繰り返し
言動、頻回の探し物、薬の飲み忘れなど、認知機能障
害に起因するものと推測される健忘のエピソードが目
立つようになり、臨床経過および本人の表出・体験か
ら、せん妄やうつ病の臨床像ではなく、認知症の臨床
像に合致することがわかり、MMSEやHDS-Rの所見か
ら、近時記憶障害、時間失見当識、注意・ワーキング
メモリの障害、視空間構成障害を認め、それによって
服薬管理や金銭管理などのIADL障害を認めるが、BADL
障害は今のところ認められない。神経学的異常所見は
見られず、血液・生化学・甲状腺機能等にも異常は認
められない。頭部CTでは海馬を含む側頭葉内側面に萎
縮を認める。

どのような生活領域に障害があるのか

手段的ADL（IADL）
• 買い物

• 交通機関の利用

• 金銭管理

• 電話の使用

• 食事の準備

• 掃除

• 洗濯

• 服薬管理

基本的ADL（BADL)
• 入浴

• 着替え

• 排泄

• 整容

• 食事

• 移動（室内，屋外）

図25

図25

認知症の重症度評価

軽度 中等度 重度

記憶障害 近時記憶 遠隔記憶（部分） 遠隔記憶（全般）

見当識障害 時間 場所 人物

実行機能障害 問題解決 判断力（部分） 判断力（全般）

生活障害
（IADLとBADL)

IADL BADL（部分） BADL（全般）

図26

図26

所見のまとめ

① 1年前から，繰り返し言動，探し物，薬の飲み忘れ
など健忘のエピソードが目立つようになった．

② せん妄やうつ病の臨床像ではなく，認知症の臨床
像に合致する．

③ MMSE18点で，近時記憶障害，時間失見当識，注
意・ワーキングメモリの障害，視空間構成障害を認
め，服薬管理，金銭管理などのIADL障害を認める
が，BADL障害は認めない．

④ 神経学的異常所見は認めない．血液・生化学・甲
状腺機能検査等に異常を認めない．頭部CTで海
馬を含む側頭葉内側面に萎縮を認める．

診断としては，アルツハイマー型認知症（軽度）で矛盾はない．
図27

図27
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　以上を総合すると、アルツハイマー型認知症（軽度）
で矛盾はない、ということになる。なお、本事例がア
ルツハイマー型認知症と診断される根拠については、
5.3.～5.5.項（図31～33）を参照されたい。また、本
事例において、都道府県公安委員会提出用の診断書を
作成する場合の例を参考資料（図63）として掲示した。

5．認知症の総合アセスメントと
　 代表的認知症疾患診断（図28）

5 .1．認知症の総合アセスメント
（図29）2.5.項（図9）で述べたように、認知症の早期
診断・早期対応によって、複雑化のプロセスが進展す
ることを予防し、生活の継続が守られるように支援し
ていくためには、臨床状態を総合的にアセスメント
し、診断へのアクセスを確保し、必要な支援を統合的
に調整していく必要がある。認知症の総合アセスメン
トを行うには、どのような認知症疾患によって、どの

ような認知機能や生活機能が障害されているか、それ
とともにどのような身体的・精神的・社会的な健康問
題があるのかを系統的に評価していく必要がある。
　認知機能と生活機能の評価については先に解説した
ので、ここでは認知症疾患と身体的健康状態を評価す
るために通常行われている検査と、代表的認知症疾患
について解説する。

5 .2．認知症疾患と身体的健康状態を評価するための
検査

（図30）認知症疾患（認知症の原因疾患）と身体的健康
状態を評価するために、通常は、スクリーニング検査
として、バイタルサインのチェック、胸腹部検査、神
経学的検査、血液検査、神経画像検査が行われる。こ
れらすべてを、すべての患者で行う必要はないが、最
低限、バイタルサイン（血圧、脈拍）、神経学的検査、
血液検査、頭部CT検査は、スクリーニング検査として
実施することが望まれる。以下に、いくつかの代表的
認知症疾患の特徴と検査所見について解説する。

代表的認知症疾患の診断

認知症の総合アセスメントと

図28

図28

認知症の総合アセスメント

認知症疾患

アルツハイマー型認知症，血管性認知症，レビー小体型認知症，前頭
側頭型認知症，正常圧水頭症，外傷による認知症，アルコール性認知
症，パーキンソン病，進行性核上性麻痺，大脳皮質基底核変性症など．

認知機能
近時記憶障害，時間・場所失見当識，視空間認知障害，注意障害，遂
行機能障害，言語理解障害，発語障害，意味記憶障害など．

生活機能

基本的日常生活動作（排泄，食事，着替，身繕い，移動，入浴）の障害，
手段的日常生活動作(電話の使用，買い物，食事の支度，家事，洗濯，
交通手段を利用しての移動，服薬管理，金銭管理)の障害．

身体的健康

高血圧症，慢性心不全，虚血性心疾患，心房細動，糖尿病，慢性閉塞
性肺疾患，誤嚥性肺炎，慢性腎不全，がん，貧血症，脱水症，白内障，
難聴，変形性関節症，骨折，前立腺肥大症，褥創，歯周病，口腔乾燥
症，パーキンソン症候群，脳梗塞など．

精神的健康
妄想，幻覚，誤認，抑うつ状態，アパシー，不安，徘徊，焦燥，破局反
応，不平を言う，脱抑制，じゃまをする，拒絶症，（せん妄）など．

社会的状況

介護負担，介護者の健康問題，経済的困窮，家庭崩壊，虐待，介護心
中の危険，火の不始末，交通事故の危険，老老介護，認認介護，独居，
身寄りなし，路上生活，近隣トラブル，悪徳商法被害，医療機関での対
応困難，介護施設での対応困難など．

図29
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認知症の原因疾患と身体的健康状態を評価するための検査

 バイタルサイン
• 血圧，脈拍

 胸腹部検査
• 理学的検査： 視診，打診，聴診，触診
• 単純X-P検査，心電図検査

 神経学的検査
• 脳神経
• 運動麻痺，パーキンソン症状，病的反射
• 歩行機能

 血液検査
• 血液一般検査
• 生化学検査： 電解質，肝機能，腎機能，血糖，脂質，蛋白，アルブミン

• 甲状腺機能，ビタミンB1/B12/葉酸の検査

 神経画像検査
• CT
• MRI
• SPECT 脳血流SPECT，DATスキャン，MIBG心筋シンチ

図30

図30
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5 .3．アルツハイマー型認知症
（図31）アルツハイマー型認知症は、海馬や大脳皮質を
中心に、広範な神経細胞の脱落と、さまざまな程度の
老人斑、神経原線維変化を認める認知症であり、老人
斑の主要構成成分はアミロイドβ蛋白、神経原線維変
化の主要構成成分はタウ蛋白であることが明らかにさ
れている。潜行性に発症し、緩徐に進行し、初期から
近時記憶障害が目立つのが特徴である。

5 .4．アルツハイマー型認知症の画像所見
（図32）頭部CTや頭部MRIでは側頭葉内側面の萎縮（側
脳室下角の開大と海馬の萎縮）が見られ、脳血流SPECT
では、頭頂側頭連合野、楔前部、後部帯状回で血流低
下が認められるのが特徴である。

5 .5．アルツハイマー型認知症の障害部位と認知機能
障害との関連

（図33）側頭葉内側面は近時記憶、外側面は言語理解、

頭頂葉は視空間認知と関連することから、アルツハイ
マー型認知症では、近時記憶障害、聴覚性言語理解障
害（会話理解障害）、視空間構成障害、道順障害、着衣
障害などが現れやすい。

5 .6．血管性認知症
（図34）血管性認知症は、脳梗塞、脳の慢性虚血性変
化、脳出血などの脳血管障害に関連して出現する認知
症であり、脳卒中発作の後に急速に発症し、階段状に
進行するもの（例：多発梗塞性認知症）と、動脈硬化
性血管病変による慢性虚血性変化を背景に、潜行性に
発症し、緩徐に進行するもの（例：皮質下血管性認知
症）がある。

アルツハイマー型認知症

海馬や大脳皮質を中心に，広範な神経細胞
の脱落と，さまざまな程度の老人斑，神経原
線維変化を認める認知症．

老人斑の主要構成成分はアミロイドβ蛋白，
神経原線維変化の主要構成成分はタウ蛋白
であることが明らかにされている．

潜行性に発症，緩徐に進行．初期から近時
記憶障害が目立つのが特徴．

図31

図31

アルツハイマー型認知症の画像所⾒

典型的なADのSPECT画像
右 側面 左 側面

右 内側面 左 内側面

❶ ❶

❷

❸ ❸

7

0

①頭頂側頭連合野 ②楔前部 ③後部帯状回
での⾎流低下

典型的なADのMRI画像

側脳室下角の開大と海馬の萎縮

7

0

認知症サポート医養成研修より引用
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図32

近時記憶
障害

視空間認知
の障害

脳の障害部位とあらわれる認知機能障害

言語理解
の障害

S. Awata
図33

図33

血管性認知症

脳梗塞，脳の慢性虚血性変化，脳出血など
の脳血管障害に関連して出現する認知症．

脳卒中発作の後に急速に発症し，階段状に
進行するもの（例：多発梗塞性認知症）と，動
脈硬化性血管病変による慢性虚血性変化を
背景に，潜行性に発症し，緩徐に進行するも
の（例：皮質下血管性認知症）がある．

図34

図34
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5 .7．皮質下血管性認知症の画像所見
（図35）左の写真は皮質下血管性認知症の頭部MRI検査
の所見である。脳室周囲深部白質に広範な高信号領域
が認められる。これはLeukoaraiosisと呼ばれる慢性
虚血性変化を示している。右の写真は同じ患者の脳血
流SPECTの統計画像であるが、この例のように、深部
白質に広範な慢性虚血性変化が認められると、前頭葉
の皮質機能が低下する傾向があり、SPECTでは同部位
の血流低下が認められやすくなる。

5 .8．皮質下血管性認知症の障害部位と認知機能障害
（図36）前頭葉は実行機能やワーキングメモリと深く
関連している。実行機能とは、自発的に、計画的に、
効果的に、合目的的に行為を遂行する能力とされてい
るが、この機能の障害が強くなると、アパシーと呼ば
れる状態になり、1日中炬燵に座って何もしない、言わ
れなければ入浴も着替えもしない、すべてに無頓着、
平然としているといった臨床像が認められることがあ

る。しかし、抑うつ、不安、心気症状などの行動・心
理症状（BPSD）が目立つこともあり、それに対する治
療が必要な場合もある。

5 .9．レビー小体型認知症
（図37）レビー小体型認知症は、認知症とパーキンソン
症状を主症状とし、認知機能の変動や幻視・錯視など
を特徴とする認知症である。レビー小体が脳幹や大脳
皮質に多数出現し、その主要な構成成分はαシヌクレ
インと呼ばれる異常蛋白質であることが明らかにされ
ている。

5 .10．レビー小体型認知症の画像所見 
（図38）アルツハイマー型認知症と比較すると、側頭葉
内側面の萎縮は目立たない場合も多く、脳血流SPECT
では後頭連合野や一次視覚野に血流低下が見られ、
MIBG心筋シンチグラフィーでは心筋への取り込み低
下を認めることが多い。

⽪質下⾎管性認知症の画像所⾒

ＭＲＩ ＳＰＥＣＴ

認知症サポート医養成研修より引用

図35

図35

レビー小体型認知症

認知症とパーキンソン症状を主症状とし，認
知機能の変動，幻視・錯視などを特徴とする
認知症．

レビー小体が脳幹や大脳皮質に多数出現，
その主要な構成成分はαシヌクレインと呼ば
れる異常蛋白質であることが明らかにされて
いる．

図37

図37

実行機能
障害

脳の障害部位とあらわれる認知機能障害

自発的に
計画的に
効果的に
合目的的に

行為を遂行する能力

•アパシー（無気力，
自発性低下）
•1日中炬燵に座っている
•入浴や着替えもしない
•すべてに無頓着

•平然としていることもある
が・・・抑うつ・不安・心気症
状が目立つこともある．

重度化すると

S. Awata
図36

図36

レビー小体型認知症の画像

① ② ③ MIBG心筋シンチグラム

ＭＲＩ ＳＰＥＣＴ

正常例

認知症サポート医養成研修より引用（一部改変）
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5 .11．レビー小体型認知症の脳の障害部位と臨床症状
（図39）頭頂連合野、後頭葉、脳幹が障害されやすいこ
とから、視空間認知の障害、視覚認知の障害、パーキ
ンソン症状、意識レベルの変動が認められやすく、日
中の眠気、夜間の行動異常（REM睡眠行動異常：レム
睡眠時に起こる筋緊張の抑制欠如のため、夢内容と一
致する異常行動を示すもの。例：大声をあげる、隣で
寝ている配偶者をなぐる）、幻視、錯視、妄想、抑うつ
症状を認めることが多い。また、パーキンソン症状を
伴うために、歩行障害や嚥下障害が現れやすく、転倒
や誤嚥のリスクが高い。さらに、症状の変動が目立つ
ために、症状増悪期に飲水が困難になり、そのために
脱水症を併発し、さらに乏尿となり、尿路感染症から
敗血症に至るというように、身体状態が重篤化するリ
スクも高い。

6．認知症疾患に対する治療の原則（図40）

6 .1．一般的な治療原則
（図41）一般的な治療原則として、診断前から、本人・
家族の体験を積極的に傾聴すること、本人・家族が直
面している不安や心配を理解することが重要である。
これによって信頼関係が築かれ、本人・家族の孤立感
が解消され、その後の治療関係と生活の継続に良好な
効果をもたらす。また、診断後には、本人・家族の不
安を配慮して、診断情報を丁寧にわかりやすく説明す
るとともに、今後も医療を継続すること、介護保険
サービスなどの地域資源が利用できること、困りごと
の相談に応じることを伝えることが重要である。その
上で、一般医学的管理として身体的な健康管理を行い
（特に、脱水症、便秘、低栄養、疼痛、生活習慣病の管
理）、さらに薬物療法を開始する場合には、期待される

視空間認知
の障害

脳の障害部位とあらわれる認知機能障害

視覚認知
の障害

パーキンソン
症状

意識レベルの
変化

•日中うとうとしやすい
•夜間行動異常が現れやすい
•幻視や錯覚が現れやすい
•妄想や抑うつ症状が現れやすい
•パーキンソン症状
•歩行障害（転倒に注意！）
•嚥下障害（誤嚥に注意！）

•症状が変動しやすい
•脱水症に注意！
•尿路感染症に注意！

S. Awata
図39

図39

治療の原則

認知症疾患に対する

図40

図40

Community-based 
Integrated 

Support Center

一般的な治療原則

診断前から

• 本人・家族の体験を積極的に傾聴，不安や心配を理解する

診断後には

• 本人・家族の不安を配慮して，診断情報を丁寧に説明する

• 今後も医療を継続すること，介護保険サービスなどの地域資
源が利用できること，困りごとの相談に応じることを伝える

一般医学的管理

• 身体的健康管理を行う（例：脱水症，便秘，低栄養，疼痛，生活習慣病）

薬物治療を開始する場合には

• 期待される効果と限界，副作用と対応について説明する

• 服薬管理体制を確認し，体制が確保されていない場合は，
家族・地域包括支援センター等と連携して体制を確保する．

図41

図41

コリンエステラーゼ阻害薬の特徴
ドネペジル ガランタミン リバスチグミン

作用機序
AChE＊阻害
＊アセチルコリンエステラーゼ

AChE阻害/
ニコチン性ACh
受容体刺激作用

AChE阻害/
BuChE＊阻害
＊ブチルコリンエステラーゼ

病期 全病期 軽度～中等度 軽度～中等度

1日用量 3-10mg 8-24mg 液剤あり 4.5-18mg 貼付剤

初期投与法
3mgを1－2週投与後
5mgで維持

8mgで4週投与後
16mgで維持

4週ごとに4.5mgずつ
増量し18mgで維持

用法 １ ２ １

半減期 70－80 ５－７ 2 － 3

代謝 CYP CYP 非CYP

推奨度 グレードＡ
（行うよう強く勧められる）

グレードＡ
（行うよう強く勧められる）

グレードＡ
（行うよう強く勧められる）

その他 DLBが適応（2014） １ステップ漸増法が
が承認（2015）

認知症サポート医養成研修より引用

図42

図42
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効果と限界、副作用の可能性とその対応について説明
するとともに、服薬管理体制を確認し、体制が確保さ
れていない場合には、家族や地域包括支援センター等
と連携して体制を確保する必要がある。

6 .2．アルツハイマー型認知症に対するコリンエステ
ラーゼ阻害薬の使用

（図42）アルツハイマー型認知症に対しては現在、3種
類のコリンエステラーゼ阻害薬（ドネペジル、ガラン
タミン、リバスチグミン）を使用することができる。
ドネペジルは、すべての病期において、1日用量3～
10mgの範囲で処方、ガランタミンは軽度～中等度の認
知症に対して、1日用量8～24mgの範囲で、リバスチグ
ミンは軽度～中等度の認知症に対して、1日用量4.5～
18mgの範囲で使用する。

6 .3．コリンエステラーゼ阻害薬の使用上の注意点
（図43）コリンエステラーゼ阻害薬の代表的な副作用
は消化器症状であり、症状が出現した際には減量・中
止を検討する。

6 .4．アルツハイマー型認知症に対するメマンチンの
使用

（図44）中等度～高度の認知症に対してはメマンチン
を、1日用量5～20mgの範囲で、単剤またはコリンエス
テラーゼ阻害薬との併用で、使用することができる。
メマンチンはグルタミン酸受容体の拮抗薬で神経細胞
の保護作用をもつ。焦燥や興奮などの行動・心理症状
（BPSD）に対しても有効な場合がある。

6 .5．メマンチンの使用上の注意点
（図45）頻度の高い副作用は浮動性めまい、傾眠であ
り、転倒に注意する必要がある。チトクロームP450に
よる代謝を受けにくいため、薬物相互作用が少ない。
しかし、腎排泄型の薬剤であることから、腎機能障害
がある場合には慎重な投与が必要である（例：高度の
腎機能障害では維持量を1日1回10mgにする）。

コリンエステラーゼ阻害薬の使用上の注意点

１．アルツハイマー型認知症に使用
２．洞不全症候群、房室伝導障害は要注意

投与前に心電図をとることが望ましい
３．気管支喘息、閉塞性肺疾患の既往
４．消化性潰瘍の既往、非ステロイド系消炎剤使用中の場合
５．消化器症状出現時は減量・中⽌を検討

重大ではないが頻度の⾼い副作用
⾷欲不振、嘔気
嘔吐、下痢、便秘、腹痛
興奮、不穏、不眠、眠気
徘徊、振戦、頭痛
顔面紅潮、皮疹

認知症サポート医養成研修より引用（一部改変）

図43

図43

メマンチン

作用機序 グルタミン酸受容体の拮抗薬

病期 中等度～高度

1日用量  5ｍｇから 20ｍｇ 毎週漸増

用法 1

代謝 非CYP

推奨度 グレードＡ
（行うよう強く勧められる）

メマンチンの特徴

認知症サポート医養成研修より引用
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図44

●副作用：・浮動性めまい
・便秘
・体重減少
・頭痛
・傾眠

●チトクロームＰ450 による代謝を
受けにくいため薬物相互作用が少ない

メマンチンの使用上の注意点

認知症サポート医養成研修より引用（一部改変）

図45

図45
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6 .6．認知症の行動・心理症状
（図46）従来、認知症の症候学では、認知機能障害を中
核症状、随伴する精神症状や行動障害を周辺症状と呼
んでいた。しかし、1996年の国際老年精神医学会のコ
ンセンサス会議において、周辺症状は、認知症の行動・
心理症状（Behavioral	and	Psychological	Symptoms	of	
Dementia	 :	BPSD）と呼ばれるようになった。BPSDに
は、通常は患者の観察によって明らかにされる「行動
症状」と、通常は本人や親族との面談によって明らか
にされる「心理症状」がある。前者には、攻撃的行動、
叫声、不穏、焦燥、性的脱抑制、収集癖、徘徊、異食、
過食、介護への抵抗などがあり、後者には、不安、緊
張、易刺激性、睡眠障害、抑うつ、意欲低下、幻覚、
妄想などがある。これらの症状は、せん妄の際に認め
られる精神症状とは区別されているが、せん妄はBPSD
を悪化させる要因とされており、実際にはBPSDとせん
妄が混在し、区別が困難な場合も少なくない。

6 .7．BPSDへの対応
（図47）実際、BPSDの背景要因として最も考慮すべき
ものは、身体疾患と薬物であり、BPSDへの対応では、
第1に身体疾患の有無をチェックし、第2に薬物の副作
用や急激な中断の有無をチェックし、第3に不適切な
環境やケアをチェックし、それらが「ある」と判断さ
れる場合には、それらに対応していくことが肝要であ
る。その上で介護サービスの利用など、非薬物的な対
応を試み、そのような対応でも改善が見られない場合
には、ガイドラインに沿って薬物治療を行うこともあ
る。

6 .8．BPSDの治療アルゴリズム
（図48）BPSDの治療アルゴリズムでは、非薬物的介入
を最優先し、身体的要因、薬物的要因などについて確
認した上で、①幻覚、妄想、焦燥、攻撃性については、
はじめにメマンチンの使用を検討し、その上で、抗精
神病薬、抑肝散、バルプロ酸の使用を検討する、②抑
うつ症状、アパシーについては、コリンエステラーゼ
阻害薬で改善しない場合は抗うつ薬の使用を検討す
る、③不安、緊張、易刺激性については、抗精神病薬、
抗不安薬、抗うつ薬の有効性が示唆されているが、中
等度以上の認知症では抗不安薬は使用しない、④睡眠
障害については、睡眠覚醒リズムの確立のための環境
調整を行った上で、病態に応じて睡眠導入薬、抗うつ
薬、抗精神病薬の使用を検討する、⑤過食、異食、徘
徊、介護への抵抗については、今のところ向精神薬の
有効性を示唆するエビデンスはない、とされている。認知機能障害

認知症の行動・心理症状
Behavioral and Psychological
Symptoms of Dementia (BPSD) 

認知症の行動・心理症状

 行動症状
• 攻撃的行動
• 叫声
• 不穏
• 焦燥
• 性的脱抑制
• 収集癖
• 徘徊
• 異食，過食
• 介護への抵抗

 心理症状
• 不安
• 緊張
• 易刺激性
• 睡眠障害
• 抑うつ
• 意欲低下
• 幻覚，妄想

図46

図46

BPSD治療アルゴリズム

幻覚、妄想

焦燥、攻撃性

抑うつ症状

アパシー

（無為）

不安、緊張

易刺激性
睡眠障害

過食、異食、

徘徊、介護へ

の抵抗

非薬物的介入を最優先する

確認要件

出現時間、原因、環境要件などの特徴を探り、家族や介護スタッフとその改善を探る。

デイサービスなどの導入も検討する。

□ 他に身体的原因はない

□ 他の薬物の作用と関係ない

□ 薬物遵守に問題ない

□ ご家族との間で、適応外使用に関するインフォームドコンセントが得られている

メマンチンの使用をまず検討する。

Ach阻害薬も検討可能だが、逆に

増悪させることもあるので注意が

必要である。レビー小体型はAch

阻害剤を使用する。これらにより

改善しない場合は、抗精神病薬、

抑肝散、バルプロ酸の使用を検討

する

Ach阻害剤：コリン

分解酵素阻害剤

Ach阻害剤を用い、改

善しない場合抗うつ薬

の使用を検討する

抗精神病薬、抗不安薬、抗

うつ薬の有効性が示唆され

ているが、抗不安薬は中等

度以上の認知症では使用し

ない

睡眠覚醒リズムの

確立のための環境

調整を行ったうえ

で、病態に応じて

睡眠導入薬／抗う

つ薬／抗精神病薬

の使用を検討する

向精神薬の有効性を

示唆するエビデンス

はない

低用量で開始し、症状をみながら漸増する

● どの薬剤でも添付文書の最高用量を超えないこと

● 薬物の相互作用に注意すること

● 用量の設定では、年齢、体重、肝・腎、脳機能などへの身体的状況を勘案すること

◎ 抑肝散、バルプロ酸・・プラセボ対照

比較試験では有意差は得られなかったが、

興奮性症状に有効であったとの報告がある。

これらの薬剤を抗精神病薬の前に内服検討

することも可能。特に高齢者の場合は副作

用の観点から推奨される。

出典：かかりつけ医のためのBPSDに対応する向精神薬使用

ガイドライン（第２版）より（改変）

図48

図48

改善がみられない場合は、
●ガイドラインに沿った薬物治療
●専門医に紹介

● 身体疾患の有無のチェックと治療
（脳⾎管障害、感染症、脱⽔、便秘など）

● 薬物の副作用や急激な中断のチェック
● 不適切な環境やケアのチェックと改善

（騒⾳、不適切なケアなど）
● 介護サービスの利用

⾏動・心理症状(BPSD)への対応

認知症サポート医養成研修より引用（一部改変）

図47

図47
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7．本人・家族の生活を支援する
　�医療，ケア，地域づくり（図49）

7 .1．新オレンジプラン
（図50）2015年1月27日に厚生労働省より公表された
「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」では、
「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れ
た地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることがで
きる社会の実現を目指す」という基本的考え方の下
に、7つの柱が掲げられている。このプランの重要なコ
ンセプトは、認知症の本人・家族の生活を守る地域包
括ケアシステムを実現し、認知症高齢者等にやさしい
地域づくりを推進することにある。

7 .2．地域包括ケアシステム
（図51）厚生労働省によれば、地域包括ケアシステムと
は、保険者である市区町村や都道府県が、地域の自主
性や主体性に基づき、地域の特性に応じて（Community-
based	Care	System）、住まい・医療・介護・予防・生
活支援が一体的に提供されるシステム（Integrated	
Care	System）とされている。

7 .3．認知症ケアパス
（図52）新オレンジプランではこのようなシステムを
実現するための一助として、すべての市区町村に、認
知症ケアパス（認知症の気づきのステージから看取り
のステージに至るまで、ステージに応じた統合ケアが
利用できるように、その地域に現存する住まい・医
療・介護・予防・生活支援等のサービスを可視化させ
たケアの道筋を示す手引書―Integrated	Care	Pathway	
[ICP]	for	Dementia）を作成することが求められてい
る。

地域包括ケアシステム

• 地域ケア（Community-based Care）
–保険者である市町村や都道府県が，地域の自主
性や主体性に基づき，地域の特性に応じて

• 統合ケア（Integrated Care）
–住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に
提供されるシステム

図51

図51

認知症地域支援推進員
認知症初期集中支援チーム

認知症ケアパス（ICP for Dementia)

To make sure that we can live safely, peacefully, and continuously in the community familiar to us, when we or our family 
members suffer from dementia. 

地域包括支援センター

かかりつけ医
サポート医

認知症疾患医療センター

介護支援専門員 通所サービス

訪問サービス

短期入所
サービス

介護保険外サービス ／ 介護保険サービス

施設サービス

日常診療

急性増悪

一般病院／精神科病院

要介護認定
介護保険サービス利用

認知症の人

自宅，家族

気づき

ターミナル
ケア

地域密着型
サービス

特定施設，サ高住
家族会，認知症カフェ
見守り，生活支援

厚生労働省作成の図を一部改変

図52

図52

医療，ケア，地域づくり

本人・家族の生活を支援する

図49

図49

図50

厚生労働省作成資料より引用

図50
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7 .4．かかりつけ医の役割
（図53）このような統合ケアの道筋の中で、かかりつけ
医に求められる役割は、日常診療において、早期に認
知症の症状に気づき、 必要に応じて専門医療機関
（例：認知症疾患医療センター）と連携して認知症疾患
を診断し、日常的な健康管理を行い、本人・家族の不
安や心配を理解し、保健・福祉・介護関連機関（例：
地域包括支援センター）と連携しながら、家族や地域
とのつながりの中で、長期にわたるパートナーシップ
を築くことであろう。

7 .5．認知症疾患医療センターの役割
（図54）また、認知症疾患医療センターは、地域におい
て認知症の保健・医療提供体制を構築する拠点として
設置されている専門医療機関であり、専門的医療機能
（専門医療相談、鑑別診断とそれに基づく初期対応、周
辺症状と身体合併症に対する急性期対応）と、地域連
携拠点機能（認知症に関する情報の発信・普及、地域

の専門職に対する研修会の開催、認知症疾患医療連携
協議会の設置・運営）という2つの機能を担うことが求
められている。

7 .6．地域包括支援センターの役割
（図55）地域包括支援センターは、地域包括ケアシステ
ムを実現するために、地域の中で高齢者の多様な相談
に応じ、必要なサービスの調整を行う実践的機関であ
る。現在は、全国の市区町村に、概ね中学校区単位に
約5,000か所設置されており、総合相談支援、権利擁
護、包括的継続的ケアマネジメント、介護予防ケアマ
ネジメントが必須業務とされている。

7 .7．認知症初期集中支援推進事業
（図56）さらに、2014年から、地域包括支援センター等
を拠点にして、認知症サポート医と医療系・介護系の
専門職がチームを組み、認知症疾患医療センターやか
かりつけ医と連携しながら、認知症の人の相談応需、

地域包括支援センターの役割

• 地域包括ケアシステムを実現するために，地域の中で
高齢者の多様な相談に応じ，必要なサービスの調整を
行う実践的機関

• 現在は，全国の区市町村に，概ね中学校区単位に約
5,000か所設置されている．

– 総合相談支援

– 権利擁護

– 包括的継続的ケアマネジメント

– 介護予防ケアマネジメント
図55

図55

Community-based 
Integrated 

Support Center

かかりつけ医の役割

• 日常診療において

–早期に認知症の症状に気づき

–必要に応じて専門医療機関（認知症疾患医療セ
ンター等）と連携して認知症疾患を診断し

–日常的な健康管理を行い

–本人・家族の不安や心配を理解し

–保健・福祉・介護関連機関（地域包括支援センタ
ー等）と連携しながら

–家族や地域とのつながりの中で

–長期にわたるパートナーシップを築く 図53

図53

市町村・地域包括支援センター等

連携

認知症初期集中支援推進事業

●認知症初期集中支援チーム
●専門医療機関

認知症疾患医療センター等
鑑別診断，BPSD対応，地域連携

●かかりつけ医

①相談応需

②情報収集

③アセスメント

④家庭訪問

⑤チーム員会議

⑥初期集中支援

認知症サポート医
＋

医療系・介護系専
門職
保健師・看護師
作業療法士
精神保健福祉士
社会福祉士
介護福祉士
その他

認知症の人の意思が尊重され，できる限り住み慣れた地域のよい環境で，自分らし
く暮らし続けることができるように，高齢者が暮らす地域の中で，認知症の初期支援
を包括的・集中的に行う多職種協働チーム．

プライマリケア医としての継続医療

厚生労働省作成の図を一部改変

図56

図56

Community-based 
Integrated 

Support Center

認知症疾患医療センターの役割

• 地域において認知症の保健・医療提供体制を構築
する拠点として設置されている専門医療機関

–専門的医療機能

• 専門医療相談

• 鑑別診断とそれに基づく初期対応

• 周辺症状と身体合併症に対する急性期対応

–地域連携拠点機能

• 認知症に関する情報の発信・普及

• 地域の専門職に対する研修会の開催

• 認知症疾患医療連携協議会の設置・運営

図54

図54
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認知症サポート医に求められる役割

• 多職種と協働して，総合アセスメントを行い，情報を
共有し，統合ケアの調整に関与する医師

• 認知症初期集中支援チームにおいて期待されてい
る役割

① 総合的な医学的評価と一般的な認知症疾患の診断

② 専門的な医学的評価や複雑事例については，必要
に応じて，認知症疾患医療センターと連携

③ 継続医療が必要な場合には，かかりつけ医と連携

図57

図57

社会支援ネットワーク

コーディネーション

認知症の本人・家族

総合アセスメント

診断へのアクセス

診断後支援
（統合ケアの調整）

医療
診断，継続医療の確保など

介護
予防・居宅・地域密着型サービス

住まい
生活支援付き住居の確保など

生活支援
IADL支援，社会参加支援など

家族支援
相談，情報，カフェ，サロンなど

サービス付き高齢者向け住宅，
有料老人ホーム，GH，介護保
険施設，「生活支援付き住まい
確保事業」「低所得高齢者等住
まいと生活支援モデル事業」

カフェ，サロン，家族の会
社会福祉協議会，生活支援員
生活支援コーディネーター
民生委員，認知症サポーター
多様な市民活動

かかりつけ医
認知症サポート医
認知症疾患医療センター
精神科病院，一般病院
大学病院

地域包括支援センター
福祉事務所
社会福祉協議会
成年後見センター
市民後見人

地域包括支援センター
居宅介護支援事業所
介護保険サービス事業所

福祉・権利擁護支援
日常生活自立支援事業，成年後見制度など

認知症と共に暮らせる社会に向けて

S. Awata
図58

図58

情報収集、アセスメント、家庭訪問、チーム員会議な
どを行いながら、認知症の初期支援を展開していく認
知症初期集中支援推進事業が市区町村の事業としては
じまっている。

7 .8．認知症サポート医の役割
（図57）この事業の中で、認知症サポート医は、多職種
と協働して総合アセスメントを行い、情報を共有し、
チームの一員として統合ケアの調整に関与することが
求められている。具体的には、①総合的な医学的評価
と一般的な認知症疾患の診断を行い、②専門的な医学
的評価が必要な事例や複雑事例については、必要に応
じて認知症疾患医療センターと連携し、③継続医療が
必要な場合にはかかりつけ医と連携する、などの医療
サービスの調整を行うことが期待されている。

7 .9．認知症と共に暮らせる社会に向けて
（図58）このように、日常診療の実践とともに、多職種
と協働して、認知症の本人や家族に必要とされる支援
の調整（コーディネーション）に関与し、多面的な社
会支援ネットワークの一翼を担い、認知症と共に暮ら
せる社会に向けた地域づくりに貢献していくことが、
これからのかかりつけ医に求められる大切な機能の1
つかと思われる。
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都道府県公安委員会提出用の診断書の例

図63

図63

CDRによる重症度アセスメント

なし （0 点） 疑わしい （0.5 点） 軽度 （1 点） 中等度 （2 点） 重度 （3 点）

記憶
記憶障害なし，あるい
は 軽度の断続的な物
忘れ

軽度の物忘れが常に存
在出来事を部分的に思
い出す“良性”健忘

中等度の記憶障害
障害は最近の 出来事について
より著しい．障害 は日々の生
活を妨げる

重度の記憶障害
十分に学習 したことのみ保持
新しいことは急速に記憶から
消失

重度の記憶障害
断片的 なことのみ記憶に
残存

⾒当識

十分に⾒当識がある 時間的前後関係に軽
度の困難があることを除
き十分に⾒当識がある

時間的前後関係に中等度の
困難がある
検査の場所についての⾒当識
は正常．他の場所についての
地理的⾒当識障害があるかも
しれない

時間的前後関係に重度の困
難がある．たいていの場合，
時間的⾒当識は障害され，
地理的⾒当識もしばしば障
害される

自分についての⾒当識の
みが保たれている

判断⼒と
問題解
決能⼒

日常の問題を解決し，
仕事上および⾦銭上の
問題を十分処理できる
過去の実績と比較し，
遜色のないすぐれた判
断⼒

問題解決，類似点およ
び相違点に軽度の障害
がある．

問題解決，類似点および相違
点に中等度の困難がある
たいていの場合，社会的判断
⼒は保持されている．

問題解決，類似点および相
違点に重度の障害
たいていの場合，社会的判
断⼒は障害されている

判断あるいは問題解決が
できない

地域
社会

の活動

仕事，買い物，ボラン
テ ィア，社会集団にお
いて，通常のレベルでは
自⽴して機能する

左記の活動に軽度の障
害がある

左記の活動のいくつかに，まだ
携わっているかもしれないが，
自⽴して機能できない
通り一遍の検 査だと正常そう
に⾒える

家庭外において，自⽴して機能するようには⾒えない

家庭外の会合に連れて⾏って
もらえるくらい健康そう に⾒え
る

家庭外の会合に連れて⾏
ってもらうには，具合が悪
すぎるように⾒える

家庭
および
趣味

家庭生活，趣味および
知的興味の十分な保
持

家庭生活，趣味および
知 的興味は軽度に障
害さ れている

家庭における機能は軽度だが
明 確に障害されている
より困難な家事はやめている
より複雑な趣味や興味の喪失

単純な家事のみの維持．非
常に限られた興味が不十分に
保持されている．

家庭において，重要な機
能が果たせない．

身の回り
の世話

自分の面倒は自分で十分みることができる 促すことが必要 着衣，衛生，身の回りの品
の 保管などに手伝いが必要

身の回りの世話において，
多くの助けが必要 頻繁に
失禁がある

認知症サポート医養成研修より引用 図61

図61

Reisberg B et al: Functional staging of dementia of the Alzheimer type. Ann NY Acad Sci 1984; 435 481-483

FASTによるアルツハイマー型認知症の
重症度のアセスメント

１．正常
２．年相応 物の置き忘れなど

３．境界状態 熟練を要する仕事の場面では、機能低下が同僚によって
認められる。新しい場所に旅⾏することは困難。

４．軽度の
アルツハイマー型認知症

夕⾷に客を招く段取りをつけたり、家計を管理したり、買物
をしたりする程度の仕事でも支障をきたす。

５．中等度の
アルツハイマー型認知症

介助なしでは適切な洋服を選んで着ることができない。
入浴させるときにもなんとか、なだめすかして説得することが必要なこ
ともある。

６．やや⾼度の
アルツハイマー型認知症

不適切な着衣。入浴に介助を要する。入浴を嫌がる。
トイレの⽔を流せなくなる。失禁。

７．⾼度の
アルツハイマー型認知症

最大約６語に限定された⾔語機能の低下。理解しうる
語彙はただ１つの単語となる。歩⾏能⼒の喪失。着座能⼒
の喪失。笑う能⼒の喪失。昏迷および昏睡。

認知症サポート医養成研修より引用 図62

図62

参考資料

図59

図59

DASC-21による認知症アセスメント

図60

図60
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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	教授　飯

いい
島
じま
勝
かつ
矢
や

【略歴】東京慈恵会医科大学医学部卒業、東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座（講師）、米国スタンフォード
大学医学部（研究員）等を経て現在に至る。

【専門分野】老年医学、老年学（ジェロントロジー：総合老年学）
【専門研究分野】①フレイル予防の高齢者大規模コホート研究および包括的フレイル予防プログラム構築、なかで

も新概念「オーラルフレイル」を構築し口腔機能の些細な低下を国民に啓発する運動論とエビデ
ンス構築。②千葉県柏市をフィールドとする課題解決型実証研究（アクションリサーチ）を基盤
とした長寿社会に向けたまちづくり・地域包括ケアシステム構築。③在宅医療に関する推進活動
と臨床研究、およびその大学卒前教育や多職種連携教育。

介護予防の目指すもの
（図1）高齢期の健康維持のためには、疾病の予防や治
療の管理だけでは不十分であり、加齢に伴い出現する
生活機能の低下を予防することを目指すことが求めら
れる。そのために、様々な日常生活における危険な老
化のサインを早期発見・早期対応することも重要な視
点である。
　具体的には、運動器の機能向上（転倒・骨折予防を
含む）、栄養改善、口腔機能の向上、認知症予防・支
援、うつ予防・支援、閉じこもり予防・支援、等に対
して、幅広くそのリスクを評価し、総合的（包括的）
な視点で適切な助言や加療を行うべきである。

健康寿命の延伸：平成18年度からの「介護予防事業」
の課題
（図2）平成18年度から実施されてきた全国自治体で行
われている介護予防事業であるが、近年、徐々にその
実績と効果判定も含めて、様々な評価が出てきている。
　地域高齢者において、25項目の包括的な質問票から
構成される基本チェックリストにより二次予防事業対
象者などが選別されてきた経緯があるが、実際の二次
予防事業の参加率が低かった（具体的には目標を5％
に設定していたが、実際には高齢者の0.7%どまり）と
いう現実があり、その原因として、以下のことが言わ
れている。①事業内容が筋力トレーニングなどへの偏

介護予防の目指すもの
 高齢期の健康維持のためには、疾病の予防や治療の管理だけでは不十分
 加齢に伴い出現する生活機能の低下を予防するとともに
 様々な日常生活における危険な老化のサインを早期発見・早期対応する

～ 50yr      55yr    60yr    65yr    70yr     75yr  80yr     85yr ～

中年期
「生活習慣病」の予防
糖尿病、高血圧、
脂質異常症、他

脳心血管病、がん、等

高齢期
「生活機能低下」の予防
運動器の機能向上（転倒・骨折予防
を含む）、栄養改善、口腔機能の向
上、認知症予防・支援、うつ予防・支
援、閉じこもり予防・支援、等

疾患の早期発見
早期治療

「加齢、心身機能低下に伴う
危険な老化のサイン」の
早期発見、早期対処

図1

図1
出所）「平成 年度介護予防事業及び介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況に関する調査」に基づき、三菱 リサーチ
＆コンサルティングが作成。 ※二次予防事業対象者：要介護認定更新非該当による対象者（ ％）、前年度からの継続者（ ％）を除く

健康寿命の延伸：
平成 年度からの「介護予防事業」の課題

 その原因の一つとして、
①事業内容が筋力トレーニングなどへの偏り
②費用対効果が低い
③虚弱高齢者の把握が不十分
④出口対策の不足（二次予防事業の「卒業後」も含めて包括的な取組↓）」、など

 基本チェックリストの未回答者ほどハイリスク層としての把握が重要
⇒人員・費用面での負担が大きく、十分に手が回らなかった点も否めない

介護予防事業の実施状況

 実際の二次予防事業の参加率が低かった： 高齢者の0.7%どまり（目標を5％に設定） 

図2

図2
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り、②費用対効果が低い、③虚弱高齢者の把握が不十
分、④出口対策の不足（すなわち二次予防事業の卒業
後にどのような継続的な活動を続けるべきかの指導な
ど、包括的な取組が不十分であった）、などである。ま
た、基本チェックリストの未回答者ほどハイリスク層
としての把握が重要であったにも関わらず、人員や費
用面での負担が大きく、十分に手が回らなかった点も
否めない。

新概念「フレイル」とは
（図3）ヒトは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。この心身機能の顕著な低下を虚
弱（Frailty）と一般的に呼んでおり、要介護への最た
る要因である。また、さらに複数の要素が絡み合い、
負の連鎖（フレイル・サイクル：Frailty cycle）を起
こすとも言われている。その虚弱のことを『フレイル』
と呼ぶことが日本老年医学会から2014年に提唱された。
　この新概念「フレイル」を説明するには、次なる3つ
の要素が不可欠である。
①健康な状態と要介護状態の中間地点
②しかるべき適切な介入により機能（予備能力・残存
機能） を戻すことができる、 いわゆる可逆性
（Reversibility）がある時期
③骨格筋を中心とした身体の虚弱（フィジカル・フレ
イル）だけではなく、図右上に示すように、こころ

/認知の虚弱（メンタル/コグニティブ・フレイル）、
および社会性の虚弱（ソーシャル・フレイル）が存
在することから、フレイルは多面的である

　この多面的なフレイルそれぞれが負のスパイラルを
形成して、要介護状態に近づいていくと理解できる。
例えば、社会的孤立（社会的フレイル）により、活動
が減り、身体的機能が衰え（身体的フレイル）、そのた
め認知機能の衰え（心理的・認知的フレイル）も進み
やすくなる、といったケースが考えられる。ただ、フ
レイルには適切な介入により再び健康な状態に戻り得
るという可逆性が含まれている面も重要であり、その
ことが早期発見・早期介入の重要さを強調する所以で
ある。

フレイルの評価方法（J-CHS基準*）
（図4）フレイルの評価基準として、現在最も用いられ
ているものがCHS（Cardiovascular Health Study）基
準である。次の5項目（体重減少、筋力低下、疲労感、
歩行速度、身体活動）によって構成されており、個々
の基準は図に示されている通りである。
　該当項目数として、0項目は健常であり、1～2項目の
該当はプレフレイル（前虚弱状態）、そして3項目以上
の該当の場合をフレイルとしている。
　この基準は多面的なフレイルの中でも身体的フレイ
ルの側面を見ている特徴がある。

（東京大学 高齢社会総合研究機構・飯島勝矢：作図）

虚弱 ⇒ ⇒ フレイル

①中間の時期
②可逆性（ ）
③多面的

予備
能力

天寿

剛健
（健康）

併存症

要介護
（身体機能障害）

ﾌﾟﾚﾌﾚｲﾙ
（前虚弱） フレイル

（虚弱）

生物学的寿命
健康寿命

身体的
フレイル

心理的
認知的
フレイル

ロコモティブシンドローム
サルコペニア、等

うつ、
認知機能低下、等

閉じこもり、困窮、
孤食、等

図3

図3

項目 評価基準

体重減少 か月で、 ～ 以上の体重減少
（基本チェックリスト ）

筋力低下 握力：男性＜ 、女性＜

疲労感 （ここ 週間）わけもなく疲れたような
感じがする （基本チェックリスト ）

歩行速度 通常歩行速度＜ 秒

身体活動 ① 軽い運動・体操をしていますか？
② 定期的な運動・スポーツをしていますか？
上記の つのいずれも「していない」と回答

フレイルの評価方法（ 基準 ）

＜該当項目数＞

項目：健常

～ 項目：プレフレイル

項目以上：フレイル

＊長寿医療研究開発費事業
「フレイルの進行に関わる要因に

関する研究」班

基準

図4

図4
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フレイルは多岐にわたり悪影響を及ぼす
（図5）フレイル高齢者では、日常生活機能障害および
それに連動した要介護状態、施設入所、入院、転倒、
認知症をはじめとする健康障害を認めやすく、死亡割
合も高くなることが知られている。また、多剤併用
（ポリファーマシー）とも相互連関し負の連鎖を起こ
しやすい。当然ながら医療費の増加にも関わってく
る。フレイルは高齢者の生命・機能予後の推定ならび
に包括的高齢者医療を行う上でも重要な概念である。　

サルコペニアを中心とする「フレイル・サイクル」
（図6）前述した、Linda Friedのグループが提唱した
モデルである「フレイル・サイクル（Frailty cycle）」
を示す1）。
　フレイル診断には、①体重減少、②易疲労・活力低
下、③筋力低下、④身体機能（歩行速度）低下、⑤身
体活動の低下、以上の5つの構成因子が含まれる。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。さらに、このサイクルの中にサルコペニ
ア（筋肉減少症）も組み込まれていることに注目すべ
きである。すなわち、フレイルにおける負の連鎖を断
ち切るには、サルコペニア対策は非常に重要な要素に
なってくる。また、この負の連鎖には社会的問題（経
済的問題も含む）や精神心理的問題も深く関わってお
り、この連鎖を悪化させる大きな要因にもなっている。

多面的なフレイルへの予防や介入、だからこそ包括的
な評価（CGA）が必要
（図7）筆者が推し進めている大規模高齢者縦断追跡コ
ホート研究（柏スタディー）から2つの事例を挙げて比
較してみたい。
　事例A（74歳女性）と事例B（73歳女性）は調査開
始時においては、身体的データはさほど大差がなかっ
たが、食事に関して「肉類を毎日食べる」習慣がある
かどうかと、「外出頻度に代表されるような社会性」に
大きな差があった。
　約2年間の追跡後、お互いが大きな疾患の発症はな
かったが、事例Aの方は著変ないにも関わらず、事例
Bは身体的フレイル新規発症（歩行速度の顕著な低
下）、プレサルコペニア（四肢骨格筋量の低下）、筋力
低下（握力：21kg→18kg）などが出現した。
　このように、食習慣と社会性だけの違いでも、大き
な変化が出てくることを示唆している。

フレイルは多岐にわたり悪影響を及ぼす

荒井秀典 体力科学 第 巻 第 号 ︲ （ ）

図5
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低栄養
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安静時代謝↓

歩行速度↓ 筋力↓

バランス障害移動困難障害

要介護・依存 転倒・外傷

易疲労
活力↓

Frailty cycle

活動性↓

社会的問題
・独居
・閉じこもり
・貧困
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食事摂取量↓

消費エネルギー↓

サルコペニアを中心とする「フレイル・サイクル」
図6

図6

多面的なフレイルへの予防や介入 
だからこそ包括的な評価（CGA）が必要 

【事例B】 73歳女性 
  
【調査開始時】 BMI 22、介護認定なし、事務職経験 
基礎疾患（高血圧；70歳から管理中） 
身体的に全てに問題なし：手段的ADL、うつ傾向、サ
ルコペニアも含めた身体的フレイルやオーラルフレイル 
夫と兄弟姉妹の計2名と同居、基本チェックリスト（5
点）、認知機能OK（MMSE 29点） 
 

ほとんど毎日たべる食品：魚、乳製品、野菜、果物 
歯磨き回数：１日３回 
★社会的フレイル 「あり」 
【外出頻度】： 週に1-3回外出している、友人に会う
機会は年に数回、趣味のサークルには入っているがほと
んど活動はない。若い世代に会う機会はほとんどない。 
【運動習慣】：特になし。 座っている時間がかなり多い 
 
【追跡２年後の変化】  
身体的フレイル新規発症（歩行速度の顕著な低下） 
プレサルコペニア（四肢骨格筋量の低下） 
筋力低下（握力：21kg→18kg） 

【事例A】 74歳女性 
  
【調査開始時】 BMI 25、介護認定なし、専業主婦 
基礎疾患（糖尿病、70歳から管理中） 
身体的に全てに問題なし：手段的ADL、うつ傾向、サ
ルコペニアも含めた身体的フレイル、オーラルフレイル 
夫と同居、基本チェックリスト（2点）、認知機能OK
（MMSE 30点） 
ほとんど毎日たべる食品：★肉、魚、大豆、卵、乳
製品、野菜、果物 
歯磨き回数：１日２回 
★社会的フレイル 「なし」 
【外出頻度】： 週2のサークル、学習や教養のサーク
ル、その他週4-6回外出している、ほぼ毎日友人に会
う。健康スポーツ趣味のサークルに所属。活動頻度は
週に2-3回、趣味やスポーツの活動は主に誰かと一緒
に行う。若い世代に会う機会が多い。 
【運動習慣】：1回60分くらいの軽めの運動を、週に
4回している。 
  
【追跡２年後の変化】 
主な変化なし、転倒なし （東京大学・飯島勝矢：柏スタディーの事例から） 

図7

図7
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社会性/社会参加の低下に潜むリスク
－「人との付き合い」や「外出頻度」の視点から－
（図8）今後の超高齢化を見据えると、いつまでも社会
性も含む形で心身とも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再認識することが必要であ
る。少なくともこれら全て（3つの視点のフレイル）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
動論化を目指す仕かけが必要となる。特に、高齢者の
健康寿命を延伸し、地域活動や就労への参加を促すこ
とによって、高齢者も「社会の支え手」とする新しい
社会システムを追い求める必要がある。

サルコペニア（筋肉減少症）とは
（図9）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”が由来とされ、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＞
　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

サルコペニアの診断と分類
（図10）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」　
が報告された2）。
　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。

社会性 社会参加の低下に潜むリスク
ー「人との付き合い」や「外出頻度」の視点からー

高齢者では、同居以外の他者との交流が
「毎日頻繁」な人と比べて、
 「月１～週１回未満」の人 ・・・ ～

倍その後の要介護認定や認知症↑
 「月１回未満」の人 ・・・それらに加えて

倍早期死亡にも↑
 愛知県下 市町村の高齢者 人（回収率 ）のうち、
調査時点で歩行・入浴・ 排泄が自立していた 人

 調査後の約 年間を追跡し、要介 護状態への移行、認知症の発症
と死亡状況を把握

（愛知老年学的評価研究）プロジェクト：斉藤雅茂・近藤克則
ほか（ ） 日本公衆衛生雑誌． より

１日１回
以上

認
知
機
能
障
害
の
発
生
の
危
険
度

（

年
間
の
追
跡
）

２ ３日に
１回

１週間に
１回以下

一日一回は
外出しよう

※性、年齢、慢性疾患、歩行能力、視力・ 聴力、尿失
禁、健康度自己評価、うつ、認知機能の影響を除いた

東京都健康長寿医療センター井藤先生のご資料を参考

「外出頻度」と 年後の認知機能障
害リスク
 外出頻度が少ないと、明らかに認
知機能低下へ

外出頻度

図8
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（筋肉 （減少）（筋肉筋肉肉肉

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 歳代より低下が始まり、 歳から年に ずつ減少し、 歳以降
には減少率が増大され、最終的に 歳までに から 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＞

低筋肉低筋肉量 ・・・四肢（両手足）の筋肉量
低筋低筋力 ・・・握力
低身体低身体低身体能力 ・・・通常の歩行速度

サルコペニア（筋肉減少症）

正常 サルコペニア

図9

図9

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 ↓ ↓ ↓

図10

図10
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サルコペニアのメカニズム
（図11）身体的フレイルの最も重要な寄与因子である
サルコペニアの発症メカニズムについては多岐にわた
る。加齢が主たる推進因子であるが、各種疾病免疫異
常、神経内分泌異常などもその発症・進展に複合的に
関与する。特に栄養の重要性も指摘されており、低タ
ンパク質の食事、ビタミンDの摂取不足などがサルコ
ペニアの進行と関連することが知られている。具体的
には、骨格筋の維持・向上を目指す場合、サルコペニ
アの分子メカニズムを掘り下げてみると、筋タンパク
合成と分解のカウンターバランスの影響を受ける。合
成の要素として代表的なものは、タンパク質やビタミ
ンD、アミノ酸を中心とした栄養管理は言うまでもな
いが、加えて運動によるインスリン様成長因子（IGF-
1）や男性ホルモンによるメカニズムが存在する。一
方、分解の要素としては炎症性サイトカインが大きく
関わってくる3）。

原因別サルコペニアの分類とその様々な要因
（図12）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されている。中でも、加齢以
外明らかな原因がない一次性サルコペニアであって
も、その要因には多数が存在し、多因子が関連してサ
ルコペニアの出現があると思われる。図には様々な要
因が示されているが、その中の「タンパク質同化抵抗
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タンパクの合成（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
なることを意味する。

要介護の入り口としての『サルコペニア』
（図13）筋肉減少が進行すると様々な現象が引き起こ
されやすくなり、ひいては要介護状態に向かいやすく
なる。具体的には、転倒・骨折、そして外出頻度が減
少し、最終的に認知機能の低下を引き起こしたりしや
すい。また、口腔サルコペニアを基盤とする、いわゆ
る「オーラルフレイル」になりやすい。その意味では、
サルコペニアは要介護の入り口であるとも言える。
図の右下に口腔機能の低下における悪循環を示し

た。例えば、奥歯の状態も含めて咀嚼レベルが低下し
ていくと比較的軟らかい食材だけの食事に偏り、徐々
に咀嚼機能が鍛えられなくなり、さらにその機能が低
下しやすい。結果的に、咀嚼能力がさらに一段と低下
していき、噛み応えのある食材を噛めない状態になっ
ていくという負の連鎖が生じている。これをもっと国
民に認識させる必要がある。

サルコペニアのメカニズム
加齢に伴いタンパク合成が低下し、タンパク分解が進む

山田実 静脈経腸栄養

図11

図11

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.) タンパク質不足

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 タンパク質同化抵抗性

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12

図12

要介護の入り口としての『サルコペニア』

口腔サルコペニア
を基盤とする

⇓
オーラルフレイル

口腔機能の低下

軟

図13

図13



日医かかりつけ医機能研修制度 H29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」3-6

【オーラルフレイル】些細な口腔機能の衰え
（図14）より早期からの包括的予防が求められる中、歯
科口腔機能の維持・向上は必要不可欠である。筆者が
提唱した「オーラルフレイル」は、些細な口腔機能の
低下を国民に今まで以上に意識させ、歯科口腔分野へ
の健康リテラシーを向上させたいと考え提唱した新概
念である。
　特に初期の変化（第1段階）として、人とのつながり
の低下や孤食等の社会性の低下から始まり、心理の問
題にも関わる。口腔に関する健康リテラシーの欠如も
上流の段階では大きな要因である。さらに第2段階と
して栄養面のフレイル期を設定し、その中でも歯科口
腔機能における軽微な衰え（滑舌の低下、食べこぼ
し・わずかのむせ、噛めない食品が増える、等）をあ
えて見える化し『オーラルフレイル』として位置づけ、
身体への大きな虚弱化（フレイル化）への入り口であ
ることを強調した。その段階を軽視し見逃してしまう
と、徐々に不可逆的な身体面のフレイル期（第3段階：
顕著なサルコペニア・ロコモティブシンドローム・低
栄養等）に移り変わっていく。
　この概念図により、口腔機能へのさらなる健康リテ
ラシー向上も狙いながら、様々な啓発に取り組んでい
きたい。そして、より早期に気づき、それにより自分
事化され、意識変容・行動変容につながることを狙い
たい。言い換えれば、市民側も専門職もより早期から
の口腔ケアおよび口腔機能維持の重要性を再認識する
方向性にもっていくことが重要なのであろう。そのた
めには、口腔分野においても国民目線として分かりや
すい概念と簡易評価法が存在し、医科－歯科－栄養の
連携スクラムを組んだ臨床活動、普及啓発活動、骨太

の共同研究と情報発信活動が求められる。中でも医師
は「まずは口の中をみる！そして多職種で連携！」を
意識したい。

高齢者におけるBMIの最新知見
（図15）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）のほう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、高齢期におけるBMI
の解釈の仕方は徐々に変わりつつある。
　具体的には、（左上段）日本人高齢者の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）のほう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パラドックスなどとも
言われている。
　同様に、（右上段）海外における高齢者のデータでは
あるが、生命予後をみたとき、肥満よりむしろ「痩せ」
のほうが生命予後が悪い。
　（下段）海外を中心とした高齢者の死亡率とBMIの関
連をみたメタ解析である。約20万人での解析からする
と、最も死亡率の低かったBMIは27kg/m2台であったと
いう報告がある。この知見をどのように我々日本人に
置き換えて解釈すべきかを考えるべきである。しか
し、この結果を理解する際に、海外からの報告である

飯島勝矢、鈴木隆雄ら 平成 年度老人保健健康増進等事業「食（栄養）および口腔機能に着目した加齢症候群の概念
の確立と介護予防（虚弱化予防）から要介護状態に至る口腔ケアの包括的対策の構築に関する研究」報告書より引用

まずは口の中をみる！ そして多職種で連携！
～【オーラルフレイル】 些細な口腔機能の衰え～
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高齢者の痩せ（低 ）は総死亡率が高い
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ため、一律に日本でのBMI基準と単純に比較してよい
のかどうかという課題もあり、解釈には注意が必要で
ある。

栄養アセスメント・パラメーター
（図16）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などに
分かれる。比較的自由に採血が可能な急性期一般病院
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。
　低栄養指標や包括的評価の意義と実際の手法は、平
成28年度の講義内容を参照されたい。
　血液データとしては最も臨床的に使用されているの
が「血清アルブミン」である。しかし、その解釈は慎
重に行う必要があり、半減期の問題や急性の外傷、手
術、重症感染症などの身体的ストレスなどの影響も考

慮し、十分注意しながら解釈していく必要がある。

タンパク質摂取量と筋肉量
（図17）食事からの総カロリー当たりのタンパク質摂
取量の少なさは、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タンパ
ク質の割合を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
ロリー当たりのタンパク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。
　（ちなみに、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、1日当たり、体重当たりのタンパク
質摂取量はきれいに5分位になってはいない。）

「フレイルモデル」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
（図18）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】⇒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
り早期の時点、すなわち健康からフレイルの手前の段

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（ ）、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：

など
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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 年間の除脂肪体重変化
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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： ＝

除
脂
肪
体
重
の
変
化
（

）

タンパク質摂取量と筋肉量
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「フレイルモデル」における つのフェーズ
からみた一連のアプローチ施策

【【剛健～健常常常】【【剛剛剛剛剛剛剛剛剛剛健健健健健健健健健健 健健健健健健健健健健常常常常常常】】】
生活習慣病予防活活活活習習習習慣慣慣慣病病病病予予予防防防防防
◆個々の厳格な管理
◆健康リテラシー向上◆健康リテラ

メタボ予防タボ予防
◆たっぷり運動
◆適正なダイエット
（＝食事制限）

☛高齢期における減量に☛高齢期におけ
潜むリスク

【【要介護護護護3護護3～～～～～～～5 5 （＝重度者）者）】【【要要要要要要要要要要要要要介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護3 5 5 （（（（ 重度度度度度度度度者者者者者者者者者者））））】】】
医療・介護や住まいも含めた医療 介護や住まいも含
トータル・ケアシステムタ ケア テ
◆地域包括ケア・在宅療養の推進
◆医療介護連携の総合的な提供
◆生活の質（QOL）を重視

☛多職種連携で「食べる」ことに多職種連携で「食べる」
どこまでもこだわる

【三位一体】
◆しっかり歩く・動く
◆しっかり噛んで

しっかり食べる
◆社会性を高く保つ
（就労なども含む社会貢献
や社会参加）

☛三位一体の重要性☛三位 体の重要性
気づき～自分事化 （東京大学 高齢社会総合研究機構・飯島勝矢：作図）

天寿

剛健
（健康） フレイル

（虚弱）

併存症

要介護
（身体機能障害）

予備
能力

ﾌﾟﾚﾌﾚｲﾙ
（前虚弱）

生物学的寿命生物学的寿命

健康寿命

【要支援1/2～要介護1/2】 
自立支援ケア型 
 ◆しっかりリハビリ 
 ◆しっかり口腔ケア 
 ◆しっかり栄養管理 
 ◆少しでも外へ出る 
   （閉じこもらない） 
 
☛IADL改善、自立機能回復 

【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 

図18
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階（前虚弱：プレフレイル）までにおいては、いかに
住民自身が継続性のある行動で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。
まさに「気づき～自分事化」である。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。

年齢別栄養管理のギアチェンジ
（図19）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には、過栄養と低栄養
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。
　また、大まかな目安として暦年齢を用いて区切った
が、当然ながら社会的年齢（social age）にも気を配
り、いわゆる社会性の高さなども十分考慮した上での
包括的判断を要する。

健康長寿およびフレイル予防までを実現するための
「三本の柱」
（図20）コミュニティの自立から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。
　（上段）健康長寿およびフレイル予防までを実現す
るための「三本の柱」として、①栄養（食と口腔機
能）、②身体活動、③社会参加、これら3つがどれ1つた
りとも欠けてはならないという形で啓発されるべきで
ある。
　（下段）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でき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。

フレイルをいかに評価するか①
　「基本チェックリスト」による多面的評価
（図21）基本チェックリストとは、各自治体が、近い将

図19

年齢別栄養管理のギアチェンジ 

生活習慣病予防（特定健診） 

フレイル・サルコペニア予防 

予防 

 
 

予防 

  

個別対応 

～ 50      55      60       65     70      75      80      85 ～（歳） 

カロリー制限 
 塩分制限 
 脂肪制限 

適切なカロリー 
 高タンパク質 
 高ビタミンD 

予防予防

図19

栄養栄養
食・口腔機能

身体活動身体活動
運動、社会活動運動、社会活動運動、社会活動

など

社会参加社会参加
就労、余暇活動、就労、余暇活動、就労、余暇活動、
ボランテイア、など

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

フレイルドミノ

（東京大学高齢社会総合
研究機構・飯島勝矢：作図）

健康長寿およびフレイル予防までを
実現するための「三本の柱」

～社会性の重要性を
再認識すべき～

図20

図20

暮らしぶり
（その１）

運動器関係

栄養・口腔機能
等の関係

暮らしぶり
（その２）

こころ

「基本チェックリスト」による多面的評価
フレイルをいかに評価するか①

図21

図21
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来、要支援・要介護状態となるおそれがある高齢者
（65歳以上）の方で、介護認定を受けていない方を選定
するために、厚生労働省が作成した25項目からなる質
問票である。それぞれの自治体は、このチェックリス
トを対象である高齢者に実施し、介護予防が必要とな
る人には、総合事業における各自治体独自のプログラ
ムを実施している。暮らしぶりや運動器関係、栄養・
口腔機能等の関係、心理（こころ）等、幅広い視点で
調査が可能である。近年、フレイルのカットオフが提
示された。

フレイルをいかに評価するか②
　－簡易フレイル評価の妥当性－
（図22）上段の5つの質問項目に対して、全て該当しな
い方は健康（剛健）、1～2つ該当はプレフレイル（前虚
弱）、3～5つ該当でフレイルと推測される。
　下段のデータはこの質問リストの精度および生存率
の予測能を示している。フレイルに該当してしまった

方は、他の2つの群と比較して、かなり生存率が悪いこ
とが分かる。

フレイルをいかに評価するか③
　－市民による、市民のためのフレイルチェック－
（図23）新たな市民サポーターが主体となって、多面的
な視点で虚弱な兆候が顕著化する前の早い段階で市民
同士でチェックし合い、そこに気づき・自分事化につ
なげるための取り組みが走り始めている。特に、この
市民による、市民のためのフレイルチェックには、①
栄養（食と口腔機能）、②運動/身体活動、③社会参
加、以上の3つの視点が包括的に盛り込まれており、市
民フレイル予防サポーター（写真：黄緑色シャツ）が
主導する形で様々な地域の集いの場や通いの場（地域
サロンなど）において実践されている。
　参加者は動機づけされ、半年後のフォローアップの
チェックにおいて、より良い結果を得られるように、
自分の生活全般を再度見つめ直し、継続性のある活動
を底上げすることを狙ったものである。

『指輪っかテスト』：サルコペニア危険度を予測する簡
易自己評価法
（図24）親指と人さし指で作る指輪っかのサイズは本
人の体格（身長）にある程度比例している。さらにこ
の指輪っかの周囲長は経年での変化は基本的にはな
い。そのアドバンテージを用いて、自分自身の物差し
で利き足ではないほうの下腿の最大周囲部分を図のよ
うに軽く当ててみてチェックをする方法である。3群
比較の結果、「隙間ができる」の集団には「囲めない」
の群に比べて、約6.6倍のオッズ比でサルコペニアが

• 6ヶ月間で2-3kgの体重減少がありましたか
• 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか
• ウォーキング等の運動を週に1回以上していますか
• 5分前のことが思い出せますか
• （ここ2週間）わけもなく疲れたような感じがする

Yamada M and Arai H, JAMDA, 2015

健康（剛健）
プレフレイル
フレイル

健康（剛健）

プレフレイル

フレイル

生
存
率

追跡期間

感

度

特異度

簡易フレイルインデックス

簡易版 フレイル・インデックス
フレイルをいかに評価するか②

図22

図22

東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢 および フレイル予防研究チームにより開発

総合チェックシート簡易チェックシート

【新たな市民フレイル予防サポーター】

市民による、市民のためのフレイルチェック
フレイルをいかに評価するか③

図23

図23

【【指輪指輪っかっかテストテスト】
サルコペニアのサルコペニアの
簡易指標

うつ傾向・転倒歴

・ 筋肉量（四肢・全身）

口腔 舌圧・咬合力・巧緻性・口腔

食事摂取量 ・ 睡眠の質

生活の質や広がり ・ 共食

身体能力（握力、歩行速度等）

サルコぺニア有病率

年齢調整後
統計学的有意差あり

7.56
7.12 6.636

8四
肢
筋
肉
量

㎏
㎡

サルコぺニアの危険度 高低

（東京大学高齢社会総合研究機構・田中、飯島
（論文投稿中）

図24

図24
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含まれることが分かった。傾向検定をみたところ、身
体機能だけではなく、食事摂取量や多くの口腔機能、
生活の質や共食かどうかなど様々な視点に有意な差が
認められた。（飯島勝矢ら、未発表データ：論文投稿
中）

新しい介護保険制度の地域支援事業の全体像
（図25）新しい介護保険制度の地域支援事業の全体像
を示す。中でも「介護予防・日常生活支援総合事業」
が始まっており、各自治体ごとに積極的かつこだわり
のある工夫された取り組みが期待されている。下記に
先進的な地域での取り組みも含めて概説する。

介護予防・日常生活支援総合事業はまさに「総合知に
よる地域づくり」
（図26）「住民主体」を主眼に置きながら、通いの場か
ら自然発生した生活支援・見守り活動を底上げしてい
く。また、「通いの場はまさに地域づくりである」との

共通認識を地域全体で再認識することも必要である。
中でもポイントとしては、①【身近】：地域住民が歩い
て通える範囲に、②【住民主体】：住民の自発的な取組
意欲を引き出す、③【継続的な支援・助成】、などが重
要である。また、高齢者が自らの持つ能力（予備能力、
残存機能）を最大限に引き出すようにすべきであり、
いわゆる「自立支援ケア型」の対応が求められる。さ
らに、前期高齢者の要支援・要介護認定率は1割未満で
あり、まだ十分に低い状態なので、新たな担い手とし
て活動できるように、地域づくりを進めていくべきで
ある。すなわち、この総合事業はまさに時間をかけた
「地域づくり」のプロセスそのものであると認識すべ
きである。

フレイル予防～介護予防の推進はまさに「地域づく
り」そのもの
（図27）フレイル予防を考えると、まさに「地域づくり
による介護予防の推進」と言っても過言ではない。
　高齢者の各々の生活機能・生活範囲に応じた「社会
参加」が可能となるよう、地域の見守りなどの担い手
から、支援・サービスを利用しながら「ちょっとした
お手伝い」を行う担い手（例えばサロンに通いながら、
その場で、他の利用者にお茶を出すといった小さな貢
献）まで、幅広い「社会参加」の機会を提供していく
ことが重要である。

高齢者の見守り活動による事例紹介：みま～も（東京
都大田区）
（図28）地域の元気高齢者も交えた市民による見守り
活動の先進事例を紹介する。

 「住民主体」＆「地域づくり」へのこだわりと共有
⇒通いの場から自然発生した生活支援・見守り活動

 「通いの場はまさに地域づくりである」との共通認識を
【ポイント】 ①【身近】：地域住民が歩いて通える範囲に

②【住民主体】：住民の自発的な取組意欲を引き出す
③【継続的な支援・助成】

 在宅生活を可能な限り長く継続するために
高齢者が自らの持つ能力を最大限に：自立支援ケア型

 新たな担い手の確保 ⇒支援・サービス量の拡大へ
※前期高齢者の要支援・要介護認定率は 割未満
⇒元気高齢者を含む住民による担い手

 総合事業は、まさに時間をかけた「地域づくり」のプロセス

介護予防・日常生活支援総合事業は
まさに「総合知による地域づくり」

図26

【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
21%

2号保険料
29%

【財源構成】

国 39.5%

都道府県
19.75%

市町村
19.75%

1号保険料
21%

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○二次予防事業
○一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援
業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携の推進

○認知症施策の推進
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○生活支援サービスの体制整備
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

現行と同様

事業に移行
介護予防給付

訪問看護、福祉用具等
介護予防給付

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

号保険料

号保険料

】

号保険料

地
域
支
援
事
業

等）

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５）

介護予防給付

現行と同様現行と同様
介護給付（要介護1～５）

新しい地域支援事業の全体像
＜現行＞ ＜見直し後＞介護保険制度

全市町村で
実施
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図26

フレイル予防～介護予防の推進は
まさに「地域づくり」そのもの

出典： 「これからの介護予防～地域づくりによる介護予防の推進～」

図27

図27
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　「おおた高齢者見守りネットワーク」は、平成20年か
ら、医療・保健・福祉分野の専門職、民間企業、行政
機関が手をつなぎ、地域の高齢者の安心・健康をテー
マに活動している。地域の全ての人たちによる「見守
り支え合い（気づき）のネットワーク」と、医療・福
祉・介護専門職、行政等による「支援のネットワーク」
の有機的な連携により、高齢者が安心して暮らし続け
られる地域づくりを目指している。

自立支援型地域ケア会議による事例紹介（奈良県生駒
市）
（図29）地域ケア会議の中での議論が大変重視されて
いる先進事例である。
　基礎疾患の管理だけではなく、認知症理解の促進、
地域力を活かし、本人やご家族への支援体制の構築、
本人のADL・IADLの向上など、幅広い視点で対応策が
話し合われている。
　写真（下段左）のケースでは、腰痛も軽減し、畑を

再開することにより、妻の介護負担も軽減した。また、
分割した声がけを行うことを夫が身につけたことによ
り、簡単な調理の再開ができるようになった、等の経
過の方も見受けられる。

自立支援型地域ケア会議による事例紹介（奈良県生駒
市）
（図30）先ほどに続いて、奈良県生駒市の先進事例を紹
介する。
　自立支援型地域ケア会議を経て、しっかりとした体
力向上が必要とされた場合、パワーアップ教室や転倒
予防教室などに積極的に参加を促している。様々な工
夫を凝らした運動メニューが展開されている。

「食」の自立・栄養改善へのこだわり（埼玉県和光市）
（図31）食の自立、そして栄養改善や栄養マネジメント
として、多職種協働にてこだわりを持って取り組んで
いる埼玉県和光市の先進事例である。

緊急時に、地域に暮らす高齢者
を守り、その後の支援につなぎ
ます！

高齢者見守りキーホルダー登録事業 は、あなたがもし、外出先で突然倒れるなど、身元が確
認ができない状況で救急搬送された際、迅速に住所・氏名等の確認が行えるようにするためのも
のです。また、認知症の方の徘徊などで、警察が身元を確保した場合にも役立つものです。
キーホルダーが目印になり、搬送先病院や警察等に、必要な情報を、地域包括支援センターが

伝えることができます。
キーホルダーを有効に活用するため、年１回誕生月の１日〰末日までに、更新をお願いしま
す。

おおた高齢者見守りネットワークが、平成２１年に区内一部地域で開始した「ＳＯＳみ
ま～もキーホルダー登録システム」は、「大田区全域で登録可能なシステムへ！」という
区民の皆様の要望によって、平成２４年４月より、大田区の高齢者施策となりました。
おおた高齢者見守りネットワークは、今後もこのキーホルダー事業を育み、普及啓発を続
けていきます。

（実用新案登録第３１９６０２０号）

地域包括ケアに欠かせない多彩な資源が織りなす地域づくり！それが、みま～も！

大森柳本通り商店街内にある、
「アキナイ山王亭」と「大田区立
新井宿第一児童公園」を拠点に、
高齢者の活動の場と機会の提供を

しています！
・毎月約１５講座の開催。
・公園の花壇管理や清掃。
・商店街と合同のイベント

など、楽しい企画がいっぱい！

みまみままま～もサポーター大募集！

みま～もサポーターとは、みま～もステーショ
ンの活動に参加してくださる応援団です！
地域のため、仲間のため、誰かのために、あな
たにも出来ることがあります。みんなで楽しく
活動に参加しましょう！

●サポーター登録料
年間（４月～３月）２０００円。
但し１０月以降の登録の場合は１０００円。
※内訳：保険料、郵送料、事務手数料他
●サポーター活動費
イベント等の活動に対し、 時間以上で、
１回 円の商品券をさし上げます。
※１ヶ月につき上限 円とする。
※ミニ講座への参加は除く。
●サポーター特典：
①年 回、無料で体力測定が受けられます。
②ミニ講座・イベント等の予定を毎月ご案内し
ます。
③年１回、サポーター親睦会を開催します。

「元気かあさん」たちが、美味
しいランチを愛情いっぱいに提
供します！かあさんたちとお
しゃべりしたり、コーヒーを飲
みながらゆっくりしたり、思い
思いに過ごせる場所です。

毎週金曜日 ～ （ ）
１食 円 限定 食 ＊メニューは週替わりのランチプレートです。

毎週金曜日 （ ）

「おおた高齢者見守りネットワーク」は、平成２０年から、医療･保健･福祉分野の専門職、民間企業、行政機関が手をつ
なぎ、地域の高齢者の安心・健康をテーマに活動しています。地域のすべての人たちによる「見守り支え合い（気づき）
のネットワーク」と、医療・福祉・介護専門職、行政等による「支援のネットワーク」の有機的な連携により、高齢者が
安心して暮らし続けられる地域づくりをめざしています。

地域の異変に気がつけるのは、地域でしかない！という思いの元、みま～も発足当初か
ら開催しています。専門職・専門機関が住民に向けて、医療・健康・介護・防災・救急
などをテーマにしたセミナーを、年 回開催。
参加者の平均年齢は 代。高齢者自身がまずは自分のために、そして身近な誰かのため
に、延いては地域のためにと参加しています。 ※気づきの
セミナー講師や運営スタッフは、全て地域の専門職。住民と専門職の間に自然と「顔馴
染み」の関係性が生まれます。※気づきの と支援の の有機的連携
専門職同士も、セミナー開催が多職種連携を構築する手段になっています。※支援の

『まちづくりが元気！おおた』は、大田区の高齢者に関わる専門機関が、まちづくりに向けてのメッセージ
を、ステッカーとフリーペーパーにのせて、地域に発信します。

全ての事業が、３者以上
の関わりで実施されてい
る。

他の協賛
企業等・
その他の
機関

他の協
賛企業
等

自
社

高齢者の見守り活動による事例紹介：みま～も（東京都大田区）

図28
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（ケース紹介： フレイルの状態）
脊柱管狭窄症 歳 男性 要支援１ 腰痛があり、活動低下。アルツハイマー型
認知症の妻（要介護１）を介護中で、夫婦 人暮らし。大好きだった畑の世話も億
劫になり、自宅で過ごすことが増加。認知症の課題と高齢介護の問題を検討！
（自立支援型地域ケア会議での目標設定）
目標：①趣味の畑仕事を再開できるようになる。

②認知症の妻への関わり方を習得し、いらだちが軽減する。
（通所型事業）
筋力・体力・バランス力・持久力アップ、セルフケアの指導、介護負担の傾聴

（訪問型事業）
自宅での運動指導と畑での動作指導・認知症の妻への働きかけを助言

（ ヶ月後）
畑の再開ができ、介護保険の更新認定が不要になった。妻も家事能力向上。

脊柱管狭窄症
認知症の妻（要介護１）を介護中で、夫婦
劫になり、自宅で過ごすことが増加。認知症の課題と高齢介護の問題を検討！

目標：①趣味の畑仕事を再開できるようになる。

【地域ケア会議の中での議論】
• 認知症の妻の中核症状への対応に疲弊している本人に対する
認知症理解の促進の進め方について、どうあるべきか

• 残りの人生に悲観的になっている本人に、希望を持てる支援の
在り方について

• 遠方の娘家族の支援を強化するための働きかけについて
• 地域力を活かし、本人・妻への支援体制の構築についての働き
かけ

• 本人のＡＤＬ・ＩＡＤＬの向上に向けた具体的な指導内容
• 畑再開に向けた地域力の活用について
• 妻の認知症状を徹底的に分析（記憶障害・実行機能障害・
見当識障害・理解判断力等）することやストレングスの活用に
ついて

自立支援型地域ケア会議による事例紹介（奈良県生駒市）

通所の様子

訪問の様子

腰痛も軽減し、畑を再開

（教室は卒業し、自立した生活に
戻る。妻のケアもストレス軽減）

分割した声がけを行うことを夫
が身につけたことにより、簡単
な調理の再開ができるように
なった。

②認知症の妻への関わり方を習得し、いらだちが軽減する。

集中Ｃ事業は、
訪問・通所の
セット利用

図29

図29

マット運動（筋力）マット運動（筋力）

４色マット
（バランス力）
４色マット

【準備体操】
ボールを使ってみんなの
名前を覚えます。

【筋力向上】
セラバンドで筋力向上
トレーニングの実施

【座学】
転ばない生活に大
切なことは？復習
ですよ

バランス・筋力アップ！

青・黄⇒緑・赤
バランス力を高めます！

体幹機能を向上・上腕筋も！

短期集中Ⅽの
通所型事業

自立支援型地域ケア会議による事例紹介（奈良県生駒市）
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食の自立・栄養改善、栄養マネジメント
 「まちかど健康相談室」・・・保健師や栄養士等による
健康相談

 管理栄養士によるアセスメントや月 回の訪問栄養指
導

 地域包括支援センター配置の管理栄養士が ヶ月
クールで総合評価

 多職種協働による「食べさせることへのこだわり」

「食」の自立・栄養改善へのこだわり （埼玉県和光市）

図31

図31
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　保健師や栄養士等による健康相談「まちかど健康相
談室」が頻回に開催されたり、管理栄養士によるアセ
スメントや月2回の訪問栄養指導、地域包括支援セン
ター配置の管理栄養士が3ヶ月クールで総合評価を行
うなど、精力的に取り組まれている。特に、地域ケア
会議において、多職種協働による「食べさせることへ
のこだわり」に力を入れており、要介護認定者の減少
に大きく寄与している。

◆高齢者総合的機能評価
（Comprehensive Geriatric Assessment: CGA）（図32）

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）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
などの評価も合わせて判断し、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）の始まりとされている。
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。
　CGA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、車椅子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。

CGAはまさに「多職種協働」の視点！
（図34）CGAを進めていくに当たり、生活の不便さ（患
者を取り巻く生活全ての評価）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。

老年症候群（Geriatric Syndrome）とは何か（図35）
【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。

歴史的背景
概念
意義と必要性
構成要素
簡易版
臨床応用

CGA
高齢者総合的機能評価

図32

図32

）日常生活活動度（歩行、排泄 ）
）家庭での生活手段の自立（料理
）物忘れ、認知症の程度
）精神行動異常の程度 ）
）抑うつなど気分障害、意欲
）家族の介護能力、介護負担
）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（ ）
～疾患評価（普遍的評価）だけでなく、包括的・総合的に～

図33
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高血圧

生活の不便さ
（生活の評価）

CGA

CGAは
まさに「多職種協働」の視点！

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
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欧米ではこの重要性からGeriatric Giantと呼ばれ、
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。

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
いの頻度で起きるが、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歳の前期高齢者
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、介護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。

2つの自立度（ADL）に対する具体的な評価内容（図36）
◆基本的ADL（Barthel Index：バーセルインデックス）
　この基本的な機能的評価は、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。

◆手段的ADL（Lawton IADL=生活自立）
　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、①電話、②買い物、③食事の準備、
④掃除、⑤洗濯、⑥輸送機関の利用、⑦服薬管理、⑧
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、掃除、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支えな
い。

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

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

-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-

要介護関連
慢性疾患関連
急性疾患関連

年 齢

老年症候群（

0

2

4

6

8

10

12

老
年
症
候
群
の
数

【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

図35

図35

【基本的 】
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【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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【CGA7】 CGAを外来で短時間に行うための簡易版CGA
（図37）簡易版CGA7の抽出根拠として、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、
有用性が検定された以下の評価法（Barthel Index, 
HDS-R, Vitality Index, Geriatric Depression Scale 
（GDS15））の全40項目から抽出した。詳細は、平成28年
度の講義内容を参照されたい。

◆あくまでスクリーニングなので、大まかな解釈とし
ては、異常（×）が検出された場合は、標準的方法で
再評価することが必要である。
1）挨拶意欲がない------趣味、レクリエーション
もしていない可能性が大きい

2）復唱ができない------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）タクシーを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）遅延再生ができなければ軽度の認知症が疑われ、
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

◆CGA7（7項目）に異常が検出されたときの2次検査項
目は以下が推奨される。
　1）意欲はVitality Index、2）認知機能・復唱と4）
認知機能	・遅延再生はMMSE, HDS-R、3）手段的ADL ・
交通機関の利用はLawton IADL、5）基本的ADL・入浴
と6）基本的ADL ・排泄はBarthel Index、7）情緒：
GDS（1）はGDS5またはGDS15が推奨される。

【症例】73歳女性；糖尿病
（図38）＜73歳女性＞糖尿病、神経症、網膜症の症例で
ある。しびれを伴う歩行障害および視力障害などを自
覚している。疾患管理として、血糖降下剤やビタミン
B12製剤の投与、食事指導などが行われている。
　CGA評価をしたところ、Lawton-IADL（2/8）、×買い
物、×食事の準備、×掃除、×乗り物、×薬の管理、
×財産管理であった。これらの情報を包括的にみて、
家族の指導、付き添い、内服薬の一包化、等が検討さ
れることになった。

【症例】80歳男性；心不全
（図39）＜80歳男性＞陳旧性心筋梗塞による心不全、前
立腺肥大の症例である。呼吸困難（NYHA III）を持ち、

（ 項目）
）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 ×）
）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（ ）認知機能は省略）

）手段的 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 ×）

）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 ×）
）基本的 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 ×）

）基本的 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 ×）

）情緒： 自分が無力だと思いますか？
（いいえ ○、はい ×）

CGAを短時間で外来で行うために
【簡易版 】
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【症例】 歳女性；糖尿病
疾患と合併症：糖尿病、神経症、網膜症
老年症候群：歩行障害（しびれ）、視力障害
疾患管理：検査；血糖、 、神経伝導速度

治療；血糖降下剤、 、食事指導

家族の指導、付き添い、内服薬の一包化、等

： （ ）
×買い物、×食事の準備、×掃除、×乗り物、×薬の管理、×財産管理
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日本老年医学会・秋下雅弘先生スライドを引用
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【症例】 歳男性；心不全
疾患と合併症：陳旧性心筋梗塞による心不全、前立腺肥大
老年症候群：呼吸困難（ ）、尿失禁、低栄養
疾患管理：＜検査＞血液、胸部 線、心電図、心エコー

＜治療＞利尿薬、 阻害薬、抗血小板薬

訪問介護、デイケア・サービス、手すり、段差解消、等

：
×階段、△平地歩行、△トイレ動作、△移乗、

×入浴、△排尿コントロール

WC

日本老年医学会・秋下雅弘先生スライドを引用
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低栄養でもあり、老年症候群として尿失禁などもあ
る。疾患管理として、治療薬は利尿薬、ACE阻害薬、
抗血小板薬が使用されている。
　CGA評価をしたところ、BADL （70/100）、×階段、△
平地歩行、△トイレ動作、△移乗、×入浴、△排尿コ
ントロールであった。これらの情報を包括的にみて、
訪問介護やデイケア・サービスの導入、手すりの装着、
段差解消の工夫、等が検討されることになった。

多職種介入（Multidisciplinary intervention）によ
る包括的チーム管理
（図40）（左）高齢の慢性心不全患者に対する「包括的
チーム医療・包括的心不全管理」による退院後再入院
の割合では、CGAに基づいて総合的なチーム管理をす
ることにより、高齢の慢性心不全患者における入院回
数・入院期間を著明に減少できた4）。
　（右）慢性心不全患者の管理においては、病院主治医
やかかりつけ医、看護師、薬剤師、栄養士、理学療法

士、ソーシャルワーカーなどの多職種がチームを組
み、患者だけでなく家族にも生活・服薬・食事に関す
る指導および教育、運動処方、カウンセリングを包括
的に行うことが重要である。

高齢者の多剤服用と老年症候群
　Q）何剤からPolypharmacy？
（図41）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従い薬物有害作
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。
従って、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。

処方カスケード （Prescribing Cascade）
（図42）高齢者のポリファーマシーの1つの事例を見て
みる。図に示したものは、81歳の高齢女性が体調不良
（詳細に関しては今回は割愛）により入院してきた際
の持参薬の一式である。いわゆる「処方カスケード	
（Prescribing Cascade）」と言われる現象が起こって
しまっていると推測される。個々の薬剤における副作
用のリスクも配慮する必要がある。同時に、ある投与
薬剤による副作用に対して、それに対する対処療法と
して新たな薬剤（内服薬や軟膏などの外用薬）も追加
処方され、あっという間に多剤併用の状態に陥ってい
る。このような処方カスケードが高齢者への通常診療
の中では起こりやすいことに十分意識し、対応する必
要性がある。

一般病棟 病棟

（％）

一般病棟 病棟

（％）

日以内の再入院 日以内の早期再入院

高齢の慢性心不全患者に対する「包括的チーム医療・
包括的心不全管理」による退院後再入院の割合

に基づいて総合的なチーム管理をすることにより、高齢の慢性心不全患者
における入院回数・入院期間を著明に減少できた

多職種介入（ ）による
包括的チーム管理

高齢患者および家族へ
の診療・指導・教育

病状説明
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運動・リハビリ
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処方カスケード

エピサネート →→抗コリン作用強く、長期連用による強く、長期連用による偽アルドステロン症の可能性

低低 血症･血圧上昇･血症･血圧上昇･ 体液貯留･浮腫･体重増加 等

デアノサート →ヒスタミン類似作用があり、高齢者ではかなりの頻度で

皮膚掻痒感や胃腸症状が出る

ロラタジン →抗ヒスタミン薬、抗ヒスタミン薬、 の副作用で薬疹が出現し追加処方された

スチブロンクリーム 副腎皮質ホルモン外用 、 の副作用で薬疹が出現し追加

パルデスローション 副腎皮質ホルモン外用 、 の副作用で薬疹が出現し追加

エナラプリル → 阻害薬 降圧薬

リピディル →脂質異常症に対して処方。しかしかなりの痩せ体形なのに必要？

ラベプラゾール → 、、 の副作用で消化器症状が出現し追加処方された

レバミピド →胃薬、胃薬、 ･･ が追加されたことに対して胃薬がさらに追加処方

【症例： 歳女性】

（宝塚市立病院 薬剤部 吉岡睦展先生より提供）
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服薬管理と多職種協働
（図43）老年病を複数持ち合わ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患者を
全人的・包括的に診ていく必要がある。

高齢者総合的機能評価（CGA）の効果
（図44）以上のように、CGAを普段の診療の中に十分取
り込むことにより、以下のような様々な効果が期待さ
れる。

　1）医療費の減少、多剤併用も改善、2）入院/再入
院予防、入院期間短縮、3）主治医意見書の作成時間短
縮、4）チーム医療に対する意識、5）患者QOLの改善、
などである。

高齢期の健康づくりの枠組み
（図45）特により早期からのフレイル予防の視点から、
高齢期の健康づくりの枠組みを考えてみると、「個々
人の意識変容・行動変容」が求められる。特に健康志
向の低い国民（いわゆる健康リテラシーの低い方）に
対するアプローチは根強く行わなければならない。
　さらに、個々人の変化だけではなく、「良好な社会環
境の実現」も必要不可欠である。これは地域ぐるみで
の取り組みにより、様々な嗜好の住民に対して、多岐
にわたる選択肢の取り組みや活動が存在しなければ、
地域全体の底上げにはつながらない。
　フレイル予防はまさに「地域づくり」そのものであ
り、行政から各職能団体、住民団体を含む住民自身、

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、

• 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】
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高齢者総合的機能評価（ ）の効果

医療費の減少、多剤併用も改善
入院 再入院予防、入院期間短縮
主治医意見書の作成時間短縮
チーム医療に対する意識
患者 の改善
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特に後期高齢期の虚弱化の予防または先送り
高齢者のプロダクティビティ※の増進

高齢期の健康づくりの枠組み

健康余命の延伸・生活の質の向上
健康格差の縮小

活力ある長寿社会の実現

個人の
行動変容

良好な社会
環境の実現

※広い意味での生産的能力や意欲。有償労働（就労）、無償労働（家事
など）、ボランティア活動、相互扶助、保健行動（セルフケア）などが含まれる。
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全ての方々が快活なまちづくりを目指して活動すべき
である。それにより、特に後期高齢期の虚弱化の予防
または先送りを達成でき、ひいては高齢者のプロダク
ティビティの増進になる。
　最終的には、健康余命の延伸・生活の質の向上、健
康格差の縮小、活力ある長寿社会の実現にもつながる。

多面的なフレイルに対する包括的評価と早期マネジメ
ントの重要性
（図46）【まとめ】新概念「フレイル」は、サルコペニ
アを代表とする身体的フレイルだけではなく、うつや
認知機能低下などの心理的/認知的フレイル、閉じこ
もりや独居や経済的困窮などの社会的フレイルなど、
多面的である。
　それに対して、病態・症状の的確なアセスメントと
早期介入などの「医学的視点」と、生活的視点の評価
も盛り込みながらの多職種連携サポートなどによる
「ケア的視点」など、包括的な視点で総合的に評価し、
より早期からのマネジメントを実施・指導を行う必要
がある。
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比較. Ger Med 2000; 38: 1048-1050.

協力
　本稿の一部資料は、日本老年医学会からご協力
を頂き、「高齢者医療研修会」における資料を使用
している。





日医かかりつけ医機能研修制度 H29応用研修会　4．「かかりつけ医のリハビリテーション」 4-1
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日本リハビリテーション医学会（指導責任者）
【略歴】山形大学医学部卒業、大宮赤十字病院（現さいたま赤十字病院）、山形大学医学部附属病院、寒河江市立病

院、白岡中央病院、慶應義塾大学医学部リハビリテーション科、市川市リハビリテーション病院リハビリ
テーション科（医長）、東京都リハビリテーション病院医療福祉連携室地域リハビリ科（科長）等を経て現
在に至る。

【所属 ･ 資格等】義肢装具等適合判定医、身体障害者福祉法判定医、東京都リハビリテーション協議会（委員）、東
京都医師会地域福祉委員会（委員）、慶應義塾大学医学部（非常勤講師 リハビリテーション医学
研修指導）、高次脳機能障害者相談支援体制連携調整委員会（委員）

はじめに
（図1）生活に密着したかかりつけ医の仕事は「健康管
理」である。ここでの健康は病気がない、ということ
ではなく、病気、そしてそれによる諸問題、いわゆる
障害があっても、その人として生きる、ということを
指す。
　本研修会「3．フレイル予防、高齢者総合的機能評価
（CGA）・老年症候群」（以下、前章）の「フレイル」、
「老年症候群」は要介護状態となる“前”の問題である
が、明らかな“障害”となれば、障害特有の問題があ
る。
　かつて臨床家は治せない病を持つ患者、解決できな
いその後の問題を持つ患者に多くは対応することはな
かった。

　現在構築が進められている地域包括ケアシステム
は、医療後の問題、あるいは医療とともにある問題へ
の対応に重きがある。その問題のマネジメントに必要
かつ有用な知識が“リハビリテーション医学”である。
現在は、いかなるライフステージでも図のようにリハ
ビリテーション（以下、リハビリ）との関わりが求め
られている。
　本章は、患者の全体像をみる視点としてかかりつけ
医に知っていただきたいリハビリ医学・医療の概論で
ある。

1-1　リハビリテーション医学
（図2）リハビリ医学は再生・復興を意味するリハビリ
を理念とし、「dysmobility	動けなくなること、運動・

はじめに：かかりつけ医のリハビリテーション
は地域での包括的障害マネジメント

小児

（教育的）
リハ

職業リハ

生活機能

年齢小児 青年期 中年期 高齢期 超高齢期

予防的リハ
（フレイル
対策）

回復期リハ

終末期リハ

図1
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1-1 リハビリテーション医学

「障害」を対象にした
医学的リハビリテーションを

実践するための学問・技術の体系

物理医学
Physical Medicine

リハビリテーション
rehabilitation

病気の治療に、光、温熱、水、電気、機械的力な
どの物理学的手段を用いる医学の一分野

患者が身体的のみならず、精神的、社会的・職業
的にも正常な生活を営むべく最高のポテンシャル

を獲得できるように行う治療と訓練

＋

キーワード：“dysmobility （運動・動作を含めた種々の活動の障害）”
“motor control    （運動調節）”

障害とは「生きることの困難すべて」（WHO)

最大限の

機能回復

最小限の

介護負担

最高
の

QOL

障害
予防
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動作を含めた種々の活動の障害」に対して、物理医学
を基礎に問題解決の道を開いてきた。
　障害、そして潜在能力の評価から、運動療法、電気
刺激療法、温熱療法、装具療法などの物理療法を主体
に薬物療法など一般の医療も組み合わせ、機能回復と
機能代替によってシステムとして解決する方法をとっ
てきた。
リハビリ医学の重要なキーワードは、motor	

control（運動調節）とも表現される。体が動くこと
は、人間としての基本的欲求である。そして自分の体
を、心をコントロールする。自分自身をコントロール
する自由もまた人間としての欲求である。自分自身
で、自分のことを動かせない、決められない、その時
を支援するツールがリハビリである。
　現在は対象となる障害も多様化し、いわゆる運動だ
けでなく、認知、嚥下、排泄を中心とした生体機能お
よび個人の生活機能に焦点をあて、チームでアプロー
チする、QOL向上・障害予防のための医学的技術的体
系となっている。

1-2　ICFの概念モデル
（図3）リハビリ医学が対象とする「障害」とはどのよ
うなものか。
　傷病に由来する諸問題の理解は一元的には困難であ
る。現在は、その諸問題、すなわち障害に関する情報
整理の枠組みとして国際生活機能分類（ICF）が用いら
れている。正式には「生活機能・障害・健康の国際分
類」であるが日本語訳は「国際生活機能分類」といい、
前身の国際障害分類（ICIDH）を改定、2001年に世界保

健機関（WHO）総会で採択された。
　ICFでいう“生活機能”とは何か。
　もともと高齢者に対して、WHOは1984年「高齢者の
健康水準は、日常生活を営むうえで必要とされる生活
機能が自立しているかどうかを健康指標に用いるこ
と」		としていた。ICFでは「重要なのは寿命ではなく、
生きている間に何ができて何ができないか、日常的に
どのように機能functionするかである。」としている。
そして障害について、生活機能のそれぞれの構成要素
において、ある特定のレベルを下回り問題となる状態
を指すもの、とした。そして生活機能に大きな影響を
与える背景因子（環境因子、個人因子）、特に環境因子
を重視しているのが特徴である。
　WHOでは国際疾病分類（ICD）とICFとの併用で、病
気だけでなく、障害と生活機能全体をみることを推奨
した。実際に、ICDとICFは保健統計に使用され、それ
によって死亡率、罹患率、障害に関するデータを画一
的かつ国際的に比較することが可能となった。しかし
ながら、ICFの分類項目は1,400以上にわたり、一般臨
床領域での利用は難しいと考える。特定の疾患・病状
に対してコアセットといわれる簡略版が作成されつつ
あり、今後は利用の一般化に期待がかかる。現在の臨
床の場でのICFは“分類”ではなく、生活機能状態を
つかむ視点、概念的基盤としての活用に意義がある。

1-3　障害者支援の潮流
（図4）ここで、現在の日本の障害者支援の流れを示す。
　2006（H18）年に国連で「障害者の権利に関する条約
（Convention	 on	 the	 Rights	 of	 Persons	 with	

健康状態
（不調、疾病、妊娠、高齢、外傷、ストレス状態）

心身機能と

身体構造
活動 参加

活動の制限 参加の制約

環境因子個人因子

機能形態障害

（臓器レベルの障害） （個人レベルの障害） （社会・環境レベルの障害）

1-2 障害評価のための国際生活機能分類ＩＣＦの概念

生活機能functioning

障害disability, 
生活機能低下

背景因子
図3
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1-3  障害者支援の潮流

2007（H19）障害者権利条約 署名

2014（H26) 障害者権利条約 締結・発行

2011（H23） 障害者基本法（改正）

• 障害者の定義に難病、発達障害、障害「児」を包含

• 社会的障壁

2012（H24) 障害者総合支援法（成立）

• 障害支援区分

• 計画相談

2013（H25) 障害者差別解消法（成立）
• 合理的配慮

共生社会の
実現

Cohesive society

図4
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Disabilities;	CRPD,	以下、障害者権利条約）」が成立
後、日本も2007（H18）年に条約に署名し、批准に向け
て国内の法制度の整合性を重視し、その整備に着手し
た。
　これが障害者制度改革の主な3つである。まず、2011
（H23）年に障害者基本法を改正し、障害者の定義とし
て「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含
む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称
する。）がある者であつて、障害及び社会的障壁により
継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける
状態にある者」、とした。ポイントは障害者の定義に発
達障害を明記し、「その他の心身機能の障害」として難
病に起因する障害を持つ者、高次脳機能障害、障害
「児」などすべての心身機能障害を包含していること
である。社会的障壁とは「障害がある者にとって日常
生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会に
おける事物、制度、慣行、概念その他一切のものをい
う。」とした。
　2012（H24）年には障害者総合支援法が成立した。こ
れは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律」である。その認定には障害支援区分
があり、これには介護保険同様、主治医の意見書が重
要な意味を持つ。また介護保険のケアプランに相当す
る計画相談が行われているが、ケアマネジャーに相当
する相談支援員の不足が問題となっている。
　2013（H25）年には「障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律（障害者差別解消法）」が成立し、障
害者権利条約の締結が2014（H26）年に行われた。
　いずれも障害者の一般的な権利と自由の享有を尊重
し、「障害の有無にかかわらず、相互に個性の差異と多
様性を尊重し、 人格を認め合う共生社会cohesive	
societyの実現」を目的としている。欧州等では2000
年以降、格差・排除のない社会構築に向けた理念とし
て共生社会の概念を使用している。
　近年の障害者政策のキーワードは、法の理念として
の“共生社会”である。「障害者基本法」第1条に「相
互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実
現」とあり、「共生社会」の実現を目的とした。“共生
社会”は障害のある人もない人も、ともに支え合う社
会を意味し、誰も除外しない福祉的視点に立った“イ
ンクルージョン（社会的包摂）”の理念に近いものとし
てとらえることもできる。
　障害者権利条約は国連の世界人権宣言とのリンクで

展開したものである。基本的人権の認識普及にもリハ
ビリの概念が反映されている。

1-4　かかりつけ医のリハビリテーション
の目標

（図5）さて、かかりつけ医のリハビリは「地域での包
括的障害マネジメント」と最初に記した。そして、最
終目標は二次的障害の予防とQOL向上である。
　新たな障害発生を予防する方法の1つ目に、介護予
防事業（図13、スライド2-2）への理解と協力が挙げら
れる。虚弱者の体調管理、フレイル予防、介護予防事
業利用を働きかける。また、生活機能を確認してほし
い。小さな気づきが生活機能の低下度を抑え、回復の
チャンスとなる。身体的にも精神的にも機能し続け
る、活動することを支えていただきたい。
　2つ目は、地域で医師としてリハビリを実践しても
らうことにある。主たる疾患の運動療法を中心とした
リハビリ実践にリハビリ専門職の活用は欠かせない。
その方法には、医療機関や老健などの訪問リハビリの
依頼、訪問看護ステーションへの訪問看護指示書によ
る看護サービスとしてのリハビリ専門職の訪問の依
頼、患者が入院や通所しているなど関連した施設等で
担当しているリハビリ専門職との連携によるものなど
がある。
　晩年期、あるいは終末期では、患者は普通の動作も
ままならない。医療ニーズとともにケアニーズも高く
なる時期である。その際のリハビリには生活支援や緩
和的役割もある。まだ動ける、やれる、といった希望
となる。かかりつけ医は動作におけるリスク管理をし
ながら、医療的問題を整理する役目となる。

1-4 かかりつけ医のリハビリテーションの目標

新たな障害の発生予防

（介護予防、生活機能低下への気づき、廃用症候群の予防）

• 介護予防事業への協力、フレイルに対するリハビリ的
視点による介護予防指導、伴奏者。

• 実際の生活機能変化に対応。

地域でのリハビリテーション医療実践者

• 主たる疾患（脳血管障害、運動器障害、廃用症候群、内科疾患）の運動療法処方。
• 在宅療養の終末期リハビリ、認知症高齢者へのリハビリ的アプローチへの参加・実践。
• 生活機能評価により、介護保険や障害者総合支援法の意見書記入などとともに、医療・福
祉・介護のコーディネーター役を務める（多職種協働）。

図5

図5
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1-5　かかりつけ医の役割の具体例
　①医療的判断の整理
（図6・7・8）実際のかかりつけ医の役割を具体的に示
す。
　最初にリハビリも含めた医療的判断の整理である。
いわゆる身体機能障害や生活機能障害の有無につい
て、診察と問診で判断していただきたい。ここに挙げ
たものがその項目である。
　まず、握力である。握力は上下肢筋の等尺性筋力と
よく相関し、全身の筋力をある程度推定でき、筋力の
目安となっている。握力は、リハビリでは大事なバイ
タルサインであり、サルコペニアやフレイルの診断基
準にも使われている。健常者であれば男性26㎏、女性
18㎏（前章フレイル評価基準J-CHS）が基準となろう。
　2つ目に粗大運動の状態をみる。対象者がベッド上
にいる場合は、起き上がりができるかを確認する。あ
るいはベッドの端で両下肢を下ろして座った（端座

位）状態を確認する。車いすであれば自走を促す。座
位の安定性とともに、駆動のスキルで認知状態も知る
ことができる。
　歩行可能であれば、歩く姿勢（＝歩容）をみる。円
背はないか、安定度はどうか、股関節や膝関節の状態
も把握する。歩行速度は、これもフレイルに関係する
項目となっているが、移動能力としてパフォーマンス
をみる指標となっている。カットオフは1ｍ/秒だが、
これは一般の横断歩道を1回で渡れる速さとされてお
り、筆者は「横断歩道を1回で渡れますか？」と質問し
ている。
　さらに日常生活活動に話を移す。ADLは基本的な日
常生活動作であり、すべてできる状態が一般成人だ
が、虚弱になると階段や入浴動作など徐々に困難にな
る場合もある。評価には前章のCGAの評価を利用する
と よ い。 診 療 報 酬 評 価 で はFIM（Functional	
Independence	Measure	機能的自立度評価法、図7、ス
ライド1-5参考1）、BI（Barthel	index	バーテル・イン
デックス、図8、スライド1－5参考2）が使われている。
　次に、転倒歴を確認する。これは高齢者の転倒リス
ク簡易評価法（図24、スライド3-6）、あるいはこの転
倒リスク管理評価法の1つの質問だけを利用している。
「この1年間に転んだことがありますか？」という問い
である。残りの4つの質問は、2.背中が丸くなってきた
（骨粗鬆症による円背）、3.歩く速度が遅くなった、	
4.杖を使っている	（転倒不安がある）、5.毎日5種類以
上の薬を飲んでいる	（持病が多い）、というものであ
る。それぞれ配点されているが、「転倒歴」の配点が高
く全体への影響が大きいことがわかる。かつ、内服薬
剤5種類以上という方が比較的多いので、最初の質問

1-5 かかりつけ医の役割 ①医療的判断
診察における生活機能評価

• 握力

• 粗大運動：ベッドからの起き上がり、端座位姿勢、車いす
駆動、車いすからの立ち上がり。

• 歩行：歩容、スピード

• 問診：日常生活動作（FIM、BIなど） 転倒歴、併存疾患、
与薬確認、認知面（MMSEなど）、栄養（MNAなど）、社会
資源（介護保険利用状況、身体障害者手帳の有無など）、
QOL(SF8など),介護負担（BIC11など）、個人・環境因子（家
族、家屋、経済的問題など）。

図6

図6

1－5参考1 機能的自立度評価法 FIM（Functional Independence 
Measure）
「運動項目」

（1）セルフケア

1. 食事
2. 整容

3. 入浴

4. 更衣（上半身）
5. 更衣（下半身）

6. トイレ動作

（2）排泄管理
7. 排尿

8. 排便

（3）移乗
9.   ベッド、椅子、車いす

10. トイレ

11. 風呂、シャワー
（4）移動
12. 歩行、車いす
13.    階段

「認知項目」
（5）コミュニケーション
14. 理解
15. 表出
（6）社会的認知
16.   社会的交流
17. 問題解決
18.    記憶

FIMレベル
（1）介助者なし
7点：完全自立

（時間、安全性含めて）
6点：修正自立

（補助具使用）
（2）介助者あり
部分介助（自分で50％以上）
5点：監視（または準備）
4点：最小介助

（患者自身で75％以上）
3点：中等度介助

（患者自身で50％以上）
完全介助（介助者が50％以上）
2点：最大介助

（患者自身で25％以上）
1点：全介助

（患者自身で25％未満）

 しているADL(日常
生活活動）で評価。

 最低18点
最高126点

 食事ー整容ー排便コ
ントロールー排尿コン
トロールー入浴ー更
衣（上下）－トイレ移
乗ーいす・ベッド移
乗ー歩行ー階段昇降
の順に難易度が配列
されることがわかって
いる。

 7段階で反応性に優
れ、認知項目があ
る。

図7
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1-5参考2 バーテル・インデックス
Barthel index; BI

自立 部分的 全介助

食事 10 5 0
移動 15 10～5 0
整容 5 0 0

トイレ 10 5 0
入浴 5 0 0

歩行（車いす）
15

（5）
10

（0） 0（0）

階段昇降 10 5 0
更衣 10 5 0
便失禁 10 5 0
尿失禁 10 5 0

 できるADLで評価。

 最低0点、最高100点

 10項目、3段階で簡便。
細かな変化はとらえにくい。

図8

図8
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だけで、ほぼリスクが拾えると考えている。
認 知 面 を み る の に はMMSE（Mini-Mental	State	

Examination）を使っている。
栄養アセスメントには、MNA	（Mini	Nutritional	

Assessment）を利用している。
　その他、介護保険利用状況や身体障害者手帳の有無
など社会資源利用状況を確認する。会話にはできるだ
けキーパーソンや、介護負担の状況、家族や住まいの
様子、経済的問題の有無などを盛り込み、個人・環境
因子にあたる情報を取る。

1-6　かかりつけ医の役割
　②意欲を支える
（図9）かかりつけ医の大きな役割として、精神面での
支援がある。それが意欲モチベーションの維持、サ
ポートである。
　図は「生活機能を規定する諸要因の関係」を示した
ものだが、生活機能について、「身体機能×適切なケア
（医療はここに含まれる）×意欲/社会的・身体的環境
阻害因子」と、表現されている。生活機能を規定する
のは、実は医療以外の部分が大きいことを示してい
る。多くのリハビリプログラムでは、頻度×時間など
の継続性が必要とされ、そのためにも本人・家族の意
思・意欲を持ち続けられるよう支援が必要である。そ
の際、うつをはじめとする精神状態への配慮が求めら
れる。

1-7　かかりつけ医の役割
�　③その他の関わり
（図10）生活全体において、医療以外の部分が多いこと
は前述した。かかりつけ医として関われる内容には次
のことがある。
　介護保険や障害者総合支援法等の主治医意見書を記
入するには、患者の個別の問題、環境などを含んだ生
活機能の把握が必要となる（図6、スライド1-5）。
　それから、ケアマネジャー等主催のサービス担当者
会議へ出席し、患者の生活機能をみて各種サービス利
用状況を確認し、介護予防プラン、ケアプラン、通所・
訪問サービスや介護保険施設の選択などをアドバイス
する。また、外出など何らかの活動、社会参加ができ
ているか確認する。医療以外の問題は住まいや環境で
あることが多いが、それらの解決の前には医療的問題
点の整理が欠かせない。地域ケア会議でも医療職の参
加として重要である。
　障害者の場合は障害特有の医学的問題と判断した場
合、専門医療へつなげる。障害者の健康管理も重要で
あり、障害の原因疾患に対する意識は本人も高い。
　たとえば、脳梗塞の患者は頭痛や高血圧には過敏で
あることが多いが、一般的な検診レベルについては意
識が低いことも多く、また障害による身体機能の不自
由さからもがん検診など敬遠しがちである。そのため
受診支援が必要である。
　ここでは高齢者と障害者の場合として、制度の面か
ら2つに分けて記載したが、2016（H28）年度版障害者
白書では在宅身体障害者の約7割が65歳以上となって
いる。高齢であることは何らかの障害を持ちやすい状

図9

生活機能
Function=

Physical capabilities X medical management
X motivation

Social, psychological, and physical environment 

Essentials of Clinical Geriatric (sixth edition 2009) p58 

自己決定と尊厳

1-6 かかりつけ医の役割 ②意欲を支える

生活機能を規定する諸要因の関係

図9

1-7 かかりつけ医の役割 ③その他の関わり

高齢者

• 介護保険の主治医意見書
記入。

障害者

• 障害特有な医学的問題への対応の
ため専門医へつなげる。

• 障害者総合支援法の障害支援区分
の医師意見書記入。

• 障害者の家庭復帰、社会参加を支
援する：閉じこもり予防目的など
で通所施設を利用する。障害者総
合支援法などで利用可能なサービ
スを紹介。

• 障害者の健康管理。
図10

• ケアプランへの助言：ケ
アマネジャー等主催の
サービス担当者会議へ出
席する。介護予防、通
所・訪問サービスや介護
保険施設の選択支援、介
護者への負担軽減支援。 

• 地域ケア会議への参加。 

 
 

図10
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態であり、今後はさらに多様で柔軟な対応が必要であ
ろう。
　以上のように、在宅療養を支えるリーダーとして、
かかりつけ医は、福祉・介護に精通し、専門医療と連
携するハブ的機能を果たすことが求められている。
（図11）なお、厚生労働省の平成28年度老人保健健康増
進等事業において、かかりつけ医の役割に関して「地
域包括ケアシステムにおけるかかりつけ医の生活期リ
ハビリテーションへの対応マニュアル」1）が作成され
ているので、参考にしていただきたい。

2-1　介護予防に対する考え方
（図12）国は、2006（H18）年第3期介護保険事業計画か
ら「介護予防」という概念を導入した。
　当初二次予防事業への参加者数の目標を高齢者人口
の5％を目安に取り組んできたが、2006（H18）年度が
0.2％、2011（H23）年度でも実績は0.8％と低調であっ

た。そこで導入から9年たった第6期（2015（H27）～
2017（H29）年）からやっと方向転換することとなっ
た。
　2015（H27）年度版の地域包括ケアのフラワーポット
図では、「介護予防」は葉の部分から土へと変わり「介
護予防」が“特殊な”サービスではなく、生活支援と
一体的になり、誰もが主体として取り組む内容となっ
た点である。
　この考えをもとに、要支援者に対する介護予防が、
2015（H27）年より「介護予防・日常生活支援総合事
業」として実施されている。

2-2　介護保険の地域支援事業：新しい
介護予防・日常生活支援総合事業

（図13）地域支援事業は、被保険者が要介護状態等とな
ることを予防するとともに、要介護状態となった場合
においても、可能な限り地域において自立して日常生
活を営むことができるよう支援することを目的に、
2006（H18）年度より市区町村において実施されている
事業である。
　2015（H27）年第6期介護保険事業計画の地域支援事
業では、在宅医療・介護連携の推進などの包括的支援
事業とともに新しい介護予防・日常生活支援総合事業
が開始されている。これは予防給付と生活支援サービ
スの総合的な取り組みである。これらが市区町村の判
断で実施可能となった。キーワードは多様化である。
訪問型サービス、通所型サービス、そして配食、見守
りなどの生活支援サービスがある。新規追加された
「地域リハビリテーション活動支援事業」では地域に

「地域包括ケアシステムにおけるかかりつけ医の
生活期リハビリテーションへの対応マニュアル」 

厚生労働省平成28年度老人保健健康増進等事業（老人保健事業推進費等補助金） 
「地域包括ケアに向けた、かかりつけ医の関与と訪問リハビリテーションのあり方に関する調査研究事業」 

図11 

図11

2-1 “介護予防”に対する考え方

H24年度版 H27年度版
図12

図12

2-2 介護保険の地域支援事業
新しい介護予防・日常生活支援総合事業

図13

図13
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おける介護予防の取り組みを機能強化するために、リ
ハビリ専門職等の関与を促進するものとなっている。
（図14）地域リハビリテーションを効果的に実施して
いくためには、都道府県と都道府県医師会等が協議
し、地域リハビリテーション広域支援センターや二次
医療圏等の中核的リハビリテーション医療機関を中心
とするような体制の整備が望まれる。
　地域リハビリテーション広域支援センター等が都道
府県リハビリテーション協議会や都道府県リハビリ
テーション支援センターと連携しながら市町村へ必要
な専門職を派遣するような体制を構築することで、市
町村に対し効率的なリハビリテーション専門職等の人
的資源への支援が可能となる。
　リハビリ専門職等には、通所、訪問、地域ケア会議、
サービス担当者会議、住民運営の通いの場等の介護予
防の取り組みを地域包括支援センターと連携しながら
総合的に支援することが望まれている。都道府県への
介護保険事業費補助金は都道府県リハビリテーション
支援センターや地域リハビリテーション広域支援セン
ターに活用も可能である。これはまちづくり、地域づ
くりの観点からリハビリ専門職の関与を推奨したもの
である。リハビリ専門職等の確保、集めたリハビリ専
門職の質の担保など課題は多いが、それらの人材育成
にもかかりつけ医として関与が望まれる。
　地域支援事業の包括的支援事業での在宅医療・介護
連携の推進や認知症施策の推進などは医師としてなじ
みがあるものだが、それだけでなく新しい総合事業に
ついても知識を持ち、地域住民への利用とリハビリ専
門職動員の働きかけをお願いしたい。

2-3　介護予防に関する運動療法の原則
（図15）介護予防事業でも取り上げられている運動療
法について示す。
　まず、高齢・障害者ともに身体状況には個人差が大
きいことを認識する必要がある。また、高齢・障害者
いずれにもフィットネスは必要である。
　トレーニングの原則は、「ややきつい」負荷で行うこ
と、徐々に負荷を大きくすることである。運動強度の
「ややきつい」 は、 ボルグの自覚的運動強度RPE
（rating	of	perceived	exertion	scale、運動強度を運
動者自身の主観としてとらえようとするもの。安静の
指数6・運動強度約5％～最大運動の指数20・運動強度
約95％で表し、指数×10≒心拍数とされる）では指数
13、運動強度約60％となる。これは無酸素性作業閾値
（AT;	Anaerobic	Threshold、有酸素運動から無酸素運
動に切り替わる転換点）の運動強度に相当し、日常生
活レベルでは「歩く」より少し運動強度が高い「速歩」
に相当する。年齢から運動時の目標心拍数を算出す
る。計算式は目標心拍数＝｛（220－年齢）－安静時心
拍数｝×運動強度+60である。DeLorme	は「負荷を大
きくして回数を少なくすれば筋力が、負荷を少なくし
て回数を大きくすれば持久力が増強する」としたが、
極端な例を除いて多くの運動はいずれにも有効と考え
られている。一般原則としては、四肢体幹の大きな筋
を鍛えるような運動をややきつい程度で、10～15回、
2～3セット、週2～3回行えば筋力増強となるとされる。
　ただし、運動負荷は大きいと怪我につながるため注
意が必要である。最近では太極拳などの低負荷の運動
でも転倒予防や体力アップに効果が認められている。

地域リハビリテーションの体制について

関係団体（例）
都道府県医師会、病院協会、老人保健施設協会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、理学療法
士会、作業療法士会、言語聴覚士会、栄養士会、歯科衛生士会等

都道府県リハビリテーション支援センター
・地域リハビリテーション広域支援センターの支援
・リハビリ資源の調査・研究
・関係団体、医療機関との連絡・調整

地域リハビリテーション広域支援センター
（二次医療圏等の中核的リハビリ医療機関など）

地域住民の相談の対応支援
①地域住民の相談への対応に関

わる支援

②福祉用具・住宅改修等の相談
実施に係る支援

地域のリハビリ実施機関の従
事者への援助・研修

①施設に出向いて行う従事者へ
の援助

②リハビリ従事者に対する研修

連絡協議会の設置・運営

・地域における関係団体、患者の
会、家族の会等からなる協議
会

【市町村】
・地域ケア会議の実践・充実
・地域支援事業の充実・強化
・市町村職員、地域包括支援センター職員、介護予防事業所職員の知識の向上や
リハビリテーションの視点からの自立支援などに資する支援

【都道府県】
介護予防市町村支援事業

（介護保険事業費補助金）

○リハビリテーション専門職等の広
域派遣調整事業

・リハビリテーション専門職等の広域的な派遣調
整

・派遣にあたり、市町村事業等に必要な知識（活
動と参加に焦点を当てたアプローチ）を習得さ
せるための研修会の実施

【国】
○国→都道府県

・介護予防市町村支援事業
（介護保険事業費補助金）

○国→市町村
・地域支援事業交付金

リハ職等の派遣

※地域リハビリの調整

※地域リハビリテーション活動支援事業の
活用

介護保険事業費補助金
（都道府県へ1/2補助）

地域支援事業交付金

都道府県リハビリテーション協議会
・都道府県及び地域における連携指針の作成
・都道府県及び地域リハビリテーション広域支援センターの指定に係る調整・協議

（リハ職派遣に係る謝金 等）

委託費等

謝金等

・
協
議
会
の
運
営
経
費
（委
員
の
謝
金
等
）

・
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厚生労働省作成資料 図14
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2-3 介護予防に関する運動療法の原則
• 高齢になるにしたがい、また障害によって筋力・
持久力ともに個人差が大きいのが特徴。運動療法
前の筋力、痛み、バランス能力などで内容は個別
に決まる。

• 高齢者、障害者にもフィットネス（体力）は必要。
目的は心理的効果→生活の活発化。

• 筋力維持・向上と持久力アップは別とする考えも
あるが、多くの運動はいずれにも有効。使わなけ
れば衰える。

• 筋力増強の一般原則：ややきつい、運動回数10～
15回、2～3セット、週2～3回、

• 身体活動度を上げること、たとえば歩行（散歩、
ウォーキング）を推奨。

20最大運動

19非常にきつい

18

17かなりきつい

16

15きつい

14

13ややきつい

12

11楽である

10

9かなり楽である

8

7非常に楽である

6安静

自覚的運動強度

無酸素性作業
閾値ATの
運動強度

≒最大100％
とすると
約60％、

日常生活では
「速歩」
（4.0METs), 

HR130/分前後

図15

図15
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また運動の目的はそれによる心理的変化を介しての生
活の活発化であるとされていて、集団でのレクリエー
ションなども有効である。
　実際、筋力・持久力増強訓練が困難な場合は、身体
活動をアップさせることを薦めている。身体活動の強
度はメッツ（METs:	metabolic	equivalents、活動時の
代謝量/座位安静時代謝量、1METs=酸素消費3.5ml/
kg/分）で表され、普通の歩行3.0METsが日常生活での
運動強度の基準であるが、「ややきつい」 は速歩
4.0METsに相当する。

2-4　歩行による疾病予防の報告例
（図16）これは、歩行歩数と予防できる病気・病態につ
いての報告例である。
　特徴は歩行中に早歩きを入れることで、その時間を
示してある。注目すべきは寝たきり予防の2,000歩（早
歩き時間なし）、5,000歩、7.5分の早歩きで要支援・
要介護、認知症、脳卒中の予防、7,500歩、17.5分の
早歩きでサルコペニアや体力低下予防に役立つという
点である。

2-5　かかりつけ医と“介護予防”
（図17）ここで介護予防施策からみたかかりつけ医の
役割についてまとめたい。
　（図12、スライド2-1）で示したように介護予防は生
活支援と一体的になり、患者自身も主体として取り組
まなければならない。患者の健康感の維持に努めるか
かりつけ医は、その方なりの生活機能維持に努めるこ
とが求められる。

　生活機能（図9、スライド1-6）は「身体機能×適切
なケア（医療はここに含まれる）×意欲/社会的・身
体的環境阻害因子」であった。「身体機能」として日々
の運動量、フィットネス、身体活動の状況を確認、そ
れから「適切なケア」として内薬の状況、視力や聴力、
歯科的問題や食事・栄養、排泄、睡眠など医療で解決
する問題の整理と対応にあたる。配食など簡単なサー
ビスの利用を推奨するのもよい。そして「意欲」モチ
ベーションの維持に努める。社会的環境的な問題「社
会的・身体的環境阻害因子」はなるべく小さくなるよ
う解決策を練る。これらには多様な医療・介護・福祉
のサービスとともに、各自治体の介護予防事業を理解
し活用していくことが望ましい。それはまさにリハビ
リテーションの地域での実践、地域リハビリテーショ
ンそのものと考えてもよい。
　地域リハビリテーションは日本リハビリテーション
病院・施設協会から、2016（H18）年にあらたな定義が
掲げられている。
　医療がわかり、介護・福祉を手早く理解し、それら
とともに全体を俯瞰できるかかりつけ医は、自治体・
行政と連携し、地域診断に基づく地域資源把握、地域
資源として住民や介護保険関係職種の人材を育てる役
割がある。そのツールの1つとして地域ケア会議があ
る。医師会によっては地域ケア会議への参加に対する
要望を自治体に出しており、それに対して、医師が参
加しやすい時間帯、参加しやすい事例の検討に取り組
んでいると聞く。
　各地のベストプラクティスに学び、できるところか
ら取り入れていくのも1つであろう。

歩数（歩）
早歩き

時間（分） 予防できる病気
2000 0 寝たきり
4000 5 うつ病

5000 7.5
要支援・要介護、認知症（血管性認知症、アルツハイマー病）心疾患（狭
心症・心筋梗塞）
脳卒中（脳梗塞、脳出血、くも膜下出血）

7000 15 がん（結腸がん、直腸がん、肺がん、乳がん、子宮内膜がん）動脈硬化、
骨粗しょう症、骨折

7500 17.5 筋減少症、
体力の低下（特に75歳以上の下肢筋力や歩行速度）

8000 20 高血圧症、糖尿病、脂質異常症、

メタボリックシンドローム（75歳以上の場合）

9000 25 高血圧症（正常高値血圧）、高血糖、

10000 30 メタボリックシンドローム（75歳未満の場合）

12000 40 肥満

1日当たりの「歩数」「中強度活動（早歩き）時間」と「予防（改善）できる病気・病態」
青栁幸利 活発を測る：活動計を用いた日常生活の身体活動計測（中之条研究） Jpn J Rehabil Med vol.52 No.1 2015

2-4 歩行による疾病予防の報告例

図16

図16 図17

2-5 かかりつけ医と“介護予防”

健康感の

維持

• 障害があっても高齢であっても主
体として生きる

高い生活機能を

保つ

• 医療的問題の整理

• 栄養

• 薬の整理

• 運動療法（生活活動アッ
プ）指導

• モチベーションの維持

地域リハビリテーション • リハビリ専門職を生
かした地域つくり

地域リハビリテーションとは「障害
のある子供や成人・高齢者とその家
族が、住み慣れたところで、一生安
全 に、その人らしくいきいき と し
た生活ができるよう、保健・医療・
福祉・介護および地域住民を含め生
活に関わる あらゆる人々や機 関・
組 織 が リハビリテーションの立場
から協力し合って行なう活動」のす
べてを言う。
日本リハビリテーションン病院・施設協会 2016

地域資源の
育成

自治体と
の連携

ツールとして地域
ケア会議

図17
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3-1　回復期リハビリテーション病棟
（図18）リハビリ医療において中心となっているのが、
「回復期リハビリテーション病棟」である。ここからは
回復期リハビリの実際の利用、流れについて知ってお
いていただきたい点を説明する。なぜなら、脳血管障
害患者の全体像は要介護になる要因でもあり、かかり
つけ医が知っておくべき状態像だからである。リハビ
リ前置といわれてきたが、脳血管障害における急性期
病院から回復期リハビリ病棟への転院率は3割弱であ
る。急性期病院から5割程度がそのまま退院し、あとは
施設系の利用となっている。つまり多くの患者がリハ
ビリ専門職と十分な時間接触がない。そのため回復期
リハビリ病院で受けるはずの支援や回復へのプログラ
ムを、在宅療養においても何らかの形で提供すること
が必要である場合が少なからずある。
　回復期リハビリ病棟でもっとも多い疾患が脳血管障
害である。リハビリ医学の主目的の1つは“機能回復”
であり、回復期リハビリ病棟は、その中心となってリ
ハビリが展開できる場となっている。2000（H12）年に
“回復期リハビリテーション病棟入院料”として医療
保険の診療報酬上で評価された。病棟ごとの届け出制
で、施設基準はⅠ、Ⅱ、Ⅲと3種類あり、リハビリの点
数は疾患ごとに異なり、入院基本料もそれぞれ点数に
含まれる「包括払い」である。
　入院に関しての特徴は3つあり、1つは、対象者の疾
患が限定されること、2つ目は、発症後1ヶ月以内、ま
たは2ヶ月以内に回復期リハビリテーション病棟入院
料の算定を開始すること、3つ目は入院料の算定上限
期間が設けられている点である。対象は、疾患別と

なっており、起算日、つまりイベントの発生が日付単
位で記載可能なものでないと入院ができない。実際に
は主として脳血管障害のほか、運動器障害による入院
が多い。

3-2　回復期リハビリ専門病棟の実際
（図19）図の右側は、回復期リハビリ病棟の流れであ
る。
　回復期リハビリ病棟で行われるのは、それぞれの障
害評価、疾病管理の目標設定とカンファレンスによる
見直しである。それによって、病後の生活の再構築を
検討する。
　基本的に退院後外来でのリハビリは、チームで必要
な場合のみ、短期間行われている。可能なのは月13単
位以内、介護保険でのサービス利用までである。言語
療法についてのみ、介護保険サービスでの提供が難し
いことから、併用が許されている。
　近年、回復期リハビリテーション病棟協会が整備目
標として挙げていた6万床を超え、2015（H27）年には
7万7,000床を突破し、2016（H28）年秋からは質担保の
ためのアウトカム評価が診療報酬改定で導入されてい
る。これは6単位以上リハビリを受けているにもかか
わらず、ADLの低い患者が多くみられたことによると
いう。また要介護者の介護保険サービスへの移行を促
すため、「目標設定等支援・管理料」が設けられた。さ
らに患者の社会参加を促進するため、疾患別リハビリ
テーション料内で1日3単位まで屋外訓練が可能となっ
ている。量から質へ、医療から地域への方向性が今後
も強化されると思われる。

図18

3-1 回復期リハビリテーションを支える 
    回復期リハビリテーション病棟 

• 入院料の算定開始日 ： 発症後２ヶ月以内 （靱帯損傷等は１ヶ月） 

• 入院基本料は 「包括払い」 
回復期リハビリテーションを利用できる人の用件 入院上限期間 

脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、脳腫瘍、脳炎、多発性硬化症などの発症後又は手術後
２ヶ月以内の方 １５０日 

高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頚髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外
傷の場合、発症後（手術後）2ヶ月以内の方 １８０日 

大腿骨、骨盤、脊椎、股関節、膝関節の骨折又は2肢以上の多発骨折の発症後又は手術後
2ヶ月以内の方      ９０日 

外科手術又は肺炎等後の安静による廃用症候群を有し、手術後又は発症後2ヶ月以内の方 
１２０日 

大腿骨、骨盤、脊椎、股関節、膝関節の神経・筋・靱帯損傷後1ヶ月以内の方 
    ６０日 

股関節又は膝関節の置換術後１ヶ月以内の方 
    ９０日 

図18 

図19

3-2 回復期リハビリ専門病棟の実際
• 訓練量

1日に算定可能なのは6～9単位/患者1人

（1単位＝20分、120～180分/日）

• 1単位は脳血管疾患等で 100点～245点．

• 回復期リハビリテーション病棟入院料

1642～2025点/日．

目標設定

見直し

目標再設
定

カンファ

退院

回復期リハ病棟の流れ

カンファ

脳血管疾患 運動器 廃用症候群 心大血管 呼吸器

施設基準Ⅰ 245点 185点 180点 205点 175点

施設基準Ⅱ 200点 170点 146点 125点 85点

施設基準Ⅲ 100点 85点 77点

疾患別リハビリテーション料の点数表

入院

図19
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3-3　 脳卒中例にみる回復期リハビリ
テーション

（図20）脳卒中全体の経過の中で回復期リハビリにつ
いて説明する。
　脳卒中の場合、その経過で必要かつ特徴的なのは、
医療とリハ、介護・福祉の領域を行き来する点である。
　（図18、スライド3-1）にて示したように、発症後2ヶ
月以内に急性期病院から回復期リハビリ病棟のある病
院へ転院となるが、この段階で脳卒中の病状と廃用に
よる問題が混在している。そして再発予防、リスク管
理の指導を行いながら、リハビリ中心の病棟へ転院す
る。
　回復期リハビリでの入院期間は発症から6ヶ月以内
で、前述（図19、スライド3-2）のような流れで回復期
リハビリが開始される。多くの場合、歩行補助用具の
装具を作成する。40歳以上の脳卒中患者の場合は、適
切な時期に退院後に備え介護保険の申請を行う。施設

利用の可能性がある場合には、待機期間を踏まえて手
続きを開始する。家族による施設見学・面談、書類審
査が一般には必要で、関係者の病院訪問、入所待機と
続く。よい退院のためには回復期リハビリ病棟での療
養の充実と早期対応が求められ、入院時の在宅訪問な
ども行われるようになった。
　また、身体障害者手帳の交付は原則発症後6ヶ月か
らとされている。（実際には発症後3ヶ月から交付可能
という地域もある。）その根拠は医学的にも行政的に
も発症後6ヶ月が症状固定の時期とみなされているた
めで、可能であれば退院間際に申請の準備に入る。
　片麻痺の場合、上肢が全く動かず機能しなければ
（廃用）、身体障害認定基準はおおむね2級以上になる
ことが多い。等級は1級から7級まであり最重度は1級、
手帳は6級までとなる。介護保険が利用できない場合
（疾患、年齢の問題）などには、身体障害者手帳の交付
を受けてから障害者総合支援法の利用を念頭に障害支
援区分認定を受ける。高次脳機能障害では精神障害者
保健福祉手帳の申請が可能となる。
（図21）上記の経過において、急性期病院、回復期リハ
ビリ病院、在宅療養の連携に「脳卒中連携パス」を活
用している地域、施設もある。
　図は神奈川県での一例である。（神奈川脳卒中地域
連携パスのダウンロード先　http://www.kanagawa.
med.or.jp/link/nousocchuu/1/index.html（神奈川県医
師会HPより））

関連ネットワーク（アイウエオ順） 
①神奈川県西部脳卒中地域連携懇話会 
②神奈川東部脳卒中連携の会 
③神奈川脳神経科医会 
④郡市医師会脳卒中地域連携担当理事 
 連絡協議会 
⑤県央地区脳卒中地域連携パスの会 
⑥晃友脳卒中連携の会 
⑦相模原北部脳卒中医療連携の会 
⑧首都圏脳卒中連携パス 
⑨脳卒中連携医療連絡会 
⑩藤沢脳卒中ネットワークセミナー 
⑪Brain Attack Network 
⑫三浦半島脳卒中ネットワーク（MSN研究会） 

⑬横浜西部脳卒中地域連携の会 
⑭横浜南部脳卒中ネットワーク 
⑮横浜脳卒中地域連携懇話会 
⑯横浜脳卒中・リハ連携研究会（Y-CIRCLE） 

⑰YS-NET 

長谷川泰弘（代表世話人/神経内科）      
西山 和利（副代表世話人/神経内科）   
松前 光紀（副代表世話人/脳神経外科） 
田中 章景（副代表世話人/神経内科）  
市川 博雄（世話人/大学・神経内科）   
隈部 俊宏（世話人/大学・脳神経外科） 
瀧澤 俊也（世話人/大学・神経内科） 
上田 直久（世話人/大学・神経内科）    
榊原陽太郎（世話人/大学・脳神経外科） 
田中雄一郎（世話人/大学・脳神経外科） 

馬場 泰尚（世話人/大学・神経内科）   
寺田 友昭（世話人/大学・脳神経外科） 
隈部 俊宏（世話人/大学・脳神経外科） 
山田 昌興（世話人/大学・脳神経外科） 
今福 一郎（世話人/急性期病院）  
岩井 良成（世話人/急性期病院）     
梅沢 武彦（世話人/急性期病院）     
北村 佳久（世話人/急性期病院）      
小山 主夫（世話人/急性期病院）     
城倉 健 （世話人/急性期病院 

高橋 竜哉（世話人/急性期病院）     
田中 良英（世話人/急性期病院）       
長倉 靖彦（世話人/急性期病院）     
新江 良一（世話人/急性期病院）     
廣田 暢夫（世話人/急性期病院）  
丸山 路之（世話人/急性期病院）     
持松 泰彦（世話人/急性期病院）    
山田 勝 （世話人/急性期病院）       
朝倉 昌人（世話人/回復期リハ病院）  
鈴木 龍太（世話人/回復期リハ病院）   

阿部 仁紀（世話人/回復期リハ病院）   
村井 政夫（世話人/回復期リハ病院）   
太田  誠志（世話人/クリニック）     
倉田 彰 （世話人/クリニック）    
田口 博基（世話人/クリニック）       
丹羽 義和（世話人/クリニック）       
笹尾 正人（世話人/クリニック）        
板東 邦秋（世話人/クリニック）          

（顧問）黒岩義之（名誉顧問） 桑名信匡  杉谷 雅人 高木繁治  田口芳雄  長堀 薫  藤井清孝  宮坂佳男  望月秀樹  山下俊紀  

神奈川脳卒中地域連携パスのダウンロード先 http://www.kanagawa.med.or.jp/link/nousocchuu/1/index.html  （神奈川県医師会HPより） 
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図21

3-4 脳卒中後のかかりつけ医のマネジメント

• 再発予防のための医学的管理と生活習慣指導：血圧管理、糖尿病コ
ントロール、抗血小板療法、抗凝固療法、禁煙、飲酒、栄養・食事
管理

• 身体障害の管理：片麻痺、義肢・装具、拘縮・痙縮予防、疼痛、
ホームプログラムによるセルフトレーニングと体調の自己管理指導

• 心理的支持：意欲の維持、うつ状態への対応

• 専門医へのコンサルト、連携：リハビリテーション科、整形外科、
精神科、脳外科、神経内科、眼科、皮膚科

• 地域資源への連携：身体障害者手帳取得の有無、介護保険主治医意
見書、介護保険による通所・訪問サービス、障害者総合支援法、障
害支援区分医師意見書

図22
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3-3 脳卒中例にみる回復期リハビリテーション

医

療

リ
ハ

介
護
・
福
祉

脳治療
・点滴/手術

・リスクコントロール

・早期離床

・二次性廃用の予防

・集中リハによる機能回復

在宅 介護保険による生活リハ

2Ｗ～2Ｍ 6M

介護保険の申請

・装具作成（医療保険）

身体障害者手帳の申請

・ホームプログラム指導

病状説明⇒退院

病状説明⇒退院

リハビリ病院転院 主な後遺症：痙縮、異常感覚（肩、痛み）、う
つ、脳血管性認知症、症候性けいれん、膀胱直
腸障害、嚥下障害、

・体調管理

・再発予防

精神障害者保健福祉手帳の申請（高次脳機能障害） ・障害年金手続

廃用

障害支援区分認定（障害者総合支援法）

装具作成（身障法）

・施設利用の可能性あり

入所審査通過後の待機期間
を踏まえて手続きを行う
（家族施設見学・面談→書類審査
→病院訪問→入所待機）

介護老人保健施設（老健）
介護老人福祉施設（特養）
サービス付高齢者向け住宅（サ高住）
有料老人ホーム（介護付）

認知症高齢者グループホーム

介護療養型医療施設
医療療養型施設

脳卒中連携パス

図20
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3-4　脳卒中後のかかりつけ医のマネジ
メント

（図22）まずは、再発予防のための医学的管理と生活習
慣指導である。
　脳卒中の種類と個別の併存疾患に依存するが、血圧
管理、糖尿病コントロールとともに抗血小板療法や抗
凝固療法、等が必要である。糖尿病合併は再発率が高
い。また脳卒中患者では虚血性心疾患の合併が多い。
脳卒中再発率は日本では5年間で35％、10年間で51％
と報告されている。併存疾患も含めて、禁煙、飲酒、
栄養・食事管理などの生活習慣管理指導が重要で、そ
れらのコントロールにより脳卒中の8割が予防可能で
あるとも言われているので、家族やケアマネジャーを
中心とした地域スタッフとの連携が必要となる。
　片麻痺、拘縮・痙縮予防、疼痛などの身体障害の管
理は薬、ホームプログラムによるセルフトレーニング
が中心となる。介護保険によるリハビリも運動習慣の
ペースメーカーとなり、体調のモニタリング、ブラッ
シュアップ、活動の場と利用価値が高い。
　さらに重要なのは障害を悪化させないことだが、そ
れには体調管理が必須である。風邪やけがなどによる
ベッド臥床の時間が長引く、廃用も重なり、身体能力
とともに生活機能全体が低下するので要注意である。
　長期に渡る症状との付き合いは無力感を生み、生活
全体への意欲の低下となり得る。脳卒中後のうつは報
告にもよるが、多くみられる状態で、薬の反応も良い
とされ、かかりつけ医には配慮いただきたい。専門医
へのコンサルト、地域資源への連携については後述す
る。

3-5　 脳卒中後状態像別リハビリアプ
ローチ

（図23）要介護状態像別のリハビリの介入の目的等、リ
ハビリアプローチについて図に示す。
　ポイントはいかなる状態像でも、それぞれの活動を
支える方策がリハビリの手法にはあるという点であ
る。それゆえ、関わる誰もが患者の活動・自立支援を
意識し、生活の中で関わらなくてはならない。その
リーダーはかかりつけ医である。軽度者では、介護予
防事業などのアプローチも有用であろう。
　中等度障害の場合、生活上活動範囲を広げるための
残存機能を生かしたアプローチが行われる。移動のた
めの歩行補助用具も消耗品であり、また、体格の変化
など再作成が必要なこともある。外出には車いすの利
用を併用するなど代替品を検討することもあろう。

3-6　高齢者の骨関節疾患
（図24）高齢者の骨関節疾患の受傷機転は、主として転
倒である。かかりつけ医として取り組むべきは、まず、
転倒予防である。図に示した転倒リスク簡易評価法に
当てはまる場合には、特に注意喚起が必要である。高
齢者に起こりやすい4大骨折は、大腿骨頸部骨折、橈骨
遠位端骨折、上腕骨近位端骨折、脊椎圧迫骨折である。
骨粗鬆症を主因と考えると最多は脊椎圧迫骨折かもし
れない。尻もちをつくようなことでも生じ、円背など
の変形や腰痛を引き起こす。しかし、実際には自覚症
状のないまま背中が丸くなったということのほうが多
い。状態像によっては橈骨遠位端骨折、上腕骨近位端

3-6 高齢者の骨関節疾患
高齢者の骨折は転倒、つまずきによるものが多い。予防第一。

大腿骨頸部骨折、橈骨遠位端骨折、上腕骨近位端骨折、脊椎圧迫骨折

評価内容 素点

1.過去1年間に転倒歴あり. 5
2.背中が丸くなってきた.
（骨粗鬆症による円背）

2

3.歩く速度が遅くなった. 2
4.杖を使っている.
(転倒不安がある）

2

5.毎日5種類以上の薬を飲ん
でいる. （持病が多い）

2

7点以上で要注意 高齢者転倒リスク簡易評価表
鳥羽研二他：日老医誌2005;42:346-352より引用）

 何よりも、早期離床・歩行能力の再獲得
が重要。ただし歩行レベルは1段階低下
することが多い。

 大腿骨頸部骨折クリニカルパスあり。問
題なければ、退院までおおむね30日程度。

 精神機能低下に注意。

 高齢者では部分荷重が困難なことが多い。

 人工骨頭では脱臼注意。

図24
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3-5 脳卒中後状態像別リハビリアプローチ
障害の全体像

要介護度
軽度

支援1・2
中等度

要介護1・2・3
重度

要介護4・5

リハビリ介入の目的 フィットネス、
体力作り

潜在能力を引き出し、
活動範囲を広げる
（ADLの拡大）

清潔などのための
ケアに役立てる

麻痺・補装具など 装具なし、実用手 歩行目的で杖や短下肢装具が
必要

移乗目的で短下肢装具、
移動には車いす使用

具体的なリハビリプ
ログラム

ストレッチ、散歩 ストレッチや歩行による体力
強化

ケアに必要な姿位確保のため
関節可動域訓練

利用可能な介護保険
のリハビリテーショ
ンサービス

通所リハ

訪問リハ（外出訓練、
復職支援など）

通所リハ
訪問リハ(トイレ・浴室利用、
外出準備）

訪問看護

訪問リハ（ベッド上動作訓練、
介助指導）

環境設定（福祉用具利用や住宅改修）/ 福祉介護の社会資源の活用
図23

図23



日医かかりつけ医機能研修制度 H29応用研修会　4．「かかりつけ医のリハビリテーション」4-12

骨折では保存療法となることもあるが、その場合3～4
週で痛みが軽減してくる。手と肩の運動をできるだけ
制限せず、可能であれば自動運動を支持する。
　大腿骨頸部骨折は加齢とともに増加し、85歳以上で
は特に頻度が高い。超高齢者では、寝返りなどの軽微
な刺激でも起こり得ることを念頭に置く必要がある。
歩行可能であった高齢者には何よりも早期離床と歩行
能力の再獲得が求められる。骨折部位、骨粗鬆症など
の全身状態などによって治療方法が決定する。手術に
よるクリニカルパスもあり、問題なければ退院までお
おむね30日前後のパスとなっている。しかし高齢者は
入院による弊害も大きい。高齢者では部分荷重が難し
い。退院後は、全体像では受傷後歩行レベルが1段階低
下することが多い。精神機能低下も十分注意する必要
がある。また受傷後1年以内の死亡率は、一般の高齢者
よりも高いという報告もあり、かかりつけ医はできる
限り抗重力位を検討、離床を図り、生活機能全体の維
持を目指す必要がある。

4-1　終末期リハビリテーション：がん
（図25）これはリハビリの教科書にのるDietzのがんの
リハビリテーションの分類である。
　1980年代ごろから欧米では、がん患者のQOL改善に
寄与するというがん医療の重要な一分野としてリハビ
リテーションは認められ、がんと診断された直後か
ら、あらゆる状況に応じて適切なリハビリが行われて
きた。その結果、患者は回復力を高め、家庭や社会に
短期間で復帰し、普段と変わらない日常を早期に取り
戻してきた。日本でも2006（Ｈ18）年がん対策基本法

が成立し、その後2010	（Ｈ22）年には一定の条件が必
要だが、入院患者において「がん患者リハビリテー
ション料」が診療報酬上評価された。これによって手
術や化学療法、放射線療法が予定されている時からの
いろいろなリハビリアプローチが可能になった。
　2012（H24）年度からの第2次がん対策推進基本計画
では、「がん患者の生活の質の維持向上を目的として、
運動機能の改善や生活機能の低下予防に資するよう、
がん患者に対する質の高いリハビリについて積極的に
取り組む」と施策目標を定めている。
　大学病院などではその3割以上ががん患者とされ、
がんは“不治の病”から、“ともに生きる病”となり、
がんそのものによって起こる機能障害のみならず、が
ん患者のサポーティブケアの一環として、リハビリの
ニーズも拡大しつつある。一部の大学では「がんリハ
外来」「リンパ浮腫外来」を開設している。

4-2　 地域でのがん末期リハビリテー
ション

（図26）地域の現場では、“がん末期”が2006	（Ｈ18）
年度から介護保険の対象となる特定疾病となった。そ
れに伴い、介護保険関連スタッフにもその対応が求め
られている。
　対象となる緩和期には、リハビリとして疼痛・浮腫
の緩和、良肢位の調整、心理的支持などが可能である。
対応には予後が月単位なのか、週・日単位なのか、ス
ピード感が求められる。（一般に良肢位とは拘縮予防
等を目的としているが、がん患者では30分寝ているこ
とができる安楽肢位を良肢位と呼んでいる。）

4-2 地域でのがん末期リハビリテーション

• 疼痛緩和 物理療法（温熱、マッサージなど）の活用
リラクゼーション、座位補助具、

• 浮腫緩和 リンパドレナージ主体、マッサージ

• 良肢位の調整 ポジショニング、マットレスやクッションの工夫

• 呼吸苦の緩和 呼吸法、呼吸介助、リラクゼーション

• 離床計画 体を起こす、車いす座位をとる、その介助方法

• 脊髄障害/髄膜播種などによる脊髄症状 環境設定（ベッドや車い
す周辺）

• 心理的支持 アクティビティー、会話や訪問そのもの

図26
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4-1 終末期リハビリテーション：がん

リハビリの
分類 時期 リハビリの目的

予防的
（ preventive ）

癌診断後の早期。手術、放射線、化学
療法の前から。
・機能障害はまだない。

機能障害の予防

回復的
（ restorative ）

基本的に、再発・転移はまだない時期。
・機能障害、能⼒低下が存在。 最⼤限の機能回復

維持的
（ supportive ）

腫瘍が増⼤している時期。再発、転移
など。
・機能障害が進⾏しつつある。

セルフケア、運動能⼒の維
持、改善

緩和的
（ palliative ）

終末期 QOL改善

（ Dietz JH：Rehabilitation Oncology, John Wiley & Sons、New York, US, 1981 から引用、一部改変）

図25
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　転移や髄膜播種などによる脊髄圧迫に伴う四肢麻痺
/対麻痺/膀胱直腸障害などは、外傷性脊髄損傷のプ
ログラムに準じる。また、リハビリ専門職との関わり
は「治療がまだ続けられている」という精神的な援助
効果が大きい。

4-3　非がん末期のリハビリテーション　
（図27）非がんは総死亡者数の2/3を占める。
　非がんの対象疾患としては神経難病、認知症、老衰、
呼吸器疾患、慢性心不全などがある。がん末期と比較
すると、症状は、疼痛はやや少ないが呼吸困難が多い
傾向にあり、マネジメントでは予後予測と意思決定が
難しく、症状緩和方法が確立していない。また長期間
の在宅療養傾向にあり、神経難病を除くと対象者はよ
り虚弱・高齢である。
　長期ケアの延長上に終末期ケアがある状態である。
　多くの老年症候群と併存疾患のうえの難病となり、
これから起こり得るイベント、予後が各疾患で異な
る。それを主治医およびケアスタッフで共有できると
よい。そのうえで、本人・家族の環境・心理面での受
け入れを探っていく。高齢、独居をはじめ、意思決定
支援や成年後見制度の導入検討などにも配慮したい。
　神経難病のいくつかには、トレーニングで症状の進
行が遅くなったとの報告はあるが、末期にはリハビリ
は訓練としてではなく、緩和的対応としてケアととも
に提供される。
　目的は機能維持とQOL向上・尊厳の保持である。代
替品や環境設定も社会資源とニーズ等をマッチングさ
せての利用が望ましい。

　原則として、廃用disuseと過用overuseに注意が必
要である。
　体調が重要で、体への小さな侵襲（転倒、検査や手
術、感冒などによる安静、その他）に極端に反応して
機能障害が進む場合がある。大きなイベント（全身麻
酔の手術、入院など）については、病状進行状態とと
もに主治医等とケアや治療の優先順位の確認が必要で
ある。入院関連機能障害を起こしやすく、レスパイト
時にも状態像の悪化に注意しなければならない。

5-1　リハビリ専門職・機関との連携�
制度によるリハビリ専門職の訪問サー
ビス

（図28）地域でかかりつけ医による訪問リハビリテー
ションサービス提供について示した表である。
　大原則は訪問リハビリテーションは、介護保険利用
者では介護保険が優先となる点である。一定の要件
で、医療保険適用については以下の2つの場合である。
①介護保険適用外の若年障害者の場合。②急性増悪
（1ヶ月にBIまたはFIMが5点以上悪化）等により、一時
的に頻回の訪問リハビリを行う必要性を認める場合。
訪問看護の特別指示に相当。6ヶ月に1回に限り診療を
行った日から14日間を限度として1日4単位まで算定で
きる。この場合、診療録に頻回の訪問リハビリが必要
であると認めた理由および頻回の訪問リハビリが必要
な期間（14日間）を記載しておく必要ある。
　なお、言語聴覚療法については、地域では整備され
ていない状況から「当分の間」併用可能とされている。
　あらたにサービスを依頼するのでなくても、患者が

4-3 非がん末期のリハビリテーション

• 対象：神経難病、認知症、老衰、呼吸器疾患、慢性心不全など。

• 非がん疾患は長期ケアの延長上に終末期ケアがある。

• それぞれの疾患・状態像に対し、可能であればこれから起こりうる
ことを主治医およびケアスタッフで共有できるとよい。意思決定支
援、成年後見制度の導入の検討など。

• ケアとともにリハビリテーション実施。原則として、廃用disuseと過
用overuseに注意。体調が重要。小さなイベントに極端に反応して機
能障害が進む。（転倒、小さな検査や手術、感冒などによる安静、
その他）。大きなイベント（全身麻酔の手術、入院など）について
は、病状進行状態とともに主治医等とケアや治療の優先順位の確認
が必要。
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保険種類 訪問主体 算定項目 報酬単価 依頼方法

介護保険
（介護報酬）

・医療機関
・老健施設
＜例１＞

・訪問リハビリテーション費
（「訪問リハビリ１、２」）
・サービス提供体制
強化加算

①302単位/回（１回20分以上）
②6単位/回
（条件：３年以上勤務のリハビリ専門職配置）

診療情報提供書
（「診療情報提供料Ⅰ」）
※主治医から3ヶ月毎にリハビ
リ専門医に対し
情報提供

・短期集中リハビリ
テーション実施加算

・社会参加支援加算

200単位/日
（退院・退所日又は新たな要介護認定日から３月以内）
【リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）60単位/月】または
【リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）150単位/月】の算定が必要

17単位/日

・訪問看護
ｽﾃｰｼｮﾝ

＜例２＞

・訪問看護費 310単位（20分未満、訪問看護（Ⅰ）１）

463単位（30分未満、訪問看護（Ⅰ）２）

814単位（30分以上60分未満、訪問看護（Ⅰ）３）

1,117単位（60分以上90分未満、訪問看護（Ⅰ）４）

302単位（1回20分以上、理学療法士等の場合）

訪問看護指示書
（「訪問看護指示料」）
※１日～6か月（最長）が

有効期限

医療保険
（診療報酬）

・医療機関
＜例３＞

・在宅患者訪問リハビリ
テーション指導管理料

（理学療法士等）

300点/単位 （１単位20分以上、同一建物居住者以外）

255点/単位 （１単位20分以上、同一建物居住者）

診療情報提供書
（「診療情報提供料Ⅰ」）
※他医療機関に訪問看護・訪問リ
ハビリを依頼の場合

・訪問看護
ｽﾃｰｼｮﾝ

＜例４＞

・訪問看護基本療養費

Ⅰ（※1）、Ⅱ （※2）

週3日目まで 5,550円/日
週4日目以降 6,550円/日

訪問看護指示書
（「訪問看護指示料」
300点/月１回）
※１日～6か月（最長）が有効期限・訪問看護基本療養費Ⅱ

（※３）

週3日目まで 2,780円/日
週4日目以降 3,280円/日

・訪問看護管理療養費
（1日1回につき）

月の初日
＊機能強化型訪問看護管理療養費1 1万2400円/日
＊機能強化型訪問看護管理療養費2 9,400円/日
＊それ以外 7,400円/日
月の2日目以降の訪問日 2,980円/日

（※１）・・・同一建物居住者以外
（※２）・・・同一建物居住者、

同一日に２人
（※３）・・・同一建物居住者、

同一日に３人以上

平成28年4月1日改正5-1 リハビリ専門職・機関との連携　制度によるリハビリ専門職の訪問サービス 平成28年4月1日改正
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すでに利用されている通所リハビリ（デイケア）や入
院歴のある病院などを通じて関われる担当のリハビリ
専門職がいる場合もある。ケアプランを確認し、患者
とのつながりでリハビリ専門職に声掛けしてもよい。

5-2　リハビリ専門機関への連携：装具・
義肢（福祉機器・ロボティクス）

（図29）リハビリ専門機関への紹介が必要とされる補
装具、福祉機器、ロボティクスなどについて説明する。
　装具は麻痺などの機能形態障害に対し、外部から支
え運動機能の向上や疼痛軽減を図るために用いるもの
である。脳血管障害の約半数には装具が必要でADLの
拡大が図れる。作成には医師による義肢装具処方箋が
必要である。そのうえで義肢装具士による型どり、仮
合わせを経て完成する。
　義肢も同様で、多くが義足であり、原因は糖尿病性
壊疽である。
　ロボティクスも障害とその機能代替能力を結びつけ
る技術知識として、リハビリテーションのノウハウが
利用されている。目的は介護業務の負担軽減、要介護
者の自立である。具体的には移乗介助（装着型、非装
着型）、移動支援（屋外型、屋内型）、排泄支援、認知
症の見守り（介護施設型、在宅介護型）、入浴支援など
についてロボット技術も検討されている。図にある名
称のものはインターネットで確認できる。
　これらの問題点は、第1に使用する側のニーズや機
能障害と機器とのマッチングである。たとえば歩行自
立型機器といっても、それらを使用したから必ず歩け
るということにはならない。

　第2に費用である。一部のものは日常生活用具（自立
生活支援用具）などとして公的助成が可能、介護保険
貸与となっているものもあるが、いずれにしても高額
傾向である。（マイスプーン®38万円、HAL®初回1回最
大8,510点、2～9回最大6,860点）。
　第3に安全性である。比較的重量もあり、操作性には
機械リテラシーが要求され、使うのに慣れが必要であ
る。
　第4に効率である。それだけ高価で習得にもある程
度の時間がかかるが、いまだロボットによる支援は、
単純作業に限られ、介護職や介護者の負担をどのくら
い軽減できているかは検討の余地があり、今後の課題
である。

5-3　リハビリ専門機関への連携
（図30）リハビリ専門機関への連携が必要と思われる
疾病や状態等について障害別に示す。
　痙縮は、脳卒中片麻痺をケアする中でコントロール
が重要である。ホームプログラム指導、装具療法を行
うが、ダントリウムなどの筋弛緩薬の内服、神経ブ
ロックやボトックス療法などもある。各種痙縮治療に
おいて、変形やいわゆる「つっぱり」がなくなること
は良い場合が多いが、生活全体からみた費用対治療効
果の評価が必要であり、専門機関での評価が有効であ
ろう。
　もう1つは、重複障害の場合である。実際、高齢者に
なるほど、脳卒中+がん、脳卒中+糖尿病性壊疽によ
る切断、脳卒中+大腿骨頸部骨折などの2つ以上の病
気による多重障害が散見されるようになった。このよ

5-3 リハビリ専門機関への連携

• 麻痺による痙縮コントロール

• 重複障害：脳卒中+がん、脳卒中+糖尿病性壊疽による切断、脳
卒中+大腿骨頸部骨折など。がん骨転移、脊髄圧迫症状、膀胱
直腸障害

• 脳卒中後慢性期麻痺に対する新たな治療法（CI療法、反復経頭
蓋磁気刺激、経頭蓋直流電気刺激、川平法、EMG-NMES、
HANDS療法、BMIリハビリ、練習支援型ロボットなど）

• 障害者運転関連

図30

図30

5-2 リハビリ専門機関への連携：装具・義肢
（福祉機器・ロボティクス）

• 脳血管障害の半数以上に装具必要。

• コルセット、膝装具も有用。

• 義肢も、“処方”で可能。

• ロボット利用：マイスプーン®、パロ®、HAL®（2016.4月医療保険
の診療報酬上で評価）、移乗介助ロボット（装着型、非装着型）、
移動支援（屋外型、屋内型）

• 脳卒中リハビリテーション支援用ロボットの開発中。

• 機能障害とのマッチング、費用対効果の検討が重要。

図29
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うな場合はリハビリ専門医へのコンサルトが有用であ
る。（理由）共通サービスの創設ではなく、同一事業所
で両サービスが受けられることになる。
　また、がん関連では骨転移、脊髄圧迫症状について、
またそれに伴う膀胱直腸障害なども脊髄損傷に準ずる
管理ではリハビリ専門医との連携も有用である。高齢
者の転倒では中心性頸髄損傷も多くみられる。
　リサーチベースだが、脳卒中後の麻痺に関していく
つかの方法が実施され、練習支援型ロボットやシステ
ムが作られつつある。運転に関しても大手自動車会社
などとの研究が進みつつあり、今後相談体制が整って
いくであろう。

5-4　リハビリ専門機関への連携：高次
脳機能障害

（図31）高次脳機能障害とは脳血管障害、外傷性脳損傷
などによる大脳の器質的病因に伴い失語・失行・失認、
注意障害や記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害
などを呈する病態像である。高次脳機能障害の原因は
脳血管障害が約80％、外傷性脳損傷が約10％とされる。
　また、脳損傷は疫学的に2相性であり、転倒・転落で
は、高齢者でも注意が必要な障害である。
　急性期から回復期にかけて急速に回復していくもの
が多いが、麻痺などと異なり、外見上は障害が目立た
ず、本人自身も障害を十分に認識できていないことが
ある。そのため、入院中よりも退院後に家族などに
よって発見されることがある。高次脳機能の問題があ
るのかもしれないという場合、専門機関での評価によ
り、問題点が明らかになることで、本人・家族の障害

への認識が高まり、代償手段の獲得などを目指すこと
ができる。
　社会資源等利用支援により、若年層では学業復帰や
経済的負担も検討できる。障害者総合支援法サービス
による地域活動支援センターは、介護保険対象外の障
害者が日中利用できる場として利用価値が高い。就労
支援機関には、障害者総合支援法の訓練等給付事業と
して就労検討も可能である。
　認知症は文字通りでいえば高次脳機能障害だが、リ
ハビリでの対応は確立していない。
　しかしながらいくつかの方法は認知症への応用、た
とえば脳損傷者における学習方法の1つの“誤りを指
せない学習（エラーレスラーニング）”などの認知リハビ
リテーション療法が介護施設などで試用されている。

6-1　障害等で使用可能な主な社会制
度　制度間の優先順位

（図32）これは在宅療養で主に使われると思われる制
度の優先順位である。
　高齢者では介護保険が優先される。障害者総合支援
法のサービスを受けるためには、原則、身体障害者福
祉法による身体障害者手帳の交付が必要となる。交付
には症状固定の条件があり、医療処置が続いていると
考えられている入院中は、申請できないことも多い。
　たとえば退院時車いすが必要であれば、まずは介護
保険でレンタルすることが優先となる。その中で合う
物がなく、オーダーメイドが必要となれば身体障害者
手帳取得後、採型、作製の手続きを行う。

5-4 リハビリ専門機関への連携：高次脳機能障害
• 注意障害、記憶障害、遂行機能障害、失語症、社会的行動障害など。

• 脳血管障害によるものが約80％、外傷性脳損傷が約10％。外傷性脳損傷
は２相性、若年者では交通外傷、高齢者では転倒・転落が原因。

• リハビリ専門機関では神経心理学的検査（例 記憶障害：リバーミード行動
記憶検査、注意障害：トレイルメイキングテスト、遂行機能障害：ウィ
スコンシンカード分類検査、など）を行い、評価。病識・障害理解。代
償手段の獲得。家族・環境調整。生活訓練、職能訓練。

• 社会資源等利用支援：介護保険サービス、障害者総合支援法サービス、
（地域活動支援センター、就労支援機関への連携、自立支援医療用診断
書）精神障害者保健福祉手帳診断書、障害年金診断書、成年後見制度。
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• 損害賠償制度、労災

２
• 介護保険法

3
• 障害者総合支援法

4
• 生活保護法

高い

低い

身体障害者福祉法

医療保険

6-1 障害等で使用可能な主な社会制度
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6-2　介護保険のサービス
（図33）在宅療養ではリハビリも介護保険での活用を
推奨されている。
　介護保険は、65歳以上であれば理由を問わないが、
第2号被保険者といわれる40歳～64歳では介護保険の
利用は16の特定疾病の場合に限られるため注意が必要
である。
　リハビリサービスの担い手として、リハビリ専門職
が確実にいるのは訪問リハビリ、通所リハビリ（デイ
ケア）で、訪問看護ステーション配属のリハビリ専門
職も増える傾向にある。通所介護（デイサービス）で
も加算の面からリハビリ専門職の配置が散見されるよ
うになった。リハビリ専門職の活用にはこれらサービ
ス利用がケアプランに組み込まれることが重要である。
　しかしながら、認定区分ごとに介護保険で賄われる
サービス限度額は、1単位10円とすると要支援1で
50,030円～要介護5で360 ,650円となっており、所得に
応じて自己負担がその1～2割となる。家事援助の利用
に単位数が膨らむ、あるいは自己負担金が高くなるな
どの理由でリハビリサービスを活用できていない場合
もある。必要があれば短期的な関わりでもよいので、
ケアプランにリハビリサービスが組み込まれるよう、
かかりつけ医にもケアプランに関与し、検討していた
だきたい。

6-3　身体障害者手帳、精神障害者保
健福祉手帳

（図34）いわゆる身体障害者手帳には図のような機能
障害によるものがある。
　2010（Ｈ22）年4月、内部障害として肝臓機能障害の
認定が追加された（診断前6ヶ月の断酒の義務あり）。
また2010（Ｈ22）年12月発達障害と高次脳機能障害が
精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれた。診断書は
指定医によるもので、「永続する」障害に対し認定され
るものであり、発症後すぐには交付されない。
　脳血管障害に対して発症後6ヶ月以降にとされてき
たが、改善の見込みがないものについては早期に認め
られる方向になってきた。その代わりに再認定の判断
が必要になった。
　また、いわゆる加齢などでのADL低下は身体障害と
はされないとなっている。ただし、運動障害で寝たき
りが回復しない、永続的と認められる場合には認定可
となっている。たとえば、アルツハイマー型認知症で
筋力の著しい障害や関節拘縮が認められ、寝たきり状
態になっている場合などである。
　手帳による当該事業は示した通りだが、いずれも障
害の程度と市区町村のサービス内容と基準によるもの
なので、該当する窓口での確認が必要となる。最近は
軽度者であっても障害者就労を目指し、手帳取得を希
望する方が増えた印象である。

6-3 身体障害者手帳、 
     精神障害者保健福祉手帳 

• 肢体不自由（上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の発症のもの）、音声機能・言語障害
またはそしゃく機能障害、視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、心臓機能、じん
臓機能、呼吸器機能、膀胱または直腸機能障害、小腸機能、ＨＩＶ、肝臓機能。 

• 高次脳機能障害は精神障害者保健福祉手帳を検討。2年ごとの更新必要。 

• 診断書は指定医。（身体障害者福祉法第15条） 

• 障害発生後すぐには交付されない。脳血管障害ではおおむね発症6ヶ月後からが目
安。再認定の判断が義務付けられた。 

• 「加齢または精神機能の衰退に起因する日常生活動作不能の状態はそれをもって
身体障害とは認定できない」 

• 障害程度別該当事業：医療費助成、住宅設備改造費助成、紙おむつ支給、福祉タク
シー券の交付、各種税金の控除、テレビ受信料・携帯電話の料金割引など。精神障
害者保健福祉手帳は別途。市区町村の該当窓口で要確認。 
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6-2 介護保険のサービス
• 65歳以上、介護保険料を納めている人

• 40歳以上65歳未満：特定疾病（がん末期、関節リウマチ、ALS、OPLL、
骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、糖尿病性神経障害・腎
症・網膜症、脳血管疾患、ASO、両側の膝関節または股関節に著しい
変形を伴う変形性関節症、など16種類）

• 区分：要介護認定、主治医意見書、非該当、要支援1・2-要介護1～5
• ケアマネジャー：要支援1・2は包括支援センター、要介護1～それ以
外。支援度・介護度によってサービス制限、料金の限度額がある。

• リハビリ専門職の配置は、訪問リハビリ、通所リハビリ（デイケア）。
訪問看護ステーション所属のリハビリ専門職あり。
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6-4　障害者総合支援法のサービス
（図35）ポイントは3障害、身体障害者、知的障害者、
精神障害者（発達障害を含む）、そして、2013（Ｈ25）
年度から対象者に難病等患者が加わり、現在358疾病
（2017（H29）年4月～）で利用可能となった点である。
　サービスは市区町村が主体の自立支援給付と都道府
県の地域生活支援事業がある。この中でもよく利用す
るのが地域活動支援センターである。若年障害者が通
える場所として利用価値が高い。サービス利用には原
則各種障害者手帳などによる障害の証明と障害支援区
分認定を受ける必要がある。
　介護保険と似た制度で、ケアプランに匹敵する計画
相談を受け、さらにサービスに関してのモニタリング
が行われ、内容が検討される。現在ケアマネジャーに
相当する計画相談員が不足のため、計画相談が滞りが
ちである。

まとめ
（図36）今回はリハビリテーションの考え方、予防的リ
ハビリ、回復期でのリハビリ、終末期のリハビリ、そ
して専門医につなぐ時、社会資源について、かかりつ
け医に知っておいてほしいリハビリ全般の知識につい
て記した。
　高齢者や障害者は増加し、病気による生活機能低下
は避けられない。どこにいても必要な医療が提供され
ようとしているが、その後の問題も必然である。その
解決には緩和的ケアとともに、リハビリ的アプローチ
は必須である。かかりつけ医にはリーダーとしてその

推進が求められている。
　ロボットや電気生理学的、神経生理学的アプローチ
も進んでいるが、環境や個人の状態像も合わせた生活
全体をみての導入が望まれる。
　かかりつけ医には自らリハビリ医療全体を学び、リ
ハビリ専門職の活用と、リハビリを推進できる介護福
祉の人材を育てる役割も担いつつ、障害者・高齢者の
健康を支えていただきたい。

6-4 障害者総合支援法のサービス

• 身体障害者、知的障害者、精神障害者（発達障害を含む）、難
病等（358疾病）が対象範囲。

• 自立支援給付（介護給付、訓練等給付）と地域生活支援事業
（各市区町村・都道府県単位、移動支援、地域活動支援セン
ター、福祉ホーム）

• 利用には各種障害者手帳+障害支援区分認定（区分1～6、区分6
の方が必要とされる支援の度合いが高い、医師意見書）、サー
ビス等利用計画相談、モニタリング（サービス等利用計画の見
直し）あり。

• 補装具の給付、日常生活用具の給付、住宅設備改修費の助成。

図35

図35

まとめ

• 病気を治すだけでなく、その後の生活機能低下、すなわち障害
をみるという医師の多機能化が求められている。包括的障害マ
ネジメントがリハビリテーションである。

• 生活機能低下、特に活動と参加にダイレクトにアプローチする
リハビリテーションは、その後の生活を支え、希望を創造する。

• かかりつけ医はリハビリテーションを知識として持つことで、
自ら実践するだけでなく、リハビリ処方や訪問看護師指示書、
介護予防事業への協力で専門職を動員できる。

図36

図36

【参考資料】
1) 「地域包括ケアシステムにおけるかかりつけ

医の生活期リハビリテーションへの対応マ
ニュアル」

　　http://dl.med.or.jp/dl-med/jma/nichii/
zaitaku/kaigo290528/riham.pdf（日本医
師会ホームページ）
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5．「かかりつけ医の在宅医療・緩和医療」
医療法人社団実幸会	いらはら診療所	在宅医療部長　和

わ
田
だ
忠
ただ
志
し

国立長寿医療研究センター在宅連携医療部	非常勤医師、日本在宅医学会	理事
【略歴】東京医科歯科大学卒業、医療法人財団健和会、都立広尾病院神経科、1999 年あおぞら診療所開設（院長）、

医療法人財団千葉健愛会（理事長）、2009 年あおぞら診療所高知潮江開設（院長）を経て現在に至る。
【所属・資格等】全国在宅療養支援診療所連絡会（理事・研修教育局長）、全国在宅医療医歯薬連合会（世話人）、

日本在宅ケアアライアンス（有識者委員）、千葉県医師会在宅医療推進委員会（委員）、高知県在
宅医療検討会議（委員）、千葉大学医学部（臨床教授）、東京医科歯科大学医学部（臨床教授）

北里大学医学部	総合診療医学・地域総合医療学	准教授　木
き
村
むら
琢
たく
磨
ま

北里大学東病院	総合診療・在宅支援センター長
【略歴】東邦大学医学部卒業、国立東京第二病院、国立病院東京医療センター、国立病院機構東埼玉病院総合診療

科（医長）、三重県立一志病院家庭医診療科（部長）を経て現在に至る。
【所属・資格等】豪州ニューキャッスル大学大学院臨床疫学修士課程（通信教育コース）修了、東邦大学大学院医

学研究科博士課程修了、日本プライマリ・ケア連合学会（理事）、日本在宅医学会（理事）

◆在宅医療総論
かかりつけ医と在宅医療
（図1・2）在宅医療が開始されるときには2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1つは、「（入
院治療を経るか経ないかにかかわらず）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。
　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」と言う患者が出

現する。患者は、「信頼する医師」がいれば、その医師
に最期の脈までとってもらいたいと考える。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、その
医師にかかりたいと考えるであろう。その期待に「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」活動の延長線上にあ
る。そして、「在宅での看取り」は、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、患者は安心して最期まで療養可能となる。

1

かかりつけ医が経験すること

親身になって診療を行う 「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
診で診ていただけないでしょうか」

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。「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。

◆在宅医療総論

図１

図1

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

かかりつけ医機能を発揮する大きな柱が．．．

◆在宅医療総論

図２

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2
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1．在宅医療に関連する諸制度について
●地域包括ケアシステムと在宅医療
（図3）「地域包括ケアシステム」は、住まい・生活の
支援、予防、医療と介護を、一体的に提供するもの
である。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・救急医療を担い、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
計である。

●訪問診療と往診
（図4）医師の行う現代の在宅医療は、「①定期的又は
計画的な診療、②患家の求めによる診療（24時間対
応）」の2つの基本骨格から構成される。期日を計画
し、患者に告知した上で訪問するサービスを「訪問
診療」と呼び、患者の具合が悪いときに要請に応え
て行う訪問行為を「往診」と呼ぶ。すなわち、「訪問
診療」とは多くの医療機関で「定期往診」と、「往
診」とは「臨時往診」と称されてきたものである。
訪問診療は1日あたりで、往診は1回あたりで算定す

る。往診料は実施時間帯によって算定額が異なる。
また、訪問診療料は独立した家屋や同一建物に居住
する患者1人のみの場合と、同一建物に居住する複
数の患者に対する場合とで額に相違がある。

2．多職種連携について
（図5）在宅医療の実施にあたり、多職種と円滑に連携
することは不可欠である。
　まずは、看護師、薬剤師、歯科医師、リハビリテー
ションスタッフ（理学療法士、作業療法士、言語聴覚
士）、管理栄養士、歯科衛生士などの医療職との連携が
ある。とりわけ、看護師との連携が重要であり、患者
の医療の必要性が高まるとともに看護師の役割の比重
が重くなる。
　次に、介護支援専門員（ケアマネジャー）、ホームヘ
ルパー、通所サービスのスタッフ、居住系施設などの
スタッフなど、介護職との連携がある。とりわけ、ケ
アマネジャーとの方針のすり合わせが重要である。

地域包括ケアシステムと在宅医療

1. 住まい・生活の支援

2. 要支援者・介護者へのサービス

3. 医療・介護の連携

• 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・救急医療を担い、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

◆在宅医療総論 １．在宅医療に関連する諸制度について

図３

図3

訪問診療と往診

現代の在宅医療は、技術構造として、

①定期的又は計画的な診療

②患家の求めによる診療（24時間対応）

の２つの基本骨格から構成される

計画的に患者に期日を告げて行う訪問行為が「訪問診療」（１日
あたりで算定）（いわゆる「定期往診」と称されてきたもの）

患家に求められて臨時に行う診療が「往診」（１回あたりで算定）

（いわゆる「臨時往診」と称されてきたもの）

◆在宅医療総論 １．在宅医療に関連する諸制度について

図４

図4

グル―プ
ホーム

患者

家族

在宅医
訪問看護師

ヘルパー

訪問薬剤師

訪問歯科

デイサービス
／ケア

介護保険
施設

急性期病院

回復期及び
慢性期病院

訪問リハビリ

2. 多職種連携

◆在宅医療総論

図５

ケアマネジャー

図5

連携①：診療情報の共有とケア

• 各種指示書

• 診療情報の交換
‒訪問看護との緊密な連携が非常に重要

‒各職種の訪問後の相互報告

‒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

◆在宅医療総論 2.多職種連携

図６

‒訪問看護指示書

訪問リハビリテーションの指示、訪問薬剤管理指導
の指示など

‒指示は医療職の診療に必須！

図6
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●連携①：診療情報の共有とケア
（図6）在宅医療サービスは、医師の指示書等によっ
て開始される。訪問看護ステーションに対しては指
示書によって、看護師やリハビリテーションスタッ
フの訪問活動が行われる。自院とは別の医療機関に
訪問リハビリテーション指導管理を依頼するときに
は、医師は情報提供書を発行する。薬剤師訪問活動
に関しては、処方せんの備考欄に「訪問薬剤管理指
導依頼」（医療保険）・「居宅療養管理指導依頼」（介
護保険）と記載できるが、病名等を記載した情報提
供書を提供することが推奨される。
　このほか、各職種の訪問後の相互報告、定期的な
ケアカンファレンスなどにより、血の通った連携が
可能となる。カンファレンスでは、症例の議論を通
じて他職種の視点や思考法を理解できる。

●連携②：介護情報の共有とケア
（図7）介護保険制度においては、要介護・要支援の
認定は、市区町村の「認定調査」結果と、「主治医意

見書」を判断材料として決定される。従って、「主治
医意見書」は重要な役割を持つ。医療の必要性が変
化した際には、その都度作成を行うことが望ましい。
（図8）また、介護保険給付管理に関わるケアマネ
ジャーとの情報共有は重要である。ケアマネジャー
と介護サービスについて連絡しあったり、サービス
担当者会議を開催することで、それは実現される。
同会議の目的は、多職種が一堂に会して、現状評価
と課題解決に取り組み、在宅チームを構築すること
である。開催すべきタイミングとしては、在宅医療
開始時、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、などが挙げられる。

3．病診連携について
退院時（前）カンファレンス
（図9）退院予定患者に対する事例検討会議を「退院
時（前）カンファレンス」と呼ぶ。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。これは、病院側からは「円滑に退院してもら
う」、在宅医療側からは「円滑に在宅療養が始動す
る」ために行うものである。在宅医療スタッフは病
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。
　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。相互の事
情のすり合わせをすることで、円滑な退院、在宅療
養移行につながる。第二の目的は、退院後「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。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。その対話で、患者
や家族が「自宅での療養生活」のイメージを明確に

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

◆在宅医療総論 2.多職種連携

図８

図8

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

– 医療の必要性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

◆在宅医療総論 2.多職種連携

図７

図7

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くことで、真の継続診療が成し遂げられ
る。

◆在宅医療総論 3.病診連携

図９

図9
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できる。そして、在宅療養に対する不安を大きく軽
減できる。
　「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、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、入院中の方には
病棟へ赴くことで、真の継続診療が成し遂げられる。
　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」という事情をきくこと
がある。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（休診日・外来を行っていない時間）
に開催してもらう」ことが望まれる。

急性期病院連携
（図10）かかりつけ医の役割は、「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患者を除き、在宅患者の診療
は、在宅医療のみでは完結できない。病院連携は不

可欠である。在宅患者の急性増悪は感染症などが多
いが、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
（図11）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。その関係を基盤に入院依頼を円滑に行える。
また、ITを活用した地域医療連携ネットワークがあ
る場合、紙ではなく、電子紹介状によるやり取りが
できることもある。
　「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。かかりつけ医は、病院との連携を（急
性疾患患者発生前に）開始しておきたいものである。

介護負担軽減目的の短期入院・入所
（図12）家族介護負担軽減のための入所・入院は「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、ショートステイの施設にかか
りつけ医が情報提供することは有意義である。
　一方、医療の必要性が高い患者の場合、介護施設
での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

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。

◆在宅医療総論 3.病診連携
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介護負担軽減目的の短期入所・入院

家族介護負担軽減のための入所・入院は「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。

医療の必要性が高い患者の場合、介護施設で受け入れ困難な
ため、病床を持つ医療提供施設への短期入院、介護老人保健
施設への短期入所療養介護（医療提供施設へのショートステイ）
を行う必要がある。

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線検査は
有意義である。

家族介護軽減のための入所・入院は長期間は望ましくない。

◆在宅医療総論 3.病診連携

図12

図12

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。

ITを活用した地域医療連携ネットワークがある場合、紙で

はなく、電子紹介状によるやり取りができることもある。

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。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。

◆在宅医療総論 3.病診連携

図11
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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、こ
れらの施設に診療情報提供を行うことが望ましい。
　なお、在宅医療では機器を用いる検査が困難なた
め、年1回程度、検査を行うことは有意義である。と
いうのも、在宅医療では機器を用いる検査が困難な
ため、年1回程度、検査を行うことは意義が大きいか
らである。特に、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多いが、結核
を診断することは容易ではない。結核の否定も兼
ね、胸部X線検査は定期的に行いたい。
　家族介護軽減のための入所・入院は、長期間は望
ましくない。長期の入所・入院で、「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。レスパ
イト入所・入院は、長くても2週間程度を限度とした
ほうがよい。

4．在宅診療実践のための取り組みの工夫
外来と在宅の時間配分
（図13）医師の行う在宅医療の基本構造は「①定期的
または計画的な診療（訪問診療）、②患家の求めによ
る診療（24時間対応の住診）」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回程度でも差し支えない。

24時間対応
（図14）24時間対応では、「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、昼間の診療中に呼び出されるのは苦
しい」という医師は珍しくない。これらは「①看護
師との連携（24時間対応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15）24時間対応において、日中の医学管理が重要
であることを述べたい。つまり、夜間対応は日中の
管理と不可分である。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
い、日中に、かなりの対応を終えることができる。
夜間、「電話相談を受ける場合」にも、「臨時往診を

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

その上で、「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感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

◆在宅医療総論 ４．在宅診療実践のための取り組みの工夫
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外来と在宅の時間配分

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。

◆在宅医療総論 ４．在宅診療実践のための取り組みの工夫
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24時間対応

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時間対応の訪問看護ステー

　 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

◆在宅医療総論 ４．在宅診療実践のための取り組みの工夫
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図14
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する場合」でも、大部分は予想されているものであ
る。
　在宅医療導入直後や、終末期の患者の場合には、
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。診療が終わった後に、気になる
患家に寄って自宅に帰る医師もある。このような作
業を行った上で、「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感を与える。

居住系施設等との連携の要点1）

（図16）在宅医療は、狭義の「自宅」のみを場とする
のではない。自宅での介護が過酷な場合や、家族関
係に恵まれない患者では、居住系施設などをうまく
活用することになる。居住系施設を場とする診療
も、在宅医療の重要な要素である。
　施設職員と良好な関係をつくる。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
たい。介護職員と話すときには、専門用語を避けて
わかりやすく話す。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
できないことが発生しうる。まずは、初診時などに
面談の機会を持つようにする。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、電話で家族に意思確認するのもよい。
また、機会を見つけて年に1度ぐらいは家族と面談
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。看取りを行わない方針の施設もある。「どのよ
うな医療処置ならば行ってもよい」と考えるか、も
まちまちである。急変時等の対応について、書面に
て利用者の意向を事前に得ているかも確認したい。

施設の力量の見極め方1）

（図17）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かどうかも確認したい。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。
　患者状態変化時の電話問い合わせの内容で施設力
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。

介護施設での看取り
（図18）「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。看取りを未経験で
も、施設管理者に理解があり、意欲的であれば、か

図18

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うるか」「どの

よう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

ばにいて差し上げたい」と考えるようになることが理想で

ある。医師による看取りの道程への支援が重要である。

◆在宅医療総論 ４．在宅診療実践のための取り組みの工夫
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施設の力量の見極め方

看取り経験や方針の確認

急変時等の対応について、書面にて利用者の意向を事前に

得ているかも確認したい。

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

◆在宅医療総論 ４．在宅診療実践のための取り組みの工夫
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居住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度ぐ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

◆在宅医療総論 ４．在宅診療実践のための取り組みの工夫
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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うるか」「どのように対処すれ
ばよいか」を、その都度、相談に応じる必要がある。
施設職員は、当初は、「怖いので、自分の担当時間帯
には死亡してほしくない」と考えるが、医師の支援
下に経験を積むうちに「最期のときは自分がそばに
いて差し上げたい」と考えるようになることが理想
である。

　以上で、総論の記載を終える。なお、本稿における
「総論」は、本講義における総論と各論の分類にすぎ
ず、絶対的な基準ではないことを申し添える。

◆急性期医療と慢性期のケア
医師の訪問に際して2）

（図19）白衣着用はどちらでもよい。ただし、医療処置
を行う場合には白衣着用がよい。白衣を着ない場合で
も、カジュアルな服装（Tシャツやサンダル履き）で
はないほうが好ましい。
　居宅に入る際は、チャイムを急かすように何度も鳴
らすことは好ましくない。介護者や本人が高齢な場
合、屋内にいても玄関に到達するまでに（1～2分程度）
時間を要することもある。トイレ・浴室などにいるこ
ともあることに配慮する。
　「家族は不在だが玄関が開いている場合」に、患家に

上がってよいかどうかの判断は微妙である。患者・家
族との信頼関係ができ、本人や家族の出迎えや応答が
なくても「医師が上がってよい」合意ができていれば
よいが、そうでない場合には避けたほうがよい。むろ
ん、容体が特別に悪いことが予測される場合はその限
りではない。
　医師といえども、玄関では靴をそろえて入ることが
望ましい。入ってから、患者の部屋に到達するまでは、
周囲を見回さないことが望ましいことが多い。医師に
は「見せたくない部屋（あるいは家屋の一部）もある」
ことは認識しておきたい。しかし、装飾品（あるいは
生け花など）や額入りの表彰状などは見たほうがよい
場合が多い。それらを見ることは、患者や家族に心理
的な満足感があるばかりでなく、本人・家族の趣向や
実績を知る上でも有益である。居室に入るときはノッ
クをするか、「お邪魔致します」などと一声かけて入る
のがよい。
　患者の居室に入った後、診察を開始する。「診察現場
が外部から見えたり、対話が外部から聞き取られない
かどうか」に注意を払う。例えば、居室の窓のカーテ
ンが開いている場合には、診察開始前にカーテンを閉
めることが望ましい。窓が開いていて外から対話が聞
き取られる可能性があるときには、窓を閉めてから診
察を開始したい。
　患者やご家族が「医師の訪問を好きになり、楽しみ
に待っていてくれるようになる」ことが理想である。

1．在宅医療で提供する身体診察と検査
（図20）在宅医療では、身体診察で多くのことを判断し
なければならない。バイタルサインや意識状態はもと

図19

医師の訪問に際して

医師の服装

白衣着用は医療処置などを行うときのみでもよい

チャイムを鳴らすとき

家族は不在だが玄関が開いている場合

居宅に入るときの作法、プライバシーへの配慮

最初数回の訪問で、患者・家族が「医師の訪問を

好きになり、楽しみに待っていてくれるようになる」

ことが理想である

図19

◆急性期医療と慢性期のケア

１．在宅医療で提供する身体診察と検査

在宅医療では、検査手段が乏しいだけに、身体
診察で多くのことを判断する。家族からの情報
聴取もキーポイントになる。

通常の診察用具は簡素で差し支えない。最小
限の用具は聴診器と血圧計、パルスオキシメー
ターといえる。その他、ライト、ディスポーザブル
舌圧子、ハンマー（打腱器）。必要に応じて、耳
鏡や眼底鏡を加える。

血液・尿・便・喀痰・膿採取、心電図などの検査
をうまく使用しながら診療を進める。

◆急性期医療と慢性期のケア

図20

図20
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より、必要に応じて全身をよく診ること、家族からの
情報聴取を的確に行うことがキーポイントになる。
　通常の在宅医療での診察用具は、簡素で差し支えな
い。最小限の用具は聴診器と血圧計、ポータブル経皮
的動脈血酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター）
といえる。その他、なるべく、ライト、ディスポーザ
ブル舌圧子、ハンマー（打腱器）も用意したい。必要
に応じて、耳鏡や眼底鏡を加える。
　在宅医療現場の特性の1つは、「検査機器がない」こ
とである。この制約から、在宅医療での臨床検査は、
医療機関とは異なる方法論を用いる。つまり、通常の
臨床検査は、診断のために何が最も有用かが選択基準
となる。一方、在宅医療では「何が自宅で容易に実施
できるか」が重要である。血液・尿・便・喀痰・膿採
取、心電図などの検査をうまく使用しながら診療を進
める。

2．在宅医療における治療技術
（1）気管切開の管理と在宅人工呼吸療法
（図21）訪問看護師、ケアマネジャーと連携して、療
養環境整備を行う。吸引処置などが常時できる体制
を、家族を含めて確保したい。同時に、24時間体制
及び連携病院を確保する。気管カニューレは定期的
に医師が在宅医療現場で交換して差し支えない。人
工呼吸器は、通常リースされ、提供業者と連携して
24時間対応を行う。
　臨床工学技士に定期的に訪問してもらうことがで
きれば、より良好な管理が可能となる。

（2）経管栄養、輸液・皮下輸液
（図22）経管栄養は、訪問看護師、薬剤師、可能であ
れば、管理栄養士との連携のもとに行う。
　胃瘻カテーテル交換後に確実に留置されているこ
とを確認する方法には、内視鏡を用いる方法、色の
ついた液体を事前に注入し、事後にそれが吸引でき
るか確認する方法も用いられる3）。吸引できた場合、
新しいカテーテル挿入が成功している特異度は
100%である。
　輸液は、自宅にあるカーテンレールやハンガー等
を用いて行う方法がある。皮下輸液は、皮下脂肪に
輸液する方法である。通常の留置針を皮下脂肪に刺
入して行う。静脈に注入する場合と比較して、心臓
に負担がない点で有利である。

（3）膀胱・腎カテーテル管理
（図23）訪問看護師との密接な連携のもとに行うこ
とが望ましい。膀胱留置カテーテルは在宅で安全に
交換可能である。腎瘻カテーテル交換は、泌尿器科
医師が行うことが望ましい。

２．在宅医療における治療技術
（３）膀胱・腎カテーテル管理

◆急性期医療と慢性期のケア

膀胱留置カテーテルの管理が圧倒的に多く、腎
瘻は少数である。訪問看護師との密接な連携
のもとに行う。

膀胱留置カテーテル交換は在宅で安全に可能
である。腎瘻カテーテル交換は、泌尿器科医師
が行うことが望ましい。

比較的多い合併症は、尿路感染症、尿路の出
血である。

間歇的自己導尿の準備や介助は介護職も行う
ことができる。 図23

図23

２．在宅医療における治療技術
（２）経管栄養、輸液・皮下輸液

◆急性期医療と慢性期のケア

経管栄養は、訪問看護師、薬剤師、

可能であれば、管理栄養士との連携のもとに行う。

胃瘻カテーテル交換は、内視鏡を用いる方法、色のつ

いた液体を事前に注入し、事後にそれが吸引できるか

確認する方法も用いられる。

輸液は、カーテンレールやハンガー等を用いて行う。

皮下輸液は、皮下脂肪に輸液する方法である。通常

の留置針を皮下脂肪に刺入して行う。静脈に注入する

場合と比較して、心臓に負担がない点で有利である。図22

図22

２．在宅医療における治療技術
（１）気管切開の管理と在宅人工呼吸療法

◆急性期医療と慢性期のケア

訪問看護師、ケアマネジャーと連携して、療養
環境整備を行う。吸引処置などが常時できる体
制を、家族を含めて確保。同時に、24時間体制
及び連携病院を確保する。

気管カニューレは定期的に医師が交換する。
在宅医療現場で交換して差し支えない。人工呼
吸器は通常リースされ、提供業者と連携して24
時間対応を行う。

臨床工学技士に定期的に訪問してもらうことが
できれば、より良好な管理が可能となる。 図21

図21
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　比較的多い合併症は、尿路感染症、尿路の出血で
ある。間歇的自己導尿の準備や介助は介護職も行う
ことができる。

3．急性期医療
（1）在宅医療の現場における医学的アセスメント
（図24）問診は、外来診療と比較して、直接介護にあ
たる家族（介護施設職員）から情報が確実に得られ
ること、生活を直接視認できることなどから、在宅
医療が有利である。
　既述のように、在宅医療現場には「検査機器がな
い」という制約から、在宅医療での臨床検査は、検
体検査、心電図などの検査をうまく使用しながら診
療を進める。また、連携病院を持ち、必要に応じて、
在宅医療と病院を使い分けながら検査を行うとよい。

（2）代表的疾患への対応　
　①肺炎を含む感染症

（図25）在宅医療での急性増悪の最多のものは発
熱である。感染症に関しては、訪問看護師と密接
な連携を用いて治療することが望ましい。
　検査では、血液検査だけでも有力な情報が得ら
れる。（痰・尿・血液など）細菌培養検査、血液ガ
ス検査、その他の検体検査、心電図検査も比較的
容易に在宅医療で可能である。単純X	線検査を実
施する在宅医もある。CR（Computed	Radiography）	
が発達し、以前より容易になった。超音波検査機
器も小型化されており、技術を持つ医師は行うと
よい。
　在宅医療での治療は通常、経口または経静脈で
の抗生剤投与を行う。血中半減期の長いセフトリ
アキソン（ロセフィン®）が1日1回投与で使用で
きるため、頻用される。

　②褥瘡
（図26）訪問看護師と密接に連携することが望ま
しい。日常的な皮膚の観察は訪問看護師に依頼す
るとよい。必要に応じて、リハビリテーションス
タッフ、管理栄養士と連携する。
　高性能体圧分散式マットレスを用いる（介護保
険給付可能）ことで介護負担を軽減できる。また、
圧が身体の特定部位に集中しない「ポジショニン
グ」を家族や介護職員に指導する。
　褥瘡の原因として、圧だけでなく、皮膚にかか
るずれ力が関与する。介護にあたり、ずれ力の解
除を意識すること、患者移動時にスライドシート
などを用いて、皮膚にずれ力が働きにくくするこ
とが推奨される。

３．急性期医療
（2）代表的疾患への対応 ①肺炎を含む感染症

在宅医療での急性増悪の最多のものは発熱で、血液

検査だけでも有力な情報が得られる。（痰・尿・血液な

ど）細菌培養検査、血液ガス検査、その他の検体検査、

心電図検査も比較的容易に可能である。

単純X 線検査を実施する在宅医もある。CR が発達し、

以前より容易になった。超音波検査機器も小型化され

ており技術を持つ医師は行うとよい。

経口または経静脈での抗生剤投与を行う。半減期の

長いセフトリアキソンがよく用いられる。

訪問看護師と密接な連携を用いて治療することが望ま

しい。

◆急性期医療と慢性期のケア

図25

図25

３．急性期医療
（１）在宅医療の現場における医学的アセスメント

◆急性期医療と慢性期のケア

問診は、外来診療と比較して、直接介護にあた

る家族（介護施設職員）から情報が確実に得ら

れること、生活を直接視認できることなどから、

在宅医療が有利である。

設備を要する検査機器がない点が1つの特性

である。患者の臨床像に応じて在宅医療現場

でできる検査をうまく組み合わせて実施する。

また、連携病院を持ち、必要に応じて、在宅医

療と病院を使い分けながら検査を行う。
図24

図24

３．急性期医療
（2）代表的疾患への対応 ②褥瘡

訪問看護師と密接な連携を用いて治療することが望ま

しい。日常的な皮膚の観察は訪問看護師に依頼すると

よい。必要に応じて、リハビリテーションスタッフ、管理栄

養士と連携する。

高性能体圧分散式マットレスを用いることで介護負担を

軽減できる。また、圧が身体の特定の部位に集中しない

ような「ポジショニング」を行う。

褥瘡の原因として、圧だけでなく、皮膚にかかるずれ力

が関与している。介護にあたり、ずれ力の解除を意識す

ること、患者移動時にスライドシートなどを用いることが

推奨される。

◆急性期医療と慢性期のケア

図26

図26



日医かかりつけ医機能研修制度 H29応用研修会　5．「かかりつけ医の在宅医療・緩和医療」5-10

　③転倒と骨折
（図27）転倒や外傷は、発熱とともに在宅医療現場
で多い合併症である。日常的な対応として、適切
な運動による筋肉量の維持、骨粗鬆症治療等によ
り、骨折の確率を低下させたい。また、屋内環境
整備として、訪問看護師、リハビリテーションス
タッフと共に、転倒しにくい動作、動線、屋内構
造を考案する。
　骨折が疑われる場合、通常は病院と連携して、
診断、治療を行うことになる。骨折において、侵
襲的治療実施の是非に関しては、患者の年齢、活
動性、認知症の有無、患者や家族の価値観などを
総合的に勘案して、かかりつけ医が判断すること
が望ましい。

4．慢性期ケア
（図28）在宅医療においては、慢性期のケアを継続して
担う役割も大きい。その医師の役割は多岐にわたる
が、まず、「生活環境を認識」するようにする。在宅医
療では、外来で患者を診る際に比べて格段に患者を理
解することができる。次に、「家族・介護者と関係性を
構築」することは、様々な意思決定支援をする上での
基盤となる。
　さらに、医学的には、「ベースラインの身体所見を把
握」しておくとよい。在宅医療が導入される患者はす
でに様々な所見を有することも多いが、有事の際の身
体所見を、安定期といえることが多い慢性期の所見と
比較して判断することの意義は大きい。
　慢性期のケアでは、以上をもとに、医療機関におけ
る医療内容を持ち込むというよりも、「生活を支える
視点」で多職種と協働しつつ医療を提供していく。

（1）家族介護力の評価とアプローチ
（図29）まず、「家族と同居か/独居か」「複数の介護
者がいるか」を情報収集する。具体的に、「誰が」
「どのくらいの頻度で」「どの程度」介護しているの
か把握できれば有用である。
　認知機能（認知症の場合はBPSDの有無を含む）や
ADL:日常生活動作/IADL：手段的ADLは、介護内容と
密接に関係しており認識するようにする。
　なお、「家族と介護者・介護者同士の関係性」「介
護負担」の把握は、本人や家族の意向をふまえたケ
アや、介護者の心理アセスメント（“燃え尽き”を防
ぐことを含む）のためにも必要である。

（１）家族介護力の評価とアプローチ

• 家族と同居か/独居か

• 複数の介護者がいるか

• 認知機能（認知症の場合はBPSDの有無）

• ADL:日常生活動作/IADL：手段的ADL

• 家族と介護者、介護者同士の関係性

• 介護負担・介護者の心理アセスメント

図29

◆急性期医療と慢性期のケア 4.慢性期ケア

図29

４．慢性期ケア

• 生活環境を認識

• 家族・介護者と関係性を構築

• ベースラインの身体所見を把握

• 生活を支える視点

図28

◆急性期医療と慢性期のケア

図28

３．急性期医療
（2）代表的疾患への対応 ③転倒と骨折

◆急性期医療と慢性期のケア

転倒や外傷は、発熱とともに在宅医療現場で多い合併

症である。日常的な対応として、筋肉量の維持、骨粗鬆

症に対する治療により、骨折の確率を低下させる。

訪問看護師、リハビリテーションスタッフと共に、転倒し

にくい動作、動線、屋内構造を考案する。

骨折が疑われる場合、通常は病院と連携して、診断、治

療を行う。

侵襲的治療実施の是非に関しては、患者の年齢、活動

性、認知症の有無、患者や家族の価値観などを総合的

に勘案して、かかりつけ医が判断することが望ましい。
図27

図27
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（2）栄養アセスメントと栄養処方
（図30）適切な栄養介入のためには、適切な栄養アセ
スメントが必要で、多面的な評価が求められるが、
その基本は体重や経口摂取量の変化である。
　高齢者では生理的な“やせ”であることもあるが、
蛋白質・ エネルギー低栄養状態（protein	energy	
malnutrition）により全体として体重減少が生ずる
こともある。
　総エネルギー必要量を検討する際には、高齢者で
は安静時基礎代謝の低下、身体活動の低下などによ
りエネルギー消費量（必要量）が低下するが、身体
活動度、基礎疾患などをふまえ、一律に高齢者と括
らないようにしたい。

（3）高齢者総合的機能評価とリハビリテーション
（図31）高齢者総合的機能評価を行うことは、訪問診
療を行う患者の理解に有用である。その項目には、
認知機能、基本的	ADL（移動・排泄・摂食・更衣・
整容・入浴）、手段的	ADL（外出・買い物・電話・料

理・金銭管理・服薬管理）、情緒・	気分などがある。
　在宅医療におけるリハビリテーションは、摂食・
嚥下・排泄・QOLの向上、介護負担軽減、廃用・転
倒予防など生活を支える視点が求められる。

（4）代表的健康問題への対応
摂食嚥下障害、認知症、排尿・排便障害、慢性呼吸
不全、慢性心不全、神経難病（筋萎縮性側索硬化症
とパーキンソン病）
（図32）嚥下障害へのアプローチは、まずスクリーニ
ングから始まる。反復唾液嚥下テスト（Repetitive	
saliva	swallowing	test:RSST）は嚥下障害に対する
スクリーニングテストの1つで、甲状軟骨を触知した
状態で30秒間に空嚥下が何回可能かを測定し、3回未
満であれば陽性である（感度0.98、特異度0.66）4）。
　食べることは楽しみであり、嚥下障害が認められ
ても、「どのようなものなら食べられるか」「どのよ
うにすれば食べられるか」の視点で、栄養士、言語
聴覚士、歯科医師、歯科衛生士などと連携していく。
　排尿・排便障害（失禁を含む）は、非常にありふ
れた臨床問題であるが、「患者本人の尊厳」「介護者
の負担」など多くの臨床的な背景がある。その対応
は、本人の意向や、介護力はもちろん、尿意・便意
があるか、便座に移ることができるか、残尿の有無
（男性か女性かによってアプローチは異なるが、特
に薬剤の副作用に留意）などで総合的に判断し、安
易な尿道留置カテーテルの留置は慎む。訪問看護師
との連携は鍵となる。

（３）高齢者総合的機能評価と
リハビリテーション

• 高齢者総合的機能評価

ー 認知機能

ー 基本的 ADL ：移動・排泄・摂食・更衣・整容・入浴

ー 手段的 ADL ：外出・買い物・電話・料理・

金銭管理・服薬管理

ー 情緒・気分

• リハビリテーション

ー 生活を支える摂食・嚥下・排泄・QOL

ー 介護負担軽減

ー 廃用・転倒の予防
図31

◆急性期医療と慢性期のケア 4.慢性期ケア

図31

（２）栄養アセスメントと栄養処方

• 適切な栄養介入のためには栄養アセスメントが必要

ー 基本は体重や経口摂取量の変化

ー 高齢者では生理的な“やせ”であることもある

ー 蛋白質・エネルギー低栄養状態（protein energy 
malnutrition）により体重減少が生ずることもある

• 総エネルギー必要量の検討

ー 高齢者では安静時基礎代謝が低下

ー 身体活動度、基礎疾患などをふまえる

図30

◆急性期医療と慢性期のケア 4.慢性期ケア

図30

（４）代表的健康問題への対応
摂食嚥下障害、排尿・排便障害

• 反復唾液嚥下テスト
ー 30秒間に空嚥下が何回可能か
ー 3回未満であれば陽性
ー 感度0.98、特異度0.66（小口 和代：リハビリテーション医学Vol.37, 2000 ）

• 食べることは楽しみ
ー どのようなものを、どのようにすれば食べられるか
ー 栄養士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士と連携

• 排尿・排便障害（失禁を含む）
ー 「患者本人の尊厳」「介護者の負担」
ー 訪問看護師との連携は鍵

図32

◆急性期医療と慢性期のケア 4.慢性期ケア

図32
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（図33）認知症は原因疾患、ステージによってアプロー
チが異なる。BPSDへ多職種と連携して対応することが
在宅医療では求められる。
　慢性呼吸不全は、在宅医療を行う患者では、息切
れ・呼吸困難が見られることも多い。在宅酸素の適応
や、トイレ移動や食事の際の適切な酸素の使用法に関
する指導、栄養学的（高カロリー）アプローチ、呼吸
リハなどの視点が求められる。
　慢性心不全は、在宅医療を行う患者では、息切れ・
呼吸困難が見られることも多い。生活状況に合わせた
水分摂取法への指導、在宅酸素の適応や、トイレ移動
や食事の際の適切な酸素の使用法に関する指導を行う。
　神経難病は、その病型によって臨床症状や経過が異
なるが、パーキンソン病では、運動症状（Lドーパが
主体となることが多い）と非運動症状に大別して捉え
るとアプローチしやすい。
　多系統萎縮症や筋萎縮性側索硬化症（ALS）は、在宅
医療で診療することも多く、介護者や多職種との密接
な連携が求められる。栄養摂取、呼吸管理、コミュニ
ケーションツールなどの意思決定支援や治療方針につ
いては、神経内科専門医などと連携する。

◆在宅緩和ケア
（図34）在宅医療における緩和ケアは、その対象が患者
と共に家族も含めてである部分が、医療機関における
緩和ケア以上に重要となる。対象疾患は、悪性腫瘍
（がん）はもちろん、認知症、慢性疾患（呼吸不全、心
不全、腎不全、肝不全など）、神経難病なども含まれ
る。

1．在宅緩和ケア概論
（図35） 様々な症状に対する緩和を行う。 疼痛は、
total	pain	（身体的・社会的・精神的・霊的な痛み）
として捉える。本人や家族への意思決定支援や、家族
ケア（グリーフケアを含む）も念頭におく。在宅医療
は、病院医療を持ち込むことではない点をふまえつ
つ、多職種と協働して、在宅看取りも念頭においたケ
アを提供する。

１．在宅緩和ケア概論

• 様々な症状に対する緩和

• 疼痛は、total pain （身体的・社会的・精神的・
霊的な痛み）として捉える

• 本人や家族への意思決定支援

• 家族ケア（グリーフケアを含む）

• 在宅医療は、病院医療を持ち込むことではな
い点をふまえつつ、多職種と協働して、在宅
看取りも念頭においたケアを提供

図35

◆在宅緩和ケア

図35

◆在宅緩和ケア

• 対象：患者と共に家族も含めて

• 対象疾患

ー 悪性腫瘍（がん）

ー 認知症

ー 慢性疾患（呼吸不全、心不全、腎不全、

肝不全）

ー 神経難病

など

図34

図34

（４）代表的健康問題への対応

認知症、慢性呼吸不全、慢性心不全、神経難病
（筋萎縮性側索硬化症とパーキンソン病）

• 認知症

ー 原因疾患、ステージ、 BPSDへ多職種と連携した対応

• 慢性呼吸不全

ー 在宅酸素、トイレ移動・食事、呼吸リハ

• 慢性心不全

ー 在宅酸素、トイレ移動・食事

• 神経難病

ー パーキンソン病：運動症状と非運動症状に大別

ー 多系統萎縮症やALS：神経内科専門医と連携

図33

◆急性期医療と慢性期のケア 4.慢性期ケア

図33
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（1）関連する法律や診療報酬制度
（図36）まず、在宅療養支援診療所（以下、在支診）
の届け出制度がある。これには、24時間連絡を受け
る体制（医師or看護師）が必須である。機能強化型
在支診は、在支診の要件に加えて、①在宅医療を担
当する常勤医師3名以上、②過去1年間の緊急の往診
実績10件以上、③過去1年間の看取り実績4件以上
（又は、単独型の場合、超・準超重症児の医学管理実
績4件以上）の場合に届出が受理される（患者からの
緊急時の連絡先の一元化を行い、患者の診療情報の
共有を図るため、連携医療機関間で月1回以上の定
期的なカンファレンスを実施等すれば、複数の医療
機関が連携して上記の要件を満たすこと（連携型）
も可能）。
　次に、様々な医療保険による給付（退院時共同指
導料、在宅患者訪問診療料、往診料、在宅時医学総
合管理料、在宅がん医療総合診療料、各種管理指導
料）がある。同時算定ができない要件などについて、
医療事務とも連携して確認しておく。

（2）看取りにあたっての多職種連携
（図37）医療職である訪問看護師との連携は非常に
重要である。緊急時（24時間）の体制についても具
体的に取り決め、患者・家族と共有しておく。ケア
マネジャーとの連携などを通して、在宅（介護）ス
タッフの負担が少なくなる配慮を行い、介護スタッ
フも含めて、患者・家族の看取り体制を支えられる
ように、密接な連携を行う。

（3）看取りにあたっての家族へのケア（悲嘆に対する
ケアを含む）

（図38）患者の死後にも、在宅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。
　家族をねぎらい、適切に支援することにより、患
者の死を悲しむ家族は、患者の死を乗り越えること
ができる。治療適応となる“うつ”を念頭におき、
見逃さないようにする。

（4）事前指示（advance directive）への対処
（図39）まず、本人に意思決定能力があるか否かを判

（２）看取りにあたっての多職種連携

• 医療職である訪問看護師との連携は非常に
重要

• 緊急時（24時間）の体制についても具体的に
取り決め、患者・家族と共有しておく

• ケアマネジャーとの連携などを通して在宅（介
護）スタッフの負担が少なくなる配慮

• 介護スタッフも含めて、患者・家族の看取り体
制を支えられるような、密接な連携

図37

◆在宅緩和ケア 1.在宅緩和ケア概論

図37

（１）関連する法律や診療報酬制度

• 在宅療養支援診療所（在支診）の届け出制度

ー 24時間連絡を受ける体制が必須

• 様々な医療保険による給付

ー 退院時共同指導料

ー 在宅患者訪問診療料、往診料

ー 在宅時医学総合管理料

ー 在宅がん医療総合診療料

図36

◆在宅緩和ケア 1.在宅緩和ケア概論

図36

（３）看取りにあたっての家族へのケア
（悲嘆に対するケアを含む）

• 家族をねぎらい、適切に支援することにより、
患者の死を悲しむ家族が、乗り越えることが
できる

• 治療適応となる“うつ”を念頭におく
図38

◆在宅緩和ケア 1.在宅緩和ケア概論

• 患者の死後にも、在宅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

図38

（４）事前指示（advance dire ve）への対処

• 本人に意思決定能力があるか否かを判断

• 患者や家族の状況に合わせて、説明を繰り返しなが
ら、意思決定を支援

• 「家族などに配慮して本心を語らないこと」「医師に本
音を言わないこと」がしばしばある

ー ケアマネジャーや訪問看護師などの意見をきく

• アドバンスケア・プランニング（患者の死生観や価値
観を、家族や医療チームが相互に理解・共有し、尊
重していくプロセス）の考え方は有用

• “終活”や、エンディングノートに気を配る

• 患者に意思決定能力があれば、事前指示を有してい
ても、現在意思を確認 図39

◆在宅緩和ケア 1.在宅緩和ケア概論

図39
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断する必要があるが、臨床現場では、「相手によっ
て」「体調」「心理状態」などで、患者の意思決定能
力が異なることも多い。そのため、患者や家族の状
況に合わせて、説明を繰り返しながら、意思決定を
支援していく。
　次に、「家族などに配慮して本心を語らないこと」
「医師に本音を言わないこと」がしばしばあるので、
ケアマネジャーや訪問看護師などの意見をきくとよ
い。アドバンスケア・プランニング（患者の死生観
や価値観を、家族や医療チームが相互に理解・共有
し、尊重していくプロセス）の考え方は有用である。
　最近では、“終活”を行ったり、エンディングノー
トを残している人もおり、気を配る。なお、患者に
意思決定能力があれば、事前指示を有していても、
現在意思を確認する。
　医療代理人（代理判断者）、つまり、判断能力や意
思表示能力がなくなった際に、自分の代わりに判断
する人物をあらかじめ指定することも含んで対処し
ていく。

2．がん患者への緩和ケア
（図40）悪性腫瘍（がん）では、非がんに比べて予後予
測が比較的可能であり、比較的短い療養期間である。
医療の必要性が高いことも多く、訪問看護師や訪問薬
剤師との密接な連携が鍵である。　
　なお、在宅死について在宅医療の開始当初から合意
する必要はなく、訪問しながら患者や家族の意向を確
認していく。
（図41）多職種と連携することで、患者・家族、在宅
チーム全体の負担を最小限にした在宅医療の提供が可

能となる。特に外来などで長期に継続的に関わってき
た患者への在宅医療の提供は、患者・家族にとって満
足が大きい。
　専門医療機関とも適宜連携すれば、在宅でも緩和ケ
アは可能である。

（1）がん疼痛の評価とオピオイドも含んだ治療法６）

（図42）WHO方式はがん性疼痛治療のスタンダードで
あり、がん性疼痛に70～80％以上の鎮痛効果がある
といわれている。①経口的に（by	mouth）、②時間を
決めて定期的に（by	the	clock）、③除痛ラダーに
沿って効力の順に（by	the	ladder）、④患者ごとの
個別的な量で（for	the	individual）、⑤以上の4原
則を守った上で細かい配慮を行う（with	attention	
to	detail）。
　非オピオイド鎮痛薬（アセトアミノフェン、NSAID
など）、弱オピオイド（トラマドールなど）、強オピ
オイド（モルヒネ、フェンタニル、オキシコドンな
ど）、鎮痛補助薬（ステロイドなど）を患者の基礎疾

• 多職種と連携

• 患者・家族、在宅チーム全体の負担を最小限
にした在宅医療の提供

• 外来などで長期に継続的に関わってきた患
者への在宅医療の提供は、患者・家族にとっ
て満足が大きい

• 専門医療機関とも適宜連携すれば、在宅でも
緩和ケアは可能である

図41

◆在宅緩和ケア 2.がん患者への緩和ケア

図41

内臓痛 局在は曖昧 腹部腫瘍（「ズーン」と響く）

体性痛 局在は明確 骨転移（「ズキッとする」）

神経受容性疼痛 知覚過敏、電撃痛 神経浸潤（「ピリピリ」「ジンジン」）

（１）がん疼痛の評価とオピオイドも含んだ治療法

図42

◆在宅緩和ケア 2.がん患者への緩和ケア

図42

２．がん患者への緩和ケア

• 悪性腫瘍（がん）では、非がんに比べてある程度
の予後予測が可能

• 比較的短い療養期間

• 訪問看護師や訪問薬剤師との密接な連携が鍵

• 在宅死を在宅医療の開始当初から合意する必
要はない

図40

◆在宅緩和ケア

図40
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患、症状、腎機能障害をふまえ投与する。調剤薬局
と連携して、服薬管理の視点を忘れずに診療する。
オピオイド開始時は、適切な説明で患者へ医療用麻
薬に関する誤解を与えないようにしつつ、副作用
（便秘、嘔気、眠気）への説明と対策を講じる。

（2）がん疼痛以外の諸症状に対する評価と症状緩和
　呼吸苦、悪心・嘔吐、せん妄、抑うつや不安
（図43）呼吸苦は、オピオイドや、酸素の使用ととも
に、不安に起因することも多いため抗不安薬も考慮
する。
　悪心・嘔吐は、まず原因（消化管病変や消化管運
動低下、オピオイドの副作用、高カルシウム血症な
ど）をアセスメントした上で、メトクロプラミドや
ドンペリドン、ハロペリドール、プロクロルペラジ
ンなどの薬物療法を検討する。

（図44）せん妄は、低活動型や軽度である場合、診断が
困難なこともあるが、日内変動などに留意して早期に
発見する。在宅療養では、病棟などに比べて、せん妄

に対して予防的に働くと考えられるが、死前せん妄
や、高カルシウム血症、オピオイドの副作用によるせ
ん妄はしばしば経験される。睡眠導入剤・抗不安薬は
増悪因子であることをふまえ、ハロペリドール、セロ
クエル（糖尿病では禁忌）などの使用を、患者の予後
などもふまえ検討する。
　抑うつや不安は、不眠、食欲低下などと表裏一体の
症状であるといえるが、在宅医療では、多職種の関わ
りによるコミュニケーション、特に傾聴や支持的な関
わりが有効であることも多い。

3．非がん患者への緩和ケア
（図45）慢性心不全、慢性呼吸不全などにおいては、急
性増悪が起こるたびに回復の度合いが減り、増悪と緩
解を繰り返しながら徐々に衰弱していく。
　訪問看護師と連携することは、生活の中の症状緩和
（排便ケアなど）のために必須である。
（図46）長期経過の中で、次第に衰弱していく患者と、

３．非がん患者への緩和ケア

• 慢性心不全、慢性呼吸不全などにおいては、
急性増悪が起こるたびに回復の度合いが減
り、増悪と緩解を繰り返しながら徐々に衰弱

• 訪問看護師と連携する

ー 生活の中の症状緩和

ー 排便ケア

図45

◆在宅緩和ケア

図45

• 長期経過の中で、次第に衰弱していく本人と、
そのプロセスを看る家族を支援

• 家族の介護ストレスや疲労にも留意

• 適宜、休息させる視点を持ち、ケアマネジャー
などと連携

図46

◆在宅緩和ケア 3.非がん患者への緩和ケア

図46

（２）がん疼痛以外の諸症状に対する評価と症状緩和
呼吸苦、悪心・嘔吐、せん妄、抑うつや不安

• 呼吸苦

ー オピオイド、酸素

ー 不安に起因することも多い

• 悪心・嘔吐

ー 原因をアセスメント（消化管運動低下、オピオ
イドの副作用、高カルシウム血症など）

ー 薬物療法を検討する

図43

◆在宅緩和ケア 2.がん患者への緩和ケア

図43

• せん妄

ー 低活動型

ー 死前せん妄、高カルシウム血症、オピオイド

• 抑うつ・不安

ー 不眠、食欲低下などと表裏一体の症状

ー 多職種の関わりによる傾聴や支持的な関わり

が有効

図44

◆在宅緩和ケア 2.がん患者への緩和ケア

（２）がん疼痛以外の諸症状に対する評価と症状緩和
呼吸苦、悪心・嘔吐、せん妄、抑うつや不安

図44
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そのプロセスを看る家族を支援していく。
　家族の介護ストレスや疲労にも留意し、適宜、休息
させる視点を持ち、ケアマネジャーなどと協調してい
く。

（1）末期非がん患者の症状と予後予測
（図47）脳血管障害の終末期における症状は、栄養状
態の悪化や、繰り返す誤嚥性肺炎であり、これらが
認められれば予後不良の可能性がある。
　肝不全の終末期における症状は、コントロール不
良の腹水、意識障害（脳症）であり、これらや、細
菌性腹膜炎の既往が認められれば予後不良の可能性
がある（血液検査で低アルブミン血症、凝固異常、
強い黄疸が認められる）。
　腎不全の終末期における症状は、コントロール不
良の高カリウム血症・体腔液（胸水・腹水）貯留で
ある（血液検査で、血清クレアチニン値をもとに算
出した推算糸球濾過量（eGFR	ml/分/1.73㎡）が15
未満が認められる）。
　呼吸不全の終末期における症状は、安静時の呼吸
困難、寝たきり、繰り返す肺炎であり、これらが認
められれば予後不良の可能性がある。
　心不全の終末期における症状は、コントロール不
良の胸水、安静時の呼吸困難、胸痛（NYHA分類IV
度）であり、これらが認められれば予後不良の可能
性がある。
　認知症の終末期における症状は、一人で移動でき
ず、意味のある会話ができず意思疎通が困難、ADL
はほぼ寝たきり、経口摂取低下、低栄養、悪化傾向
の褥瘡、便失禁・尿失禁、抗菌薬投与にもかかわら

ず繰り返す誤嚥や誤嚥性肺炎を認め、これらが認め
られれば予後不良の可能性がある（FAST分類のス
テージ7の高度アルツハイマー型認知症の状態）。

（2）各疾患に対するケア：末期認知症、末期呼吸不全、
末期心不全、 末期腎不全、 筋萎縮性側索硬化症

（ALS）
（図48）終末期の認知症においては、経口摂取不良時
における人工栄養開始について意思決定支援を行う。
　終末期の慢性呼吸不全においては、栄養管理（体
重減少は呼吸機能と独立した予後因子であり、スト
レス係数を1.3以上に設定する）、在宅酸素（II型呼
吸不全では炭酸ガス貯留に留意）による症状緩和と
QOL向上、呼吸リハ（上肢の筋力トレーニング）、感
染予防のためのワクチン接種を行う。
　終末期の慢性心不全においては、生活状況に合わ
せた水分摂取法に関する指導や、在宅酸素による
QOL向上・症状緩和を行う。
　終末期の慢性腎不全においては、貧血の管理、透
析に関する意思決定支援や、食事療法（食事制限を
行い食欲が減ることに注意）を指導する。
　筋萎縮性側索硬化症（ALS）においては、嚥下障
害、呼吸障害、運動ニューロン障害などに対して、
人工呼吸器装着（気管切開下、非侵襲的陽圧換気）
や人工栄養の開始に関する意思決定支援を、神経内
科専門医などと密接に連携して行う。患者の意思決
定能力は保たれていることも多い（前頭側頭型認知
症を合併することもある）ことを十分に念頭にお
き、長い療養期間で全介助が多いことをふまえ診療
する。

（２）各疾患に対するケア：末期認知症、末期呼吸不全、
末期心不全、末期腎不全、
筋萎縮性側索硬化症（ALS）

• 終末期の認知症
ー 人工栄養開始について意思決定支援

• 終末期の慢性呼吸不全
ー 栄養管理、在宅酸素、呼吸リハ、感染予防

• 終末期の慢性心不全
ー 在宅酸素とQOL向上

• 終末期の慢性腎不全
ー 貧血の管理、透析に関する意思決定支援、食事療法

• 筋萎縮性側索硬化症（ALS）
ー 長い療養期間、全介助、患者の意思決定能力は保たれている

図48

◆在宅緩和ケア 3.非がん患者への緩和ケア

図48

（１）末期非がん患者の症状と予後予測

• 脳血管障害の終末期
ー 繰り返す誤嚥性肺炎

• 肝不全の終末期

ー コントロール不良の腹水、意識障害（脳症）

• 腎不全の終末期

ー コントロール不良の高カリウム血症・体腔液（胸水・腹水）貯留

• 呼吸不全の終末期

ー 安静時の呼吸困難、寝たきり、繰り返す肺炎

• 心不全の終末期

ー コントロール不良の胸水、安静時の呼吸困難、胸痛（NYHA分類IV度）

• 認知症の終末期

ー 一人で移動できず、意味のある会話ができず意思疎通が困難
ー 経口摂取低下、低栄養

図47

◆在宅緩和ケア 3.非がん患者への緩和ケア

図47
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おわりに
終末期における疾患の軌道

図49

◆在宅緩和ケア

図49

おわりに
（図49）終末期における各疾患の経過の大まかな理解
は、検査の施行が医療機関においてよりも限られる在
宅医療では有用である5）改変引用。
　悪性腫瘍では死の直前まで機能が保たれるが、急に
状態が悪化すれば死期が近いことを意味する。
　慢性疾患ではイベントが起こるたびに回復の度合い
が減り、増悪と緩解を繰り返しながら徐々に衰弱して
いく。
　加齢・老衰では枯れるように静かに老い、緩やかな
下り坂を経過する。
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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

くさ
場
ば
鉄
てっ
周
しゅう

日本プライマリ・ケア連合学会	副理事長
【略歴】京都大学医学部卒業、日鋼記念病院、北海道家庭医療学センター（家庭医療学専門医コース修了）、
　　　　北海道家庭医療学センター（所長）、本輪西サテライトクリニック（所長）、2008 年 医療法人 北海道
　　　　家庭医療学センター設立（理事長）、本輪西ファミリークリニック（院長）、現在に至る。
【所属・資格等】日本プライマリ・ケア連合学会認定（家庭医療専門医・指導医）、
　　　　　　　　北海道医療対策協議会（委員）、室蘭市医師会（監事）、京都大学医学部（非常勤講師）

板橋区役所前診療所	副院長　鈴
すず
木
き
陽
よう
一
いち

帝京大学医学部医学教育センター	臨床准教授
【略歴】千葉大学医学部卒業、千葉大学附属病院、東京厚生年金病院、小田原市立病院、船橋医療センター、
　　　　千葉大学医学部大学院医学研究科卒業（加齢呼吸器病学）（医学博士）、国保松戸市立病院内科（医長）、
　　　　板橋区役所前診療所（病診連携部長）、2013年 板橋区役所前診療所（副院長）、現在に至る。
【所属・資格等】日本内科学会 総合内科専門医、日本呼吸ケア・リハビリテーション学会（代議員）
【専門分野】地域在宅医療、在宅呼吸ケア、摂食嚥下、在宅緩和ケア

（図1）症例検討のセッションでは、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29年度応用研修会では1の「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」、そして、3の「認知症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）症例1では、外来診療に通院している患者に対し
て、身体あるいは認知面での虚弱性が増大した際に、
いかに効果的に介護サービスを導入するべきかを症例
を通じて論じていく。

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. 癌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、「１」と「３」を取り扱う
図1

図1

外来診療から効果的に介護
サービスへつなげるために

◆症例１

図2

図2
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（図3）患者は82歳の女性、一人暮らしである。40代か
らの気管支喘息に加え、60代前半に乳癌を患って右乳
房切除術を受けている。右腋窩リンパ節郭清術の影響
で右前腕を中心とした浮腫が強く、利き手の動きにや
や支障がある。また、70歳の時には右脳梗塞を発症し、
左下肢の不全麻痺と反射性尿失禁が後遺症となってい
る。30代から肉体労働に従事した影響もあり、両膝の
変形性関節症による歩行時の両膝痛もある。ADL（日常
生活動作）は、移動が杖歩行である以外は全て自立。
IADL（手段的日常生活動作）は、掃除や金銭管理は問
題ないが、買い物は膝痛により難しく、娘に近隣の
スーパーに連れて行ってもらっている。また、調理に
ついても主食はよいが、おかずについてはしばしば娘
が差し入れしている。バスについては、5年前から歩行
に不安があるため、ほぼ利用していない。娘の送迎か
タクシーを使って通院している。
（図4）夫は20年前に肺癌で亡くなっており、それ以来
一人暮らしを続けている。子どもは、長男が東京に、

同じA市に長女、隣のB市に次女が夫や子どもと暮ら
している。長女は専業主婦で家も近く、患者の買い物
や通院などの支援を行い、2日に1回程度はおかずなど
の差し入れをしている。次女はパートタイムの仕事も
あり、訪問の頻度は少ないが、月に2回ぐらいは買い物
や通院の支援を行っている。東京の長男は盆・正月に
帰省する程度である。
（図5）外来では、年に2回程度発症する中等度の気管支
喘息発作に吸入で対処していた。この度、喘息発作に
急性肺炎を併発し、酸素飽和度が80％台と低酸素血症
を示し、全身状態の悪化があったため近隣の病院の呼
吸器科に紹介したところ、そのまま入院となった。そ
の後、1週間程度の入院加療で喘息・肺炎共に改善し退
院する運びとなった。ただ、帰宅後、3日目に自宅での
転倒があり、顔面と右肘を打撲し外来受診となった。
幸い骨折もなく、鎮痛薬で対処することとなった。
　かかりつけ医としては、この患者が退院後に転倒す
るに至った要因を検討することが必要となる。

症例１ H.Oさん

• 82歳 女性 一人暮らし
＃1．気管支喘息

＃2．両膝変形性関節症

＃3．右脳梗塞後

＃4．乳癌術後（右乳房切除術）

• ADL
• 更衣：自立／食事：自立／移動：杖歩行

• 排泄：自立／整容：自立（自宅入浴）

• IADL
• 買い物：娘と共に／掃除：自立／金銭管理：自立

• 調理：娘が援助しながら自立

• 公共交通機関の利用：不可

図3

図3

B市在住

東京在住

A市在住

家族図

A市在住
肺癌

図4

患者 夫

長
男

長
女

次
女

図4

Case…身体虚弱性（フレイル）の進行

•外来では、年に２回程発症する中等度の気管支
喘息発作に対して吸入で対処

•今回、喘息発作に肺炎を併発。低酸素血症もあ
り、近隣の病院の呼吸器科に紹介し入院へ

•１週間程度の入院で喘息・肺炎共に改善し退院

•帰宅後、３日目に自宅で転倒し、打撲症で受診

☆この患者が転倒に至った要因はどのようなもの
があるでしょうか？

図5

図5

転倒の要因

1. 両膝の変形性膝関節症
•膝関節の可動域低下と疼痛による歩行障害

2. 右脳梗塞後
•左下肢不全麻痺に伴う歩行障害

3. 入院による廃用
•短期間でも臥床が続くと下肢筋力は低下

4. 薬剤の副作用
•降圧剤、抗不安薬、睡眠剤、抗コリン剤などの投
与が影響

5. 家屋環境の問題
•段差、手すりの未設置など

☆かかりつけ医として次の一手は何でしょうか？

図6

図6
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（図6）高齢者の転倒の要因は実に多様であるが、今回
は大きく5つの要因が考えられた。1つ目は、両膝の変
形性膝関節症に伴う、膝の疼痛と可動域低下が歩行機
能を悪化させたという点。2つ目は、右脳梗塞後で左下
肢不全麻痺があるため、同じく歩行障害をもたらした
という点。3つ目は、入院によって短期間でも臥床が続
いたため下肢筋力の低下があり、いわゆる廃用により
歩行障害をもたらしたという点。4つ目は、入院前ある
いは入院中に処方された薬剤、特に降圧剤、抗不安薬、
睡眠剤、そして頻尿に対する抗コリン剤などが副作用
としてふらつきをもたらし、転倒を誘発したという点
である。最後に、家屋環境の問題点も想定する必要が
ある。特に、部屋の敷居やカーペットなどの段差、そ
して、浴室や階段などの手すりの未設置などはふらつ
いた時に転倒を促進することになる。
　今回は骨折に至らなかったが、今後再発するようで
あれば骨折などで更なる機能障害をもたらす可能性も
あるため、かかりつけ医としては次の一手を取る必要
がある。
（図7）転倒に対する介入は、大きく2つに分けられる。
1つは医学的介入であるが、いわゆる疾患に対する検
査・治療であり、今回は両膝痛が十分に緩和されてい

ない場合は、鎮痛剤や関節注射による疼痛緩和を検討
する。また、薬剤の副作用が影響している場合は、原
因となる薬剤を慎重に検討しながら、減量や中止に
よってリスクを軽減することもできる。また、入院を
通じて低下した下肢筋力の回復や歩行機能の改善を目
指したリハビリテーション（以下、リハビリ）の導入
も考えてよいだろう。
　もう一方は、生活環境・生活機能への介入である。
こちらは、まず現在使用している一点杖以外の歩行補
助器具として三点杖や歩行器などの導入を検討するこ
とが可能であり、更に今回の転倒が家屋の段差などの
家屋環境の問題であれば、改修工事によって環境を改
善することもできる。
　それでは、こうした介入の中でも、医師が直接実施
や指示できる医学的介入と異なり、生活環境・生活機
能に介入する際にはどのような対応が可能であろうか。
（図8）その際にはいわゆる介護サービスの導入が必要
となるが、その流れを図に示した。最初のステップと
して、かかりつけ医は介護サービスの利用を必要と判
断したら、患者や家族に対して介護サービスの利用を
提案し、介護保険の要介護（要支援）認定を申請する
ように促すことが求められる。

介護サービスの利用

介護（介護予防）サービス計画書

審査判定から認定へ

認定調査・主治医意見書

要介護（要支援）認定の申請 介護サービス
利用の提案

かかりつけ医の果たす役割

介護サービス
導入の流れ

図8

図8

２つの介入

•医学的介入
1. 両膝痛に対する鎮痛剤や関節注射
2. 副作用を引き起こしている内服薬の減量や中止
3. 歩行機能改善のためのリハビリテーション

•生活環境・生活機能への介入
1. 杖以外の歩行補助器具の検討
2. 家屋の段差などの改修

☆生活環境・生活機能の介入のために主治医が
取るべき対応は？

図7

図7
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（図9）要介護（要支援）の認定の申請を自治体や地域
包括支援センターに行った後、まず、要支援状態か要
介護状態かの判断が必要となる。要介護状態は、身体
上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食
事等の日常生活における基本的な動作の全部または一
部について、原則6ヶ月にわたり継続して、常時介護を
要すると見込まれる状態と定義されており、要支援状
態はそうした要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に
特に資する支援を要すると見込まれ、または身体上若
しくは精神上の障害があるために原則6ヶ月にわたり
継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる
状態と定義されている。
　直感的に両者を区別するために、ADLはほぼ自立し
ているが、IADLは自立していない場合は要支援、また
ADLも自立していないならば要介護状態と捉えて問題
ない。更に、それぞれは要介護1～5、要支援1～2に分
類されるが、それはADL、IADLの自立の程度で変動す
る。その意味でも、かかりつけ医としてADL／IADLを
把握し、おおまかな介護度を推測する習慣を持つこと
は重要と言える。
（図10）認定を受けた後、要介護度に応じて介護サービ
スを利用することとなるが、サービス支給限度額が要
介護度に応じて月額約5万円（要支援1）から約36万円
（要介護5）まで設定されており、この限度額内でどの
ようなサービスを選択するかの判断が必要となる。こ
れは、患者の担当ケアマネジャー（介護支援専門員）
の仕事であるが、かかりつけ医は介護サービスにどの
ようなものがあるかを理解した上で、ケアマネジャー
との情報交換を行い、できれば必要な介護サービスの
提案を行うことができるとよい。

　介護サービスは大きく6タイプに分かれ、介護サー
ビス利用の相談やケアプラン（介護サービス計画）作
成、自宅で受けられるサービス、事業所に通って受け
るサービス、施設などで長期間あるいは短期間、生活
（宿泊）して受けるサービス、訪問・通い・宿泊を組み
合わせたサービス、最後に福祉用具の利用に関する
サービスが用意されている。
　もし患者が要支援に該当する場合は、この中でも
【予防給付】が設定されているサービスのみ利用する
ことができる。更に、特別養護老人ホームは原則要介
護3以上のかたのみが利用できるなど、要介護度に応
じてサービスの選択肢の幅が変化することは十分留意
する必要がある。また、地域密着型サービスについて
は、原則的に同一市区町村の住民のみ利用可能である
点も注意する必要がある。
（図11）主要なサービスを概説する。
　自宅に訪問するサービスとしては、訪問介護（ホー
ムヘルプ）、訪問看護、訪問リハビリがよく知られてい
る。それに加えて、患者の心身の状態が不安定な場合
には、夜間対応型訪問介護、あるいは定期巡回・随時
対応型訪問介護看護を利用して、定期的な巡回や随時
通報への対応などの24時間365日必要なサービスを必
要なタイミングで柔軟に提供することも可能である。
　事業所に通うサービスとしては、通所介護（デイ
サービス）や通所リハビリ（デイケア）がメインとな
るが、前者が自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解
消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減を目的と
するのに対し、後者は食事や入浴などの日常生活上の
支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向
上サービスを目的としており、その使い分けも重要で

介護サービス

•大きく６タイプのサービス
1. 介護サービス利用の相談やケアプラン作成
2. 自宅で受けられるサービス
3. 事業所に通って受けるサービス
4. 施設などで長期間あるいは短期間、生活（宿

泊）して受けるサービス
5. 訪問・通い・宿泊を組み合わせたサービス
6. 福祉用具の利用に関するサービス

•要支援該当者はこの中で【予防給付】に該当す
るサービスのみ利用可能

•地域密着型サービスは原則的に同一市区町村の
住民のみ利用可能

図10

図10

介護保険

•要支援か要介護かの判断
• 要介護状態：身体上または精神上の障害があるため
に、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的
な動作の全部または一部について、原則６ヶ月にわ
たり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態

• 要支援状態：要介護状態の軽減若しくは悪化の防止
に特に資する支援を要すると見込まれ、または身体
上若しくは精神上の障害があるために原則６ヶ月に
わたり継続して日常生活を営むのに支障があると見
込まれる状態

• ADLはほぼ自立だがIADLは自立していないなら要支
援、ADLも自立していないなら要介護

•要介護１〜５／要支援１〜２の区分があるが、ADL
やIADLの自立の程度に応じて変動

図9

図9
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ある。
　なお、この中で訪問介護と通所介護については、従
来はサービスの種類・内容・人員基準・運営基準・単
価等が全国一律となっていたが、今後は、市町村が地
域の実情に応じ、住民主体の取組を含めた多様な主体
による柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサービ
スを提供できるよう、地域支援事業の形式に見直すこ
とが決まっており、平成29年度末には全ての市町村で
移行することとなる。
（図12）施設での生活（宿泊）を行うサービスは、いわ
ゆる特別養護老人ホームや介護老人保健施設（以下、
老健）、介護療養型医療施設などがよく知られている。
また、介護する家族の心身の休息を目的としたショー
トステイも重要なサービスである。更に、今まで説明
した訪問・通い・宿泊を組み合わせたサービスとして
小規模多機能型居宅介護やそれに看護も組み合わせた
複合型サービスもあり、家庭的な環境と地域住民との
交流の下で、介護と看護の一体的なサービスを提供す

ることができる。ただ、提供する施設が十分に普及し
ているとは言えない点が問題であり、今後の拡大が期
待される。
（図13）更に、地域密着型サービスとしていくつかの
サービスが設定されているが、いずれも利用者が可能
な限り自立した日常生活を送ることができるように配
慮しながら、地域や家族との結びつきを重視している
点が特徴と言える。その中でも、グループホームは認
知症患者を対象としており、施設よりも家庭の雰囲気
を保ち、入居者の心理的な安定感を維持することを重
視している。
　最後に、福祉用具であるが、大きく貸与と販売に分
かれるが、貸与は手すり、スロープ、車いす、歩行器、
杖などが含まれ、比較的安価に用具を利用できるよう
に設定している。販売は、貸与がなじまないものが含
まれ、特に腰掛便座などはトイレまでの移動が困難な
場合は積極的に利用される。

主要なサービス（２）

施設での生活（宿泊）

短期入所生活介護（ショート
ステイ）

• 介護老人福祉施設（特別養護
老人ホーム）

• 介護老人保健施設（老健）

• 介護療養型医療施設

特定入居者生活介護（有料老
人ホーム、軽費老人ホーム
等）

訪問・通い・宿泊の組み合
わせ

小規模多機能型居宅介護

• 看護小規模多機能型居宅介護

施設への「通い」を中心として、
短期間の「宿泊」や利用者の自宅
への「訪問（介護）」に加えて、
看護師などによる「訪問（看護）」
も組み合わせることで、家庭的な
環境と地域住民との交流の下で、
介護と看護の一体的なサービスを
提供

 ：予防給付もあり

図12

図12

主要なサービス（１）

自宅に訪問するサービス

訪問介護（ホームヘルプ）

訪問看護

訪問リハビリ

• 夜間対応型訪問介護

• 定期巡回・随時対応型訪問介
護看護

事業所に通うサービス

通所介護（デイサービス）

通所リハビリ（デイケア）

• 療養通所介護

認知症対応型通所介護

定期的な巡回や随時通報への
対応など、利用者の心身の状
況に応じて、24時間365日必

要なサービスを必要なタイミ
ングで柔軟に提供

 ：予防給付もあり

図11

H30年度より、全ての市町村で

訪問介護・通所介護は【介護予
防・生活支援サービス事業】に
統合されて市町村の管轄に

図11

主要なサービス（３）

地域密着型サービス

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

• 地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

• 地域密着型特定施設入居者生
活介護

福祉用具

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

☆貸与は13品目が設定

特殊寝台、床ずれ防止用具、
手すり、スロープ、車いす、
歩行器、杖、徘徊感知機器等

☆販売は5品目が設定

腰掛便座、入浴補助用具等
（同一年度で10万円まで）

・利用者が可能な限り自立し
た日常生活を送ることができ
るように配慮

・地域や家族との結びつきを
重視

 ：予防給付もあり

図13

図13
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（図14）本患者については、歩行機能低下等の虚弱性の
進行を防ぐため、介護保険のサービス導入が必要と判
断した。現状では、要支援2程度の認定が得られるイ
メージで、通所リハビリや住宅改修などを念頭に置き
ながら、当該の地域包括支援センターに介護保険の申
請について連絡した。すぐに、ケアマネジャーが自宅
を訪問し、介護保険導入のための相談に乗る流れとな
り、調査員による審査が近日中に実施されることと
なった。この段階で、かかりつけ医が果たす役割には
どのようなものであろうか。
（図15）次の段階では、認定調査が行われることとなっ
たので、かかりつけ医には主治医意見書の作成が求め
られる。
（図16）主治医意見書は大きく5つの目的で作成され
る。まず、第2号被保険者（40歳以上65歳未満）の場
合、介護保険のサービスを受給する条件として、生活
機能低下の直接の原因となっている疾病が特定疾病に
該当するかどうかを確認する目的である。次に、介護

の手間がどの程度になるのかを確認すること、そし
て、患者の疾病の状態の維持・改善可能性の評価であ
るが、これは特に要支援2と要介護1の区分けをする上
でも重要なポイントとなる。また、調査員が自宅訪問
により実施した認定調査による調査結果の確認・修正
も主治医意見書に基づき行われる。最後に、ケアプラ
ン作成時にもかかりつけ医の意見が参考にされること
となる。
　こうしたねらいを考慮すると、作成にあたっては、
【生活機能低下の直接の原因となっている傷病または
特定疾病の経過および投薬内容を含む治療内容】につ
いては、生活機能の低下要因に関して傷病や疾患以外
の要素についてもふれるとよい。また、最後の【特記
すべき事項】については、認知機能、嚥下機能にふれ、
可能な限り介護の手間についての具体的な情報提供を
するとよい。ここで、かかりつけ医として求められる
と考える介護サービスについてふれてもよい。

図17

Case…認定プロセスとサービス導入

•Ａ市から届いた「主治医意見書」記載の依頼を
受けて、患者の＜両膝変形性関節症＞＜右脳梗
塞後遺症＞＜気管支喘息＞の情報を提供

•更に、入院に伴う廃用の影響で下肢機能が低下
しており、通所リハビリの導入と住宅改修など
が期待されることを詳述

•その後、【要支援２】の認定がおりたとケアマ
ネジャーからの連絡もあり、１回／週の通所リ
ハビリと玄関の段差解消目的のスロープ、浴室
の手すりを設置。

•家族と介護サービスで状況は安定

図17

主治医意見書

• 主治医意見書利用のねらい
1. 第2号被保険者（40歳以上65歳未満）の場合、生活機能低下

の直接の原因となっている疾病が特定疾病に該当するかどう
かを確認

2. 介護の手間がどの程度になるのかの確認

3. 状態の維持・改善可能性の評価（要支援2と要介護1の境）

4. 認定調査による調査結果の確認・修正

5. ケアプラン作成時の利用

• 作成のポイント
1. 【生活機能低下の直接の原因となっている傷病または特定疾

病の経過および投薬内容を含む治療内容】：生活機能の低下
要因については傷病や疾患以外の要素についてもふれてよい

2. 【特記すべき事項】：認知機能、嚥下機能にふれ、可能な限
り介護の手間についての具体的な情報提供

図16

図16

介護サービスの利用

介護（介護予防）サービス計画書

審査判定から認定へ

認定調査・主治医意見書

要介護（要支援）認定の申請 介護サービス
利用の提案

主治医意見書の
作成

かかりつけ医の果たす役割

介護サービス
導入の流れ

図15

図15

Case …介護サービス導入の提案

•歩行機能低下等の虚弱性の進行を防ぐため、介
護保険のサービス導入が必要と判断

•現状では、要支援２程度の認定が得られるイ
メージで、通所リハビリや住宅改修などを念頭
に置きながら地域包括支援センターに連絡

•すぐに、ケアマネジャーが自宅を訪問し、介護
保険導入のための相談に乗る流れへ

☆次に、かかりつけ医が果たす役割は何でしょうか？

図14

図14
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（図17）本症例では、A市から届いた「主治医意見書」
記載の依頼を受けて、患者の＜両膝変形性関節症＞	
＜右脳梗塞後遺症＞＜気管支喘息＞の病状や治療状況
に関する情報を提供すると共に、入院に伴う廃用の影
響で下肢機能が低下しており、通所リハビリの導入と
住宅改修などが期待されることを丁寧に記載した。
　この主治医意見書と認定調査に基づき、患者には無
事【要支援2】の認定がおりたとケアマネジャーからの
連絡があった。要介護度に基づき、1回／週の通所リハ
ビリの導入を決定し、玄関の段差解消のためのスロー
プ設置に加え、浴室の手すりを設置した。
（図18）その後、患者は安定した生活を送っていたが、
1年経過した頃から、物忘れが目立ちはじめ、認知機能
検査と画像検査を通じて軽度の脳血管性認知症との診
断がついた。徐々に調理が難しくなり、服薬も不安定
になってきたが、本人は自宅での生活を強く希望し
た。更に、その頃、次女が夫の事情で遠方のC市に転
居し、長女も乳癌が発覚して抗癌剤治療を受けること

となった。患者の機能低下が目立つ中で、介護力も低
下し、何らかの手を打つべき状況となってきた。さて、
かかりつけ医としての次の一手はどう打つべきか。
（図19）審査判定から認定、そしてケアマネジャーによ
る介護予防サービス計画書の作成から介護サービスの
利用まで進んできたが、この段階でかかりつけ医に求
められるのはケアマネジャー等との情報交換である。
具体的には次に述べるサービス担当者会議や直接の面
談が考えられる。なお、患者の要介護認定が要介護な
らば居宅介護支援事業所、要支援ならば地域包括支援
センターに所属するケアマネジャーがパートナーとな
るので注意が必要である。
（図20）サービス担当者会議は利用者やその家族はも
ちろんのこと、サービス事業担当者、かかりつけ医、
ケアマネジャー、更には近隣の住民や民生委員など必
要に応じてインフォーマルサービスを提供しているか
たにも入ってもらい開催する。開催時期はケアプラン
を作成した時、あるいは患者の病状の変化などでケア
プランを見直す必要がある時であり、特に後者の場合
は直接関係者が協議するメリットは大きい。
　会議の目的は大きく4つあり、1つ目は利用者やその
家族の生活全体およびその課題を共通理解すること、
特に普段から患者の生活状況を見る機会の多いホーム
ヘルパーの意見などは貴重である。2つ目は、地域の公
的サービス・インフォーマルサービスなどの情報を共
有し、その役割を理解すること	、民生委員の役割、近
隣に住む住民のサポートなどが明らかになることも多
い。3つ目は、利用者の課題、その利用者の生活機能向
上の目標、支援の方針、支援計画などを協議すること
であり、会議の最も重要なテーマとなる。最後に、介

図19

介護サービスの利用

介護（介護予防）サービス計画書

審査判定から認定へ

認定調査・主治医意見書

要介護（要支援）認定の申請 介護サービス
利用の提案

主治医意見書の
作成

ケアマネ
ジャー等との

情報交換
（サービス担
当者会議等）

かかりつけ医の果たす役割

・要介護ならば居宅介護支援事業所
・要支援ならば地域包括支援センター

介護サービス
導入の流れ

図19

図18

更なる機能の低下と環境の悪化

•それから１年が経過した頃から、物忘れが目立
ちはじめ、認知機能検査と画像検査を通じて軽
度の脳血管性認知症との診断

•調理が難しくなり、服薬も不安定になってきた
が、本人は自宅での生活を強く希望

•その頃、次女が夫の事情で遠方のＣ市に移動。
更に、長女も乳癌で抗癌剤治療を受けることと
なった

☆さて、かかりつけ医として次の一手は？

図18

サービス担当者会議

• 参加者
利用者・家族、サービス事業担当者、かかりつけ医、介護予防
ケアプラン作成者、インフォーマルサービスの提供者等

• 開催時期：ケアプラン作成時あるいは、状態変化時

• 目的
1. 利用者やその家族の生活全体およびその課題を共通理解する

こと

2. 地域の公的サービス・インフォーマルサービスなどの情報を
共有し、その役割を理解すること

3. 利用者の課題、その利用者の生活機能向上の目標、支援の方
針、支援計画などを協議すること

4. 介護予防ケアプランにおけるサービス事業者等の役割を相互
に理解すること

図20

図20
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護予防ケアプランにおけるサービス事業者等の役割を
相互に理解することが挙げられ、薬剤師や栄養士など
多様な職種の役割が議論の中で深く理解できることも
多い。
（図21）本症例では、患者の状態の悪化に伴い、本人、
娘2人、ケアマネジャー、通所リハビリ担当者、かかり
つけ医が参加し、サービス担当者会議を開催すること
となった。最初に、かかりつけ医、通所リハビリ担当
者から最近の本人の情報が提供され、このままでは独
居生活の維持が難しいことが共有された。また、会議
に先立ち再申請した介護認定において要介護2の認定
がおりたことを確認した。
　そこで、ケアマネジャーより家事支援を目的とした
訪問介護の2回／週の導入、更に、1回／週の訪問看護
の導入、また、闘病中の長女の介護負担軽減を視野に
入れたショートステイの導入が提案された。ただ、元
来人見知りが強い患者については、多くのサービス提
供者が関わることが混乱をもたらし認知症の周辺症状

を悪化させる可能性が高いという意見もあった。議論
の結果、そうしたケアを統一的に提供する小規模多機
能型居宅介護が近隣に最近開設されたことを踏まえ、
介護・宿泊・看護の一貫した提供を期待して導入する
ことに決まった。また、歩行機能維持のために訪問リ
ハビリを1回／週、内服コンプライアンスの向上のた
めに薬剤師の訪問による薬学的管理指導※1を2回／月
導入することとした。
※１：薬剤師の訪問による薬学的管理指導に係る評価として

は、医療保険の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」と介
護保険の「居宅療養管理指導費」がある。対象者が要
介護（支援）認定を受けている場合、介護保険が優先
される。

（図22） 小規模多機能型居宅介護を中核とした介護
サービスを活用しながら、2年は安定した療養生活が
続いたが、その後、気管支喘息発作の増悪がきっかけ
で入院治療をすることとなった。しかし、入院中にせ
ん妄が悪化し、退院後も易怒性などのBPSDが目立ちは
じめ、薬剤によるコントロールも困難になってきた。
家族のサポートと介護サービスを強化したとしても独
居での生活は困難と判断し、認知症対応型共同生活介
護（グループホーム）への入所を決断した。
　現在は、比較的安静に入所生活を送っており、娘も
週に1回程度面会に来ている。
（図23）本症例を通して浮き彫りになった、かかりつけ
医としての介護保険のサービスへの関わりのポイント
を整理した。
　最初に、疾患の重症度と関係なく、ADL/IADLの観点
からどの程度の機能レベルかを評価し、得られるであ
ろう認定レベルをイメージすることが重要である。こ

かかりつけ医としての関わりのポイント

1. 疾患の重症度と関係なく、ADL/IADLの観点から
どの程度の機能レベルかを評価し、得られるで
あろう認定レベルをイメージ

2. 患者に必要な介護保険のサービスをイメージ

3. 主治医意見書の記載の目的を意識しながら、現
状の課題と必要な介護サービスを具体的に記載

4. サービス担当者会議にはできる限り参加するべ
きであるが、特に患者の病状の変化が介護必要
度の増加に直結する場合などは医師からの情報
の重要性が高く、必ず情報を提供（書面でもOK）

図23

図23

その後の一家

•介護サービスを活用しながら２年が経過したが、
気管支喘息発作の増悪がきっかけで入院治療を
することとなった

•入院中にせん妄が悪化し、退院後もBPSDが目立
ちはじめ、薬剤によるコントロールも困難に

•独居での生活は困難と判断し、認知症対応型共
同生活介護（グループホーム）への入所を決断

•現在は、比較的安静に入所生活を送っており、
娘も週に１回程度面会に来ている

図22

図22

Case …会議の開催とサービス調整

•会議
•本人、娘２人、ケアマネジャー、通所リハビリ担当
者、かかりつけ医が参加し、サービス担当者会議
を開催

•かかりつけ医、通所リハビリ担当者から最近の本
人の情報を共有

•事前に再申請した介護認定で要介護２の評価

•訪問介護の導入や訪問看護の導入、更には家族の
介護負担軽減のためのショートステイ導入を検討
したが、最終的には近隣に開設された【小規模多
機能型居宅介護】を導入することで合意

•加えて、訪問リハビリと薬剤師の訪問による薬学
的管理指導も導入 図21

図21
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の際、本人のみならず家族からの情報を収集すること
も必要となるかもしれない。
　次に、患者に必要な介護保険のサービスをイメージ
することが求められる。身体機能および認知機能の両
面から、検討するとよい。
　また、主治医意見書の記載の目的を意識しながら、
現状の課題と必要な介護サービスを具体的に記載する
ことも大切である。調査員の1回の評価では見えてこ
ない、かかりつけ医として継続的に関わる中で把握し
ている疾患や生活上の問題を、具体的に情報提供する
ことの意義は非常に大きい。
　最後に、サービス担当者会議にはできる限り参加す
るべきであるが、特に患者の病状の変化が介護必要度
の増加に直結する場合などは医師からの情報の重要性
が高く、必ず情報を提供して欲しい。ただ、どうして
も日時の調整が難しい時は簡単な書面の意見書を提示
することもよい方法である。
　こうした積極的な関わりを通じて、ケアマネジャー
をはじめとした多職種スタッフとの協力関係を構築
し、医療・介護連携のハブ機能を果たすことがかかり
つけ医には求められるのである。
（図24）本症例は、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2の「継続性を重視した医療の実践」と3の「チーム
医療、多職種連携の実践」を取り上げた。

◆症例2
（図25）症例2では、重大な疾病があることを自覚して
いなかった後期高齢者とその家族に関する症例を挙げ
る。介護保険も認定を受けておらず、急な入院にて疾
患を告知されたものの、どのように自宅療養してよい
かわからず、在宅医療への引き継ぎが必要になった。
老老世帯で自宅療養するには介護力が不足する状況に
おいて、介護保険の範囲でどのように計画を立て、支
えていくかを検討する。
（図26）患者は76歳であるので、医療保険では後期高齢
者医療制度が該当する。診断名のCOPDは、慢性閉塞性
肺疾患（Chronic	Obstructive	Pulmonary	Disease）の
頭文字であり、近年では臨床の場でも社会でもCOPDと
の呼称が通用するようになっている。通常、進行期と
してⅡ期くらいから自覚症状を感じることが多いもの
の、それだけで介護が必要にはならない。Ⅳ期の重症
で在宅酸素療法が必要なレベルになると、労作時呼吸

図25

図25

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24

図24

症例

 76歳女性

 診断名：COPD・Ⅱ型慢性呼吸不全

 病歴：5年程前より労作時呼吸苦を（MRC
グレード3）自覚するも通院せず。

H28年1月15日呼吸苦増加、下腿浮腫にて病院

受診。COPD、右心不全併発の診断にて入院。

図26

図26
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困難から外出・通院や生活に必要な買い物などができ
なくなり介護が必要になる。従って、主治医意見書を
作成する際は、疾患としての重症度も大事であるが、
その疾患によってどのように日常生活に支障をきたし
ているかを記載することが重要となる。
　また、各疾患によって、難病や障害の認定を受けて
いる際は、その記載も行うことで、認定審査会での審
査やケアマネジャーがケアプランを立てる際に役立て
やすい。ちなみに本例は呼吸器疾患であるが、呼吸器
疾患では難病指定は特発性間質性肺炎のみである。身
体障害認定については、かかりつけ医で行うことはで
きず、病院での資格保有専門医に診断してもらう必要
がある。
　MRCグレード：呼吸困難度を表す指標の１つ。0～5で表す。

（図27）既往歴について詳細に介護関係者に伝える必
要はないが、現在後遺症を残している疾病や小康状態
である併存症については情報提供しておくことが望ま

しい。例えば、嘔吐した際に、「食べ過ぎ」や「便秘」
などと介護関係者が自己判断してしまうことがある。
好ましくないことであるが、現場でしばしばみられる
光景である。これに対し、胆のう結石症があり、嘔吐・
上腹部痛の際は相談が必要と理由も含め伝えておく
と、早期連絡につながる。逆にある程度症状として仕
方のないこととして、変形性膝関節症などでは、痛み
について訴える度に連絡があってもかかりつけ医とし
て煩わしさばかり先行してしまう。これも主治医意見
書や情報提供書で事前に起こりうることとして、情報
共有できていれば避けられることかもしれない。
　嗜好に関しては、患者は、医師や看護師以外の職種
には甘えたり、強い態度になって押し通そうとしたり
することもある。患者の人生であり、生活の場である
自宅で診るわけであるから、ある程度寛容に接するこ
とは何ら問題ない。しかし高齢者の自宅では、イスや
ソファ、布団の周りに、たばこの不始末による焦げが
多数みられることが多い。注意力や手元の感覚が鈍っ
ていたり、視力低下のために焦げに気づかなかったり
することが要因である。独居や老老世帯の際は、健康
の問題だけでなく、火事のリスクについても本人に説
明してみるべきである。
　また喫煙歴がある場合には、脳血管障害や心血管系
の既往を再度確認したり、閉塞性動脈硬化症がない
か、下肢の色調や足背動脈の触知についても診察し、
冬季の凍瘡のリスク、感染症併発の際の難治化、看護
や介護におけるフットケアの指示を行う必要がある。
（図28）家族歴の聴取は、入院時の病歴聴取と似るが、
どちらかと言うと家族構成を把握し、主介護者、キー
パーソンを特定する意味合いが大きい。家族構成に

入院後経過：

 微量酸素、ステロイド剤、利尿剤投与等にて
小康となった。

 在宅酸素療法（0.75L/分）導入が必要となっ
たが、労作時呼吸困難および廃用筋力低下に
て通院困難と判断された。

 訪問診療について検討。

 退院前カンファレンス開催の運び。

図29

図29

家族図

82歳、高血圧、脂質
異常症にて近医通院

51歳、独身
徒歩数分の近隣居住

49歳、隣県
で所帯あり

図28

本人 夫

長
男

長
女

図28

 既往歴

特記なし

 併存症

特記なし

 アレルギー歴

インフルエンザワクチンにて発疹歴

 嗜好

喫煙：30本/日ｘ50年（入院直前まで喫煙）

 職業

主婦

図27

図27
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よって、患者が自宅療養を続けるための介護力が不足
していないかどうかは大事な情報であり、聞き落とす
ことはできない。また同じ同居介護者でも、買い物の
可否、食事準備の可否、食事介助の可否、排泄介助の
可否、おむつ交換の可否、通所サービスへの送り迎え
の可否など程度は様々である。家庭毎に細かく把握
し、ケアマネジャーと情報交換するとよい。
　更に、介護に携わる家族の健康状態によっては、急
な介護者不在とそれに伴う患者の入院・入所が必要な
事態になることが予測でき、それに対しての準備の助
言もすることができる。しかし、入院や入所は経済的
負担の増す事柄であり、同居高齢介護者よりも別居で
も就労している子息の意向は欠かせない。休日に急に
連絡を取らねばならない場合もあり、子息の連絡先も
把握しておく。
（図29）事前送付された情報から、なぜ通院困難になり
訪問診療が必要なのかを把握する。必ずしも原疾患自
体でなく、サルコペニアの併発が主因となることは多
い。病院あるいはケアマネジャーから訪問診療の打診
があった時は、退院前であれば病院で患者および家族
と対面できるとよい。診療情報提供書に載せきれない
本人や介護者の情報にふれることができる。
（図30）退院前カンファレンスは、関係者が極力参加で
きるとよい。カンファレンスの目的は、患者およびそ
の背景の情報共有が主たる目的であるが、患者チーム
を構成するメンバーが顔を合わせて、連携をより緊密
に行え遠慮のない関係性を作ることも大事な目的であ
る。議題についてはスライドの①～⑤に記載した。
　退院前カンファレンスは、かかりつけ医または、か
かりつけ医が所属する医療機関の看護師が、かかりつ

け医の指示を受けて実施した上で、文書により情報提
供した場合、診療報酬で評価されている（退院時共同
指導料）。病院側にも診療報酬が定められており、病院
では算定のための所定の書式を用意していることが多
い。
（図31）事前に病院医師より得るべき情報
　病院医師も多忙の中でカンファレンスに参加してお
り、簡潔に現状を説明することが多い。事前情報を整
理しておき、質問事項を絞っておく。
　本例ではⅡ型慢性呼吸不全という事前情報があるの
で、動脈血液ガス分析での二酸化炭素分圧やpH、吸入
酸素量を確認する。入院時や急性増悪時のデータしか
ない場合もあり、どのタイミングのデータであるかも
確認が必要。更に、労作時はどの程度に酸素飽和度が
低下し、吸入酸素量を労作時に変更しているかも確認
する必要がある。栄養状態のデータが不良である時
は、現在の食事内容や量、介助の必要性などの周辺情
報を看護スタッフに問う。
　画像は閲覧できるとよい。胸部CTで気腫性変化があ
るというコメントだけでは実像が想像し難く、左右
差、特に片側に大きなブラがある場合などは、呼吸音
も左右差が認められることになる。はじめて聴診した
際に胸痛や呼吸苦まで訴えられると、気胸の鑑別まで
大変迷うことになる。一旦在宅医療となると、簡単に
画像診断で鑑別をすることは困難となるので、事前の
画像は大いに参考になる。
　病態として心負荷が認められた場合、かかりつけ医
は介護者や介護職へ、塩分を過剰摂取しないことや便
秘対策の必要性を助言する必要があるため、かかりつ
け医へ負荷の有無と程度を質問する。

議題①：現在の病状について情報共有

（病院医師から）

 動脈血液ガス（O2 0.75L/分）：

pH 7.38  PCO2 69.9Torr  PO2 70.5Torr
 Alb 2.9  T-Cho 122    
 呼吸機能検査：FEV1 0.36L（22.9%）

 胸部CT：両肺びまん性に著明な気腫性変化

 心臓超音波：入院時認めた右心系拡張は改善。
肺動脈弁圧格差42→15mmHgと改善している

図31

図31

退院前カンファレンスに参加
 参加者：病院医師、病棟看護師、病院医療相談員、

地域のかかりつけ医、訪問看護師、

地域包括支援センター相談員、患者、患者夫、患者娘

 会議目的①：今後の患者中心のチームを構成するメン
バーの顔合わせ

 会議目的② 現状況の情報共有と課題の明確化

 議題①：現在の病状について情報共有（画像情報含む）

 議題②：入院までの医療・介護状況とカンファレンス時
の身体状況

 議題③：退院後の医療についての方針

 議題④：本人・家族の考え

 議題⑤：退院までに解決しておくべき事柄

図30

図30
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（図32）疾病以外の要素について
　看護サマリーに食事や服薬、排泄などの基本的な情
報およびADL・認知機能を記載している病院も多い。
食事や機能訓練については、自宅で継続できなければ
短期間に再増悪して入院となる大きな要因となる。介
護者の理解をうかがい、継続可能な介護であるかを介
護者およびケアマネジャーに聞く。
　本例のように、介護認定が決まっていないケースも
度々ある。この場合の暫定ケアプランは、想定した区
分支給限度基準額より少なめに見積もっておくことか
ら、切れ目ない在宅療養の開始に支障をきたすため、
同居していない家族の助けも求めることもある。この
言わば不足しているピースについて早急に介護サービ
スで補えるように考え、地域の特性を踏まえて医療的
な助言をするのはかかりつけ医の役目である。
（図33）退院後の医療について
　この内容は、医療の要素であるため、病院医師とか
かりつけ医が主導すべき項目である。ケアやリハビリ

が関係する項目は、訪問看護師や理学療法士との協調
を説明し、吸入や麻薬処方などは薬剤師の訪問指導が
必要であることも説明する。この時、地域の社会資源
である各専門家は、地域のかかりつけ医のほうが精通
している。実際に在宅医療となってから連携を緊密に
取る必要があるのは病院医ではないので、より連携し
やすい事業所に指示書を発行してチームを組むこと
は、地域のかかりつけ医が行う方が後々スムーズであ
る。
　また、家でできることと、病院でできることについ
てはこの際に分担しておくべきである。時に、訪問診
療で困難なことも、家族や病院スタッフが期待してい
る場合もあり、調整をしておく。
（図34）本人や家族の考えとして、退院時の受け止め方
や、今後の意向について可能な範囲でうかがえるとよ
い。本人とスタッフの意向の擦り合わせが必要なのは
もちろんであるが、本人と家族の意向に乖離があるこ
とは頻繁にある。

議題⑤：退院までに解決しておくべき事柄

 どこの家の、どの部屋に退院するのか？

 エレベーターのないマンションの階段をどうやって上るのか？

 車いすは必要？　介護ベッドは？

 排泄はどのように？　ポータブルトイレなのか？

（住居の視点）

 自宅退院なら、介護者は誰になるのか？

 食事は誰が、どのように用意するのか？

 入浴はどのように？

 訪問診療以外の社会資源はどの程度必要か？

（基本的な生活方法の確認）

図35

図35

議題④： 本人・家族の考え

 本人ー落ち着いたし、夫婦のみで静かに暮らせる

 夫ー自分だけで介護できるし、子どもに迷惑をかけられな
い。経済的にも自宅療養にしたい。

 息子ー（同席できなかったが）老夫婦二人では生活できな
いのではないか？ 転院や施設入所でもよいのでは？

 娘ー母親が自宅で療養したいという希望を叶えたい。老夫
婦だけでは困難であろうから自分が通って介護すべき。し
かしずっと泊まり込むことは、家庭もあり、できない。

図34

図34

議題②：入院までの医療・介護状況と

カンファレンス時の身体状況

（病院看護師・医療相談員より説明後、質疑応答）

医療：既往歴なし。住民健診受診歴なし。

かかりつけ医もいなかった

介護状況：夫婦共に介護認定も受けていなかった。

本患者は入院後に医療相談員の勧めで申請した。

認知度 Ⅱa ADL C1
食事：全粥軟菜塩分6ｇ制限、 服薬：看護師配薬、

排泄：ポータブルトイレ利用、

酸素流量設定：0.75Ｌ/分（24時間）

図32

図32

議題③：退院後の医療についての方針

（病院医師とかかりつけ医が主に相談）

 退院後の酸素療法含む呼吸不全管理を訪問診
療でかかりつけ医が行う

 禁煙の継続を徹底

 呼吸リハビリ、服薬管理指導、栄養療法導入

 胸部ＣＴ、心臓超音波は年1回、病院にて行う

 呼吸器身体障害の申請をしておく

図33

図33
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　本例のように、本人や高齢介護者のことを思って生
じる意見の相違でもあるので、案ずる気持ちを汲み取
りながら、時にその心配している気持ちを本人や介護
者に説明し、両者が納得する形で在宅療養がはじめら
れると一番である。またレスパイトの選択肢の提示な
ど、家族が安心できる説明もしておくとよい。
（図35）家族の意向以外に、解決すべき様々な事柄を列
挙した。
　住居については集合住宅でもエレベーターがないこ
ともある。自宅1階でも、アプローチで数段の階段があ
ることもある。退院当日は「仕方なく這ってあがりま
した」「介護タクシーのかたが何とか2階まで介助して
くれました」などの声も聞くので、どの部屋に戻るの
かまで細かく計画する必要がある。
　入浴は、症状の観点から決まっていないことが多
い。病院でも一度も入浴せずに退院ということもあ
る。退院し、少し様子を見てから決めることでよい。
ただし、褥瘡や湿疹など入浴を積極的に行うべき疾患
であれば、退院前に必要性をケアマネジャーに説明
し、退院早期からの入浴をケアプランに盛り込んでも
らう方がよい。
（図36）いよいよ退院となり、本患者は要介護を想定し
たプランが組まれた。身体は、るいそうと低栄養が目
立つものの、疎通も可能であり、服薬も自己管理する
とのこと。リハビリも覚えたと言うが、入院中に一度
説明を受けただけでは、十分理解はできない。COPDに
関しては、LINQ（Lung	Information	Needs	Questionnaire）
という患者の疾患特異的理解度を点数化できる質問票
がある。必ずしも全ての疾患に、このような理解度の

指標があるわけではないが、「指導しました」という医
療側と「習っていません」「わかりません」という患者
側とのギャップがあることは意識しておく必要がある。
　本例では病気、薬、自己管理、禁煙、運動、栄養の
6項目共にスコアが高く、どの分野においても知識が
不足しているという結果であった。この場合、自宅に
帰ってからの自己管理は乱れる可能性が高いので、他
人が家に来るのは好まないという本例のような患者で
あったとしても、ケアマネジャーと家族に社会資源導
入による介入強化の必要性を理解してもらい、自宅療
養から再入院へ戻らないように対策を立てる。
（図37）訪問看護の必要性
　本患者では、週2回の訪問看護が必要であるとケア
マネジャーに助言した。一般状態のチェックだけでな
く、服薬のマスターが難しいであろうこと、また呼吸
リハビリを自宅で継続するために週1回でなく2回が必
要と考えた。リハビリは呼吸リハビリに限らないが、
病院や老健で行うように毎日行われれば効果をあげ
る。しかし自宅に戻ると、1年後にリハビリを継続する
者は40％以下となる。生活の自立度が向上してリハビ
リをしなくなったケースもあるが、「自宅ではどのよ
うにしたらよいかわからなくなった」「リハビリして
も変わらない」「何となく意欲がなくなってしまって」
などという意見が多い。もちろん、経済的に理学療法
士や看護師の訪問を依頼できないという患者宅もあ
る。患者がリハビリを継続する上で大きなモチベー
ションとなるのは、できなくなっていたことができる
ようになることであるが、もう1つは医師や看護師、理
学療法士などの医療従事者に褒められることである。

訪問看護

2回/週の訪問
患者の健康状態評価
在宅酸素療法のコンプライアンス
機器の衛生状態維持
内服・吸入薬の遵守

呼吸リハビリの具体的進行（臥位・座位での基本的
リハビリ、リラクセーション、生活訓練）

図37

図37

生活課題：呼吸苦のため、活動範囲はベッド上。

入浴ができない

LINQ（Ver.10）: 計23/26ー患者が原疾患（COPD）のことをよく理解

できていない

病気3/4 薬4/5 自己管理6/6 禁煙2/3 運動5/5 栄養2/2
（個別の項目で理解が不足しているということ）

看護師だけでは対応困難。

薬剤師の訪問による薬学的管理指導、

管理栄養士の訪問による栄養指導を

 身長：156cm/体重：33.5kg
 %IBW：62.6 腹囲（仰臥位）：68cm
 アルブミン：3.1

ー経過をみる指標を決めておく

いざ退院（退院前カンファレンスから1週間後）

図36

図36
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かかりつけ医は訪問した際に、リハビリの進行具合や
ADLの把握を行い、服薬の遵守を確認し、僅かな向上
や前向きな発言に対して十分褒め、労うと効果的であ
ろう。
（図38）訪問リハビリは、理学療法士および作業療法士
が行う場合もあるが、社会資源としてセラピストが少
ない地域では、看護師が行っていることも多い。本例
も看護師が行った。
　訪問で行うリハビリは、入院リハビリに比較して低
負荷である。自宅におけるリハビリの目的や課題は常
に生活の中にあり、リハビリメニューは筋力や歩行の
みでなく、生活訓練を交えることを指示する。本例の
ように酸素を必要とする場合には、各動作での酸素量
の指示が必要である。患者や看護師、セラピストの不
安が増さないように、各動作では医師がパルスオキシ
メーターで測定しながら、安全に動作できているか確
認する。
　また、患者が動かなくなるのは、酸素飽和度の問題

ではなく呼吸困難感である。呼吸法を取り入れた動き
方や休息の仕方などの工夫で、呼吸困難感が調整でき
ることが患者の自信につながるので、呼吸困難感の指
標を利用しながら経時的にリハビリ計画を進めていく
とよい。本例では、修正ボルグスケールを呼吸困難感
の指標として使用した。修正ボルグスケールは、患者
自身の主観的評価であること、点数がより生理的であ
ることが特徴である。
　BORG, G. Psychophysical bases of perceived 
exertion. Medicine and Science in Sports and 
Exercise, １4: 377-8１, 
（図39）薬剤師の訪問による薬学的管理指導の主たる
目的は、単に薬剤の説明だけでなく、服薬コンプライ
アンスや内服方法の確認もある。内服薬では、屯用薬
の使用方法や常備薬の使用も該当する。また吸入薬や
自己注射薬の使用法が正しく、効果的に行われている
のかの確認と反復指導も担う。患者が複数の医療機関
を受診している場合もあり、重複薬のチェックおよび

食事内容 評価

 摂取エネルギー量：1200kcal/日
（%TEE：80.0）

 摂取蛋白質量：35g/日
 塩分摂取量：9g/日

ー入院中の食事指導の確認および退院後の食事内容や茶わ
んの大きさを把握する

配食弁当実際の茶碗 朝食
図41

図41

管理栄養士の訪問による栄養指導

1・2回/月の訪問

食事量（カロリー）、栄養バランス、形態、環境、介護力
の把握
修正すべき点の助言、間食の勧め、買い物アドバイス

実際の作業者であるヘルパーやケアマネジャーに情報
を伝達していく

図40

図40

薬剤師の訪問による薬学的管理指導

1・2回/月の訪問

内服・吸入薬のコンプライアンス（残薬確認や内服理
解の再確認）
吸入薬のデバイス毎の習熟度確認および指導
薬剤の奏功、副作用の確認

図39

退院時処方
テオフィリン薬 3錠/3ｘ 毎食後
気道潤滑薬 3錠/3ｘ 毎食後
ループ利尿薬 １錠/1ｘ 朝食後
ジギタリス製剤 １錠/1ｘ 朝食後
プロトンポンプインヒビター 1錠/1ｘ 夕食後
抗コリン吸入剤 １Ｃ 1日1回1吸入
ステロイド・βアゴニスト混合吸入剤ディスカス

1日2回 1回1吸入

図39

呼吸リハビリ

 労作時の酸素量の決定：最も頻繁な家庭内動作
＝トイレ歩行、食事動作
この動作に伴う必要酸素量の観察ーー1.25Ｌ

必ず、新しい動作やステージでは医師が立ち合う。
SpO² 88%以上を保ち、修正ボルグスケールにて
5以下となるような動き/休憩パターンを構築する。
最終的には通所サービスに行けることを目標に。

図38

図38
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かかりつけ医への報告も大事な仕事である。
（図40）管理栄養士の訪問による栄養指導※2は、管理栄
養士によって行われ、月2回まで“居宅療養管理指導”
として算定する。外来の栄養指導は摂取カロリーを減
らす相談が多いが、在宅患者ではサルコペニアを伴う
低体重患者も多い。また、高齢であること、脳血管障
害歴があることなどから嚥下障害を伴うケースもあ
る。この場合は栄養面だけでなく、食事形態の指導や
食事時の姿勢を含めた環境、介護者の教育なども大き
な指導要素となる。
　長く指導していく上で嗜好への配慮も大事である。
時に冷蔵庫の中を見せてもらい、申告と実際がずれて
いないか確認する。介護者が男性で食事準備に不慣れ
な時は、買い物に行くスーパーを聞き出し、どの売り
場に何の食材が売っているなどの助言も加える。経済
的な理由で低栄養になっている場合もあるため、食事
内容や材料、補助栄養食の指導が患者宅に大きな負担
にならないように配慮する。
　ヘルパーが食事準備をする場合には、一人に指導し
ても調理がバラバラになる。ケアマネジャーに連絡
し、サービス責任者に同席してもらうなどし、ヘル
パー全体へ指導がいきわたるようにする。
※２： 管理栄養士の訪問による栄養指導に係る評価として

は、医療保険の「在宅患者訪問栄養食事指導料」と介
護保険の「居宅療養管理指導費」がある。対象者が要
介護（支援）認定を受けている場合、介護保険が優先
される。

（図41）本例の実際の管理栄養士の訪問による栄養指
導における初回訪問評価では、食事の聞き取りをしな
がら、現在の各栄養摂取量評価と食事内容の把握を行

う。入院中に栄養指導を受けている場合は、異なる指
導であると混乱を招くため注意する。基本的な考え方
は、変えない方が継続性の面でよい。患者宅の食器の
大きさや食事内容、配食の内容を確認しながら、必要
に応じてアレンジしていく。
（図42）退院後早期のサービス担当者会議
　退院前カンファレンスである程度検討して対策を立
てても、実際の生活がはじまると様々な問題が見えて
くる。
　本患者の場合も、本人の実感と周囲の客観的評価に
ズレが生じたが、元々の生活様式もあり、急には変わ
らない。退院後は「入院中ほど動かなくなってしまっ
た」「入院中より食事の量も少なく、好きなものしか食
べない」といった家族の声はしばしば聞かれる。患者
とは新たな信頼関係を築くことになるので、押しつけ
にならないように、しかし熱意をもって、なぜ動くこ
とや食事をバランスよく十分に摂取することが大事な
のかを説明していく。ただし、本例のように、急に訪
問診療や介護サービスがはじまった場合、患者の家に
は急に多くの人の出入りがあるため、「人疲れしてし
まう」「お金がかかる」などの不満が生じうる。この点
には、ケアプラン作成時から配慮しておく必要がある。
（図43）サービス担当者会議におけるかかりつけ医の
提言―本人と家族に対し
　動きたがらない原因は何か再考してみる。本人の
元々の性格や認知症による意欲低下に因果関係を求め
ることは簡単であるが、結論にしてしまえば今後の改
善は困難ということになってしまう。かかりつけ医と
しては他の要因も鑑別すべきであり、本例は呼吸不全
であるため、疾患自体の苦痛症状を改善してみること

本人の意識の向上と家族の不安に関して
かかりつけ医からの提言

１）労作時呼吸苦強く動きたがらない
実はリハビリに気が乗らない一因なのでは？

・安静時0.75Ｌの酸素量を、リハビリなどの労作時は増量してみよう
（その後のタイトレーションで1.5ＬでＳｐＯ２が88％以上
保たれ、修正ボルグスケールも5以下であった）

・リハビリ前に短時間型β刺激薬吸入によるアシストユースを導入
・酸素濃縮器の位置が生活動線から離れすぎ、
流量変更が面倒になっている→濃縮器の位置を変更

２）日誌の導入（次ページ・図44）

３）少しずつでも取り組んでいることに対して評価ーエンパワーメント
禁煙を継続し、少しずつだが自立に向けて取り組んでいることに対して

褒める

図43

図43

サービス担当者会議（退院後2週間）

（在宅療養となってから、多職種からみた課題と本人家族の思い）

本人ー自宅でのリハビリがはじまった。自分でも練習はやっている。
夫ー毎日はしていないんじゃないかな。食事はあまり食べない。

昔から小食。2食の日も多かった。
娘ー帰ってきてからベッドの上にばかりいて心配。老夫婦だけの時間が

大半だが、どの程度苦しくなったらどこに頼めばいいのか？

看護師ー患者自身が積極的に取り組むというのはまだ――。
労作時呼吸苦強く動きたがらない。
生活訓練の中で、食事や排泄時に酸素流量を増加するという
ことができない。一度転倒した。

薬剤師ー残薬がみられる。昼薬・夕薬はしばしば忘れる。
吸入が予定どおり減っていない。

管理栄養士ー食事量不足、偏食

図42

図42
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から考える。酸素設定および動作前のアシストユース
は自覚的にも奏功した。環境因子として、濃縮器の位
置やベッドの位置を再考することも有効であった。日
誌の導入自体の効果もあるが、医師が日誌を確認し
て、患者の努力を褒め、励ますことを重視し継続して
いる。
（図44）サービス担当者会議におけるかかりつけ医の
提言―看護師からの課題に対し
　退院直後や在宅療養開始直後の看護師の役割は大き
い。医師より密接に生活を観察し、問題点を把握しう
る。また、家族も医師に質問しにくいことも看護師に
相談している場合もある。そのように訪問看護師から
提示された問題点は、医師が整理し具体策を示す必要
がある。本例では日誌以外に、高齢者にもわかりやす
い図や写真を貼り付け、生活環境の整備の指示を行っ
た。具体的かつ患者や家族に実現可能な案である必要
がある。
（図45）サービス担当者会議におけるかかりつけ医の

提言―薬剤師からの課題に対し
　本例において訪問した薬剤師は、退院直後からの服
薬忘れと、吸入方法が不十分で今後同じデバイスでも
改善が難しいのではないかとの懸念を報告した。医師
も初期から吸入方法が不十分であることは把握してい
たが、練習キットを使用しても上達が乏しい本患者に
おいては、他のデバイスへ変更するほうが望ましいと
の薬剤師の見解であった。ヘルパーや看護師、通所介
護先での服薬確認も利用することとし、内服は1日1回
へ整理し、吸入はある程度吸えているデバイスへ変更
することにした（実際には補助具を使用したり、2回変
更を試みた）。
（図46）サービス担当者会議における管理栄養士から
の報告
　管理栄養士が初回訪問した際の評価であるが、患者
本人の嗜好から塩分過多になりやすいこと、夫が介護
することになり、細かな調理は困難であることがわ
かった。また、退院後の摂取エネルギーと蛋白質は、

栄養指導計画
管理栄養士、医師からケアマネジャー、サービス担当責任者へ

 男性介護者でも簡単にできること
配食弁当を利用：2食/日（昼・夕食）

（塩分量の調節）

 食事は3食/日
 間食2・3回/日

和菓子やホットケーキ等（100～200kcal）
生活リズムに合わせて摂取時間を決める（午前・午後・就寝前）

 栄養剤の利用（200kcal/日補足）

 塩分6g/日以下

塩分を多く含む食品の情報提供

体重+1.5～3kg/3ヶ月を目標

図47

図47

訪問による栄養指導を行った管理栄養士から示された課題

 患者の嗜好

好きなものを食べている

味の濃いもの → 塩分摂取過多

 介護力の把握

夫（高齢男性）

→ 簡単にしか調理ができず、疲労しやすい

娘（週1・2回通ってくる）

 入院中に栄養・食事に関する指導の機会がなかった

<必要栄養量>
エネルギー量：1500kcal/日
蛋白質量　　： 55g/日

<適切な栄養量にするためには>
エネルギー量：+300kcal/日
蛋白質量　　： +20g/日
塩分量 ： 6g/日以下

図46

図46

看護師から示された課題に対する
かかりつけ医からの提言

 疾患自体の理解の補助、服薬の重要性、日々のリハビリの必要性、食
事栄養の現状分析と修正の必要性の説明を医師から行う。
・日誌の導入

日々の体調、食事、服薬、リハビリを、本人にも記載してもらう
ことで、自己管理意識の高まりを期待

・リハビリの図示化と部屋への貼り付け
日々行うリハビリ内容の図や写真を貼る

・体調増悪時のアクションプランを貼り付けー娘さんの不安にも対処
増悪時にまず自身で行うこと（バイタルサインの確認およびリラク
セーション、短時間作用型の吸入、酸素流量をどうするかなど）、
予想される症状毎の連絡先などを貼り付け

 転倒についてー環境整備
・生活動線上の手すり
・敷き物の必要性の再考（すべったり、つまずく原因になりうる）

→ケアマネジャーと協議
図44

図44

薬剤師から示された課題に対する
かかりつけ医からの提言

 残薬がみられる。昼薬・夕薬はしばしば忘れる。
・日誌の活用

服薬の項目も利用。
・処方の整理

種類を少なく、また回数も少なく。なるべく一包化。

テオフィリン薬 3錠/3ｘ 毎食後
気道潤滑薬 3錠/3ｘ 毎食後
ループ利尿薬 １錠/1ｘ 朝食後
ジギタリス製剤 １錠/1ｘ 朝食後
プロトンポンプインヒビター 1錠/1ｘ 夕食後
抗コリン吸入剤 １Ｃ 1日1回1吸入
ステロイド・βアゴニスト混合吸入剤ディスカス

1日2回 1回1吸入

テオフィリン薬 1錠/1ｘ 朝食後
気道潤滑薬徐放錠 1錠/1ｘ 朝食後
ループ利尿薬 １錠/1ｘ 朝食後
ジギタリス製剤 １錠/1ｘ 朝食後
プロトンポンプインヒビター 1錠/1ｘ 朝食後
抗コリン吸入剤 1日1回2吸入
ステロイド・βアゴニスト混合吸入剤エア

1日2回 1回1吸入

一包化、および朝1回内服へ。吸入は多少上手に吸えるエア型へ変更し、
服薬タイミング・回数は薬剤の外に貼り付け。吸入有無も日誌に記載

カンファレンス後カンファレンス前

図45

図45
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経過 （H28.1～5月）

 体重増加（+5.2kg）・%IBW（62.6→72.4）
 上腕周囲長（17.5cm→21.3cm）

 上腕三頭筋皮下脂肪厚（6mm→8mm）

 腹囲（68cm→76cm）

 アルブミン（3.5→4.0）
 プレアルブミン（16.5→18.7）
 LINQ 栄養2/2→0/2

症状： 急性増悪なし。労作時呼吸苦について自己対応できるようになった。

ADL： ・酸素流量調整、アシストユースを利用できた。
・ゆっくり室内つかまり歩行が可能となった。
・自宅シャワー浴ができるようになった。

身体：

図48

図48

 軽介助による階段昇降ができるようになり、通所リハビリに週2回通うようになった
→夫が日中外出できるようになり、趣味も再開でき、ストレスが減少した。

 娘が頻回に通う必要がなくなり、負担が減少した。

夫および娘さんの負担感も増していると予想された。
通所リハビリの導入を考慮することをケアマネジャーと相談

・階段昇降の練習を訪問看護時に行うよう指示。
・酸素流用や休息のタイミングは練習初回に医師が付き添いながら確認し指示。
・通所での約束事（酸素、薬剤、急性増悪時）を通所事業所責任者に連絡。
・通所時のリハビリ・入浴・食事について書面で指示。

次の段階へ

図49

図49

大きく不足していることが判明した。入院中に栄養や
食事に関する指導はなかったと本人は話していたが、
病院では一度指導の機会はあったそうだ。自宅で、目
の前の食事で評価していく方が、現実感があって理解
しやすいかもしれないし、また高齢者に1回で指導す
るのは困難であるかもしれない。栄養指導についても
継続できるように指導内容を病院の管理栄養士から訪
問の管理栄養士へと引き継ぐことが望ましいが、訪問
による栄養指導を行える管理栄養士が社会資源として
地域に存在しないことも多く、医師・看護師に引き継
ぐことでもよい。
（図47）サービス担当者会議におけるかかりつけ医の
提言―管理栄養士からの課題に対し
　高齢介護者に指導する上で、やはり「簡単」「具体
的」な指導を心がける。介護する上で、ストレスや新
たに覚えることが増えないように配慮する。本例で
は、食事は2回でなく3回にすること、配食を利用する
こと、間食の勧め、栄養剤の利用と単純な指示のみと
した。塩分制限については実際の食事量が増えてから
再考することとし、食品の情報提供にとどめた。
（図48）退院後4ヶ月間の経過は、症状としての再増悪
はなく、身体所見上も栄養状態の諸指標に改善が認め
られた。また、LINQからも栄養に関する必要情報量は
獲得できたと考えられた。活動性としては、室内にお
けるつかまり歩行ができるようになった。トイレ歩行

やシャワー浴といった呼吸困難が生じる場面で、きち
んと酸素量の調整や短時間型β刺激薬吸入によるアシ
ストユースを行うことも理解でき、実践するように
なった。リハビリや入浴介助時に看護師が根気よく指
導した。
（図49）退院後、夢中になって介護していた家族も、
数ヶ月経過し慢性期になってくると心身の疲労が顕著
化することが多い。介護者の疲労を減らすに際し、本
人・家族と相談したところ、短期入所ではなく、通所
介護を導入することを希望された。
　通所介護は自立度の高い利用者から、本患者のよう
に階段を含めた送迎車までの介助が必要なかた、酸素
が必要なかた、食事内容や形態に注意が必要なかた、
入浴に際し注意が必要なかたなどが利用する。これら
の申し送りは、 かかりつけ医が書面にてケアマネ
ジャーを介し、通所事業所責任者に指示するべき内容
である。
　本例では通所介護を導入したことにより、夫の通院
や趣味の外出が可能となり、表情も明るくなった。患
者が通所できるようになったことは、「病状がよく
なったのだ」という喜びと介護の達成感につながった
とのこと。娘さんも「定期的に患者宅へ通わなくても
よいくらい安定し、お父さんばかりに負担をかけてい
るという負い目が薄らいだ」と語った。
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（図50）安定期に入り、訪問を再編成した。訪問看護を
週1回に減らし、管理栄養士の訪問による栄養指導は
月1回に減らした。薬剤師による吸入指導を根気よく
続けている。通所介護は週1回から週2回に増やした。
　本例では介護者が高齢であったこともあり、介護者
の入院が生じた。普段利用している通所事業所が本患
者自身の緊急の短期入所を引き受けてくれた。必ずし
も通所介護事業所全てが同様の対応ができるわけでな
く、老老介護のケースでは緊急で入所が必要な際の候
補を決めておいたり、“お試し”短期入所を経験してお
くとよい。時には短期入院で凌ぐことも考慮し、準備
しておくと慌てない。
（図51）医療・介護関係者、普段顔を合わせることので
きない家族らによって、患者を中心に支えるために
は、患者宅での日誌や連絡帳、指示書や報告書、さら
に電話やFAXなどを用いて情報の共有化を一層意識し
ていく必要があり、自宅で安心して療養するという目
標につながっていくと考えられる。

その後の一家

本人：
週2回の通所リハビリ、週1回の訪問看護、隔週の訪問診療と薬剤師の訪問
による薬学的管理指導、月1回の管理栄養士の訪問による栄養指導、週2回
の訪問介護サービスを受けている。
夏期に食欲低下を認めたが、室温調節や栄養水分補助の指導にて小康状
態を保っている。
夫の短期入院時に短期入所を利用した。

夫：

患者が安定したことから、介護はしているが、趣味のダンスを継続できてい
る。一度めまい症で1週間入院した。今後、夫の年齢も考慮し、将来の暮ら
し方について一緒に考えている。

娘：
患者宅への訪問は月1回程度となり、医師の診察時にも同席はしていない。
連絡は急用は適宜電話にて、急ぎでない用件はノートに記載としている。

図50

図50

 日誌：医師と看護師、患者が使用

 医療・介護連携を目的とした連絡帳 : 
例 : 地域ケアノート ： 患者宅に保管。

全ての患者に使用。医師、夫および娘、看護師、薬剤師、
管理栄養士、ケアマネジャー、ヘルパーが記載。他の患者
宅では、理学療法士、歯科医師が記載することもある。

 指示書：定期指示および報告。

 報告書：採血結果や動脈血液ガス結果、臨時処置・処方や
薬剤変更などの報告とその後の指示。訪問当日の夜または
翌日にＦＡＸ。

 電話：急ぐ指示や報告。

情報の共有化

図51

図51
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