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慢性期医療は進化する
－医療・介護・地域の統合－

記念講演　略歴
座　長

中川　翼　（なかがわ　よく）
日本慢性期医療協会　副会長
定山渓病院　名誉院長
略歴

１９６７年 北海道大学医学部卒業　
１９６８年５月～１１月 九州大学病院神経内科で研修
１９７５年 医学博士
１９７５年 ９月より２年間、脳循環の研究のため、	

カナダ・マッギール大学付属モントリオール神経学研究所へ留学
１９８１年 北海道大学医学部脳神経外科講師
１９８５年４月 釧路労災病院　脳神経外科部長
１９８９年８月 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院脳神経外科部長
１９９０年９月 　　　　　　同　　　　　　　副院長　渓仁会理事
１９９５年４月 医療法人渓仁会定山渓病院　　副院長
１９９５年１０月 　　　　　　同　　　　　　　院長
２０１６年４月 　　　　　　同　　　　　　　名誉院長

役職等	
◎厚生労働省「終末期の意識調査等検討会」委員（２００４年～２０１３年）
◎日本慢性期医療協会　常任理事（２００１年～）副会長（２００３年６月～１０期目）　
◎北海道高齢者虐待防止推進委員会　身体拘束ゼロ作戦推進部会長（２０１０年～）
◎北海道慢性期医療協会　会長（２０００年～）
◎北海道抑制廃止研究会　会長（１９９９年～）顧問（２０１３年～）
◎日本脳神経外科コングレス運営委員（１９８８年３月～１９９４年５月）他

書籍・冊子・記念誌
＊編著：「脳虚血―基礎と臨床―」にゅーろん社、１９８６　＊編著：一筋縄でいかなかった脳動脈瘤の手術、
医学書院、１９９０　＊共著：当院おける「抑制廃止｣ 活動、２０１１
＊著：当院における「終末期医療」～１００の事例から学ぶ～、２０１３　＊共著：人生の最終段階を支え
る医療～定山渓病院の実践～、２０１９
＊共著：抑制（身体拘束）ゼロの達成とその継続～定山渓病院２０年間の歩み～、２０２０
＊著：私が執筆、編集した「書籍・冊子・記念誌」総集編、２０２１（準備中）等、計２６冊。
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第29回 日本慢性期医療学会
The 29th Annual Meeting of Japan Association of Medical and Care Facilities

演　者

武久　洋三　（たけひさ　ようぞう）
日本慢性期医療協会　会長
博愛記念病院　理事長
略歴

1966年 岐阜県立医科大学卒業　
徳島大学大学院医学専攻科　修了、徳島大学医学部第３内科

1984年 博愛記念病院を開設

医療法人　平成博愛会　理事長、社会福祉法人　平成記念会　理事長、
平成リハビリテーション専門学校　校長　等を務める。

主な役職	
厚生労働省　全国在宅医療会議　委員、厚生労働省　医療介護総合確保促進会議　委員、
経済産業省　次世代ヘルスケア産業協議会　委員、
日本リハビリテーション医学会　特任理事　など多数

主な著書
『基本治療マニュアル』『在宅療養のすすめ』『よいケアマネジャーを選ぼう』(メディス出版部)
『良い慢性期病院を選ぼう』(メディス出版部、2012)
『あなたのリハビリは間違っていませんか』(メディス出版部、2016)
『こうすれば日本の医療費を半減できる』(中央公論新社、2017)
『どうするどうなる介護医療院』（日本医学出版，2019）
『令和時代の医療介護を考える』（中央公論事業出版，2021）
〔監修〕
『慢性期医療のすべて』（メジカルビュー社，2017）
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慢性期医療は進化する
－医療・介護・地域の統合－

ML

慢性期医療は進化する

日本慢性期医療協会　会長

武久　洋三

　2008年4月、私は日本療養病床協会　第4代会長に就任した。そこですぐに実施したのが協会名を「日
本療養病床協会」から「日本慢性期医療協会」に改名したことである。当時から掲げていた私の目標は、

「一般病床」と「療養病床」の格差解消。慢性期医療に尽力している療養病床が一般病床より下に見られ
て悔しい思いをしている状況の打破することであった。事実、自称急性期病院の多くは、本当の急性期
病院ではない。療養病床を中心とした慢性期病床の中には「病床」と言うより、「施設」と変わらない運
営をしている。
　一般病床の中には、療養病床の入院患者より軽症の患者を入院させ、しかも1床当たりわずか4.3㎡の狭く、
古く、汚い、臭い8人部屋で、食堂もリハビリ訓練室もなく、狭い廊下で車椅子での通行もままならない
環境で、看護師の数を増やすだけで7対1一般病棟入院基本料の高い報酬を得ていたところもある。それ
に比べて、多大な建築費をかけて病院を改築・増築し、療養環境を改善し、医療区分2･3患者を80％以上
も入院させ、適切な積極的治療を行ってきた療養病床はいったいどのように扱われてきたと思っている
のか。
　私は慢性期治療病棟の重要性を様々な場で訴え続けてきた。様々な実績を示すことで、療養病床で算
定可能となった加算や新設された加算もある。あくまで加算がついたから実践するのではなく、患者にとっ
て良いと思われることはどんどん行い、実績を示すことで国に追認してもらって加算をつけてもらうの
である。
　我が国の入院患者の75％以上を65歳以上の高齢者が占めている現状において、未だに臓器別専門医ば
かりが増え続けている。諸外国は総合診療医が半数を占めるというのに、真逆の方向に向かっている。
多臓器に異常をきたしている高齢者の治療は、臓器別専門医ではなく、専門分野にとらわれない幅広い
知識と、リハビリテーション・看護・介護・栄養など職種横断的な知識を持ち、多職種からなるチーム
医療を実践できるリーダー的役割をできる総合診療医が担うべきである。そして未だに医師と看護師の
配置数だけで決められている急性期の入院基本料について、薬剤師や管理栄養士、介護職員等の多職種
の配置を認め、チーム医療を推進していくべきである。
　慢性期医療の本質は、適切な治療を行い、元の日常に帰すことである。ターミナルを担当する看取り
の医療ではない。症状や病状を訴えている患者が入院したら、できるだけ早く適切な治療を行い、改善
させて日常生活へ戻っていただけるように努力をしなければならない。
　医療界全体が「包括化」に向かって動き出している。人口が減少し患者が病院を選ぶ時代、さらにア
ウトカムが求められる。回復して早く退院できる人が多ければ、当然地域住民から評価され、選ばれる
病院となる。患者に選ばれる病院を目指して、そして日本の医療のために慢性期医療はこれからも進化
し続けなければならない。
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第29回 日本慢性期医療学会
The 29th Annual Meeting of Japan Association of Medical and Care Facilities

学会長講演　略歴
座　長

橋本　康子　（はしもと　やすこ）
日本慢性期医療協会　副会長
医療法人社団和風会　理事長
社会福祉法人徳樹会　理事長
社会福祉法人福寿会　理事長
医学博士
略歴

1981年 名古屋保健衛生大学（現	藤田医科大学）医学部	卒業
1981年 香川医科大学（現	香川大学医学部）第1内科教室	入局
1985年 米国インディアナ大学腫瘍学研究所	勤務
1988年 医療法人社団和風会	橋本病院	勤務
2000年 医療法人社団和風会	理事長	就任
2007年 医療法人社団和風会	千里リハビリテーション病院	開設
2020年 医療法人社団和風会	千里リハビリテーションクリニック東京	開設

日本慢性期医療協会	副会長
慢性期リハビリテーション協会	会長
全国抑制廃止研究会	理事
香川県抑制廃止研究会	会長
香川県女医会	会長
厚生労働省	社会保障審議会	介護保険部会	委員
厚生労働省	社会保障審議会	介護保険部会	介護分野の文書にかかる負担軽減に関する専門委員会	委員
地域包括ケア推進のための外来における看護職の役割把握調査検討委員会	委員
日本病院団体協議会	診療報酬実務者会議	委員
日本地域医療学会	理事
滋慶医療科学大学	大学関係者評価委員会	学外委員
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慢性期医療は進化する
－医療・介護・地域の統合－

演　者

鈴木　龍太　（すずき　りゅうた）
第29回日本慢性期医療学会　学会長
医療法人社団　三喜会　理事長　鶴巻温泉病院　院長
略歴

1977年3月 東京医科歯科大学医学部卒業
1977年4月 東京医科歯科大学脳神経外科　研修医　入局
1980年1月 米国　National	Institutes	of	Health	(NIH)	NINCDS	Visiting	fellow
1995年4月 昭和大学藤が丘病院脳神経外科　助教授（准教授）
2009年9月 医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院　院長
2015年6月 医療法人社団　三喜会　理事長兼務
　　　　　 現在に至る

学会・資格等
学位　　　　　　医学博士　東京医科歯科大学第09号（1984年10月17日）
1983年7月 社団法人日本脳神経外科学会　専門医
2007年3月 日本リハビリテーション医学会　専門医　指導医
2011年6月 日本慢性期医療協会　理事
2012年6月 日本リハビリテーション病院・施設協会理事
2014年6月 神奈川県慢性期医療協会　会長
2018年6月 日本慢性期医療協会　常任理事
2018年8月 日本介護医療院協会　会長
2019年4月 湘南西部病院協会　会長
2019年6月 神奈川県病院協会　常任理事
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第29回 日本慢性期医療学会
The 29th Annual Meeting of Japan Association of Medical and Care Facilities

PL

慢性期多機能病院と介護医療院の役割

第29回日本慢性期医療学会　学会長／医療法人社団三喜会　鶴巻温泉病院　理事長　院長

鈴木　龍太

　団塊の世代が後期高齢者になる2025年に向けて、医療・介護の再編を目指した地域医療構想が進めら
れている。その一環として、2024年に廃止される介護療養病床の受け皿として介護医療院が2018年に創
設された。介護医療院は医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設として位置付けられている。
・医療区分1の患者の居場所ができた。
・病院にとって、空床を介護施設で埋めることができ、経営に貢献する。
・地域医療構想にとって病院病床を減らすことに貢献できる。
　以上のように、介護医療院は利用者、病院、地域の3者にとって、WinWinの施設であると言える。実
際に日本介護医療院協会調査でも「介護医療院にして良かった」と回答した施設が70％あり、悪かった
と回答した施設は1施設のみと大変好意的に受け入れられている。
　鶴巻温泉病院は2021年度目標に「地域に融合した慢性期多機能病院」を掲げている。2018年に39床の
地域包括ケア病床、2019年に52床の介護医療院を開設し、2021年には訪問機能を統括した在宅医療介護
支援室を新設した。他に回復期リハビリテーション206床、神経難病病棟115床、緩和ケア病床25床、医
療療養病床120床の総数557床の施設であり、地域に貢献できる慢性期多機能病院の機能がほぼ揃ってい
ると考えている。回復期リハビリテーション病棟ではポストアキュート、地域包括ケア病棟では50％は
自宅から入院し、自宅へ帰るサブアキュート患者を受け入れている。そのうち、40％が緊急入院である。
神経難病病棟では難病患者のリハビリテーションとレスパイト入院を実施し、緩和ケアでがんの看取り
をしている。医療療養と介護医療院で生活期リハビリテーションと看取りを担っている。在宅患者に対
しては、リハビリテーション、レスパイト等在宅支援短期入院を実施し、更に在宅医療介護支援室から
診療・看護・リハビリテーション・歯科・管理栄養士・薬剤師が訪問しており、在宅も病院のベッドと
考えるようにしている。
　高齢者救急は2018年の地域包括ケア病棟開設時に在宅療養後方支援病院となったことから開始した。
近隣の診療所が訪問している患者が入院が必要になった時に24時間365日受け入れるという登録をしてい
る。登録患者は実際に緊急入院となることが多く年間約50例緊急入院を受けている。
　このように地域の高齢者救急の受け入れ、自宅である介護医療院の存在、在宅支援のための訪問機能
の充実ができたことで、慢性期多機能病院として地域に貢献できる体制が整ったと考えている。
　日本慢性期医療協会会長の武久洋三先生が提唱されている「良質な慢性期医療がなければ	日本の医療
は成り立たない」を肝に銘じて実現するように努力を続けている。
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慢性期医療は進化する
－医療・介護・地域の統合－

教育講演　略歴

座　長

橋本　康子　（はしもと　やすこ）
日本慢性期医療協会　副会長
医療法人社団和風会　理事長
社会福祉法人徳樹会　理事長
社会福祉法人福寿会　理事長
医学博士
略歴

1981年 名古屋保健衛生大学（現	藤田医科大学）医学部	卒業
1981年 香川医科大学（現	香川大学医学部）第1内科教室	入局
1985年 米国インディアナ大学腫瘍学研究所	勤務
1988年 医療法人社団和風会	橋本病院	勤務
2000年 医療法人社団和風会	理事長	就任
2007年 医療法人社団和風会	千里リハビリテーション病院	開設
2020年 医療法人社団和風会	千里リハビリテーションクリニック東京	開設

日本慢性期医療協会	副会長
慢性期リハビリテーション協会	会長
全国抑制廃止研究会	理事
香川県抑制廃止研究会	会長
香川県女医会	会長
厚生労働省	社会保障審議会	介護保険部会	委員
厚生労働省	社会保障審議会	介護保険部会	介護分野の文書にかかる負担軽減に関する専門委員会	委員
地域包括ケア推進のための外来における看護職の役割把握調査検討委員会	委員
日本病院団体協議会	診療報酬実務者会議	委員
日本地域医療学会	理事
滋慶医療科学大学	大学関係者評価委員会	学外委員
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第29回 日本慢性期医療学会
The 29th Annual Meeting of Japan Association of Medical and Care Facilities

演　者

矢野　諭　（やの　さとし）
日本慢性期医療協会　副会長
多摩川病院　理事長
略歴

1983年3月 北海道大学医学部卒業　第2外科入局
腫瘍外科学、呼吸器外科学の診療・研究に従事

1993年3月 医学博士号取得
1996年4月 NTT東日本札幌病院　外科医長・救急部医長（兼任）
2006年4月 南小樽病院副院長
2009年4月 医療法人社団青優会　南小樽病院　病院長
2013年10月 医療法人社団大和会　多摩川病院　理事長
現在 一般社団法人日本慢性期医療協会	副会長

同	「看護師特定行為研修委員会」委員長
同	「診療機能評価基準委員会」委員長
東京大学大学院医学系研究科	非常勤講師

所属学会
日本老年医学会、日本静脈経腸学会、
日本リハビリテーション医学会、日本医療・病院管理学会、
日本臨床倫理学会
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慢性期医療は進化する
－医療・介護・地域の統合－

EL

医療の進化に必要な慢性期のQI

日本慢性期医療協会　副会長／同「診療機能評価基準委員会」委員長

矢野　諭

　「質指標（Quality	Indicator：QI）」とは『Donabedianモデルにおけるストラクチャー、プロセス、ア
ウトカムを数値化・定量化・点数化したもの』と定義することができる。2018年の同時改定では、7：1
から療養病床までの入院料が横断的に再編・統合に向かう方向性が打ち出され、「診療の質」、すなわち
看護配置などの「基本部分（ストラクチャー）」と「診療実績（プロセス・アウトカム）」に応じた段階
的評価が中核理念となった。しかし、わが国における「QIを用いた診療の質評価」は、諸外国と比較す
るとまだ十分に医療現場に浸透していない。日慢協ではこれまで、2010年に初案を策定し、2014年に改
訂版（Ver.Ⅱ）を公表した「慢性期医療のClinical	 Indicator（CI）：10領域67項目」を中心に慢性期病院
の質評価の議論を進めてきた。その後、2014年に「地域包括ケア病棟」が新設され、「慢性期病院」は「一
般慢性期病棟」、「回復期リハ病棟」、「医療療養病棟」、「障害者等病棟」、「特殊疾患病棟」も包括する。
策定当時は、適用病棟を主に医療・介護療養病棟に想定していたこの評価指標の内容では、もはや『地
域多機能病院』として、救急機能を含む「急性期機能」を整備して「治療病棟化」が求められている多
くの慢性期病院の質評価に対応出来なくなっている。慢性期医療は「進化」している。担当領域は、軽度・
中等度の急性期機能から、高齢者の特徴を代表する非感染性疾患（NCDs）、認知症、フレイル、サルコ
ペニアの予防と管理、人生の最終段階における医療・ケアに至るまでの多彩かつ広範な内容を包括する。

「慢性期医療」とは『高度急性期を除いたすべて』であり、その対象は『心筋梗塞、脳卒中、重度の外傷、
先進のがん治療などを除く疾患・病態』である。加えて多くの患者は、「総合診療医」の関与が必須とな
る「慢性多臓器障害」を合併したmultimorbidityの状態である。
　介護保険においては、2021年度から「LIFE」よる科学的介護の視点が導入され、今後はすべての病院
病棟はもちろん、「介護医療院」を含む在宅・居住系施設における医療においても、適切なQIの導入と
評価手法の再構築が必要となる。日慢協は2018年度にCIからQIに名称を変更したが、その内容にも進化
する医療現場の現状に対応した改変・見直しが求められている。さらに「診療の標準化」と「診療の質
の向上」というQI導入の最大の目的と意義が、実は「DPC制度」のそれと重なっているということも付
言しておく。2019年に筆者が私案を公表した「慢性期指標（10領域100項目）」ではその策定において、
診療ガイドラインや診療報酬加算算定項目とのリンクなどのあらたな視点を導入した。
　本講演では「慢性期指標（100項目）」を軸に、QI活用の意義と医療の進化に必要な慢性期のQIについ
て概説する。
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シンポジウム1

With Corona 時代の医療の進化

◆日　　　　時：10月14日（木）13：30～ 16：50

◆座　　　　長：池端　幸彦　　日本慢性期医療協会副会長
　　　　　　　　鈴木　龍太　　第29回日本慢性期医療学会　学会長

◆シンポジスト：阿南　英明　　神奈川県理事（医療危機対策担当）／医療危機対策統括官
　　　　　　　　 迫井　正深　　内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室　室長

釜萢　　敏　　日本医師会　常任理事
安藤　高夫　　医療法人社団永生会　理事長

　　　　　　　　 登谷　大修　　社会福祉法人　恩賜財団済生会支部　福井県済生会病院　院長
豊田剛一郎　　株式会社メドレー取締役

◆趣　　　　旨

2020年は新型コロナ肺炎感染で世界が大きく変化しました。コロナ禍が一時落ち着いたとし
ても、終わりになることはありません。また新たな脅威となる感染症が発生する可能性もあり
ます。新型コロナ肺炎の蔓延で医療は大きな打撃を受け、医療崩壊が間近に迫った時期もあ
りました。医療崩壊を防ぐためには一度だけの対策ではなく、今後も密を避け、ソーシャル・
ディスタンシングを取ることが必要であるとされています。一方、医療・介護は患者・利用者
に直接触って手当し、治療、ケアを行うことが必要です。With Corona 時代の医療はどうなっ
ていくのでしょうか？人類はこの変化を進化に変えなければいけません。日本の医療界を担う
方々にご登壇いただき、With Corona 時代の医療の進化を論じていただきます。
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シンポジウム1　略歴
座　長

池端　幸彦　（いけばた　ゆきひこ）
日本慢性期医療協会副会長
池端病院　理事長・院長
略歴

1980年 慶應義塾大学医学部卒業、同大学医学部外科学教室入局
1981年 浜松赤十字病院　外科
1982年 国立霞ヶ浦病院　外科
1983年 慶應義塾大学病院　一般消化器外科助手
1986年 池端病院　副院長
1989年 池端病院　院長（～現在）
1997年 医療法人池慶会　理事長（～現在）	
2008年 社会福祉法人雛岳園（すうがくえん）［愛星保育園・たんぽぽ保育園］理事長（～現在）

現在の主な役職
　（全国）
　　日本慢性期医療協会	副会長
　　中央社会保険医療協議会（中医協）委員
　　社会保障審議会	医療保険部会	構成員
　　厚労省	在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ構成員
　　厚労省	高齢者医薬品適正使用検討会	構成員
　　日本医師会	地域包括ケア推進委員会委員長
　　日本医師会	代議員

　（県内）
　　福井県医師会	会長
　　福井大学医学部	臨床教授
　　福井県医療審議会	会長
　　福井県慢性期医療協会	会長
　　福井県介護保険審査会	会長
　　全日本病院協会	福井県支部長

主な資格
日本外科学会認定医、日本消化器外科学会認定医、日医認定スポーツ医
日医認定産業医、認知症サポート医、介護支援専門員
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鈴木　龍太　（すずき　りゅうた）
第29回日本慢性期医療学会　学会長
医療法人社団　三喜会　理事長　鶴巻温泉病院　院長
略歴

1977年3月 東京医科歯科大学医学部卒業
1977年4月 東京医科歯科大学脳神経外科　研修医　入局
1980年1月 米国　National	Institutes	of	Health	(NIH)	NINCDS	Visiting	fellow
1995年4月 昭和大学藤が丘病院脳神経外科　助教授（准教授）
2009年9月 医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院　院長
2015年6月 医療法人社団　三喜会　理事長兼務
　　　　　 現在に至る

学会・資格等
学位　　　　　　医学博士　東京医科歯科大学第09号（1984年10月17日）
1983年7月 社団法人日本脳神経外科学会　専門医
2007年3月 日本リハビリテーション医学会　専門医　指導医
2011年6月 日本慢性期医療協会　理事
2012年6月 日本リハビリテーション病院・施設協会理事
2014年6月 神奈川県慢性期医療協会　会長
2018年6月 日本慢性期医療協会　常任理事
2018年8月 日本介護医療院協会　会長
2019年4月 湘南西部病院協会　会長
2019年6月 神奈川県病院協会　常任理事

シンポジスト

阿南　英明（あなん　ひであき）
MD.PhD,FJSIM
神奈川県理事（医療危機対策担当）
医療危機対策統括官
藤沢市民病院　副院長
東京医科歯科大学医学部臨床教授
神奈川県災害医療コーディネーター
略歴

新潟大学医学部医学科卒業
藤沢市民病院初期研修、横浜市立大学救命救急センター、藤沢市民病院救急部など経験

2012年 藤沢市民病院救命救急センター長・救急科部長
2019年 同病院副院長
2020年 神奈川県健康医療局医療危機対策統括官
2021年 神奈川県理事（医療危機対策担当）
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東京医科歯科大学医学部臨床教授、福島県立医科大学医学部非常勤講師
日本救急医学会救急科専門医・指導医、日本救急医学会評議員、日本災害医学会評議員、日本社会医学
系専門医・指導医、日本内科学会総合内科専門医・指導医、米国内科専門医会・内科学会（ACP）正会
員など
厚生労働省アドバイザリーボード（専門家会議）構成員
医学博士

専門は救急医学、災害医学

迫井　正深　（さこい　まさみ）
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室　室長
略歴

1989年～ 東京大学医学部卒業、東大病院、虎ノ門病院等で外科臨床医
1992年 厚生省入省、その後、米国ハーバード大学公衆衛生大学院留学
2005年～ 厚生労働省大臣官房健康危機管理室長、広島県福祉保健部長、

保険局企画官、老人保健課長、地域医療計画課長、保険局医療課長を歴任
2018年7月～ 大臣官房審議官
2020年8月～ 医政局長
2021年9月～ 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室　次長
2021年10月～ 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室　室長

釜萢　敏　（かまやち　さとし）
日本医師会　常任理事
略歴

1978年３月 日本医科大学卒業
自1978年４月
至1988年８月

日本医科大学付属第一病院小児科

自1988年９月
至　現在

小泉小児科医院院長

自1997年４月
至2001年３月

高崎市医師会理事

自2001年４月
至2005年３月

高崎市医師会副会長

自2005年４月
至2011年３月

高崎市医師会会長

自2011年６月
至　現在

群馬県医師会参与

自2014年６月
至　現在

日本医師会常任理事

賞罰
2018年11月3日　藍綬褒章
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安藤　高夫　（あんどう　たかお）
医療法人社団永生会　理事長
医療法人社団明生会　理事長
衆議院議員
略歴

1959年東京都生まれ。1984年日本大学医学部卒業。
専門は消化器内科。1989年に医療法人社団永生会理事長に就任。
2017年自民党公認で第48回衆議院議員選挙に初当選。厚生労働委員会委員、総務委員会委員、自由民主党
厚生労働部会副部会長。
現在は、日本慢性期医療協会副会長、全日本病院協会副会長、東京都病院協会副会長、東京都医師会参与、
八王子市医師会理事を務める。

登谷　大修　（とや　だいしゅう）
社会福祉法人　恩賜財団済生会支部　福井県済生会病院　院長
略歴

1977年 順天堂大学医学部卒業、金沢大学医学部第1内科入局
1984年 福井県済生会病院　内科医長
2000年 同病院　内科部長　兼　内視鏡センター長
2006年 同病院　副院長
2014年 同病院　院長

現職
経営品質協議会　幹事
日本医療ＢＳＣ研究学会　副理事長
日本腹部救急医学会　特別会員
済生会支部　福井県済生会　理事
福井県経営品質協議会　副会長
福井市医師会　副会長
金沢大学　医薬保健学域　医学類臨床教授

資格
医学博士（金沢大学大学院）
日本内科学会　指導医
日本消化器病学会　認定専門医
日本消化器内視鏡学会　認定指導医
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慢性期医療は進化する
－医療・介護・地域の統合－

豊田　剛一郎　（とよだ　ごういちろう）
株式会社メドレー取締役
略歴

1984	年東京都生まれ。東京大学医学部卒業。聖隷浜松病院での初期臨床研修、NTT東日本関東病院脳神
経外科を経て、米国のChildren’s	Hospital	of	Michiganで脳研究を行う。2013年よりマッキンゼー・アンド・
カンパニーにて主にヘルスケア業界の企業へのコンサルティングに従事。2015年2月に当社取締役に就任。
医療事典MEDLEYの立ち上げをリードし、正しいオンライン診療の普及を目指した啓蒙活動に従事。現
在は事業連携推進室を管掌。2019	年8	月より東北大学特任教授に就任。著書に『ぼくらの未来をつくる
仕事』（かんき出版）。
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S1-KS-1

神奈川県における慢性期医療機関も参画する
COVID-19医療体制構築

神奈川県理事（医療危機対策担当）／医療危機対策統括官

阿南　英明

　2020年2月横浜港にやって来たダイヤモンド・プリンセス号においてCOVID-19患者が多発し769名を
搬送する体験はその後の市中蔓延対策に通じる教訓をもたらした。それを活かして、患者の病態を重症・
中等症・軽症に3分類し、それぞれに対応する医療機関や施設等を以下のように分ける「神奈川モデル」
を構築した。①ICU機能の「高度医療機関」②酸素投与が必要な患者と基礎疾患保有者が入院する「重
点医療機関」「重点医療機関協力病院」③軽症無症状の患者は自宅または宿泊療養。一般の成人患者の多
くはこの仕組みの中で運用可能であると考えたが、当初から診療領域の特殊性に応じた対応も必要だと
考えられた。そこで小児、周産期、透析などに関しては、受け入れ医療機関や入院調整機能も別の仕組
み初期から構築した。この考え方は役割分担と機能集約である。COVID-19を集中的に入院させる医療機
関選定し、その重症度や基礎疾患などにより分担するものである。一方、日常的に感染症疾患を扱って
いない回復期・慢性期・療養型の医療機関にとってはCOVID-19患者の受け入れは非常に抵抗感が強かっ
た。しかし、2020年11月から第3波と呼ばれる患者急増期には、入院調整が困難を極める中で全ての医療
機関がCOVID-19と無関係では対応しきれない医療状況になった。そのなかで、少人数でもコロナ患者
を受け入れる医療機関が参画する医療機関が出現した。また、自院の入院患者が発症した場合に、患者
増によって転院が困難な状況に至ることを想定して、引き続き診療を継続するための施設・体制準備に入っ
た医療機関もあった。この時期に問題になったのは、感染性のあるCOVID-19患者を受け入れた重点医
療機関等からの退院停滞問題であった。当時高齢患者が多くコロナの治療が終了しても身体機能の低下
や生活支援者の課題などから退院できずコロナに対応する急性期医療機関病床を圧迫していた。そこで
慢性期医療を担っている医療機関へスムーズに転院できる仕組みを構築した。COVID-19患者の感染性は
通常10日間である。このことを職員が理解できれば10日を経過した患者の管理は他の疾患と同様であり、
むしろ特異な分野といえることから、結果的に県内で620床が確保することができた。COVID-19に関し
ては日常と異なり地域に拘らず広域で患者の入院調整を行っていたので、後方搬送に関して普段接点が
ない医療機関間での転院調整が必要であった。そこで、患者を送り出す医療機関と受け取る医療機関が
情報を入力することで短時間に調整が可能な「後方搬送マッチングシステム」を構築して短時間で転院
搬送が実現する体制を構築した。
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S1-KS-2

With Corona 時代の医療の進化

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室　室長

迫井　正深
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S1-1

新型コロナウイルス感染症に関する日本医師会の対応
―特に在宅医療に焦点を当てて―

日本医師会　常任理事

釜萢　敏

　国内の感染状況は流行の波が繰り返し訪れ、7月中旬からは第五波の到来も見え始めた。変異株感染者
のクラスターも複数報告されており、特にデルタ株は他の変異株と比べて感染力が高く、今後置き換わ
りが進むとみられている。
　感染力が強い変異株の流行も始まった第三波、第四波では、医療提供体制が大変ひっ迫した。厚生労
働省の調べでは、2021年1月と5月には35,000人が自宅療養者となり、宿泊療養患者も5月は10,000人を超
えた。病床が足りず、自宅や宿泊施設で療養中に死亡する例も出るなど、入院ができない患者への対応
が課題となった。
　本シンポジウムでは、日本医師会がこれまで行ってきた新型コロナウイルス感染症への対応のなかから、
特に在宅医療に関する部分の取り組みに焦点を当てるとともに、今後の医療提供体制の整備に向けてど
う取り組んでいくべきかを考える。



19

慢性期医療は進化する
－医療・介護・地域の統合－

S1-2

With Corona時代の医療の進化

衆議院議員

安藤　高夫

　2019年暮れに中国で新型コロナウイルス感染症患者が確認されて以降、世界中で新型コロナウイルス
感染症が猛威を振るっている。我が国においても、毎日のように新型コロナウイルス感染症関連のニュー
スがトップニュースとして報道されているところである。感染拡大阻止と経済活動の両立を図る中で、
陽性者数の増減という大きな波が繰り返し押し寄せており、７月中旬には国内の累計死者数が1.5万人を
超える事態となった。医療業界としては、通常医療を行いつつ、コロナに対応するための長い長い戦い
を続けているところである。
　私が理事長を務めている医療法人社団永生会においても、コロナ患者・ポストコロナ患者の入院受入
れを行ってきた。急性期を担う南多摩病院では、武漢市からの在留邦人帰国者への医療支援、クルーズ
船への人材派遣などを経て、2020年2月からコロナ患者の受入れを行っている。また、回復期～慢性期を
担う永生病院では、2020年末の院内におけるクラスター発生を契機に専用病棟を設置し、中等症以下の
コロナ患者を受入れてきた。
　このような状況の中、医療機関においては感染拡大当初から受診控えや院内感染によって経営に大き
なダメージが広がった。これらに医療機関がどのように対応し、また国がどのように対応してきたのか。
経営的影響を概観する。
　また、今後、医療業界は感染症対策を意識した医療を行っていく必要がある。これまで見えてきた課
題を踏まえ、地域住民が安心して過ごすごとができる医療インフラを整えるべく、国が何を考えており、
また病院経営の視点でどのようなことを考えていくべきか。そして、国民にとって必要なものは何なのか。
課題とその意味を考えたい。
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S1-3

感染に強い病院づくり

福井県済生会病院　院長

登谷　大修

　福井県の新型コロナウイルス感染は第１波の際人口比で東京を超える感染者が出て感染症指定病院での医療ひっ迫が深刻
となった。それに対し県、医師会、中核病院の連携体制が整備され「患者コーディネートセンター」設置、日本初の一時生
活施設開設や収容病床の増床が行われた。結果その後の第２、３波は医療体制への大きな影響なく終息した。第４波は変異株
の影響もあり感染者が大きく増加したが接触者に対する早期大量検査で３次感染を最小限に抑えつつある（２１年７月中旬時点）。
　当院は２０年２月半ばより対策会議を立ち上げ、感染症指定ではないが県の要請により３月に帰国者・接触者外来、４月にコ
ロナ患者収容病棟、発熱外来等を設置してきた。
　その中で「免疫能の低下している入院患者をいかに護るか？」を最重要課題として検討を重ね以下の対策を行ってきた。
残念ながら２０年４月にコロナ患者収容病棟勤務の看護師１名の院内感染２１年１月に事務職員１名テナント社員１名の市中感染
が認められたが、幸い２次感染は全て予防できた。また最強の予防策である職員へのワクチン接種も６月中旬に90％完了した。
　以下に当院での感染予防策を示す。
１）外部からの感染防御
　　①　玄関での大型サーモカメラによる発熱者識別と安全マーク貼付
　　②　発熱外来での鑑別診断と迅速PCR
　　③　入院患者との面会禁止（タブレット・アバターにて代用）、業者の入館制限　
　　④　職員の防護具着用と院内の定期的消毒（院内一斉定時クリーンアップ）
　　⑤　患者・職員の接触時間短縮：AI問診（効率・質も向上）
　　⑥　高齢患者への接触確認アプリCOCOA導入支援
２）職員からの伝播阻止
　　①　職員の行動規範の徹底（医療者としての自覚）
　　　a.　院内では自身が感染者と自覚し「マスク無しの会話厳禁」「黙食の徹底」
　　　b.　院外での感染予防の指導。職員・関係者の感染（疑い）時の早期の連絡と検査の徹底（院内迅速検査）
　　②　更衣室入口での体温、マスク確認カメラシステムでの開錠（出退打刻も検討）
　　③　集合会議によるリスクの軽減
　　　a.　大会議室・講堂の使用、（自作アクリル板による隔離）
　　　b.	職員ポータルサイトでの研修講演配信（出席確認、時間外勤務低減）
　　④　時間外出勤の低減：拘束医からの指導はTeams使用
３）コロナ患者収容病棟からの伝播阻止
　　①　一般診療との動線分離と接触低減
　　　a.　本館とは別棟の病棟使用　
　　　b.　CT検査等患者移動時の対策：専用ベッド、車いす
　　　c.　他部署との職員動線の完全分離：更衣室、休息・食事室、希望者には宿舎提供
　　②　収容病棟職員に対する予防手技教育の徹底（ICT）
　　③　感染患者と職員の接触時間の短縮：監視ロボット（アバター）掃除ロボットの活用
以上の対策を行ったが最も重要なものは災害時の情報収集・戦略決定・実施のスピードと一体感のある職員の行動であり、
その基本は病院に対するエンゲージメントである事も実感した。さらにITによる感染対策は「働き方改革」や医療の効率化
にも寄与する事が窺えた。
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S1-4

オンライン診療の現状と今後の展望

（株）メドレー　取締役　医師

豊田　剛一郎

　2015年8月に厚生労働省が発表した通知により、それまで離島やへき地等でのみ許容されると解釈され
ていた遠隔診療の実施可能性が広げられ、クリニックを中心に日常診療の中でオンライン診療として実
施されるようになった。2018年3月の診療報酬改定による「オンライン診療料」の新設や、厚生労働省に
よる「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の策定など、オンライン診療は外来、入院、訪問診
療に次ぐ、「第4の診療形態」として注目を集めるようになったが、制度的な課題から普及には至らない
状況が続いていた。2020年4月、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて時限的・特例的取扱いとして厚
生労働省から発出された通知により、対象疾患等の制限なく初診からオンライン診療が許容されるよう
になると、オンライン診療への注目度は加速度的に高まった。発令から1年以上が過ぎた現在も特例措置
が続いており、幅広い診療科で、オンライン診療が実施されている。今後の制度については、「オンライ
ン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」や中医協で議論され、医療現場でどのよう
に活用することができるのかが決まってくるものと考えられる。
　株式会社メドレーは「医療ヘルスケアの未来をつくる」というミッションのもと、様々なITサービス
を通じて納得できる医療の実現を目指している。クラウド診療支援システム「CLINICS」としてオンラ
イン診療や電子カルテを提供。全国2,600を超える医療機関に導入され、日本のオンライン診療領域をリー
ド。2020年9月からかかりつけ薬局支援システム「Pharms」の提供も開始。グループ会社では、病院向
け電子カルテ「MALL」を提供している。
　本発表では、オンライン診療に関係する制度の変遷や臨床現場で利用する視点での制度整理、さらに
実際にオンライン診療を活用する医療機関での実例を紹介する。また、オンライン診療は、オンライン
服薬指導や電子処方箋など、幅広い視野をもって議論することが重要であり、医療情報の標準化の必要
性を含めた、医療×テクノロジーの現状や今後の展望についても紹介する。



22

第29回 日本慢性期医療学会
The 29th Annual Meeting of Japan Association of Medical and Care Facilities

シンポジウム2

慢性期医療のキャリアアップ

◆日　　　　時：10月14日（木）17:00～ 18：30

◆座　　　　長：井川誠一郎　　　平成医療福祉グループ診療本部長

◆シンポジスト：矢野　　諭　　　日本慢性期医療協会　副会長
　　　　　　　　 青栁　綾子　　　医療法人　康生会平成豊中訪問看護ステーション

師長　管理者／保健師
　　　　　　　　 小玉　達也　　　医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院　介護科長

西尾　俊治　　　南高井病院　院長

◆趣　　　　旨

日本は超高齢社会に突入し、2025年に向けた地域医療構想に則り、現在医療の再編成が進め
られています。その中で慢性期医療は急性期治療後の医療・介護全てを担うものと位置づけら
れ、ますますその重要度を増しています。地域医療構想では、病院病床数の削減に伴い、必然
的に在宅・介護施設での医療・介護の充実が要求されています。これからの慢性期医療、在宅
診療・介護のニーズに合わせて医療職のキャリアアップが進んでいます。本シンポジウムは総
合診療医、看護師特定行為研修、介護認定特定行為業務に焦点をあて、その実情、課題と未来
を論じていただきます。
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シンポジウム2　略歴
座　長

井川　誠一郎　（いかわ　せいいちろう）
平成医療福祉グループ診療本部長
日本慢性期医療協会　常任理事
略歴

1983年 大阪大学医学部卒業　大阪大学第一外科（川島康生教授）に入局
1984年 市立泉佐野病院外科
1987年 大阪府立母子保健総合医療センター心臓血管外科
1989年 大阪大学医学部第一外科
1992年 大阪府立母子保健総合医療センター心臓血管外科診療主任
1996年 社会保険紀南綜合病院心臓血管外科医長
1999年 市立豊中病院心臓血管外科医長
2004年 同院部長
2005年 同院心臓病センター開設に伴いセンター長兼任
2006年 医療法人豊中平成会豊中平成病院副院長
2008年 医療法人康生会平成記念病院院長
2011年 医療法人康生会常務理事（現職）／平成医療福祉グループ診療本部本部長（現職）
2012年 医療法人恵泉会浜寺中央病院院長
2020年 医療法人康生会淀川平成病院院長

厚生労働省保健医療専門審査員
（中央社会保険医療協議会　入院医療等の調査・評価分科会委員）
日本慢性期医療協会　常任理事、政策企画委員会委員長、慢性期救急員会委員長
地域包括ケア病棟協会　幹事
日本在宅救急医学会　理事

シンポジスト

矢野　諭　（やの　さとし）
日本慢性期医療協会　副会長
多摩川病院　理事長
略歴

1983年3月 北海道大学医学部卒業　第2外科入局
腫瘍外科学、呼吸器外科学の診療・研究に従事

1993年3月 医学博士号取得
1996年4月 NTT東日本札幌病院　外科医長・救急部医長（兼任）
2006年4月 南小樽病院副院長
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2009年4月 医療法人社団青優会　南小樽病院　病院長
2013年10月 医療法人社団大和会　多摩川病院　理事長
現在 一般社団法人日本慢性期医療協会	副会長

同「看護師特定行為研修委員会」委員長
同	「診療機能評価基準委員会」委員長
東京大学大学院医学系研究科	非常勤講師

所属学会
日本老年医学会、日本静脈経腸学会、
日本リハビリテーション医学会、日本医療・病院管理学会、
日本臨床倫理学会

青栁　綾子　（あおやぎ　あやこ）
医療法人　康生会　平成豊中訪問看護ステーション　師長　管理者／保健師
略歴

2003年 行岡医学技術専門学校	看護第1学科	卒業
2004年 藍野短大	地域専攻科	卒業
2005年 社会医療法人生長会	府中病院	消化器外科
2008年 医療法人マックシール	巽今宮病院	療養病棟
2010年 茨木市立太田小学校	養護教諭講師
2011年 平成記念病院	療養病棟
2012年 介護老人保健施設	ケアホーム豊中
2015年 平成豊中訪問看護ステーション

小玉　達也　（こだま　たつや）
医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院　介護科長
略歴

1998年 医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院入職
2003年 同病院　介護係長
2009年 神奈川県立保健福祉大学実践教育センター介護教員講習会修了
2011年 同病院　副科長
2014年 医療法人社団三喜会　介護教育責任者
2016年 同病院　科長

現在に至る

現職
医療法人社団三喜会　介護教育責任者
医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院介護科長
公益社団法人日本介護福祉士会専門部会委員
公益社団法人神奈川県介護福祉士会理事
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西尾　俊治　（にしお　しゅんじ）
南高井病院　院長
略歴

1979年3月 愛媛大学医学部卒業
1983年3月 愛媛大学医学部泌尿器科学教室　助手
1988年9月～1989年8月 イギリス国マンチェスター大学留学（尿路結石発生メカニズムの研究）
1989年4月 愛媛大学医学部泌尿器科学教室　講師
1998年10月 愛媛大学医学部泌尿器科学教室　助教授
2002年4月 愛媛大学医学部附属病院低侵襲手術センター　副センター長併任
2004年2月	 南松山病院　院長
2006年4月	 済生会今治病院　副院長
2011年4月 医療法人天真会　南高井病院　院長
現在にいたる。 　

1986年　　医学博士取得　日本泌尿器科学会会員
2014年～　愛媛県慢性期医療協会　会長
2016年～　日本慢性期医療協会　総合診療医認定講座委員会　委員長　
　　　　　排尿自立指導料（排尿自立支援加算）研修会　責任者
2018年～　日本慢性期医療協会　常任理事
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S2-1

日本慢性期医療協会「看護師特定行為研修」
～現状と課題～

日本慢性期医療協会　副会長／同「看護師特定行為研修委員会」委員長

矢野　諭

　質の高い医療と介護が効率的に提供されるためには、それに従事する専門職が、知識の習得と技術の
研鑽に向けた努力を生涯にわたり継続しなければならない。超高齢社会において「チーム医療」の推進
が加速される中で、そのキーパーソンと位置付けられる看護師に期待される役割はますます複雑化・多
様化・高度化し、そのキャリアアップ、スキルアップへの取り組みはとりわけ重要である。
　厚労省が2015年10月から開始した「特定行為に係る看護師の研修制度」は、多様な臨床場面において、
看護師が医師の判断を待たずに「手順書」により一定の「診療の補助」を行うことを可能にした制度である。
日本慢性期医療協会（日慢協）の当該研修は、国が指定した21区分38行為の中から『9区分16行為を必修』
としていることが大きな特徴の一つである。「慢性多臓器障害」の合併という「multimorbidity」と称す
る多彩な病態の患者が増加している在宅・居住系施設を含む慢性期医療の現場では、臓器別専門医よりも、
トータルに患者を診療できる総合診療医の需要が増加する。そこでは、「診療の補助」と「療養上の世話」
を行うチーム医療のキーパーソンである看護師にも、必然的に総合診療の視点が求められる。慢性期の
現場では、研修修了看護師が一人の患者において、複数の特定行為を実践する可能性が高い。したがっ
て、ごく少数の限定的な区分の専門性を高めることよりも、日常遭遇する可能性の高い多くの特定行為
を体得して、高度の臨床能力を涵養し、それを実践することの方が現実的である。少数区分の選択やパッ
ケージ化推進の流れの中で、日慢協の特定行為研修があえて「９区分16行為必修」を継続する理由の一
つはそこにある。日慢協の研修修了者は2021年8月現在で236名を数える。高いスキルと豊富な知識に基
づき、「診療の補助」と「療養上の世話」を実践する有能な看護師の養成は、確かに望ましいことである
が、スキルアップの実現は必ずしも容易ではない。修了者の「質」の担保だけではなく、指導者の「質」
の担保と教育の「標準化」も必要であり、テキストの改訂、研修内容のブラッシュアップとともに「フォ
ローアップ研修」や「特定行為研修指導者講習会」の意義も大きい。今までもこれからも特定看護師は、
在宅を含めた慢性期医療の現場においてより大きな需要があり、ますますその存在意義が強調されてく
るであろう。本研修制度の推進と多くの有能な研修修了者の養成は、われわれ慢性期医療に従事する人
間の責務である。同時に指導者も生涯にわたるスキルアップが必要なことを認識しなければならない。
本講演では日慢協「看護師特定行為研修」の現状と課題について述べる。
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S2-2

在宅における看護師特定行為の現状と未来

平成豊中訪問看護ステーション　師長／管理者

青栁　綾子

　看護師特定行為研修とは、2025年に向けてさらなる在宅医療等の推進を図っていくために医師又は歯
科医師の判断を待たずに、手順書により一定の診療の補助を行う看護師を養成し今後の在宅医療等を支
えていくことを目的とした研修制度である。
　65歳以上の高齢者数は2025年には3,657万人となり、2042年には3,878万人とピークを迎えると予測され
ている。首都圏をはじめとする都市部において、今後急速に75歳以上人口が増えていく。平成19年の厚
生労働省の調査において60％以上の国民が「自宅で療養したい」と回答している。
　在宅医療の為の訪問診療を提供している医療機関の数も十分とは言えず、医療度の高い在宅療養者が
増加するにつれ訪問看護の必要性が高まっている。
病院とは違い、在宅では患者の状態変化があってもすぐに医師の診察や処置を受ける事が難しく、医師
の指示を待つ間訪問看護師が対応することがほとんどである。
看護師が患者の状態を評価・分析し、状況判断をして特定の行為を実施することができれば患者の状態
悪化を防ぐことにつながる。
　特定行為研修を修了した看護師のうち、在宅看護に従事する者は全体の６％にとどまっており、在宅で
の実施状況も医療機関行うものと同じようにはいかない場合もある。
在宅看護現場での現状と問題点を踏まえ、未来を考えたい。
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S2-3

介護喀痰吸引等制度の現状を考える
～介護職員と社会が抱く期待と資格取得の困難さへの言及～

鶴巻温泉病院　介護科長・介護福祉士

小玉　達也

　わが国では、超高齢社会の進行により、医療費の増加による財政面の危機的状況が問題視され、病院
中心の医療提供から、地域全体で診るというパラダイムシフトが加速している。その結果、医療を必要
とする人が地域や介護施設で増加し、家族の介護負担の増大や医療の担い手不足が懸念されている。
　2012年4月、社会福祉士及び介護福祉士法の一部が改正され、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護
職員等は、一定の条件の下に痰の吸引等の行為を実施できることになった。これまで、やむを得ず必要
な措置（実質的違法性阻却）として、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、介護職員等
が痰の吸引・経管栄養のうちの一定の行為を実施することを運用によって認めていた。しかし、法律に
おいて位置付けることや全ての介護施設で対応できていない等の課題が指摘され、介護職員等の業務範
囲を拡大する方向性により法改正が行われた。
　介護職員等の業務範囲が拡大されたことを受け、介護福祉士養成課程に「医療的ケア」が加えられた。
医療的ケアは、講義50時間と演習で構成され、医療的ケアが必要な人の安全で安楽な生活を支えるとい
う観点から、医療職との連携のもとで医療的ケアを安全・適切に実施できるよう、必要な知識・技術を
習得することを目的として設けられた。講義50時間と演習を修了した者は、その後、介護や医療の現場
で実地研修を修了することにより、認定特定行為業務従事者として医療的ケア実施の資格を得ることが
できることになった。
　医療的ケアの資格は、現場で働く介護職員や介護の道を志す者にとって魅力的な資格である。今まで
禁止とされていた行為が法的に認められ、知識・技術の向上並びにケアの質向上に寄与することが期待
されている。現場で働く介護職員からは、業務上必要という理由だけではなく、自己のスキルアップの
ために資格を取得したいという声も多く挙がっている。
　2020年4月現在の認定特定業務従事者数は約23万人となっている。これは、全介護従事者数の約1割程
度であり、その数字からも資格取得が進んでいないことは明確である。研修費の捻出、研修期間の長さ、
実地研修場所及び医療職の指導者や対象者の確保等、様々な課題が散見される。特に実地研修先の確保
が困難なケースが多く、講義と演習修了後に実地研修が数年できていない状況もある。更に追い打ちを
かけるように新型コロナウィルスが蔓延し、実地研修を受け入れる医療機関が激減したことも資格取得
を阻害する要因となっている。
　今後、介護職員等による医療的ケアは、社会的にその必要性が高まるはずである。しかし、制度上の
問題が山積みであり、このままでは社会の動向に即した有資格者数は確保できないと予測できる。介護
職員等のキャリアアップにつながる重要な資格でもあるため、システムも含めた制度自体の抜本的な変
革が必要と提言させていただきたい。
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S2-4

慢性期総合診療認定医を創設し、
キャリアアップをめざそう！

南高井病院　院長

西尾　俊治

　「良質な慢性期医療がなければ日本の医療は成り立たない（武久洋三　会長）」。良質な慢性期医療を実
践するために多職種の連携に加えて、各職種のスキルアップ（キャリアアップ）が重要である。医師に
ついても同様である。現在そして未来に求められる「慢性期医療における総合診療医」の在り方・課題
について考えてみたい。慢性期医療施設の医師は自分の専門領域以外については普段の診療経験、専門
医との相談、研修会の参加により「より良い医療」をめざし「総合診療医のごとく」働いていると思う。
　北米には家庭医、プライマリ・ケア医があり、地域住民の健康のために働く総合診療医が存在している。
わが国における「総合診療医」の現状について述べる。1978年佐賀医科大学（当時）に総合診療部が創
設された。その後日本プライマリ・ケア学会（1978年設立）、日本家庭医療学会（1986年設立）、日本総
合診療医学会（1993年設立）が合併し2010年日本プライマリ・ケア連合学会が創設され、新・家庭医専
門医、プライマリ・ケア認定医制度ができている。また、日本病院総合診療医学会（2010年設立）では
病院で働く「病院総合診療専門医（認定医）、general	hospitalist」制度があり、この専門医になるため
の研修プログラムには8団体が所属し、医師がプログラムに参加しやすい体制を整えている。2018年度か
らは総合診療専門医（日本専門医機構）が発足しているが、総合診療医専門研修を受けたうちでわずか2％
しか専門医になっていない。キャリアアップする場所がないとの意見もある。この3団体では互いに協力
し、総合診療専門医から新・家庭医専門医への移行、専門領域の医師がプライマリ・ケア認定医になる
研修プログラムなどの工夫がみられる。
　日本慢性期医療協会では「総合診療医認定講座」（24講座　計6日間コース）が2014年から開始され、
今までに計6回開催され好評である（受講者数366名、会員281名　非会員63名）。内科・外科などすでに
専門領域に関する経験をもつ医師がその専門性や経験を生かしつつ、さらに診療の幅を広げ、慢性期医
療の領域の理解を深め、「地域医療のエキスパートとなる」ことを目標としている。しかし、今後慢性期
にはますます多種多様の患者の受け入れや高度な医療機器の使用などが求められると予測されるため、
新たな知識・経験・手技の獲得が必須となる。慢性期における総合診療医としてスキルアップ（キャリ
アアップ）をめざすために、総合診療医認定講座に加えて、当協会の多くの研修会の参加、新たな医師
向け実技研修、慢性期研修指定病院の認定、他学術団体との協力体制などにより、総合診療医研修プロ
グラムを拡充し、「慢性期総合診療認定医制度」が実現できればと願う。
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文化講演　略歴
座　長

鈴木　龍太　（すずき　りゅうた）
第29回日本慢性期医療学会　学会長
医療法人社団　三喜会　理事長　鶴巻温泉病院　院長
略歴

1977年3月 東京医科歯科大学医学部卒業
1977年4月 東京医科歯科大学脳神経外科　研修医　入局
1980年1月 米国　National	Institutes	of	Health	(NIH)	NINCDS	Visiting	fellow
1995年4月 昭和大学藤が丘病院脳神経外科　助教授（准教授）
2009年9月 医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院　院長
2015年6月 医療法人社団　三喜会　理事長兼務
　　　　　 現在に至る

学会・資格等
学位　　　　　　医学博士　東京医科歯科大学第09号（1984年10月17日）
1983年7月 社団法人日本脳神経外科学会　専門医
2007年3月 日本リハビリテーション医学会　専門医　指導医
2011年6月 日本慢性期医療協会　理事
2012年6月 日本リハビリテーション病院・施設協会理事
2014年6月 神奈川県慢性期医療協会　会長
2018年6月 日本慢性期医療協会　常任理事
2018年8月 日本介護医療院協会　会長
2019年4月 湘南西部病院協会　会長
2019年6月 神奈川県病院協会　常任理事

演　者

福森　伸　（ふくもり　しん）
社会福祉法人太陽会　知的障がい者支援施設「しょうぶ学園」　統括施設長
略歴

1959年　鹿児島県生まれ。1983年より障がい者支援施設「しょうぶ学園」に勤務。木材工芸デザイン
を独学し、「工房しょうぶ」を設立。特に2000年頃より縫うことにこだわってプロデュースした「nui	
project」は、国内外で作品が高く評価されている。また、音パフォーマンス「otto&orabu」・家具プロジェ
クト・食空間コーディネートなど「衣食住＋コミュニケーション」をコンセプトに、工芸・芸術・音楽等、
新しい「SHOBU	STYLE」として、知的障がいをもつ人のさまざまな表現活動を通じて多岐にわたる
社会とのコミュニケート活動をプロデュースしている。2013年グッドデザイン賞を受賞。2019年　著書

「ありのままがあるところ」（晶文社）を上梓。



31

慢性期医療は進化する
－医療・介護・地域の統合－

CL

「ものをつくることは生きること」
―人間らしさと文化的価値の創造―

社会福祉法人太陽会　しょうぶ学園統括施設長

福森　伸

　しょうぶ学園は1973年に設立。1985年頃から利用者の感性あふれる創作活動に魅せられ、日中活動そ
のものを「工房しょうぶ」と称し下請け作業を廃し、工芸、芸術活動を中心にした利用者の個性を発揮
できる環境づくりに転換した。また、レストランやクラフトショップの他、ギャラリーや多目的ホール
を併設し、施設そのものをパブリックに開き、地域に根ざした“新しい福祉文化の創造”をコンセプトに
施設活動が「与えられる側」から「創り出す側」になることを目指している。
　知的障害を持つ方にとって生きやすい環境を模索するには、まず彼らの考え方や発想を理解する必要
がある。限られた自分流の表現でなければ自分の意思を相手に伝えられない人にとっては、言葉に頼る
ことが難しく意思伝達は非言語的行為や代弁者によるところが大きい。私たちは、その行為の意味に近
づこうとして、彼らの日々の創作活動や行為の中から生まれてくる“もの”に対し、感嘆し、強い興味と
関心を寄せてきた。彼らの創作行為の多くが、私たちとは違って社会的価値や称賛に無関心であり、自
分自身のためだけに向けられていること。結果ではなく行為の過程に意味を見出していること。それは
ある種の芸術、音楽や舞踏、現代アートなどに多く見られる「即興」表現に近く、「逆らわない」「ひね
らない」「無理をしない」という反面、「こだわりぬく」という芸術思想から人間が本来持っている無垢
な才能に気づかされた。特に表現活動や創作行為においては、私たち自身が既成概念を取り払い、物事
の常識や行動の見方を変えることによって行為の美しさや発想の意味が浮かび上がってくるのである。
ものをつくる行為の中から気づかされたありのままの人間らしさは、社会モデルに加えて文化モデルと
して、現代のテクノロジー社会に必要とされる取り戻すべき姿でもある。
　そんな彼らの暮らしやすい環境とは一体どういう場所なのか。ケアの本質とは、障害を持つ彼らの行
為を理解し、施設から地域社会の中で共に暮らす生活空間と生命環境を整えることにある。しかし、今
の社会システムでは知的障害者のことが理解され、本当に受け入れられているのだろうか。新しいキーワー
ドは「福祉施設が変わる」ことである。つまり、障害者が地域へ出ていくだけでなく、地域の必要性に
幅を広げ、しかも誰もが立ち寄れる心地よさをもつ必要な場所として、プライベートとパブリックが融
合した福祉施設が地域文化の拠点としての機能を持ち、その中に小さな入所施設やデイケア事業所もあ
るという「万人が集える日本特有の新しい福祉空間」のあり方を模索している。
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シンポジウム3

長期療養のリハビリテーション

◆日　　　　時：10月15日（金）10：00～ 12：30

◆座　　　　長：今西　剛史　　　鶴巻温泉病院　副院長
粟生田友子　　　日本リハビリテーション看護学会　理事長

◆演　　　　者：菅原　健介　　　株式会社ぐるんとびー　代表取締役
粟生田友子　　　日本リハビリテーション看護学会　理事長
近藤　国嗣　　　一般社団法人　全国デイ・ケア協会　会長
斉藤　秀之　　　公益財団法人　日本理学療法士協会　会長
熊谷　賴佳　　　京浜病院　院長

◆趣　　　　旨

近年リハビリテーションの重要性が認められ、主に急性期・回復期で積極的に進められていま
す。しかし超高齢社会では障害を有する生活期が長期に及ぶことが容易に想像され、生活期、
終末期のリハビリテーションが求められています。ここではリハビリテーションを単なる機能
回復訓練ではなく、心身に障害を持つ人の全人間的復権を理念として、潜在する能力を最大限
に発揮させ、日常生活の活動を高めることと定義します。摂食嚥下、排せつ、拘縮に関する取
組だけでなく、利用者をベッド上で寝たきりにしないような離床・端坐位の取組が重要です。
そのためにはリハ療法士以外に生活に寄り添っている看護・介護等を含む多職種の取り組みが
必要であると考えます。可能な限り介護の困難な状態を改善し、廃用症候群・重症化予防と積
極的な自立支援の視点から協力し合って多職種で支援を行い、全介助の期間をできる限り短縮
し、たとえ全介助であっても、あるいは終末期となっても支援が継続されることを期待します。
本シンポジウムでは医師、看護師、リハ療法士、認知症専門医、介護施設からそれぞれのアプ
ローチをお聞きし、長期療養でのリハビリテーションの在り方を論じていただきます。
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シンポジウム3　略歴
座　長

今西　剛史　（いまにし　たかし）
鶴巻温泉病院　副院長
略歴

１９８５年 東海大学医学部卒業　整形外科入局
１９９１年 東海大学医学部大学院卒業　医学博士
１９９１年～ 国立療養所箱根病院　

東海大学医学部附属病院　
茅ヶ崎中央病院　
厚木仁厚会病院

１９９８年～ 鶴巻温泉病院
２０００年～ 鶴巻温泉病院　回復期リハビリテーション病棟
２０１２年～ 鶴巻温泉病院　副院長

１９９２年～ 整形外科専門医
２０１１年～ リハビリテーション認定臨床医

湘南脳卒中研究会世話人
神奈川脳卒中カンファレンス世話人

粟生田　友子（あおうだ　ともこ）
日本リハビリテーション看護学会　理事長
略歴

聖路加看護大学卒業後聖路加国際病院に看護師として勤務
埼玉県立衛生短期大学看護学科　助手・講師　（成人看護学）
1995年 聖路加看護大学大学院看護学研究科博士前期課程修了　修士(看護学)　	

同　聖路加看護大学　講師　(精神看護学)
1999年 福島県立医科大学看護学部　准教授　（心理社会看護学部門　障害者看護学）
2006年 新潟県立看護大学看護学部　教授　(精神看護学)	

同大学　看護研究交流センターセンター長
2012年 国立障害者リハビリテーションセンター看護部長　

併任　学院脳卒中リハビリテーション看護認定看護師教育課程主任教官
2017年 獨協医科大学看護学部　教授　(成人看護学)
2019年 埼玉医科大学保健医療学部　看護学科　教授　(成人看護学)	

札幌医科大学大学院、群馬大学大学院他　非常勤講師

2010年 聖路加看護大学大学院博士後期課程修了　博士(看護学)
2016年 日本リハビリテーション看護学会　副理事長
2018年 　　　同学会　　　　　　　　　　理事長
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著書
長谷川真澄,粟生田友子：チームで取り組むせん妄ケア,医歯薬出版,2017
粟生田友子編：リハビリ病棟の標準看護計画,メディカ出版,2015
粟生田友子,石川ふみよ編：看護現場の研究法,医歯薬出版,2018
落合芙美子監修,粟生田友子編：新体系看護学全書　リハビリテーション看護,メヂカルフレンド社,2015
　他

シンポジスト

菅原　健介　（すがはら　けんすけ）
株式会社ぐるんとびー　代表取締役
特定非営利活動法人ぐるんとびー　理事長
認定NPO法人こまちぷらす　理事
湘南大庭地区自治会連合会　理事
藤沢市介護保険事業所連絡会　副理事長
略歴

1979年神奈川県鎌倉市生まれ。デンマークにある東海大学附属中・高校を卒業、学生時代は野宿をしな
がら各国を放浪。内戦後のボスニアの荒廃、ケニアの奥地では医療の代わりに呪術がある世界に出会い
衝撃をうけ自分の中の常識を覆される。帰国し、東海大学工学部を卒業後、（株）セプテーニで広告業
の営業職として勤務。その後、理学療法士を取得し医療法人社団三喜会『鶴巻温泉病院』に就職。東日
本大震災がきっかけで退職。2011年4月より全国訪問ボランティアナースの会キャンナスの災害支援コー
ディネーターとして長期間活動する中で“平時からのつながり”の大切さを痛感。2015年に『株式会社
ぐるんとびー』を起業し独立。日本初UR団地のひと部屋を使った小規模多機能型居宅介護『ぐるんとびー
駒寄』を開設、代表者やスタッフも同じ団地に住みながら、“いち住民”視点で福祉事業を使った街づく
りに挑戦。
湘南地域を中心とした多業種・多職種の交流会『湘南きずなの会』『湘南大庭会』などを仲間とともに主催。
NHKドラマ『天使にリクエストを～人生最後の願い～』（主演：江口洋介、上白石萌歌、志尊淳、倍賞
美津子）では、ぐるんとびーの実践がモデルとなり脚本協力。2020年アジア太平洋No1施設として表彰
される。

メディア掲載（TVのみ）
2013～18年　NHK総合『大介護時代』、『おはよう日本』、TBS『News23』、
　　　　　　テレビ朝日『スーパーJチャンネル』
　　　　　　NHK総合『ひるまえほっと』、デンマーク国営放送『DR1』、NHK総合『首都圏ニュース』
2019年　　　NHK総合『おはよう日本』、テレビ朝日『スーパーJチャンネル』
2020年　　　日本テレビ『おはよん」、NHK総合『ひるまえほっと』、TBS	NEWS（ラーメン炎上問題）

受賞歴
2018年　かながわ福祉サービス大賞　大賞受賞
2020年　日本政府とアジア12か国の政府が掲げる“アジア健康構想”
　　　　AHWINアジア健康長寿イノベーション賞（コミュニティ部門）
　　　　アジア準大賞、国内最優秀賞受賞
2020年　8th	ELDERCARE	INNOVATION	AWARDS	2020	最優秀賞を受賞。
　　　　アジア太平洋No1福祉施設として表彰
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近藤　国嗣　（こんどう　くにつぐ）
一般社団法人　全国デイ・ケア協会会長
東京湾岸リハビリテーション病院　院長
医学博士
略歴

慶應義塾大学リハビリテーション医学教室　非常勤講師

日本リハビリテーション医学会	専門医・指導医、代議員、理事
日本生活期リハビリテーション医学会　監事
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会　認定士、評議員　
日本臨床神経生理学会	専門医、指導医、
日本抗加齢医学会　専門医
日本義肢装具学会　社員
リハビリテーション先端機器研究会　幹事

一般社団法人　日本リハビリテーション病院・施設協会　副会長　
一般社団法人　回復期リハビリテーション病棟協会　理事　
一般社団法人　日本災害リハビリテーション支援協会(JRAT)	　副代表
公益社団法人　全国老人保健施設協会　常務理事

斉藤　秀之（さいとう　ひでゆき）
公益財団法人　日本理学療法士協会　会長
専門理学療法士，博士（医学）
略歴

学歴
1988年3月 金沢大学医療技術短期大学部　理学療法学科　卒業（現金沢大学医学部保健学科）
1994年9月 佛教大学通信教育課程社会学部社会福祉学科社会福祉学専攻卒業　学士	

（社会学，佛教大学）
1999年3月 筑波大学大学院修士課程医科学研究科医科学専攻　修了　修士（医科学，	筑波大学）
2002年3月 筑波大学大学院博士課程医学研究科環境生態系専攻　修了　博士（医学，	筑波大学）

職歴・役職歴
1988年4月 藤井脳神経外科病院　リハビリテーション科　入職
1997年4月 医療法人社団筑波記念会　筑波記念病院　入職
2004年2月 医療法人社団筑波記念会　筑波記念病院　リハビリテーション部部長　就任
2014年～2016年 医療法人社団筑波記念会　リハビリテーション事業　統括～顧問　就任
2017年6月 医療法人社団筑波記念会　顧問　就任（～2018年7月）

2011年6月 社団法人　日本理学療法士協会　理事　就任
2013年6月 公益社団法人　日本理学療法士協会　副会長　就任
2018年6月 公益社団法人　日本理学療法士協会　常勤役員として勤務
2021年6月 公益社団法人　日本理学療法士協会　会長　就任

2013年12月 筑波大学　客員教授
2020年4月 筑波大学グローバル教育院　教授
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熊谷 賴佳　（くまがい　よりよし）
京浜病院　院長
略歴

1977年 慶応義塾大学医学部卒業
1977年 東京大学医学部脳神経外科学教室入局
1977年 東京警察病院脳神経外科
1978年 東京大学医学部付属病院脳神経外科　

都立荏原病院脳神経外科
1980年 自衛隊中央病院脳神経外科
1984年 寺岡記念病院（広島県芦品郡）脳神経外科　

京浜病院
1985年 新京浜病院院長
1992年 京浜病院院長就任（現在に至る）
2000年 4月より、医療法人社団京浜会設立　常務理事
2012年～2018年3月 医療法人社団京浜会　理事長
2018年4月 医療法人社団京浜会	理事（現在に至る）

資格
1977年 医師免許取得
1983年 日本脳神経外科学会認定専門医
1987年 医学博士取得
1989年 身体障害者福祉法診断指定医
2000年 日本医師会認定産業医
2006年 認知症サポート医

公職
一般社団法人	日本慢性期医療協会常任理事
一般社団法人	蒲田医師会前会長
一般財団法人	東京都慢性期医療協会	理事
ＮＰＯ法人	蒲田医歯薬会前会長
東邦大学医学部客員講師

著書
「認知症予防と上手な介護のポイント」	（日本医療企画）
「熊谷式３段階認知症治療介護ガイドBOOK」（国際商業出版）
「認知症はなっても○、防げば◎」	（マキノ出版）
「カラー図解	介護現場ですぐに役立つ!	タイプ別対応でよくわかる認知症ケア」（ナツメ社）
「脳の専門医が教える	脳が若返る40代からの食事術」（ダイヤモンド社）
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S3-KS-1

地域を一つの大きな家族に

株式会社ぐるんとびー　代表取締役／特定非営利活動法人ぐるんとびー　理事長

菅原　健介

　日本で初めて神奈川県藤沢市にあるUR都市機構『パークサイド駒寄』団地のひと部屋に開設した小規
模多機能型居宅介護です。団地は家族という単位の生活に安心を与え、そして面白くする可能性のある

『器』です。様々な間取りの住戸が1棟に何十、何百あり、平面にすれば広大な敷地が必要な住戸が、縦
横に密集し、一つの【まち】のように連帯した共同生活の場になっています。
　私の家族、スタッフも同じ団地に住民として住んでいます。私たちが目指しているのは、【目の前で困っ
ている人やコト】を【住民視点】で共に悩み、解決していくこと。小規模多機能型事業の登録者のみケ
アを提供するのではなく、UR団地という【まち】全体の課題に対し、自分事としてとらえ、ともに悩み、
解決にむけトライ＆エラーを繰り返していくことが、ひとりひとりの健康、そして、地域共生につながっ
ていくと信じています。
　会社名である『ぐるんとびー』の名前は、デンマークの父と呼ばれ、デンマークの意識改革、教育改
革に大きな影響をあたえた哲学者であり、教育者、詩人であるニコライ・F・グルントヴィに由来してい
ます。
ぐるんとびーは団地の一部屋から始まりましたが、現在は看護小規模多機能型居宅介護、訪問看護ステー
ション、居宅介護支援事業所を同一地域で展開し、2021年、スタッフ数は80人を超えました。
また、地域に必要とされる事業を生み出していく『まちかどプロジェクト』として、『八百屋』『御用聞き』『健
康相談室』『法律相談所』『葬儀屋』『不動産』『産後リハビリ』などを開始。また、NPOぐるんとびーでは、
子どもやママさんが“つながる場”として『スポトレ』『ママトレ』『まちかど食堂』なども行っています。
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S3-KS-2

看護師からの提案

日本リハビリテーション看護学会　理事長

粟生田　友子

　人の病いの軌跡trajectory	of	 illnessを概観すると、ことに、回復期から移行していく生活期/終末期
にかけては、長期にわたる療養（あるいは養生）が続く。この期間において、リハビリテーションが重
要であることは、リハビリテーション領域で働く専門職のみならず、誰もが周知のことであろう。しかし、
療養が長期化すると、積極的なリハビリテーションが必要であるという感覚が、慢性的に鈍くなり、あ
たかも加齢現象の中にあって、衰退する体の機能を、ありのままに受け止めてしまう場合も少なくはない。
何歳であっても、心身ともにより豊かに生活するためには、リハビリテーションの本来の意味がそうで
あるように、存在を回復させ、社会的にも役割を果たせる状況を保っていく必要があり、かなり意識的な、
少し平易な言い方をすれば「がんばる力」が必要になる。
　そこに看護はどうかかわりうるのか。看護の専門職性や機能については、多職種の中で一緒に働いて
いながらも、必ずしも十分な認識もって看護師の機能をみていただいているようには思えないし、多職
種と「ともに働いている」という感覚をもってはいただけていないと感じられることも少なくはない。否、
一緒にはチームの一員として動いていながらも、看護師自身の方がむしろ、何が看護の専門的視点なの
かについて、うまく語れない状況があるのかもしれない。
　例えば、医療機関である病棟や、医療機関や療養施設のフロアで患者に声掛けをするという場面は頻
繁にあるだろうが、看護師は同じように言葉かけをしても、何を見るべきなのか。多職種に向けて何を
発信すべきなのかという問いに関し看護師はどう答えられるだろうか。あるいは、理学療法士や作業療
法士が病棟である訓練をしている場面があり、「看護師さん、あと2周歩かせといて」と言って立ち去っ
たり、「あと10分ほどやっておいて」と言っていってしまったりする場面がフロアではありがちなのだが、
何を引き継ぐのかが認識できているだろうか。わからなければただの下請け訓練にしかならないのでは
ないだろうか。
　療養支援という場合、看護師は、医師の指示のもとに対象に必要なケアを「5C」の役割をもってはた
している。看護職の専門職性は、他の職種のように、一つのケアを投入してもすぐにケアの効果が見え
るわけでもないものが含まれる。つまり看護のケア効果は測りにくいのもまた看護職の特性でもある。
看護の本質的なケアの質は、ケアの受け手の主観からしか測れないとする研究者もいる中で、そのこと
はあまり理解されない。
　しかし、これは、見方を変えれば看護職の強みでもある。多職種から十分理解されているとも言い難
い看護職の機能は、実際にあって言語化はしにくい。それでもなお、看護職はある意味でリハビリテーショ
ンの効果をチーム全体で発揮する際の鍵ともいえるし、そういう存在であることも実に重要なのだと捉
えている。
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S3-1

長期療養のリハビリテーション　
―離床・端坐位をどう進めるか―

一般社団法人　全国デイ・ケア協会　会長／東京湾岸リハビリテーション病院　院長

近藤　国嗣

　長期療養患者は、疾病と身体機能低下にて臥床を強いられている例も少なくない。一方、長期臥床に
よる不動（廃用）症候群では、筋萎縮、関節拘縮だけでなく、心拍出量低下や、起立性低血圧、さらに
は沈下性肺炎、深部静脈血栓、尿路感染、骨粗鬆症など様々な疾病が生じることは常識となっている。
また、重度障害群で10時間未満群が離床10時間以上群と比較して日常生活動作低下のオッズ比が高くな
ることが報告（日本理学療法士協会国庫補助事業調査研究特別班2009年）されており、ADLの維持・向
上にあたっても離床時間が重要であることが示唆されている。一方、端坐位については、脳卒中患者に
て座位バランスが将来的なADLに影響を与えることが報告されており、脳卒中治療ガイドライン2021に
おいても、ADLを向上させるために姿勢保持能力や下肢運動機能改善を目的とした訓練を行うことは勧
められる（推奨度A）とされている。
　令和3年介護報酬改定は、「施設系サービスについて、利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の
推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、全ての利用者への医学的評価に基づく日々の過ごし方等へ
のアセスメントの実施、日々の生活全般における計画に基づくケアの実施を新たに評価する。」として自
立支援促進加算が新設された。
　しかし、長期臥床状態にあった患者の座位にあたっては、起立性低血圧など合併症を生じることも少
なくない。また、「褥瘡予防・管理ガイドライン第4版」では、自分で体位変換できない高齢者は連続座
位時間を制限するように勧められる（推奨度B）とも記されており、医師、そして看護・介護職、リハ
ビリテーション専門職等による安全管理体制構築が必要である。リハビリテーション実施中の安全管理
については、「リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン，第2版」が発刊
されており、参考にする必要がある。
　また、離床を進めるにあたっては、車椅子を中心とする福祉機器の配備が重要である。前述のガイド
ラインでは、高齢者には脊髄損傷者に使用される耐圧分散クッションを使用することが勧められる（推
奨度B）としており、ティルト機構を有するリクライニング車椅子や、リフターなどの用意も必要である。
さらに、経管栄養施行例に対して、積極的離床を進めるためには栄養剤注入時間の短縮も求められ、半
固形体栄養の利用も一考である。半固形体栄養については、胃食道逆流を低下させ、胃内停滞時間とケ
ア時間が短縮したとするレビュー論文（Kokura	Y,	2020）がある。
　一方、端坐位自立を目指すにあたっては、能動的な座位訓練となるような難易度調整も重要であり、
座位バランス訓練だけでなく、体幹・下肢機能訓練も実施する必要がある。本シンポジウムにあたっては、
離床と端坐位の意義と体制構築について私見も交えて述べたい。



40

第29回 日本慢性期医療学会
The 29th Annual Meeting of Japan Association of Medical and Care Facilities

S3-2

長期療養施設における理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の役割
―平成30年度老人保健健康増進等事業を踏まえた提案―

公益社団法人日本理学療法士協会　会長

斉藤　秀之

　演者に与えられたテーマは、「リハビリテーション専門職からの提案」である。平成30年度老人保健事
業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「長期療養を目的とした施設におけるリハビリテーションの
在り方等に関する調査研究事業」報告書を踏まえ、長期療養施設における理学療法士・作業療法士・言
語聴覚士の役割について提案する。
　前述の事業は、長期療養を目的とした施設において、中重度要介護者の嚥下機能や排泄機能を維持改
善するためにどのようなリハビリテーションが実施されているかを実態把握することが目的であった。
そして、この事業におけるリハビリテーションは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う直接的
支援だけに限定するものではなく、全介助の方や終末期の方に対する継続される必要な支援すべての活
動を意味すると定義された。
　摂食嚥下機能の改善には、「食事姿勢の調整」「食事動作の指導・訓練」などが関連することが示唆さ
れた。排尿に関しては、「移乗訓練」「移動訓練」「トイレ動作訓練」「排尿姿勢の調整」などが排尿行為
の改善に関連すると示唆された。また中重度要介護者のリハビリテーションにおいて看護職、介護職、
理学療法士を必須の体制とし、排泄動作には作業療法士、摂食嚥下機能には言語聴覚士や管理栄養士・
栄養士のかかわりを重厚にすると改善度が向上する可能性が示唆されたことは大変興味深い結果である。
　一方、離床時間の増加はADL改善につながる可能性が再認識されたにもかかわらず、離床が困難な方
に対して理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の直接的支援以外に「特に、離床させようとしていない」
と回答した施設が3割程度存在することが示された。これらは、入院時に高度拘縮あるいは望ましくない
拘縮を有する患者が存在することが原因として考えられる。こうした事例に対する理学療法士の更なる
抗重力肢位を担保する療法の考案・開発や提案が重要な役割と思われる。加えて、作業療法士による抗
重力肢位を担保するシーティングや拘縮に応じた自助具やセッティングの提案や調整が役割と思われる。
言語聴覚士の重厚なかかわりが摂食嚥下機能の改善につながるが、人員配置で十分ではない状況も示唆
された。このことから、言語聴覚士には看護職・介護職へのいわゆる技術移転やスキルミクスが役割と
して重要であることが想像される。
　いずれにしても、長期療養施設におけるリハビリテーションのなかで理学療法士・作業療法士・言語
聴覚士の役割は、入院患者の残存機能や能力を評価し、点数で表すことのできない改善を含め、自らが
責任を持つべき障害に対して直接的支援、専門的治療を提供・開発することが第一義である。そのうえで、
直接的支援以外の時間で他職種によるリハビリテーションならびに離床時間の増加が実現できるよう間
接的支援を、具体的に提案や実践することが重要な役割になると考えられる。
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S3-3

認知症対応
認知症DX――認知障害があってもリハビリ効果を上げるには――

京浜病院　院長

熊谷　賴佳

　リハビリテーション対象者の大半が高齢者であり、その中に認知症を合併している人も多い。認知障
害があると療法士の指示が通らず、効果も妨げられる。それどころか精神心理症状・行動障害（BPSD）
があると、点滴を抜く、骨折後の安静が保たれないなど、治療に抵抗することもある。さらに入院・入
所生活は他人との共同生活であり、夜間徘徊や大声を出すなどルールを守れなければ、他人に迷惑が及ぶ。
BPSDは高齢者医療に対する最大の障壁になっている。ではBPSDはなぜ起きるのか?　演者は、BPSD
の原因をコミュニケーションエラーに負うところが大であると考える。間違った情報を、間違って解釈し、
間違った行動を引き起こす一連の動作がBPSDを引き起こす、と考えている。従って、正しいコミュニケー
ションを回復すれば、BPSDは改善するはずだ。ではなぜ正しいコミュニケーションが取れないのか?	人
の正しい認知活動とは、情報入力⇒情報処理⇒反応活動の三段階により成立すると考える。この三段階
のいずれかが間違っても、正しい認知活動は行われなくなる。従来のリハビリテーションは、三段階の
うちの反応活動に重点を置いてきた。これからは情報入力と情報処理に対する改善策も同時に行う必要
がある。情報処理とは認知機能の中心的役割であり、残念ながら認知症根治薬はまだまだ開発途中にあ
る。しかし情報入力に関しては、リハビリテーションによる改善効果が期待できるにも関わらず、いま
だ手付かずの状態にある。演者はBPSDに対する薬物療法について研究を重ね、良好な結果を得てきた。
しかしBPSDの原因は、本人のみならず介護者を含む周囲の無理解と偏見・誤解による間違った対応が
引き起こしているが多く、家族を含む介護者が正しいコミュニケーション手段を身に着けない限り消え
ることはない。BPSD解決への近道は、なぜ患者がそのような行動をとるのか理解することから始まる。
従来はBPSDを評価するとき、観測者の主観によるところが大きく、患者本人の気持ちを汲み入る手段
がなかった。ただ困った行動として、行動障害とひとくくりにしてきた。しかし認知症患者にもそれな
りの理由があるはずである。理由なきBPSDなどあり得ない。これからの認知機能改善目的でのリハビ
リテーションは、この理由探しに始まる。BPSDを引き起こした理由を知り、そうならないようにする
にはどうしたらよいかを考える。間違ったコミュニケーションに原因があるとしたら、正しいコミュニケー
ションが図れるようにするための対策を考える。そのための第一歩として、BPSDを今まで言語で評価
してきたのをなるべく数値化し、より客観的に評価する方法について考察してみたい。認知症DXデジ
タルトランスフォーメーションの始まりである。
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シンポジウム4

エキスパートから学ぶ慢性期医療のケア

◆日　　　　時：10月15日（金）13：40～ 16：30　

◆座　　　　長：小澤　美紀　　　鶴巻温泉病院　看護部長
田中　志子　　　医療法人大誠会理事長　社会福祉法人久仁会　理事長

◆シンポジスト：田中　志子　　　医療法人大誠会理事長　社会福祉法人久仁会　理事長
糸田　昌隆　　　大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科　教授
種子田美穂子　　大牟田市役所保健福祉部　福祉課　コンチネンスアドバイザー

　　　　　　　　 右田　貴子　　　巻爪レスキューつくば
佐々木正吾　　　地方独立行政法人　秋田県立療育機構　

秋田県立医療療育センター　慢性呼吸器疾患看護認定看護師

◆主　　　　旨

慢性期医療では独特の患者・利用者のケアが必要な場合があります。また2018年に新設され
た介護医療院では病院と違い、身体拘束は原則禁止です。介護医療院のアンケートでは拘束し
ない看護・介護に職員の皆さんが悩んでいる実態が見えています。
本シンポジウムでは皆さんが現場で役に立つような慢性期のケアをエキスパートの方々にお教
えいただき、またケアの進化にも言及していただこうと思っています。
身体拘束をしない看護・ケア、口腔ケア、排便コントロール、爪・フットケア、褥瘡・
MDRPU（medical device related pressure ulcer）のエキスパートの皆さんです。
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シンポジウム4　略歴
座　長

小澤　美紀　（おざわ　みき）
鶴巻温泉病院　看護部長
略歴

学歴
・金沢大学医療技術短期大学部看護学科卒
・国際医療福祉大学医療福祉経営学専攻修士課程修了（h-MBA）

職歴
・聖マリアンナ医科大学病院
・東海大学医学部附属大磯病院、
・医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院入職後、看護科長、感染管理室室長、副看護部長を経て、2015年か
ら看護部長。この間、感染管理認定看護師認定資格取得、2012年・日本看護協会特定看護師（仮称）養
成調査試行事業実施課程・感染管理分野修了

田中　志子　（たなか　ゆきこ）
医療法人大誠会理事長　社会福祉法人久仁会　理事長
略歴

1991年 帝京大学卒業
2004年 介護老人保健施設大誠苑	施設長
2007年 社会福祉法人久仁会	理事長
2009年 群馬大学大学院修了
2010年 医療法人大誠会	副理事長
2011年 同	理事長

群馬県認知症疾患医療センター内田病院　センター長
帝京大学医学部医学教育センター臨床教授
群馬大学医学部臨床教授
医学博士

主な資格
日本内科学会総合内科専門医、
日本老年医学会老年病専門医・指導医
日本認知症学会認知症専門医・指導医
認知症サポート医

主な所属
沼田利根医師会理事、日本慢性期医療協会常任理事、地域包括ケア病棟協会理事、	
日本リハビリテーション病院・施設協会常務理事、全国老人保健施設協会常務理事、
日本認知症学会代議員、
日本老年医学会代議員・認知症対策小委員・広報委員・ダイバーシティ推進委員、
群馬県慢性期医療協会支部長、日本認知症グループホーム協会群馬県支部理事
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著　書
「身体拘束ゼロの認知症医療・ケア」照林社
「楽になる認知症ケアのコツ」技術評論社
「高齢者栄養ケアUPDATE」医歯薬出版株式会社
「施設におけるエンドオブライフ・ケア」ミネルヴァ書房
「スーパー総合医　地域利用連携・多職種連携」中山書店
「介護福祉のための医学」弘文堂
「介護福祉士講座	こころとからだのしくみ」建帛社
「医療介護福祉士認定講座テキスト」厚生科学研究所　　など多数

シンポジスト

糸田　昌隆　（いとだ　まさたか）
大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科　教授
大阪歯科大学附属病院口腔リハビリテーション科　科長　教授
略歴

1988年 岐阜歯科大学卒業	大阪府八尾市　歯科医院勤務
1990年 大阪歯科大学　補綴学第2講座入局　（後に有歯補綴咬合学講座に改名）
1991年 わかくさ竜間リハビリテーション病院　非常勤勤務　
1995年 わかくさ竜間リハビリテーション病院　常勤勤務　歯科医長
2004年 わかくさ竜間リハビリテーション病院	歯科・リハビリテーション科	診療部長	
2017年より現職

日本口腔ケア学会・理事・評議員
日本摂食嚥下リハビリテーション学会・評議員
日本老年歯科医学会・理事・代議員
日本口腔リハビリテーション学会・代議員　など

種子田　美穂子　（たねだ　みほこ）
大牟田市役所保健福祉部　福祉課　コンチネンスアドバイザー
略歴

1986年 国立大阪病院附属看護学校　卒業
その後、脳外科病棟・救急外来・外科混合病棟勤務し、結婚後8年間専業主婦を経て
2000年 埼玉県老人介護福祉施設　勤務
2002年 大腸肛門病センター　高野会　くるめ病院勤務

地域医療センター（地域医療連携課・健診課・予防医学センター・　リハビリテー
ション科・訪問診療担当）の次長　兼　排泄リハビリテーションセンター長　
兼　副看護部長

2014年5月より 大牟田市役所保健福祉部　福祉課　コンチネンスアドバイザー　現職
※	（大牟田市排泄ケア推進事業の実務者。市民及び専門職に対し、排泄ケアの

相談・啓発・教育を担う。その他、医療・介護の連携、総合相談、認知症ケアコ
ミュニティ推進事業も担当）
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2004年4月より ＮＰＯ法人日本コンチネンス協会に所属
2007年度～2013年度 福岡県看護協会　皮膚排泄ケア認定看護師教育課程　開設当初より

便失禁外来実習指導者
2010年 ＮＰＯ法人日本コンチネンス協会認定資格コンチネンスアドバイザー取得

同　九州支部　副支部長

所属学会
日本ストーマ排泄リハビリテーション学会（2017年、学会会長賞受賞）
日本老年泌尿器科学会（2012年、2015年、２回学会賞受賞）
日本創傷・オストミー・失禁管理学会

著書
2006年　　地域ケアリング新排泄革命　北隆館出版「排便障害の治療とケア」8回連載
2008年　　おはよう２１　中央法規出版「排便障害のアセスメントとケア」
2009年　　医学雑誌Modern	Physician　新興医学出版「排便障害の専門的検査」
2009年　　NarsingMook　学研出版　疾患・症状・治療処置別排便アセスメント＆ケアガイド
	 	 	 	　　　「痔と直腸脱をもつ排便障害の看護とケア」
2012年　　エキスパートナース臨時増刊号　照林社出版「下剤に頼らない排便ケア」
2016年　　コミュニティケア1月号　日本看護協会出版会　「在宅療養の要　排泄ケア」
2020年　　WOC　Nursing１月号　医学出版　「高齢者の排便障害のアセスメントとケア」
その他

講演・研修活動
各県看護協会や医師会等、全国各地で排泄ケアの講師として活動している。
また、病院や施設等の排泄ケア相談を受け、病棟ラウンドや症例検討会等も随時全国で行っている。

右田　貴子　（みぎた　たかこ）
巻爪レスキューつくば
略歴

1990年 国立京都病院附属看護助産学校看護師科卒業
1990年 国立京都病院（現京都医療センター）
2007年 筑波学園病院
2012年 日本リウマチ財団リウマチケア看護師取得
2015年 日本フットケア学会フットケア指導士取得
2017年 ペディグラス	足爪補正士認定
2018年 おのぼりクリニック看護師長兼副院長
2021年 巻爪レスキューつくば開業
2021年 公認心理師取得

活動
・中外製薬作成「足の変形予防フットケア」監修
・第34回日本臨床リウマチ学会　シンポジウムで講演
・Vol.33	/No.2日本臨床リウマチ学会誌に掲載
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佐々木　正吾　（ささき　しょうご）
地方独立行政法人　秋田県立療育機構　秋田県立医療療育センター　
慢性呼吸器疾患看護認定看護師
略歴

2001年 秋田県立衛生看護学院　卒業
2001年 財団法人秋田県成人病医療センター　入職
2010年 秋田県立医療療育センター　入職
2017年 慢性呼吸器疾患看護認定看護師　取得
2018年 福井大学学術研究院　非常勤講師　

中通高等看護学院　非常勤講師
2020年 日本赤十字秋田看護大学大学院　非常勤講師

資格
2015年 3学会合同呼吸療法認定士
2017年 慢性呼吸器疾患看護認定看護師
2020年 医療的ケア児等コーディネーター
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S4-KS-1

抑制しない看護・介護

医療法人大誠会内田病院　理事長

田中　志子

　認知症を有する患者の増加に伴い、介護施設だけでなく病院においても身体拘束を行わないケアが政
策的に推進されている。これにより、中小病院だけでなく、大学病院のような大規模の急性期病院にお
いても、身体拘束の廃止に取り組み出してきた。
　我々の大誠会グループは、病院99床で、特徴としてすべての病棟で重度の認知症を有する患者（認知
症自立度Ⅲ以上）の入院割合が70％以上と、全国平均よりも高い。しかし、重度の認知症がある方に対
しても、2002年から身体拘束を一切行なっていない。その実績から県より認知症疾患医療センターに指
定されている。介護資源等は、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、認知症対応型グループホーム、
サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームを有する。さらに、その他の付帯事業としては企
業主導型保育園、学童クラブ、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、障害者の就労継続支援B型、
障害の方のグループホームもあり、地域の中で障害の方が当たり前に働け、生活出来る様に、温泉、カフェ、
レストラン、ウェルネスを有する地域共生型施設も創った。コンセプトは0歳から100歳まで、誰にでも
切れ目のないサービスを提供することで、住み慣れた地域での生活を完結する。また退院後の生活をサポー
トする在宅部門では、訪問診療を始め、訪問看護ステーション、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所
などがある。これらが、徒歩圏内に展開し、連携している医療・介護・福祉の一体的なグループである。
　身体拘束をしないで重度のBPSDへ対応することが、看護師たちにとって負担になることは言うまで
もない。特に、意識障害であるせん妄によるBPSDの場合には、「いいケアを提供しようという根性論」
だけでは解決することが困難である。ではなぜ、当法人ではそれが実践できるのか。第一に、「いかに身
体拘束をしないか」ではなく「いかにBPSDを予防するのか」という観点でケアを考えている点が挙げ
られる。そして第二に、認知症ケアは特別なものではなく、看護師であれリハビリであれ、スタッフな
らば実践して当然という組織風土を形成している点がある。すなわち、スタッフ一人一人が、BPSDの
早期軽減のために必要なケアを考え、それを実践していることが、患者への一貫した対応や病棟内の雰
囲気作りにつながり、結果として身体拘束をしないで早期のBPSD軽減が実現されていると考えられる。
　さらに、これらのケアの延長線上にあるもの、すなわち我々の目的は、認知症の人が笑顔で生活でき
る環境を作ることである。本研修では、私たちが現場でどういった環境を作り、どういったケアを行っ
ているか、事例を通じて報告したい。



48

第29回 日本慢性期医療学会
The 29th Annual Meeting of Japan Association of Medical and Care Facilities

S4-KS-2

口腔へのプロフェッショナルケアとは？

大阪歯科大学　医療保健学部　口腔保健学科／大阪歯科大学附属病院　口腔リハビリテーション科

糸田　昌隆

　口腔の状態を衛生的にも機能的にも健常に保つことは，安心・安全で満足度の高い日常生活の基本で
ある食事・栄養摂取に影響する，また食生活を彩り支え，コミュケーションの際の発声・言語の維持・
改善などを通じQOL（Quality	of	Life）を支える上において重要な役割を担っている．
　昨今、日本歯科医学会では65歳以上の方の口腔へのアプローチを口腔健康管理と称し，口腔機能管理，
口腔衛生管理，口腔ケアの３つのカテゴリーに分類している．
　口腔機能管理は歯科医師が行う従来の歯科治療を中心に，摂食嚥下障害へのアプローチを含めた診断
と治療的アプローチのことを言う．
　口腔衛生管理は歯科衛生士が行う口腔衛生状況の改善・維持を目的としたプロフェッショナルケアを
中心とした口腔衛生管理のことである．
　口腔ケアは，医療・介護現場で行われる口腔の衛生状況を改善・維持を目的とするケアにとどまらず，
居宅・入院・入所などの様々な生活での食事摂取・栄養摂取場面で必要となる，多職種で行われる口腔
へのアプローチを言う．
　以上のように歯科領域における口腔へのケアは，医療・介護領域での口腔ケアとは若干ニュアンスが違う．
　医療・介護におけるケアについては日本看護協会編「看護に関わる主要な用語の解説」１）で次のよ
うに解説されている（抜粋）“看護ケアは，量的豊かさより質的豊かさを求める時代に転換したことに呼
応し，，，また救命率が高くなるとともに，，，慢性期疾患がキュアからケアへとして再注目されてきたと
も考えられる”としている．また村上靖彦	は「ケアとは何か　ー看護・福祉で大事なことー」２）にお
いて“やがて訪れる死や衰弱は，誰にも避けられない．自分や親しい人が苦境に立たされたとき，私たち
は「独りでは生きていけない」と痛感する．ケアとはそうした人間の弱さを前提とした上で，生を肯定
し支える営みである”としている．幾分、抒情的であるが看護ケアの実践ではより
　今回，キュアからケアへと変遷した口腔ケアとは？生を肯定し支える営みの口腔ケアとは？多方から
の視点を必要とする慢性期医療において必要とされる口腔へのケアを検討する．
１）社団法人日本看護協会	編：看護にかかわる主要な用語の解説―概念的定義・歴史的変遷・社会的文
脈―，2007，東京
２）村上靖彦	著：ケアとは何かー看護・福祉で大事なことー，中央公論新社，2021，東京
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S4-1

これからの日本を支える慢性期医療だからこそできる排便ケア
～自分自身が受けたいケアを目指して～

大牟田市役所保健福祉部　福祉課　コンチネンスアドバイザー

種子田　美穂子

　排泄は、栄養を摂った後の老廃物を体外に出すもので、排泄が上手くいかなければ、健康や生活に大
きく影響するため、高度急性期医療以外のすべてを担わねばならない慢性期医療では、特に排泄をアセ
スメントする機会が多いのではないでしょうか。生活機能やＡＤＬ、セルフケア能力が低下した方々が多
い慢性期医療の現場では、排泄ケアにしっかりと取組めば、患者さん・医療者・介護者3者において良い
結果が出やすいことは言うまでもありません。今回は、排泄ケアの中でも慢性期医療を受ける患者さん
が抱えやすい課題である便秘のケアに焦点をあててお話しようと思います。
　気持ち良い排便となるためには、①便の材料の仕込みである『インプット（食事）』、すなわち食物繊
維と腸内環境への取組み②便を直腸まで運ぶ腸の動き『トランジット』が必要で、③直腸の便を残りな
く上手く排出させる『アウトレット』、この①～③が必要となります。
現場の皆様は、様々な疾患や病態を有する患者さんの排便ケアに関わらねばなりませんが、どの場合で
もその患者さんは、①～③のどこが弱みで、どこが強みかのアセスメントを行います。その際に、器質
的疾患と薬剤による影響を除外した上で、フィジカルアセスメントと排便日誌等の記録でモニタリング
を行い、客観的に①～③を評価することが重要です。その上で、強みはさらに活かせるように、弱みをキュ
アとケアで支援していく形をとることで患者さんのQOL向上にもつながりやすくなると考えます。
　日本でも、ようやく2017年に慢性便秘症診療ガイドラインが発表され、菅野は「成人の便秘診療も国
際的レベルに向けたスタートラインに立つことができたといえよう」と述べています。それまでは、エ
ビデンスに基づくガイドラインがなかったため、便秘に対しては患者さんの置かれている状況を個々に
アセスメントするというより、「〇日間、排便がないから下剤」といった排便管理が慣習的でしたが、ガ
イドラインが発表されたことにより、便秘治療とケアは進化を遂げようとしています。
　慢性期医療の皆様が得意とされる「患者さんの生活・身体機能の低下を必要最小限にし、本人の持っ
ている健康上の強みをさらに生かすケア実践」を意識しながら、ガイドラインに基づいた排便ケアのポ
イントを皆様と共有出来たらと思います。
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S4-2

足トラブルを予防し活動を支えるフットケア

巻爪レスキューつくば

右田　貴子

　あなたは靴の履き方を教わった事がありますか？
　足の爪を切ったり靴を選んだり歩行したりといった足をとりまく環境は、何気なく行っている日常動
作であり足トラブルとも深く関わっています。良いと思って行っていることが、逆効果となっている事
がとても多いです。コロナ禍による活動量の低下は、下肢筋力や足裏アーチの低下を招いています。さ
らに慢性疾患患者さんでは、神経障害や血流障害、関節の拘縮などが加わり、足トラブルによる歩行障
害のリスクが増加し、創傷からの感染や下肢切断リスクも高まってしまいます。
　足をとりまく環境という視点、ペディグラスの技術を使った対応、再発予防の為のセルフケアについ
てお話したいと思います。
　足トラブルへの対応としてまず行うのは、足をよく観察しアセスメントすることです。足の観察では
皮膚や爪の状態だけでなく、歩き方や靴の脱ぎ方、靴や靴下の状態、足の変形や関節の拘縮、アーチの
状態といった「足をとりまく環境」についてもよく観察します。
　医療的介入が必要な場合には受診を促すこともありますが、巻き爪・陥入爪・肥厚爪、胼胝、鶏眼に
関しては、「ペディグラス」という特許技術を使って、爪の補正や角質ケアを行っています。様々なタイ
プの巻き爪に対応でき、その場で爪の食い込みが改善し疼痛も改善するうえに、ジェルネイルのように
綺麗な仕上がりです。
　足トラブルを再発させないためには、足をとりまく環境を変える事が大切です。足の裏には縦横合計３
つのアーチがあり、歩行などの衝撃から関節や筋肉を守っています。特に横アーチの低下は開帳足と呼
ばれ、外反母趾や巻き爪、MTP関節の胼胝・鶏眼、歩行時の疲れなどと関連しています。横アーチのサ
ポートと靴を正しく履く事で、アーチの立体構造が構築され、足トラブルの再発予防につながります。
これらをセルフケアとして継続して頂く為に、セルフケアの必要性やメリットを知っていただく事や、
実際にどんな風に違うのか体験してもらう事、具体的な方法を多数提案し自分で選んでもらう事を大切
にしています。
　フットケアを行うことは、転倒の予防やADL,	QOLとも深く関わり、心への影響も大きいと感じます。
その人らしく充実した生活や、何かにチャレンジしたいとう意欲のきっかけになれば、ケアをする側に
も元気を与えてくれると実感しています。
　最近はフットケアについて様々な視点から多くの本が出版されています。一部ご紹介しますのでフッ
トケアにお役立て下さい。「足爪治療マスターBook」（全日本病院出版会,	2020）、「足育学」（日本病院出版,	
2019）、「医療と介護のための爪のケア」（新興医学出版社,	2021）、「実践介護フットケア」（講談社,	2021）、「新
しい足のトリセツ」（日経BP,	2020）。
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S4-3

非侵襲的陽圧換気療法のマスクに関与した皮膚創傷の発生予防について
～ベストプラクティス医療関連機器圧迫創傷の予防と管理による考察～

秋田県立医療療育センター

佐々木　正吾

　当センターは病床数100床の医療型障害児入所施設として2010年に開設し、肢体不自由児と重症心身障
害児に対して医療と療育を提供する施設であり、従来からのリハビリテーションや整形外科手術に加えて、
小児神経筋疾患への人工呼吸療法を含む全身状態の管理などの医療を行うとともに、さまざまな障害児
に対する療育を多職種で連携し支援している。
　現在の日本では周産期医療と小児医療の進歩があり、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸
器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障害児である医療的
ケア児が大幅に増加している。2005年で9403名であった医療的ケア児は、2018年に19712名まで増えてお
り、2013年からは年間約600~700名ずつ増加している。また、医療的ケア児の増加とともに人工呼吸器装
着などの重症度の高い児も増加している。2018年の調査では19歳以下で人工呼吸器を装着している医療
的ケア児数は2005年と比べ約15.8倍になっており、全医療的ケア児数の21％を占めている。当センターの
入所児での人工呼吸器装着者数は、2010年度で気管切開下陽圧換気（以下、TPPV）は3.4名、非侵襲的
陽圧換気（以下、NPPV）は0名であったが、2020年度ではTPPV10.5名、NPPV7.1名まで増加している。
日本における人工呼吸器を装着している医療的ケア児が増加している背景と同様に、当センターでも入
所児の人工呼吸器装着が増加しており、とりわけNPPVの実施数は増加している状況である。
　日本褥瘡学会の医療関連機器圧迫創傷（以下、MDRPU）の疫学調査では、NPPVマスクが関与した創
傷発生は、一般病院・療養型病床を有する一般病院・大学病院・小児専門病院でいずれも上位となって
いる。　NPPVの実施症例数が増えるとインターフェイスであるマスクの使用方法に関するケアが増加し、
不適切なフィッティングでは換気障害のみならず二次的な障害として皮膚損傷を引き起す可能性がある。
そのためNPPVを実施する施設は、NPPVマスクに関与したMDRPUの予防が課題となり、多くの職員
の困難さを招いていると考えられる。
　当センターではNPPVの実施症例数は年々増加している一方で、NPPVマスクに関与した皮膚損傷の
発生は抑えられている。なぜ、当センターではNPPVマスクによるMDRPUの発生を予防できているの
か、日本褥瘡学会から発行されている「ベストプラクティス医療関連機器圧迫創傷の予防と管理（http://
www.jspu.org/jpn/info/pdf/bestpractice_.pdf）」を通して考察していきたいと思う。
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共催セミナー1

誤嚥性肺炎の栄養ケア実態に驚愕
～全人的ケアの必要性～

◆日　　　　時：10月14日（木）12:30～ 13:20

◆座　　　　長： 武久　洋三　　　日本慢性期医療協会　会長　

◆演　　　　者：前田　圭介　　　国立長寿医療研究センター　老年内科　医長

共催：株式会社大塚塚製薬工場

演　者

前田　圭介　（まえだ　けいすけ）
国立長寿医療研究センター　老年内科　医長
略歴

1998年 熊本大学　医学部卒
2006年 熊本大学　大学院卒（医学博士）
2011年 玉名地域保健医療センター摂食嚥下栄養療法科　NSTチェアマン
2017年 愛知医科大学大学院緩和・支持医療学　講師
2019年 愛知医科大学大学院緩和・支持医療学　准教授
2020年 国立長寿医療研究センター　老年内科　医長

愛知医科大学大学院緩和・支持医療学　客員教授

研究者情報
https://researchmap.jp/kskm　　Twitter:	@Picard_KSK

研究領域
老年栄養，摂食嚥下障害，サルコペニア，リハビリテーション栄養，食支援

著書
「誤嚥性肺炎の予防とケア」医学書院
「KTバランスチャートエッセンスノート」医学書院
「SMARTなプレゼンでいこう!」医学書院　他
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SS1

誤嚥性肺炎の栄養ケア実態に驚愕　
～全人的ケアの必要性～

国立長寿医療研究センター　老年内科　医長

前田　圭介

　誤嚥性肺炎の患者は、もっぱら慣習的に良かれと思って「禁食」「安静」のうえ、ガイドラインに準じ
た抗菌薬で治療されることが多いかもしれない。しかしながら、低栄養であろう誤嚥性肺炎患者に十分
な栄養投与がされていない懸念がある。そのような懸念から、我々は日本のリアルワールドデータ7万例
超を用いて、誤嚥性肺炎高齢者の入院中の栄養投与量（特に禁食中）の実態を調査した。また、栄養療
法の内容が誤嚥性肺炎患者の治療予後に及ぼす影響を検討した。
　DPCデータを分析した結果、約3割の患者が禁食且つ静脈栄養のみで栄養されていた。入院1，2，3，4
週後もほとんど変わらない割合だった。この患者に投与された栄養は、中央値約8kcal/kg/dayのエネルギー
量、0.3g/kg/dayのアミノ酸量、0g/kg/dayの脂質投与量であり、著しい栄養不足を強いていることが分
かった。また、栄養量に配慮した静脈栄養が行われた場合、死亡率が減少することが示唆された。
　禁食中の栄養量不足を解消するには、全人的な評価と個別化された介入計画が重要である。経口摂取
を進めていくためのあらゆる介入は、栄養摂取量増加、死亡率減少にも寄与できると報告されているこ
とから特に手を抜けない。老年医学の基本である全人的ケアの視点に立ち、誤嚥性肺炎高齢者では、食
べる支援および栄養療法に注力するべきである。



54

第29回 日本慢性期医療学会
The 29th Annual Meeting of Japan Association of Medical and Care Facilities

共催セミナー2

令和4年度診療報酬改定の行方

◆日　　　　時：10月14日（木）18:40～ 19:30

◆座　　　　長： 池端　幸彦　　　医療法人池慶会池端病院　理事長・院長

◆演　　　　者：井川誠一郎　　　日本慢性期医療協会　常任理事

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

演　者

井川　誠一郎　（いかわ　せいいちろう）
医療法人康生会淀川平成病院院長
平成医療福祉グループ診療本部長
日本慢性期医療協会常任理事
略歴

1983年 大阪大学医学部卒業　大阪大学第一外科（川島康生教授）に入局
1984年 市立泉佐野病院外科
1987年 大阪府立母子保健総合医療センター心臓血管外科
1989年 大阪大学医学部第一外科
1992年 大阪府立母子保健総合医療センター心臓血管外科診療主任
1996年 社会保険紀南綜合病院心臓血管外科医長
1999年 市立豊中病院心臓血管外科医長
2004年 同院部長
2005年 同院心臓病センター開設に伴いセンター長兼任
2006年 医療法人豊中平成会豊中平成病院副院長
2008年 医療法人康生会平成記念病院院長
2011年 医療法人康生会常務理事（現職）／平成医療福祉グループ診療本部本部長（現職）
2012年 医療法人恵泉会浜寺中央病院院長
2020年 医療法人康生会淀川平成病院院長（現職）

厚生労働省保健医療専門審査員
（中央社会保険医療協議会　入院医療等の調査・評価分科会委員）
日本慢性期医療協会　常任理事、政策企画委員会委員長、慢性期救急員会委員長
地域包括ケア病棟協会　幹事
日本在宅救急医学会　理事
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SS2

令和4年度診療報酬改定の行方

日本慢性期医療協会　常任理事

井川　誠一郎

令和2年4月7日、新型コロナウィルス感染症に関する初めての緊急事態宣言が埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県に発令された。大都市ではラッシュ時にもかかわらず空席が目立
ち、繁華街が閑散としている映像がTVより流れていたことは記憶されている方も多いであろう。その
後、感染はさらに拡大し、今や第5波の感染拡大に突入している。一方初回の緊急事態宣言が発令される
わずか1週間前の4月1日から令和2年度の診療報酬改定に基づく算定が始まった。令和2年度改定では一般
病棟入院基本料等における「重症度、医療・看護必要度」の施設基準の見直し、地域包括ケア病棟入院
料における在宅医療の提供等の診療実績に係る要件等を見直し及び転棟に係る算定方法の見直し、回復
期リハビリテーション病棟入院料におけるリハビリテーションの実績指数に係る要件等を見直しや入院
患者に係る要件から、発症からの期間に係る事項を削除すること、療養病棟入院基本料においては経過
措置の取扱の見直し、さらにはデータ提出加算の要件範囲の拡大、特定集中治療室管理料１及び２におけ
る専門の研修を受けた看護師の配置要件の見直し、特定集中治療室での栄養管理の評価など、重要な改
定要素が多く組み込まれていた。中医協ではこれらの改定項目の影響を各医療機関に配布される調査票
やDPC/PDPSから得られたデータを令和4年度改定に向けて検証し、令和4年度改定の骨子を決定する。
しかし今回は、これらのデータに新型コロナ感染症の医療現場への影響が加わり単に改定の影響だけと
も言えない項目も多く、慎重な評価が行われている。果たして令和4年度改定、特に入院医療に関するも
のはどのようなものになるのか。中医協総会や入院医療等の調査・評価分科会の議事を通じて予測して
みたい。



56

第29回 日本慢性期医療学会
The 29th Annual Meeting of Japan Association of Medical and Care Facilities

共催セミナー3

慢性期医療における
経腸栄養流動食品のニューノーマル2021

◆日　　　　時：10月15日（金）12:40～ 13:30

◆座　　　　長： 鈴木　龍太　　　医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院　理事長・病院長

◆演　　　　者：水野　英彰　　　医療法人社団　悦伝会　目白第二病院　副院長

共催：テルモ株式会社

演　者

水野　英彰　（みずの　ひであき）
医療法人社団　悦伝会　目白第二病院　副院長
略歴

1998年3月 杏林大学医学部卒業
1998年4月 杏林大学第一外科入局
2000年4月 河北総合病院勤務
2003年4月 杏林大学第一外科　助手
2006年4月 悦伝会目白第二病院勤務
2008年4月 同院外科副部長
2012年4月 同院外科部長
2013年4月 同院副院長

現在に至る

資格
2004年4月 日本外科学会専門医・指導医
2015年4月 日本消化管学会指導医
2016年4月 日本静脈経腸栄養学会認定医取得
2017年2月 日本静脈経腸栄養学会学術評議員
2017年4月 PEG・在宅医療学会学術評議員
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役職
副院長
外科部長
HEQ研究会　幹事　　関東栄養カンファレンス　世話人
西多摩栄養管理研究会　世話人
西多摩：食と栄養からのQOL向上：食と栄養のバリアフリー　委員
西多摩保健所：高齢者の食のフレイル対策　委員

所属学会
日本静脈経腸栄養学会、日本病態栄養学会、日本外科代謝栄養学会、日本外科学会、日本消化器外科学
会、日本消化器内視鏡学会、日本腹部救急医学会学会ほか
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SS3

慢性期医療における経腸栄養流動食品の
ニューノーマル2021

医療法人社団　悦伝会　目白第二病院　副院長

水野　英彰

　COVID-19による感染拡大が継続する中、緊急事態宣言が何度も発出され高齢者の外出制限に伴う身体
機能低下が著明となっています。この状況に伴い、サルコペニアや慢性疾患の重複をベースとして脳血
管障害等の急性イベントを発症し、虚弱状態・低栄養状態が律速し経口摂取困難を併発する状況で経腸
栄養を導入する患者の増加することが推測されます。昨今の在院日数制限などの医療事情の変化により
経腸栄養管理に関しては急性期管理のみでは完結せず、慢性期あるいは在宅まで長期継続し無くては目
的を成し遂げることが出来ないと考えられる。従って急性期での役割としては慢性期が患者にとって有
益な経腸栄養管理が実戦可能となるような情報を提供し、包括的（シームレス）に栄養管理実践される
ことが重要である。当院では経管経腸栄養患者に対し、消化管の状況や身体的な状態などを精査し、食
べることを回復させる回復型経腸栄養管理と見守る・看取るための療養（緩和）型経腸栄養の大きく2つ
に経管栄養管理の目的を分類し、経腸栄養剤・投与法等を決定して患者個々の経腸栄養管理を目指し、
慢性医療へ情報を提供している。
　回復型経腸栄養管理に特化すると急性イベント後の栄養状態は総じて悪化しており、特に高齢者を対
象とした経腸栄養管理でアウトカムを得るには現状の栄養管理では課題が多いのも現状である。特に一
般的に普及している液体栄養剤では、経腸栄養投与時間の問題でアウトカムを得る比率が頭打ちの現状
もある。そこで今回のセミナーでは、経腸栄養管理のニューノーマルとして、より安全な経腸栄養投与
時間の短縮や食物繊維の組成を中心に小腸バリア機能の維持・プレバイオティクス効果による腸内環境
における変化などを考慮し、消化管合併症などの新たなイベント抑制することで経腸栄養管理の継続性
を保つことで、アウトカム比率上昇を心がけている。この工夫を臨床現場でどのように実施しているか
を供覧したいと考えております。
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共催セミナー4

創傷ケア用品の採用から実際の活用まで

◆座　　　　長： 矢野　　諭　　　日本慢性期医療協会　副会長

◆演　　　　者：政田　美喜　　　三豊総合病院　皮膚・排泄ケア認定看護師

共催：アルケア株式会社

演　者

政田　美喜　（まさだ　みき）
三豊総合病院　皮膚・排泄ケア認定看護師
略歴

学歴
1986年 香川看護専門学校卒業
1992年 腎移植コーディネーター養成コース　終了
1994年 米国　クリーブランドクリニック　ETスクール　卒
2000年 日本看護協会認定看護師履修コース　終了
2005年 豪州　フリンダース大学　看護学部	卒業　(BN)
2007年 豪州　フリンダース大学　看護学部	卒業　(GDip)

職歴
1986年 香川労災病院　入職　　　　　　　　
2000年 退職
2008年 三豊総合病院　入職　（非常勤～現在に至る）

その他
2006年 京都橘大学入職　認定看護師教育課程専任教員　（1期のみ、2~8期まで非常勤講師）　　　　　　　　
2007年 白鳳女子短期大学皮膚排泄ケア認定看護師養成過程	

（1期専任教員代理/以後閉校まで非常勤講師）
2011年 山陽学園大学皮膚・排泄ケア認定看護師養成課程専任教員	

（1期のみ、以後閉校まで非常勤講師）

徳島県立中央病院非常勤
香川労災病院非常勤
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学会活動
日本創傷・オストミー・失禁管理学会	理事
日本褥瘡学会　評議委員
日本褥瘡学会中国四国地方会　世話人　
日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会　評議員
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SS4

創傷ケア用品の採用から実際の活用まで

三豊総合病院　皮膚・排泄ケア認定看護師

政田　美喜

創傷管理における基本は、創傷治癒過程を十分に理解した上で治癒環境を整え、細菌や外力などの悪化
因子を取り除くために創傷部を保護することが重要となる。創傷を保護する創傷被覆材の選択において
は、適切な創傷評価および創傷被覆材の適応性を熟考した上で選択されることが望ましい。しかしながら、
医療機関の経営管理において包括払いなどの関係でコスト重視となり、ケア用品等の在庫の最適化や物
品管理業務の負担軽減を目的にSPDによる経営強化を行っている。従って、使いたい用品を自由に使え
る環境にない中で、用品の工夫的活用で創傷管理環境を整える、また新規用品の採用を最小限にしてい
る中で医療や看護の質提供のために最適な管理用品を取り揃え、活用できる環境を考えることも重要で
ある。本セミナーでは、物品管理・経営管理強化・業務効率化・医療材料の適正化などに視点をおいた
創傷管理を参加の皆様と共に考えたい。
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共催セミナー5

慢性期医療が抱える排便ケアの課題解決
～QOL 向上とストレスフリーなケアを目指して～

◆座　　　　長： 富家　隆樹　　　医療法人社団富家会　富家病院　院長

◆演　　　　者：種子田美穂子　　NPO法人　日本コンチネンス協会　コンチネンスアドバイザー
　　　　　　　　  國見　友恵　　　医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院　管理栄養士

共催：ネスレ日本株式会社

演　者

種子田　美穂子　（たねだ　みほこ）
NPO法人　日本コンチネンス協会　コンチネンスアドバイザー
略歴

1986年 国立大阪病院附属看護学校　卒業
その後、脳外科病棟・救急外来・外科混合病棟勤務し、結婚後8年間専業主婦を経て
2000年 埼玉県老人介護福祉施設　勤務
2002年 大腸肛門病センター　高野会　くるめ病院勤務

地域医療センター（地域医療連携課・健診課・予防医学センター・　リハビリ
テーション科・訪問診療担当）の次長　兼　排泄リハビリテーションセンター
長　兼　副看護部長

2014年5月 大牟田市役所保健福祉部　福祉課　コンチネンスアドバイザー　現職
※（大牟田市排泄ケア推進事業の実務者。市民及び専門職に対し、排泄ケアの
相談・啓発・教育を担う。その他、医療・介護の連携、総合相談、認知症ケアコ
ミュニティ推進事業も担当）

2004年4月 ＮＰＯ法人日本コンチネンス協会に所属
2007年度～2013年度 福岡県看護協会　皮膚排泄ケア認定看護師教育課程　開設当初より

便失禁外来実習指導者
2010年 ＮＰＯ法人日本コンチネンス協会認定資格コンチネンスアドバイザー取得

同　九州支部　副支部長

所属学会
日本ストーマ排泄リハビリテーション学会（2017年、学会会長賞受賞）
日本老年泌尿器科学会（2012年、2015年、２回学会賞受賞）
日本創傷・オストミー・失禁管理学会
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著書
2006年　　地域ケアリング新排泄革命　北隆館出版「排便障害の治療とケア」8回連載
2008年　　おはよう２１　中央法規出版「排便障害のアセスメントとケア」
2009年　　医学雑誌Modern	Physician　新興医学出版「排便障害の専門的検査」
2009年　　NarsingMook　学研出版　疾患・症状・治療処置別排便アセスメント＆ケアガイド
　　　　　「痔と直腸脱をもつ排便障害の看護とケア」
2012年　　エキスパートナース臨時増刊号　照林社出版「下剤に頼らない排便ケア」
2016年　　コミュニティケア1月号　日本看護協会出版会　「在宅療養の要　排泄ケア」
2020年　　WOC　Nursing１月号　医学出版　「高齢者の排便障害のアセスメントとケア」
その他

講演・研修活動
各県看護協会や医師会等、全国各地で排泄ケアの講師として活動している。
また、病院や施設等の排泄ケア相談を受け、病棟ラウンドや症例検討会等も随時全国で行っている。

國見　友恵　（くにみ　ともえ）
医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院　栄養科　科長
略歴

入職年　平成15年９月～

所属している学会
公益社団法人　神奈川県栄養士会理事、医療事業部会副会長、日本健康栄養システム学会評議員、
秦野伊勢原地域連携栄養ケア研究会事務局　日本臨床栄養代謝学会
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SS5-1

チームケアで進化する排便ケア
～自身が受けたい排便ケアメソッド～

NPO法人　日本コンチネンス協会　コンチネンスアドバイザー

種子田　美穂子

　慢性期医療では急性期治療後のあらゆる疾患と背景を持つ患者さんへの対応が必要となります。つま
り、診療科にとらわれない幅広い知識・技術と、患者さんを全人的に捉えることが求められ、多職種がチー
ムで関わり、その人の生活全般をアセスメント・支援することも重要となるため、慢性期医療の専門職
は全てのケアにおいてプロフェッショナルであると言えます。しかしながら、慢性期の現場では、排泄
に課題を抱える方が多く、そのプロフェッショナル集団でさえも、日勤、夜勤帯ともに排泄ケア業務に
最も多くの時間を割いているというような調査結果も出ており、患者さんの排泄ケアに取組むことが、
結果的に業務負担軽減にも繋がるという事例が報告されています。
　特に排便ケアにおいては、便秘の保存的治療として、慢性便秘症診療ガイドラインでも「食習慣を含
む生活習慣の改善」は推奨されていますが、臨床現場では、薬物療法が先ず選択されることが多く、例
えば下剤が効き過ぎると、直腸肛門の保持能が正常であったとしても便失禁に繋がりやすく、患者さん
のQOL低下を招くだけでなく、業務負担も増加しやすくなります。
　このような現状に対し、本セミナーではガイドラインを意識した上で、排便ケア実践をチームで取り
組む事により、チームケアの進化も期待でき、QOL向上と医療従事者の業務負担軽減につながるような
排便ケアのポイントを紹介しようと思います。
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SS5-2

多職種で排泄を支える
～排便チーム発足から今日までのあゆみ～

1医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院　栄養科，2医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院　薬剤科，
3医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院　リハビリテーション部，

4医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院　看護部，5医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院　診療部

國見　友恵1、三橋　直樹1、岩城　康子2、竹内　優太3、大科　美津江4、
小山　泰5

　2017年の厚生労働省患者調査によれば、便秘症の総患者数は21万9千人と極めて多く年齢とともに増加
傾向にある。2018年度当院入院での便秘薬処方は、下剤・浣腸を使用しない患者8％、浣腸または坐薬を
使用して排便を促す患者43％であった。
　慢性便秘症診療ガイドライン2017では、各種の便秘に対して下剤・摘便・浣腸薬の使用推奨度は高い
が長期使用や副作用を考慮した処方をするよう注意喚起している。
患者の苦痛と副作用のリスクを軽減するために2019年よりコンチネンスアドバイザーを招き、多角的な
観点から排便問題に取り組むための多職種参加型（メンバーは看護師、介護福祉士、理学療法士、薬剤師、
管理栄養士）排便チームを発足した。
　コンチネンスアドバイサー指導のもと、病歴、排便記録、薬歴、食事、検査データ等を精査したのち、
チームで病棟回診を行い、フィジカルアセスメント後に排便ケアプランを立案した。ケアプランでは、
下剤・坐薬、浣腸等ケア方法の調整以外に、排便姿勢・腹部マッサージ・食物繊維・水分量等を検討する。
回診後も排便状況のモニタリングを行い、継続可能な排便プランへ修正している。2年間の活動結果は、
回診延べ60件。便秘薬の処方は、浣腸や刺激性下剤は減少傾向、上皮機能変容薬は増加傾向にある。チー
ムには活動2年目より医師が加わり、3年目から全職種参画型とし、今後は病棟職員による回診を検討し
ている。本日はチーム発足から今日までのあゆみを症例を交えて報告する。
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共催セミナー6

『地域医療構想』と『地域包括ケアシステム』実現のための 
医療・介護連携 ～持続可能な高齢者支援に向けて～

◆演　　　　者：佐藤　仁美　　　医療法人慶友会　城東病院　院長

共催：株式会社ワイズマン

演　者

佐藤　仁美　（さとう　ひとみ）
医療法人慶友会　城東病院　院長
略歴

1989年 山梨医科大学卒業
山梨医科大学第2内科入局

1995年 医療法人慶友会城東病院勤務
2016年 医療法人慶友会城東病院副院長
2017年 医療法人慶友会城東病院院長

総合内科専門医　日本医師会認定産業医
認知症サポート医　総合診療医
介護支援専門員
甲府市在宅医療・介護連携推進会議委員　
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SS6

『地域医療構想』と『地域包括ケアシステム』実現のための
医療・介護連携 ～持続可能な高齢者支援に向けて～

医療法人慶友会　城東病院　院長

佐藤　仁美

　当院は甲府盆地のほぼ中央に位置し、医療療養病床120床、介護医療院114床の慢性期病院である。昭
和58年特例許可老人病院として開院し、時代の流れとともに姿を替えてきた。超高齢社会を迎え慢性期
病院の在り方も大きく変化しているが、先進施設に比べ当院はまだまだ発展途上であり、課題も多く日々
悪戦苦闘している。病院の前を散歩しているご近所の方、自宅にひとり暮らしをしている方、訪問サー
ビスを待っている方、通所サービスを楽しんでいる方、長期入院・入所生活を送っている方、すべての方々
をいつまでもその人らしく支えていくためには何が必要なのか日々自問している。
　私ども法人は『持続可能な高齢者支援（Sustainable	Senior	Support）』を法人目標に掲げている。そ
れは地域包括ケアシステムの中で私たちが役割を果たしながら高齢者を支え続けていくことである。今回、
この目標を実践していくための取り組みを報告する。地域のニーズに応えながら健全経営を継続してい
くために介護医療院を開設。多職種協働と人材育成のための組織再編。そして医療・ケアの連携や質の
向上のためにデジタルトランスフォーメーション（Dx）の実践。2025年問題、2025年の崖など大きな困
難を乗り越えるため、医療・介護業界も例外にもれずDxは急務であり、当院も段階的にデジタル化を推
進している。院内LAN,グループウエアの導入に始まり、電子カルテの導入、また各種ソフトウエア、リ
スク管理のためのセンサー活用、ナースコールのデジタル化などを実施した。また、医療・介護連携の
ためにMeLL＋を導入した。
　2021年介護保険改定に伴い、本年4月より科学的介護データシステムであるLIFEに参入した。何とかデー
タを出そうと1歩踏み出したが、初回フィードバックを受け多くの問題が浮き彫りになった。一人一人を
多面的に評価し、高齢者を包括的にとらえていくことの難しさとその重要性、実は高齢者を看る基本さ
えできていなかったことなど気づかされた。排せつ支援についてLIFEからのフィードバックを受けての
多職種介入による取り組み事例も紹介する。
　地域に信頼される慢性期病院として、介護度の高い方への自立支援、サービス提供、ケアマネジメン
トなど多くのことが求められている。人材育成を進めながら、LIFEなどのデータを活用するDxでケア
の質の向上を目指し、高齢者ひとりひとりがいつまでもそのひとらしく、このまちで暮らしていけるよ
う支えていくことが、私たちの役割だと思っている。
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共催セミナー7

進化を続けるプレバイオティクスの活用と 
そのアウトカムとは

◆座　　　　長： 中川　　翼　　　定山渓病院

◆演　　　　者：水野　英彰　　　医療法人社団　悦伝会　目白第二病院　副院長

共催：ネスレ日本株式会社

演　者

水野　英彰　（みずの　ひであき）
医療法人社団　悦伝会　目白第二病院　副院長
略歴

1998年3月 杏林大学医学部卒業
1998年4月 杏林大学第一外科入局
2000年4月 河北総合病院勤務
2003年4月 杏林大学第一外科　助手
2006年4月 悦伝会目白第二病院勤務
2008年4月 同院外科副部長
2012年4月 同院外科部長
2013年4月 同院副院長

現在に至る

資格
2004年4月 日本外科学会専門医・指導医
2015年4月 日本消化管学会指導医
2016年4月 日本静脈経腸栄養学会認定医取得
2017年2月 日本静脈経腸栄養学会学術評議員
2017年4月 PEG・在宅医療学会学術評議員

役職
　副院長
　外科部長
　HEQ研究会　幹事　　関東栄養カンファレンス　世話人
　西多摩栄養管理研究会　世話人
　西多摩：食と栄養からのQOL向上：食と栄養のバリアフリー　委員
　西多摩保健所：高齢者の食のフレイル対策　委員
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	所属学会
　日本静脈経腸栄養学会、日本病態栄養学会、日本外科代謝栄養学会、日本外科学会、
　日本消化器外科学会、日本消化器内視鏡学会、日本腹部救急医学会学会ほか
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SS7

進化を続けるプレバイオティクスの活用と
そのアウトカムとは

医療法人社団　悦伝会　目白第二病院　副院長

水野　英彰

経腸栄養は経口摂取が不可能又は不十分な場合や、消化管の安静が必要な場合に活用され、静脈栄養に
比べて生理的であることから、多くの疾患・病態で適応となっている。
基本的に消化管が使用できるのであれば経腸栄養を選択するべきであり、日本集中治療医学会による「日
本版重症患者の栄養ガイドライン2016」においても「栄養投与ルートは経腸と経静脈のどちらを優先す
べきか？」というCQに対し、腸管免疫の維持による感染性合併症を優位に抑制することから「経腸栄養
を強く推奨する」（推奨度１A）としている。日本臨床栄養代謝学会編集の「静脈経腸栄養ガイドライン
第3版」においても「腸が機能している場合は、経腸栄養を選択することを基本とする」（グレードAⅡ）
としており、静脈栄養よりも経腸栄養を優先すべきとされている。適応症は多岐にわたり、高齢化が進
行している本邦で健康寿命回復などのアウトカム比率向上に経腸栄養の重要性は増していると考えられる。
しかし、経腸栄養を必要とする患者は、腸内環境の乱れ（以下、dysbiosisと略）を有している可能性が高く、
これに伴う合併症も考慮される。これに対し、プレバイオティクスは、dysbiosisの是正を目的として進
化を続けており、プロバイオティクスを併用したシンバイオティクスも踏まえて消化器疾患のみならず
周術期、2型糖尿病、アレルギー疾患など多くの領域で臨床での有用性が報告されている。
そこで今回のセミナーでは、プレバイオティクスの質や組み合わせに着目をした栄養剤を導入することで、
dysbiosisの改善や合併症リスクの低減にどのように貢献ができるか、当院での実践と考察を供覧する。
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特別セミナー

やって良かった介護医療院2021
―日本介護医療院協会　2021年度調査結果報告―

◆日　　　　時：10月14日（木）19:40～ 20:30

◆座　　　　長： 小松幹一郎　　　小松会病院名誉院長

◆演　　　　者：鈴木　龍太　　　医療法人社団三喜会　鶴巻温泉病院　理事長・院長

共催：神奈川県慢性期医療協会

座　長

小松　幹一郎（こまつ　かんいちろう）
小松会病院名誉院長
略歴

1998年 千葉大学医学部卒業
同年 千葉大学神経内科入局
2004年 千葉大学医学部大学院卒業

医学博士、神経内科専門医
2007年8月 小松会病院　院長
2020年11月 小松会病院　名誉院長
2021年現在 神奈川県医師会理事　神奈川県病院協会副会長

神奈川県慢性期医療協会　副会長
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演　者

鈴木　龍太　（すずき　りゅうた）
医療法人社団　三喜会　理事長　鶴巻温泉病院　院長
略歴

1977年3月 東京医科歯科大学医学部卒業
1977年4月 東京医科歯科大学脳神経外科　研修医　入局
1980年1月 米国　National	Institutes	of	Health	(NIH)	NINCDS	Visiting	fellow
1995年4月 昭和大学藤が丘病院脳神経外科　助教授（准教授）
2009年9月 医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院　院長
2015年6月 医療法人社団　三喜会　理事長兼務
　　　　　 現在に至る

学会・資格等
学位　　　　　　医学博士　東京医科歯科大学第09号（1984年10月17日）
1983年7月 社団法人日本脳神経外科学会　専門医
2007年3月 日本リハビリテーション医学会　専門医　指導医
2011年6月 日本慢性期医療協会　理事
2012年6月 日本リハビリテーション病院・施設協会理事
2014年6月 神奈川県慢性期医療協会　会長
2018年6月 日本慢性期医療協会　常任理事
2018年8月 日本介護医療院協会　会長
2019年4月 湘南西部病院協会　会長
2019年6月 神奈川県病院協会　常任理事
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特別セミナー

やって良かった介護医療院2021
―日本介護医療院協会　2021年度調査結果報告―

日本介護医療院協会　会長

鈴木　龍太

　2023年度末に廃止される介護療養病床の移行先として2018年に創設された介護医療院は2021年には
35000床を超えて移行が進んでいます。介護療養病床も2017年には5万床ありましたが、2021年2月には１
6000床へ減っています。
　日本介護医療院協会では毎年アンケート調査を実施し、介護医療院の実態と、課題を報告してきました。
2021年度もアンケート調査を実施しましたので、その結果を報告します。
　医療区分１の人の居場所ができた。病院は療養病床を介護医療院へ移行することで、病床の空床を防ぐ
ことができ、経営的に助かった、地域医療構想の病床再編にあたり、病院から介護施設への移行がスムー
スにできるようになった。このように、利用者、施設、行政の3者にとって、Win	Winの介護医療院です。
実際に今までは70％の施設が介護医療院を「やって良かった」と評価しています。今回の報告で介護医
療院の利点、問題点を探り、これからの介護医療院の役に立つことと期待しています。


