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私の意見

回り道もまた良し
私は岡山市の中心部から約 4 kmの住宅地で内科医院を開業
しています。医学部を卒業し，病理学を専攻して 4 年，医師と
なって43年， 3 カ所の総合病院で研修して36歳で妻と内科小児
科（妻は小児科）を開業し31年，国保審査委員を22年間務めて昨
年末に辞任しました。
審査員を辞めて一内科医として診療・在宅医療を再開した時
に，時間に縛られずゆっくりと余裕を持って診療に当たれるこ
とに驚きました。診療時間ぎりぎりの受診・電話での診療依頼

中

島

豊

等では，会議の時間から在宅で連携している内科医院へ依頼紹
介も必要でした。この事は，職員にも大きな負担をかけていま
した。審査員を辞めてから職員に余裕が生まれ，ピリピリ感も
なくなり院内に心地良い雰囲気が生まれています。
病理の論理的な思考法，全く違う規模と診療内容の総合病院
での勤務，唐突な開業と私の辿った道は筋が通っていません。
開業後も審査員の辞任を決めたこと以外は，断ることが不得手
で，ふらふらとその場での雰囲気に流されていました。
しかし，開業医の役割を考える時，できることは沢山あるこ
とに気付きました。総合病院・専門医と同じ事は無理です。沢
山の疾病を抱える高齢者は，それぞれの疾病の持つ重症度，優
先度が理解できていない事がよくあります。家庭内を含めて
色々な全科に及ぶ相談を受けたら，最もふさわしいメニューを
提供できるのは，地域に根ざし，病院の機能，内情まで的確に
把握している開業医です。
病理，審査，医師会，町内会活動など実際の診療とは直接に
結びつかない無駄な回り道をしていると思っていました。診療
主体となってみて審査で得られた膨大な知識，他科の専門的な
疾病と検査・治療，紹介のタイミング，病院の先生方の得意分
野は特に大きな財産です。町内の歴史，しがらみ等を知った上
での診療は手品・幾何学の楽しさです。また，しないほうが良
いのですが自身の病気は診療に深みと味わいを与えてくれます。
大いに回り道を楽しみましょう。
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代表世話人挨拶
代表世話人
まずは嬉しい報告ですが， 今年の第 7 回
日本プライマリ・ケア連合学会学術大会は，
5,800人を超える参加者があり大盛況でした。

石

橋

幸

滋

地域医療構想や地域包括ケアシステムの構築
体制が変わってくるのではないでしょうか。
などなど，実地医家のための会が今後もさ

そして，そこで当会会員の小松真先生が永井

らに発展していかなければならない時代に

友二郎記念日本プライマリ・ケア大賞を，関

なって来ているように思いますが，残念なが

東甲信越ブロック功労賞を矢吹清人先生がそ

ら状況はかなり厳しいものとなっています。

れぞれ受賞されました。前年には渡辺武先生

今までなんとか貯金を食いつぶしながら活動

と高玉真光先生が受賞されていますが，当会

してきた当会ですが，いよいよこのままでは

としても大変名誉なことです。

来年以降の存続が難しくなって来ています。

さて話は違いますが，今医療界では様々な

原因は様々ですが，

問題が持ち上がっています。専門医制度，医

1 ．会員の高齢化と減少が止まらない

学部定員問題， 地域医療構想， 地域包括ケ

2 ．例会における医師の参加者が少ない

ア・医療と介護の連携など，今まで当然議論

3 ．例会のスポンサーの獲得が難しくなっ

すべきであった問題ではありますが，それが
団塊の世代が75歳以上になる2025年問題を目
の前にしてやっと議論されるようになりまし
た。
しかし，よく考えてみると実地医家のため

ている
4 ．雑誌とホームページの維持に費用がか
かる
5 ．例会のテーマや講師の決定に時間がか
かり，周知が遅くなっている

の会の例会で以前から取り上げられており，

等の問題点が挙げられます。

実地医家のための会の理念を実践しさえすれ

これらの点は以前から議論されてきました

ば自ずと解決される問題ばかりのような気もし

が，本当になんとかしなければならない事態

ます。専門医制度は一見，実地医家には関係

となっております。ぜひ皆様のお知恵とお力

がないように見えますが，きちんと人間を総

をお貸しください。

合的に診ることのできる実地医家がいて初め

これだけ歴史を持ちかつ素晴らしい会であ

て，専門医が生きてくるものですし，総合医

るこの会を何としてでも存続しなければなり

が増えれば専門医の数も増やす必要はないの

ません。今年中に皆様のお考えを聞くための

かもしれません。また，地域で活躍する実地

例会を開催しますので，ご参加いただきたく

医家の専門医がしっかり役割を果たすことで，

お願いいたします。
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第576回「実地医家のための会」10月例会

サルコペニア

サルコペニアとリハビリテーション栄養���������������������������������若林

秀隆

〈グループワークのまとめ〉
サルコペニアを防ぐために，今自分ができることを考えよう！�������������石橋

幸滋

自由交見

日

時：平成27年10月11日（日）午後 2 時～ 5 時

場

所：東京医科歯科大学

B棟 5 階

症例検討室

テーマ：サルコペニア
司

会：石橋

幸滋

記

録：事務局

共

催：日本プライマリ・ケア連合学会
プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会，
地域包括ケア委員会，多職種協働委員会
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■第５76回（10月）例会「サルコペニア」

サルコペニアとリハビリテーション栄養

若

林

秀

隆

サルコペニアとは
サルコペニアは進行性，全身性に認める筋
肉量減少と筋力低下であり，身体機能障害，
QOL低下，死のリスクを伴うと，2010年に
発表されたEuropean Working Group on
Sarcopenia in Older People（EWGSOP）
のコンセンサス論文で定義された1）。現在の
定義では，筋肉量減少単独の場合にはサルコ

少，筋力低下，身体機能低下をすべて認める

ペニアと診断しない。

場合を重症サルコペニアとする。要介護高齢

日本では高齢化とともに，サルコペニアの
高齢者，障害者が増加している。サルコペニ

者では，重症サルコペニアを認めることが多
い。

アと低栄養は，フレイルの中核要因である。

Asian working group for sarcopenia

また，サルコペニアは寝たきり，嚥下障害，

（AWGS）のサルコペニアの診断基準は，筋

呼吸障害の一因となる。そのため，サルコペ

力低下（握力：男性26kg未満，女性18kg未満）

ニアの評価と対応は大切である。

もしくは身体機能低下（歩行速度0.8m/s未

サルコペニアの診断

満）を認め， 筋肉量減少も認めた場合であ
る2）。AWGSの筋肉量減少のカットオフ値は，

EWGSOPでは，筋肉量減少（例：若年の

四肢骨格筋量（kg）÷身長（m）÷身長（m）で計

2 標準偏差以下）
を認め，筋力低下（例：握力：

算した数値がDXA（二重エネルギーX線吸収

男性30kg未満，女性20kg未満）もしくは身体

測定法）で男性7.0kg/m2， 女性5.4kg/m2，

機能低下（例：歩行速度0.8m/s未満）を認め

BIA（生体インピーダンス法）で男性7.0kg/m2，

た場合にサルコペニアと診断する1）。筋肉量

女 性 5.7kg/m2 で あ る。 下 腿 周 囲 長 が 男 性

減少のみの場合を前サルコペニア，筋肉量減

34cm未満，女性33cm未満を筋肉量減少の目
安とする3）。

わかばやし

ひでたか

横浜市立大学附属市民総合医療センターリハ
ビリテーション科助教
6

フレイル高齢者の場合は，筋肉量，筋力，
身体機能の評価が，サルコペニアの診断に必
要である。一方，高齢障害者で寝たきり，る
人間の医学

表1

サルコペニアの原因

原発性サルコペニア
加齢の影響のみで，活動・栄養・疾患の影響はない
二次性サルコペニア
活動によるサルコペニア：廃用性筋萎縮，無重力
栄養によるサルコペニア：飢餓，エネルギー・たんぱく質摂取量不足
疾患によるサルコペニア：侵 襲＝急性疾患・炎症
（手術，外傷，急性感染症など）
悪液質＝慢性疾患・炎症（がん，慢性心不全，慢性腎不全，慢性呼吸不全，
慢性肝不全，膠原病，慢性感染症など）
原疾患＝筋萎縮性側索硬化症，多発性筋炎，甲状腺機能亢進症など

表2

悪液質の診断基準

以下の 2 つは必要条件
1 ）悪液質の原因疾患の存在
2 ）12カ月で 5 ％以上の体重減少（もしくはBMI20未満）
そのうえで以下の 5 つのうち 3 つ以上に該当する場合に診断
①筋力低下 ②疲労 ③食思不振 ④除脂肪指数
（筋肉量）
の低下
⑤検査値異常（CRP>0.5mg/dL，Hb<12.0g/dL，Alb<3.2g/dL）

いそうの場合には，筋肉量，筋力，身体機能

傷など，生体の内部環境の恒常性を乱す刺激

を細かく評価しなくても，サルコペニアと判

である。代謝的には，一時的に代謝が低下す

断できる。

る傷害期，代謝が亢進して骨格筋の分解が増

サルコペニアの原因
サルコペニアは，加齢のみが原因の原発性
サルコペニアと，その他が原因（活動，栄養，
疾患）
の二次性サルコペニアに分類される（表

加する異化期，骨格筋や脂肪を合成できる同
化期に分類できる。CRP 3 mg/dL以下を同
化期と判断する目安がある。
悪液質とは，「併存疾患に関連する複雑な
代謝症候群で，筋肉の喪失が特徴である。脂
肪は喪失することもしないこともある。顕著

1）
1）
。

加齢によるサルコペニアには，栄養，身体

な臨床的特徴は成人の体重減少（水分管理除

活動，ホルモン，炎症など多くの要因が関与

く），小児の成長障害（内分泌疾患除く）であ

している。活動によるサルコペニアは，不活

る。食思不振，炎症，インスリン抵抗性，筋

動，安静臥床，無重力などが原因で生じる廃

蛋白崩壊の増加がよく関連している。飢餓，

用性筋萎縮である。医師による不要な安静指

加齢に伴う筋肉喪失，うつ病，吸収障害，甲

示でサルコペニアを生じた場合，医原性サル

状腺機能亢進症とは異なる 4）」。 悪液質の診

コペニアといえる。

断基準を表 2 に示す4）。慢性炎症のために，

栄養によるサルコペニアは，飢餓でエネル

CRP0.5mg/dL以上を認めることが多い。

ギー摂取量がエネルギー消費量より少ない状

二次性サルコペニアの原因のうち，疾患に

態が続き，栄養不良となることである。医師

よるサルコペニアの治療は容易ではない。一

による不適切な栄養管理でサルコペニアを生

方，活動と栄養によるサルコペニアの予防と

じた場合，医原性サルコペニアといえる。

治療は比較的容易である。いかに活動と栄養

侵襲とは，手術，外傷，骨折，感染症，熱
Vol.51
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によるサルコペニアをつくらないかが重要で
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表3

サルコペニアの摂食嚥下障害診断基準案

①摂食嚥下障害が存在している
②全身のサルコペニアと診断されている（全身の筋肉量と筋力の低下）
③画像検査（CT，MRI，超音波エコー）で嚥下筋のサルコペニアと診断されている
④摂食嚥下障害の原因として，サルコペニア以外の疾患が存在しない
⑤摂食嚥下障害の原因として，サルコペニアが主要因と考えられる（他に摂食嚥下障害の原因疾患：脳卒中，脳
外傷，神経筋疾患，頭頸部癌，膠原病などが存在しても）
Definite diagnosis（サルコペニアの摂食嚥下障害である）
：①②③④
Probable diagnosis（サルコペニアの摂食嚥下障害の可能性が高い）
：①②④
Possible diagnosis（サルコペニアの摂食嚥下障害の可能性がある）
：①②⑤

ある。

サルコペニアの摂食嚥下障害
サルコペニアの摂食嚥下障害とは，全身お

ず安静」
「とりあえず禁食」による医原性サル
コペニアのために，摂食嚥下障害が悪化しや
すい。
サルコペニアの摂食嚥下障害の診断基準案

よび嚥下関連筋の筋肉量減少，筋力低下によ

を表 3 に示す5）。全身のサルコペニアを認め，

る摂食嚥下障害である5）。摂食嚥下障害の原

明らかな摂食嚥下障害の原因疾患が存在しな

因疾患として最も多いのは，脳卒中である。

い場合には，サルコペニアの摂食嚥下障害を

しかし高齢者では，サルコペニアの摂食嚥下

疑う。

障害を認めることが少なくない。高齢者の摂
食嚥下障害で最も問題となるのは，脳卒中，
認知症，サルコペニアと考える。

サルコペニアの治療：
リハビリテーション栄養

高齢者の誤嚥性肺炎では，発症前から加齢

サルコペニアの治療はその原因によって異

によるサルコペニアを認めることがある。誤

なり，リハビリテーション栄養の考え方が有

嚥性肺炎は急性炎症であり，侵襲の異化期に

用である。リハビリテーション栄養とは，栄

は骨格筋分解が亢進する。臨床では誤嚥性肺

養状態も含めて国際生活機能分類で評価を

炎の場合，
「とりあえず安静」
「とりあえず禁

行ったうえで，障害者や高齢者の機能，活動，

食」とされることが多く，廃用性筋萎縮を合

参加を最大限発揮できるような栄養管理を行

併しやすい。さらに禁食の際に末梢静脈栄養

うことである 6）。 スポーツ栄養のリハビリ

で水電解質輸液のみといった不適切な栄養管

テーション版ともいえる。リハビリテーショ

理が行われた場合，飢餓も合併する。つまり，

ン栄養評価のポイントを表 4 に示す。

誤嚥性肺炎では飢餓，侵襲といった低栄養も

加齢が原因の場合，レジスタンストレーニ

含めて，サルコペニアの原因すべてを合併し

ングと分岐鎖アミノ酸を含む栄養剤摂取の併

やすい。その結果，誤嚥性肺炎の治癒後にサ

用が最も効果的である。

ルコペニアの摂食嚥下障害となり，経口摂取
困難となることがある。
サルコペニアの摂食嚥下障害でも，いかに

活動が原因の場合，不要な安静臥床や禁食
を避けて早期離床と早期経口摂取を行い，全
身の筋肉量を無駄に低下させないことが最も

活動と栄養によるサルコペニアをつくらない

重要である。例えば高齢の肺炎入院患者では，

かが重要である。しかし実際には「とりあえ

入院後 2 日以内に経口摂取を開始した場合，

8
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表4

リハビリテーション栄養評価のポイント

項目

内容

栄養障害

栄養障害を認めるか評価する。何が原因か評価する。

サルコペニア

サルコペニアを認めるか評価する。何が原因か評価する。

嚥下障害

摂食嚥下障害を認めるか評価する。

予後予測

現在の栄養管理は適切か，今後の栄養状態はどうなりそうか判断する。

訓練内容判断

機能改善を目標としたリハを実施できる栄養状態か評価する。

より早期に経口摂取で退院できる7）。ただし，

持久性トレーニングを実施する。終末期の悪

適切な摂食嚥下機能評価と摂食嚥下リハビリ

液質の場合には，浮腫や喘鳴でQOLを低下

テーションの実施が必要である。また誤嚥性

させない栄養管理を行う。

肺炎の入院高齢患者では，入院後 3 日以内に
理学療法を開始したほうが，死亡率が有意に
低い8）。

おわりに
サルコペニア，サルコペニアの摂食嚥下障

栄養が原因の場合， 1 日エネルギー必要量

害，リハビリテーション栄養について解説し

＝ 1 日エネルギー消費量＋エネルギー蓄積量

た。臨床現場の高齢者では，サルコペニアの

（ 1 日200～750kcal）として栄養改善すること

原因を複数有していることが多く，サルコペ

が治療である。栄養改善しなければ，嚥下機

ニアの原因に見合ったリハビリテーション栄

能やADLは改善しにくい。一方，飢餓のと

養の実践が必要である。活動と栄養によるサ

きにレジスタンストレーニングを行うと筋肉

ルコペニアは，予防と改善が可能である。サ

量はむしろ減少するため，筋肉量増加目的の

ルコペニアは身体機能障害，QOL低下，死

レジスタンストレーニングは禁忌である。

のリスクを伴うため，サルコペニアの評価と

疾患が原因の場合，原疾患の治療が最も重

リハビリテーション栄養を実践してほしい。

要である。侵襲が原因の場合，異化期か同化
期かで治療内容が異なる。侵襲の異化期では，
栄養状態の悪化防止を目標とする。異化期の
1 日エネルギー投与量は15～30kcal/体重kg
程度を目安とする。一方，同化期ではエネル
ギー蓄積量を考慮した攻めの栄養管理を行う。
筋肉量増加目的のレジスタンストレーニング
は，異化期では実施せず同化期に開始する。
終末期ではない悪液質が原因の場合，栄養療
法，運動療法，薬物療法を含めた包括的な対
応を行う。 高たんぱく質食（ 1 日1.5g/体重
kg）やn-3脂肪酸（エイコサペンタエン酸）が
有効という報告もある。運動による抗炎症作
用を期待して，レジスタンストレーニングや
Vol.51
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創作漢字
漢字は 3 千年以上前に中国において創作されました。当時の漢字の数は約 4 万字と考え
こう き

じ てん

られています。18世紀に成立した「康熙字典」には約 4 万 8 千字が収録されているそうです。
なぎ

したがって漢字は時代とともに増え続けていることになります。例えば「凪，畑，畠，辷，
栃，働」
などの漢字は，日本でつくられた漢字で国字とか和字と呼ばれています。
産経新聞と立命館大学白川静記念東洋文化研究所は共催で創作漢字コンテストを行って
います。昨年（2015年）で 6 回になるそうです。今までに入賞した作品には，「牛丼，上には
上がある，通り雨，突風，花めぐり」などを漢字一字で表したものがあります。入選したら
すぐ漢和辞典に載る訳ではありませんので，ここにご披露できないのが残念です。応募者，
当選者ともに小学生から80歳超の高齢者まで幅広く多様だそうです。参加してみませんか。
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（神保勝一）
人間の医学

■第５76回（10月）例会「サルコペニア」

〈グループワークのまとめ〉
サルコペニアを防ぐために，
今自分ができることを考えよう！
石

橋

幸

滋

グループワークのまとめ
テーマ 1
「今日の講演を聴いて役に立ったこと」
・患者さんの問題に気づくためにはどんな質
問をしたらよいかがわかって，これから患
者さんとのコミュニケーションが進むよう
な気がする。
・フレイルやサルコペニアに関して，栄養リ

【コメント】薬剤師さんたちは，自分たちで

ハビリテーションの視点からの話を聞く機

考える機会を設ける必要がある。ただし，飲

会がなかったのでとても役に立った。

ませる工夫も必要であるが，本当に飲む必要

・終末期の問題，残薬の問題などについても
考える機会になった。
・病院薬剤師として薬のことばかり考えてい

があるかをまず評価して，薬を飲ませないこ
とも選択肢であることを忘れてはならない。
飲めないことをチャンスと考え，見直すこと

たが，栄養の問題にも目を向ける必要を感

も必要である。

じた。

・糖尿病の患者にいかに食べさせないかを指

テーマ 2
「今日の講演を聴いても残ってしまった疑

導してきたが，本日の話でどうやって食べ
させるかを考えることの必要性に気づいた。
そのうえで，老人ホームでの介護職が，ど

問」
・栄養指導や嚥下機能向上などに取り組む場
合に，どんなツールを使ったらよいか教え
て欲しい。
・薬を飲むときにむせる人にはどう対応する
かが難しく，自分ができるか不安になった。

んなことを学ぶべきか。どのように学ぶか
がとても難しいがどうすればよいか。
【コメント】まず，きちんと栄養状態や嚥下
機能を評価して指導する必要がある。歩けな
いから車椅子ではなく，歩けないからリハビ
リをする人もいる。食事も同じで，食べない

いしばし

ゆきしげ

石橋クリニック院長
（東京都東久留米市）
Vol.５1
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から柔らかくするのではなく，どのようなも
のだったら食べられるのか，食べたくなるの
か，食事の内容も含めて検討する必要がある。
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また，他の専門職種に施設に来てもらうこ
とも検討するとよい。できれば嚥下評価は歯
科とリハビリなど 2 職種以上の専門職に入っ
てもらうとよい。
テーマ 3
「明日から自分たちが何をするか」

確認，評価していきたい。

まとめ
病気の早期発見，早期治療はもちろん大切
であるが，フレイル，サルコペニアの予防は，
病気の予防だけではなく，人生を豊かにする

・まず自分が実践してみることから始めたい。

ための手段である。栄養リハビリテーション

本日の話を生かして，ウオーキングやスク

は，問題を抱える患者さんのためのものだけ

ワットをしたい。

でなく，患者さんの人生に寄り添うための重

・嚥下障害やサルコペニアなどの評価も，質

要なツールとなる。今日学んだことを参考に

問票を使って薬剤師が評価できるのではな

して，明日からの業務に生かしていただきた

いか。

い。

・薬剤師としてきちんと服薬のための機能を

12
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自

由

第576回自由交見
若林秀隆先生の発表に際して

交

見

と食べるけど続かない方に分けます。食べて
くれない方で，食事と認識できない，例えば
白い器に白いご飯が入っているため食事に見

亮
（医師）
：リハ栄養の知識，理解が不

えない方や，食器の使い方がわからない方に

足している主治医との間にコンフリクトが生

は，黒い器にご飯を盛ったり，手づかみで食

じた場合に，栄養チームがうまくマネージメ

べられるように工夫をしたりします。

高柳

ントを進めるコツはありますか。

食べ始めるけど続かない方は注意力がない

若林：栄養のことはわかっているという錯覚

場合が多く，カーテンで遮断して一人で食べ

を持つ医師が多いので，栄養士が医師に説明

ることに集中させたり，また，トイレに行き

するよりも，リハスタッフ，または看護師，

たいだけで，トイレに行かせると食べたりす

次に薬剤師が説明するのが良いと思います。

る方もいます。環境を変えたら食べる方，胃

栄養士がリーダーなら別ですが。

瘻を造った途端に食べる方もいます。このよ

高柳：終末期肝疾患で肝性脳症を繰り返すよ

うに試行錯誤しています。

うな場合は，蛋白制限を優先することが多い

角：在宅で誤嚥が多く栄養が低下している人

ですが，分岐鎖アミノ酸製剤を含めて蛋白質

は，経管栄養などで一時的に高栄養にするこ

投与の具体的な工夫はありますか。

とで回復する可能性はありますか。

若林：糖質を控え，アミノレバンだけにして，

若林：サルコペニアの嚥下障害では，経験上，

一段落したら何か足していきます。終末期に

栄養状態が改善すると声も出て，嚥下反射も

なれば，エネルギー源や蛋白質はそれほど必

良くなり，経口摂取への移行が見込めます。

要ありません。

脳梗塞の球麻痺が重度の人は，手術しないと

高柳：アミノレバンを飲めない方が多いです

難しいですが，仮性球麻痺の場合は，栄養改

が， 3 缶くらいは必要ですか。

善で嚥下が改善する可能性もあります。

若林：味が味ですから，無理しないで点滴な

角：在宅で経管栄養を行って嚥下が改善した

どに頼っても良いと思います。

症例はありますか。

泰人
（医師）
：
「攻めの栄養管理」をしたく

若林： 身長160cmで体重が27kgの40歳ぐら

ても食べてくれない患者にはどう対応します

いの強皮症の女性で，嚥下も歩行も難しく，

か。

声も出ませんでした。消化吸収が低下してい

若林：食べてくれない理由をまず考えます。

るので病院で中心静脈を行い，在宅で体重が

認知症以外であれば，嚥下障害，逆流性食道

増えたところ，現在，併用はしていますが食

炎，胃炎，便秘，消化管の問題，薬の飲み過

事もできて，声も出て，歩けるようになって

ぎ，うつ，病院の食事がまずい，味覚障害，

います。

においがわからないなどの理由が考えられま

矢澤一博（薬剤師）：片手をおでこに当てる嚥

すが，可能であれば治療を行います。

下訓練法は簡単で良いと思いましたが，その

角

認知症の場合は難しく，食べてくれない方
Vol.５1
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次の一手「嚥下の筋トレ」を教えてください。
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若林：舌
（ベロ）
を上あごに押し付けて 5 ～10
秒間力を入れ続けます。これを10回行います。

度ならボーダーラインと判断します。
次に，栄養状態が悪化すると予測された場

10回できなければ 1 回でもよいです。舌だけ

合には，機能維持のリハは構いませんが，機

でなく，舌骨上筋の筋トレにもなります。

能改善を目指す筋トレは，栄養状態をさらに

一番エビデンスがあるのは，頭部挙上訓練

悪化させるので，行いません。

です。仰向けに寝た状態で，頭を持ち上げて，

角：悪液質の低栄養サルコペニアには，どの

つま先を 1 分間見て 1 分間休むのを30回。こ

状態で運動を勧めるのがよいですか。

れを 1 日 3 セット行う訓練ですが，合計 3 時

若林：癌リハビリテーションの世界では， 6

間にもなるので，現実には難しいです。入院

カ月で体重が 5 ％以上減ったら悪液質と呼び

患者には，この訓練を指導しています。

ます。少しでも体重が落ちたら悪液質の入口

矢澤：急性膵炎のように治療に絶食が入ると

に入るので，癌と診断された時点で，治る治

きの低栄養とリハについて教えてください。

らないにかかわらず，自主トレの運動をすべ

若林：急性膵炎の場合は，経口摂取は難しい

きというスタンスです。リハ医か理学療法士

ですが，早期経管栄養は施してもよいとされ

に相談して，悪液質の進行具合によって運動

ています。静脈栄養ではなく経管栄養により，

メニューを変えていきます。

医原性低栄養をつくらない管理ができるはず

石橋幸滋（開業医）：実際，癌専門病院でも，

です。それを行いつつ，一日中横にならずに，

癌リハや専門医には紹介されません。我々は

座ったり立ったりして頭の重さを首にかけて

どちらに紹介すればよいでしょうか。

過ごさせることが大事で，それだけで首の筋

若林：静岡がんセンターの辻哲也先生が初め

トレになります。 積極的な筋トレは，CRP

て癌リハをつくって広めました。日本中のが

が 3 を下回れば行っても構いません。

んセンターで十分な癌のリハを行っているの

篠原

徹
（薬剤師）
：栄養予後予測は何を評価

して，どのように利用しているのですか。

は，今でもそこだけだと思います。それでも，
数年前に癌リハが保険診療に含まれました。

若林：予後予測の仕方は，低栄養の原因が飢

紹介先は，癌と運動でしたら，癌の専門病

餓か侵襲か悪液質かにより異なります。飢餓

院でなくてもリハ科か理学療法士への相談で

の場合，基礎エネルギー消費量よりもエネル

構わないと思います。

ギー摂取量が少なければ栄養状態が悪化する

鈴木邦子（薬剤師）：在宅でアルコール摂取が

と予測します。

やめられない痩せ型の方の栄養面で気をつけ

侵襲による場合には，CRPが 5 を超えて

ることを教えてください。

いれば， 栄養状態の改善は難しくて悪化，

若林：脂質，糖質はアルコールで足りている

CRPが 3 以 下 な ら 改 善 可 能， 3 か ら 5 は

ので，ビタミン，ミネラルが欠乏しないよう，

ボーダーラインと判断します。

微量元素を含む栄養食品を利用するとよいで

悪液質の場合は，CRPが 5 を超えていれ

しょう。蛋白質も不足しがちなのでとってほ

ば，栄養状態の改善が難しい。ADL（日常生

しいです（クリニコ社のポチプラスを 1 日 1

活動作）が下がった終末期に近い方は栄養状

本など）。肉，魚，卵，乳製品など，お酒の

態が悪化していると予測して，ADLが自立

つまみになるもので好きなものを食べていた

している方は， 悪液質でもCRPが 3 か 2 程

だくのもよいでしょう。

14
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白根佳代子
（薬剤師）：93歳の女性で，リハビ

力が落ちて動けない人にもマシーンをさせて

リから午前中に帰宅すると， そのまま横に

いるとしたら逆効果になる恐れがあり，そう

なってしまい，夕食の配食も，食欲がないと

いう面を危惧します。

いって，食べたり食べなかったりです。どの

石橋：パワーリハを行っている人への栄養は

ようにして食べていただけばよいですか。既

どうしたらよいですか。

往症はほとんどない方です。

若林：ゼリー状のハタイムゼリー100kcal（蛋

若林：栄養剤は気楽に試せます。私は，組成

白 質 10g，BC2.5g） を 1 本， ま た は 牛 乳

も飲み口もよいエネーボを勧めています。で

250mLで， トレーニングで使った分プラス

きれば，リハ中に飲んでもらうとよいと思い

筋蛋白合成分として十分かと思います。なお，

ます。体を動かせばのどもいくらか渇きます

1 日500kcalしかとれていない人は，パワー

から，わりと飲んでくれる気はします。

リハ自体をやめさせるべきです。

夕食時には，循環ヘルパーなどに15分でも

石橋：蛋白質の同化作用を進めるために，運

入ってもらい，そこで話でもしながら，食べ

動の30分前または30分後の蛋白質摂取が勧め

ることを促したほうがよいと思います。

られていますが，純粋蛋白質とアミノ酸のど

石橋：パワーリハをパーキンソン病患者も含

ちらがよいですか。また，豆腐はいかがです

めて障害者に勧める先生や，デイケアではマ

か。

シーンでパワーリハを行っているところもあ

若林：牛乳に含まれるホエイ蛋白質はアミノ

りますが。

酸と変わらない吸収濃度があるとされている

若林：私はパワーリハにはかかわっていませ

ので， 蛋白質でもアミノ酸でも構わないで

んが， その方を評価したうえで， それに見

しょう。牛乳や栄養剤が駄目なら豆腐でもよ

合ったパワーリハを行っていればよいと思い

いと思います。

ます。しかし，十分な評価がされないまま，
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第11回日本プライマリ・ケア連合学会秋季生涯教育セミナー

プライマリ・ケア医の日常診療における利益相反�������������������������水野
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日

時：平成27年11月 7 日（土）、 8 日（日）

場

所：大阪科学技術センター

融

人間の医学

■第11回日本プライマリ・ケア連合学会秋季生涯教育セミナー

プライマリ・ケア医の日常診療における
利益相反
水
COI（conflict of interest）＝利益相反は，

野

融

（2015年 6 月）において，プライマリ・ケア医

以前からある概念であるが，日本医学会によ

の臨床研究についてのCOIを検討した。 そ

り， 各学会に，COIについて委員会設置や

の際，臨床研究を行う時には，まず倫理委員

マネージメントを奨励されたことで，にわか

会で審査していただく必要があることを確認

に知られることとなった。私は日本プライマ

した。同学会では会員に対して，無料で審査

リ・ ケア連合学会利益相反委員会の設置で

を行うことに現在は決定している。

2013年に初めて知ったのであった。米国のサ

第 3 回が，2016年11月 8 日の同学会秋季生

ンシャイン条項が広まるきっかけのようであ

涯教育セミナーにおいて，「プライマリ・ケ

る。 サンシャイン条項とは医学研究とメー

ア医の日常診療における利益相反～製薬企業

カーの関係を太陽のもとにさらす，つまり透

との関係～」についてのワークショップを

明性，白日のもとにさらしましょうというこ

行った。以下にその内容を簡単に報告する。

とで， そのきっかけなったのが， ゲルシン
ガー事件である。
具体的には，医学研究における研究者，大
学， 学会と， 企業との関係におけるCOIの
透明性の確保とマネージメントを行うことで

1 ．宮田靖志先生レクチャー
（名古屋医
療センター）
COI事態は誰にでもある。 管理が問題。
生涯教育のCOIはどうするか。

ある。各学会や大学，銀行なども規約を設け

COIとはなにか

ている。

中立的な立場であるべき私たちが，何かの

日常診療とは無関係と認識されがちだが，

ために，別なもう一方への関心のために，中

日本プライマリ・ケア連合学会においても，

立的でない，もしくはそうなりそうな場合が

指針を作成し，ワークショップも行っている。

ある。COIは普通にどこにでもある。

私はファシリテーターとして関わらせていた
だいた。
第 2 回のワークショップは筑波学術大会

何かもらったので，処方が変わってしまう。
自分の名前を売るために，患者さんよりも優
先 す る。Primary interest が，secondary
interestによって，不当に影響を受ける。

みずの

とおる

岡田医院院長
（京都府京都市）
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臨床研究の例：メーカーとの関係において，
金額を開示する。ところが公表すると，研究
の信頼性を落としてしまうことがあるので，
17

社会の教育が必要。
医者とメーカーの関係：何らかのものは 8

いといけない。
同学会ではメーカーからの提供を現在ゼロ

割くらいの医師がもらったことがある。診療

にしているが，それでいいのかというような，

科では循環器が多い。ソロでやっている人は

率直な議論があってもよい。

もらう傾向がある。僻地で一人で診療してい
て，もし，メーカーの人が訪ねてきてくれる
と，ありがたいと思って採用することになる。

2 ．グループディスカッション
〈テーマ 1 〉後期研修医が「今晩の勉強会，

診療所では，診療後にメーカーのMRと面会

DMコントロールの最新だって。関心あるん

する。外科系は手術があり，面会は少ない。

だよね」
「でも豪華な晩飯つきらしいんだけど，

MRさんと面会して少々のものはもらって
いいと思っている。
医学生：学生の時から何かサービスを受け
ている。本をくれる。資料をくれる。もらっ
て当然と学生に思わせる。刷り込み。

この前聞いたプロフェッショナリズムと利益
相反にからんでくるんじゃない」，仲間であ
り指導医であるあなたはどのように対応しま
すか？
〈テーマ 2 〉地域医師会の生涯教育担当理事か

レジデント：これほど頑張っているのでも

ら「 2 月の恒例の講演会ですが， ○○がサ

らって当然と感じている。頑張る人ほど。も

ポートしますから先生のところで企画しても

らって処方が変わるだろうか。少なくともよ

らえますか」といわれたら後期研修プログラ

い方向にはいかない。

ム責任者であるあなたはどのように対応しま

では，生涯教育はどうしていったらいいか。
COIを開示し， 影響を受けないようにする。

すか？
上記 2 つのテーマでグループディスカッ

しかし，メーカーからの提供をゼロにはでき

ションを行い，司会進行の箕輪良行先生，指

ない。

導の和座一弘先生，また直前にオブザーバー

製薬メーカーが講師を選定しない，COI

をお願いした小泉俊三先生により，若い先生

の開示。 社会にCOIとは何かを勉強しても

にも面白い方がいて，楽しいWSとなった。

らう。もらっているイコール悪でない。使途

個人開業医において，あるいは病院勤務医

を決めてはどうか。例えば研修医の教育に使

としてはCOIについて大きな関わりがない

う。チェックリストをつくってそれに合う講

と認識されているので興味が薄いのが実情で

演会を行う。これらについて話し合いをしな

ある。プライマリ・ケア医に対してよく批判

18
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されるのは，①ボールペンなどをもらう，②

なったことや，TPPで， 大きく変わってい

講演会に立食がついており，タクシーチケッ

くと思われる。

トももらう，③院内の勉強会でお弁当をもら
う，④個人的接待，などである。

製薬企業の協賛が活発になったのは昭和50
年代からである。このころに産学共同研究も

①については， ボールペンは患者さんに

始動したが，まだ本格的ではなかった。昭和

持って帰ってもらっている。それに最近ボー

54年にはメーカー主催の講演会プラス食事と

ルペンは中止になった。②については，参加

いう形式が始まっている。 この当時はメー

しないと生涯教育の点数が取れないので困る

カーが理想に燃えて実施しているという印象

が，タクシーチケットは使わない。③につい

が強かった。その後は増える一方で，平成20

ては，忙しいのでしていない。④は女性医師

年ごろまで大規模なものも見られ，企業側も

に対してはもともと行われていない。

理想は失われた印象であった。最近は自粛し，

学会などの実行委員になったときはどうか，

小規模講演会が多数開催されているが，お互

これは注意が必要であり，検討すべきである。

いにどの程度のモチベーションを持って開催

臨床研究発表について，2015年 6 月の筑波

されているか不明ではある。

学 術 大 会 に お い て は，COI委 員 会 ワ ー ク

なお，学会で発表されるときは，各学会の

ショップで次のように検討した。すなわち，

利益相反規定に従って，開示をしていただき

まず倫理委員会に研究内容を提出し，その研

たいので，詳細は学会のホームページを御覧

究を行ってよいかの判断をもらってから実行

いただきたい。

する。この点は重要であり，実際にどのよう

最後に今では古典になったかもしれないが，

に倫理委員会に通しておられるかを知りたい。

私が若い時に読んで驚いたアーサー・ ヘイ

またこの際に厳しくしすぎると，英国のよう

リーの『スロトング・メディスン』を御紹介す

に特定少数の人だけがデータを全部もってい

る。当時としてはセンセーショナルな内容で

ることになる，また一般の学会発表の減少に

あったが，今思うと，先見の明がある。サン

よる不活性化が起こるので，日本のように活

シャイン条項の発端となったゲルシンガー事

発に発表できる環境がよいという意見も出て

件よりずっと前に書かれているところが凄い。

いる。
私のように長く内科開業医として働いてい
る場合の企業との関係であるが，主に薬剤で
あった。それについて我が国はもともと江戸
時代まで漢方医が処方する形態で，そのまま
開業医が処方することが今日まで継続してい
た。 このように長年開業医が自分で薬をつ
くったりして処方してきたが，これは我が国
独特であるそうだ。特に外資系製薬メーカー

参考文献
1 ）吉本光一：転換期の医療。国際商業出版
2 ）永井友二郎：医学の本道プライマリ・ケア
3 ）東京大学公開講座 くすり
4 ）渡辺 淳：診療の基本
5 ）中野 進：続 医師の世界
6 ）アーサー・ヘイリー：ストロング・メディ
スン
7 ）郷間 厳： 医のプロフェッショナリズム
企業─医師関係

がその形式に入り込めないということで，我
が国への批判を強めている。 最近は分業に
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日々の診療に生かす工夫

私らしく“生ききる”
ことを支えたい
～地域の多職種によるエンディングノート作成の試み～�����������������外山

学

職場におけるストレスチェックとその活用法�����������������������������石橋

幸滋

自由交見

日

時：平成27年12月13日（日）午後 2 時～ 5 時

場

所：東京医科歯科大学

B棟 5 階

症例検討室

テーマ：日々の診療に生かす工夫
司

会：石橋

幸滋

記

録：事務局

共

催：日本プライマリ・ケア連合学会
プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会，
多職種協働委員会

20
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■第578回（12月）例会「日々の診療に生かす工夫」

私らしく“生ききる”ことを支えたい
～地域の多職種によるエンディングノート
作成の試み〜
外

山

学

私の所属する門真市医師会がコーディネー
ター役となり，市
（門真市）が高齢者世帯に配
付した
「救急医療情報キット（いわゆる命のバ
トン）
」
（図 1 ）の活用をテーマに，関係者の
懇談会を開催した時のことである。急性期病
院から「救急要請時の情報不足や延命治療等
の意思確認ができないことが，救急受け入れ
上の大きな障害になっており，最悪，断わら
ざるをえないこともある」と問題提起がなさ

1 ）最 も シ ン プ ル な も の と し て のDNAR

れた。これを受け医師会では，同キットに入

（Do Not Attempt Resuscitate）オーダー，

れるための
「急変時の意思表示」のフォーマッ

2 ）もう少し広く，水分や栄養補給，抗生物

トづくりの取り組みを開始した。

質の強力な使用や特殊検査，透析などについ

国立長寿医療研究センターの「私の医療に

ての意向を示す「事前指示（アドバンス・ディ

対する希望（終末期になったとき）調査」1）な

レクティブ）」， 3 ）医療や介護について自分

どを手本に検討を重ねたが，法的裏付けがな

の考えを整理して医療関係者や家族などと話

い中，
「心肺蘇生」
や「胃ろうによる栄養補給」

し合い， 形にする一連の過程を包含しての

などについて“して欲しい”または“して欲し

「アドバンス・ケア・プランニング」などがあ

くない”の欄にチェックがあったとしても，

る。ただ，医療のことだけに絞っていると，

どのように理解してのことか， あるいは最

いまひとつ実感がわかず，自分事として考え

新・最終の意向かの確証はなく，現場の処理

にくく，いざというときの拠り所にならない

にそれを反映させるのは難しいばかりか，か

可能性がある。そこで着目したのがエンディ

えって惑うことになりかねないとの議論がな

ングノートである。日常生活と直結したオリ

された。

ジナルのノートを，地域の多職種でつくるこ

（終末期）
医療における意思表示の方法には，

ととなった。
編集は，これまで，市域の「医療・介護連

とやま

まなぶ

益田診療所副院長
（大阪府門真市）
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携資源集」の編集や「門真だよ，全員集合！」
と銘打った多職種連携の会，その他さまざま
な連携活動や研修会の企画・実働を担ってき
21

図1

た多職種有志の会（れんこんの会：名称は，

採用し，考えが変わったときには差し替えが

門真の特産物に由来）が担った。編集会議で

できるようにルーズリーフ方式とした。また，

は，“急変して本人は意識がなくなっている

用紙には，書きたい項を書きたいだけ書くこ

場合”
，
“突然の宣告で頭が真っ白になった

とができるよう，細かな項目毎の枠は設けず，

時”
，
“認知機能の低下などで判断力が低下し

必要な時まで人目に触れられたくない箇所の

た状態”
に備え，
「本来の自分を見つめて記し

ために，個人情報保護シールを添付した。そ

ておくことを提案する」コンセプトが話し合

して内容を， 1 ）まずこれだけは〜万一の時

われた。そして，書籍として市販されている

に大切な人を困らせないために， 2 ）それか

もの，葬儀社が配付しているもの，インター

ら〜後悔なく満足して生きる（逝く）ために，

ネットで無料ダウンロードできるもの2），自

3 ）さらに〜人生を振り返り，豊かにするた

治体が作成して配付しているもの3）など，さ

めに， 4 ）そういえば〜必要に応じて，の 4

まざまな既存のエンディングノートを収集し，

つのカテゴリーに分け，カテゴリーごとに用

項目をピックアップして比較検討し，カテゴ

紙の色を変えて（順に，赤・黄・緑・白）直感

リー分け等の作業を行った。

的に区別できることを心がけた。さらに，書

こうしてでき上がったのが，「ほんとうの

く際の参考になるよう，多職種のスタッフで

私を伝えたい〜私らしく“生ききる”ための

分担して執筆したコラムを各ページの裏に配

ノート 2014年度版」である。タイトルは，
“エ

した（図 2 ）。

ンディング”ではなく“生ききる”という言葉

当初から 2 段階での完成を目指しており，

を前面に出した。書きやすさと扱いやすさを

初年度版を使用された方などの意見を踏まえ

両立させた手頃な大きさとしてB5サイズを

ての改訂を計画している。また，啓発のため

22
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図2

に，さまざまな機会を捉えて，発表とディス

・老人会でどんどん普及させてほしい

カッションを行っている。例えば，医師会が

・生活保護者も高齢化が進んでいる。独居

主催し，市民団体代表や行政・医療介護団体

の方もたくさんおられ，年間何人かは自

代表で構成される
「かかりつけ医推進委員会」

宅で死亡されている。身内との交流がな

で配付と発表を行ったところ，以下のような

い人は，今後についてケースワーカーに

コメントをいただいた。

相談される。年が若いケースワーカーは，

・早速，難病患者さんに使ってもらってい

そこでどう受け止めたら良いかわからな
い。エンディングノートをワーカーにも

る
・母親が意識のない状態で寝たきりになっ

勧めたい

た時，
「どんな形でもいいから生きてほ

・父が54歳でがんで他界。いろいろ伝えて

しい」という人もいて，兄弟で考えが分

くれたので混乱せずにすんだ。細かく書

かれた。母親は，見えない，食べられな

いたほうが良いことと，緩やかに書いて

いの中で，どのように思っていたのかと

もらったほうが良いこと，家族の関係に

いう思いがある。母が思っていたことを，

よるのでは。
「これこれのことは誰々に

聞いておけば良かった

相談して」と，家族に託してもらえたの

・病院に運ばれたものの，医療同意が取れ

が，かえって良かった

なくて困るケースがある。本人がつらい

・2 〜 3 年前に，エンディングノートを娘

時期を過ごさなければいけないことがよ

からもらったが，なかなか書く気になれ

くある。
「プランニングをするのは自分」

ない

という意識がまだまだである
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ちなみに，「高齢社会白書」4）の平成27年版
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今後，ますます進行する超高齢社会におい
て，（終末期）医療における意思表示は，本人
や家族の人生の満足度のみならず，限りある
社会資源の有効活用の観点からも，重要な問
題となる。今後も，地域の関係者や住民とと
もに，この問題に取り組んでいきたい。

では，高齢者の一人暮らしに関する意識を特
集し，
「将来の準備」の項では，①終末期医療，
②葬儀，③お墓について尋ねている。
「考え
ていない」
（
「全く考えていない」と「あまり考
えていない」の合計）割合は，順に41.8％，
35.6％，36.6％となっており，それぞれにつ
いて約 4 割の人が
「考えていない」という結果
になっていた。別の調査5）では，60歳以上の
男女において，エンディングノートを「知っ
ている」と回答した割合が50％であったのに
対し，
「書いている
（書いている途中）」と回答
した人は 7 ％にとどまっており，認知と実際
の記載の間には，ギャップの存在が認められ
た。一方で
「書いてみたい」との回答は44％に
達しており，アプローチの有用性も感じ取れ

参考・引用
1 ）私の医療に対する希望（終末期になったと
き）調 査． 国 立 長 寿 医 療 研 究 セ ン タ ー，
http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/
eol/ad/1jizenshijisho.pdf
2 ）エンディングノート．葬儀ベストネット，
http://sougi.bestnet.ne.jp
3 ）エンディングノート 私の老い支度 いざと
いう時に，大切な人に伝えたい．堺市南区，
http://www.city.sakai.lg.jp/minami/
kurashi/sogocenter/korei/haifu.html
4 ）高齢社会白書．内閣府，http://www8.cao.
go.jp/kourei/whitepaper/index-w.
html）
5 ）終活・エンディングノートに関する調査．
ライフメディアリサーチバンク，http://
research.lifemedia.jp/2015/02/150218_
endingnote.html

（2016年 3 月12日，アクセス確認）

る結果となっている。
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■第578回（12月）例会「日々の診療に生かす工夫」

職場におけるストレスチェックと
その活用法
石

橋

幸

滋

はじめに
平成26年 6 月に改正された労働安全衛生法
に基づき，平成27年12月より職場における高
ストレス者の早期発見・早期対応ためのスト
レスチェック制度が施行されることになった。
この制度では，定期的に労働者のストレスの
状況について検査を行い，本人にその結果を
通知して自らのストレスの状況について気づ

に気づき，自己コントロールを促すことと職

きを促し，個人のメンタルヘルス不調のリス

場の環境改善であるが，この制度は50人以上

クを低減させるとともに，検査結果を集団的

の労働者がいる職場に義務づけられた。50人

に分析し，職場環境の改善につなげる取り組

未満の職場に関しては当分の間努力義務と

みである

なっている（図 1 ）。

。そのため，産業医は，この結

1，2）

果を有効に活用して，個人の精神状態の改善，

しかし，このストレスチェックを行う場合，

精神疾患発症予防に生かす責務や，職場環境

個人のプライバシーが重要視されており，実

改善への取り組みを促すためのアドバイスな

施者となれるのは医師もしくは保健師だけで

どを行わなければならない責務が発生したと

あり，人事権のある職員は本人の了解がない

も考えられる。そこで，本日はこのストレス

限り個人結果を見ることができない。また，

チェック制度について解説すると共に，その

結果を基に指導するのも医師もしくは保健師

活用法について紹介する。

その他の専門職と指定されており，主として

ストレスチェック制度の概要
ストレスチェック制度の目的は先に述べた
ように，労働者のメンタルヘルス不調に早期

その職場の産業医もしくは産業保健師が担う
ことになると思われる。
ストレスチェックの手順を図 2 に示したが，
産業医はこの結果をもとに個人への対応（必
要に応じては専門医紹介）に留まらず，職場

いしばし

ゆきしげ

石橋クリニック院長
（東京都東久留米市）
Vol.51

No.2（通巻 ２52 号）


の人間関係の調整，ストレスコントロール指
導なども求められている。
今後はこのように産業医の役割がさらに拡
25
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図1

ストレスチェック制度の目的

厚生労働省：改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度についてより

図2
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ストレスチェックの流れ
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厚生労働省：改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度についてより

図3

厚生労働省から示されているモデルストレス質問票

大することが予想されるため，我々もこれに
対応できる能力を身につけていかねばならな
い。

（「職業性ストレス簡易調査票を用いたストレ
3）
スの現状把握のためのマニュアル」
より）

もちろんこれ以外の質問票を使用してもよ

ストレスチェックの実施

いが，エビデンスがあり簡便かつ安価に使え
る調査票はこの調査票であり，民間の検診セ

ストレスチェックは，一般的には厚生労働

ンターのほか，一般社団法人日本精神科産業

省が示してしている職業性簡易ストレス調査

医協会なども 1 件あたり300円と安価な設定

票を用いて行われる（図 3 ）。この調査票は57

で対応しているので，いろいろなところのも

項目からできているが，その特徴として以下

のを比較検討するとよい。

のようなものが挙げられる。

なお，調査票の発送・集計などは，自前で

①ストレスの反応だけではなく，仕事上の

インターネットにある無料診断ソフトを使用

ストレス要因，ストレス反応，および修飾要

して行ってもよいし，外部に委託して結果ま

因が同時に測定できる，多軸的な調査票であ

でを出してもらう方法もある。しかし，その

る。②ストレス反応では，心理的反応ばかり

結果を活用した個別指導や職場の環境改善に

でなく身体的反応
（身体愁訴）も測定できる。

生かす役割は，産業医や産業保健師にあるの

③心理的ストレス反応では，ネガティブな反

で，その活用方法に精通しておく必要がある。

応ばかりでなく，ポジティブな反応も評価で

もし，この調査票を使用する場合は，
「職業

きる。④あらゆる業種の職場で使用できる。

性ストレス簡易調査票を用いたストレスの現

⑤項目数が57項目と少なく，約10分で回答で

状把握のためのマニュアル」
（http://www.

きるため，労働の現場で簡便に使用できる。

tmu-ph.ac/topics/pdf/manual2.pdf）3） を
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図4

個人への結果通知見本

参考に，その活用方法を習得していただきた

として載せたが，このような報告書を作成す

い。

ることが義務づけられている 4）。 事業所に

そして，検査結果は個別に通知されるもの

よっては，このストレスチェックから面接ま

と各職場に通知されるものがあるが，個別に

でを外部に委託するところもあるが，この結

通知される例を図 4 に挙げた。個人ごとにス

果をどのように職場の健康維持，健康づくり

トレスの度合いや問題点が示され，それを個

に生かすかは，産業医にかかってくる。

人が活用して自己コントロールを行うことを

特に集団分析結果は極めて重要で，その結

目的とした制度であるので，産業医としては，

果をどう生かしていくかが産業医の実力と

そのための指導方法に習熟しておく必要があ

いっても過言ではない。図 6 ， 7 に集団ごと

る。

の収集・分析と分析結果イメージを挙げたが，

ストレスチェック結果通知後に問題のある

一般的にはこのような結果が通知されてくる

労働者に対しては，図 5 にあるように，強制

ので，職場に問題がある場合はこれを参考に

ではないが勧奨を行い，産業医や産業保健師，

して人事権を持つ担当者や職場の責任者など

産業カウンセラー，臨床心理士などが相談対

と対策を協議していかなければならない。

応を行うことになっており，その相談の内容

ただし， 注意すべきことは， この結果に

によっては専門医や専門医療機関を紹介しな

よって対象者が不利益を被ることである。表

ければならない。

に不利益防止のための注意点を挙げたが，ス

また，その相談内容及びその指導結果を書

トレスが多い職員がさらにストレスを被るこ

類として残さなければならない。その書式の

との内容に十分な注意が必要であるし，個人

記載例と記載上の注意を32，33頁に参考資料

情報の保護にも細心の注意を払う必要がある。
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図5

ストレスチェック結果通知後の対応

厚生労働省：改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度についてより

図6
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集団ごとの集計・分析
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図7

集団ごとの集計・分析結果のイメージ

表

不利益な取扱いの防止

次に掲げる事業者による不利益な取扱いについては，一般的に合理的なものとはいえないため，事業
者はこれらを行ってはならないものとする。なお，不利益な取扱いの理由がそれぞれに掲げる理由以外
のものであったとしても，実質的にこれらに該当するとみなされる場合には，当該不利益な取扱いにつ
いても，行ってはならないものとする。
1 ．労働者が受検しないこと等を理由とした不利益な取扱い
1 ）ストレスチェックを受けない労働者に対して，これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。例
えば，就業規則においてストレスチェックの受検を義務付け，受検しない労働者に対して懲戒処
分を行うことは，労働者に受検を義務付けていない法の趣旨に照らして行ってはならないこと
2 ）ストレスチェック結果を事業者に提供することに同意しない労働者に対して，これを理由とした
不利益な取扱いを行うこと
3 ）面接指導の要件を満たしているにもかかわらず，面接指導の申出を行わない労働者に対して，こ
れを理由とした不利益な取扱いを行うこと
2 ．面接指導結果を理由とした不利益な取扱い
1 ）措置の実施に当たり，医師による面接指導を行うこと又は面接指導結果に基づく必要な措置につ
いて医師の意見を聴取すること等の法令上求められる手順に従わず，不利益な取扱いを行うこと
2 ）面接指導結果に基づく措置の実施に当たり，医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医
師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの又は労働者の実情が考慮されてい
ないもの等の法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱いを行うこと
3 ）面接指導の結果を理由として，次に掲げる措置を行うこと
①解雇すること
②期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと
③退職勧奨を行うこと
④不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位（役職）の変更を命じる
こと
⑤その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること

30
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上記について，厚生労働省は「労働安全衛

まとめ

生法に基づくストレスチェック制度実施マ

今年から始まるストレスチェック制度には，

ニュアル」5）を提示しているので， 一度目を

まだまだ様々な問題がある。制度自体が未熟

通 し て い た だ き， 産 業 医 と し て ス ト レ ス

なために取り組む方法がわからないという基

チェック制度を上手に活用していただきたい。

本的な問題を抱えている職場も少なくないし，
中には取り組むつもりがないという制度を全
く理解していない職場も決して少なくない。
わかっていても，その体制づくりに取り組ん
でいない職場も多く，今後様々な問題が表面
化してくるものと思われる。
また，取り組もうとしている職場でも，多
くの問題を抱えている。以下に主たる問題点
を挙げたが，これらを解決していくために，
産業医は職場の担当者と協力して一つ一つ取
り組んで行く必要がある。
①ストレスチェックの意義をどうやって全
従業員に衆知するか。②ストレスチェックの
重要性をどうやって職場の責任者に理解して
もらうか。③使用するストレスチェック票を
どうやって選ぶか。④ストレスチェックに関
わる職員をどう育成するか。 ⑤ストレス
チェックの個人及び集団分析結果をどう活用
法するか。⑥プライバシーの保護をどうする
か。⑦職員の不利益をどう防止するか。
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自
第578回
外山

由

自由交見

学先生の発表に際して

交

見

ニック状態になってしまうので，院内に精神
科医がいれば，その医師にかかっても構いま
せんか。

高玉真光：どういう方々を対象にエンディン

石橋：自院で受診するのが一番良い方法と思

グノートをつくられましたか。

いますが，自院で受診したくないという方の

外山：対象を絞ることは全く考えていません。

ために院外のルートもあったほうがよいと思

「本来の自分を記して形に残しておく」ことを

います。
勲（開業医）：産業医と主治医の関係は。

コンセプトにしましたが，特に，それが現実

松坂

味を帯びてきた方とか，何歳以上の方とかに，

石橋：産業医はチェックを受けた本人に対し

対象を限定することは考えていません。

て，かかりつけ医に伝えるようにとはいいま

地域の方全員に配布したいのですが，大阪

せんので，本人が主治医に伝えない限り主治

府の補助事業を使っているため，予算の都合

医はわかりません。産業医も本人が望まなけ

上，今年（ 2015年）で300部くらいしかつくれ

れば面接指導は行いません。身体しか診ない

ていません。医師会事務局に希望があった方

産業医は，必要と思えば精神科医を紹介する

にお試し版として配るのが精いっぱいです。

ことになります。

来年度から地域支援事業に入れてもらえるの

鈴木邦子（薬剤師）：職場に問題があってスト

で，もう少し予算をいただけると思います。

レスチェックの結果が平均と比べて偏った結
果になった場合，それをフィードバックする

石橋幸滋先生の発表に際して

制度はありますか。

矢嶋美恵子
（看護師）：メンタルヘルス担当者

石橋：産業医の役割として，その職場に大き

として，心理相談員としてストレスチェック

な問題があれば，事業者に対して環境改善な

にかかわる立場です。日本精神産業医協会の

どの提案をする権限を持っています。提案に

ストレスチェック分析ツールの価格は。

対して，今後そのような事例が起こらないよ

石橋：ツールはインターネット上に無料で公

うにどうするかは事業者が考えます。産業医

開されているので，どなたでも活用できます。

がその役割を果たして，そういう機会をつく

入力する手間はかかりますが，日本精神科産

れればよいと思います。

業医協会に問い合わせれば， 1 人あたり300

厚生労働省は，職場でのストレスチェックを

円くらいで分析結果を出してくださると聞い

モデルにして，地域の一般住民に対してもス

ています。

トレスチェックを広げていこうと考えていま

矢嶋：院内に産業医が何人かいますが，この

す。

高ストレス者が，地域の精神科医に行くとパ
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第579回「実地医家のための会」 1 月例会

難病対策の実際

東京都の難病対策�����������������������������������������������������松原かおり
地域における難病患者・家族の支援
～変わったこと，変わらないこと，変えなくてはならないこと～���������向山

晴子

筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群
（ME/CFS）
に理解を！ �������������������篠原三恵子
自由交見

日

時：平成28年 1 月10日（日）午後 2 時～ 5 時

場

所：東京医科歯科大学

B棟 5 階

症例検討室

テーマ：難病対策の実際
司

会：石橋

幸滋

記

録：事務局

共

催：東久留米市医師会
日本プライマリ・ケア連合学会
プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会，
多職種協働委員会
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■第579回（ 1 月）例会「難病対策の実際」

東京都の難病対策

松

原

かおり

平成26年 5 月「難病の患者に対する医療等
に関する法律」
（以下，「難病法」と表記）が成
立しました。
ここでは，難病法の概要のほか，平成27年
1 月から実施されている新たな難病医療費助
成制度を中心に，東京都における主な難病対
策をご紹介します。

1 ．難病法の制定

難病法が成立しました（図 1 ）。これにより，

日本の難病対策は昭和47年に「難病対策要

それまで国の予算事業として実施されていた

綱」が策定され，本格的にスタートしました。

医療費助成事業は，法律に基づく公平かつ安

その後40年以上が経過し，難病の実態把握や

定的な制度として実施されることとなりまし

治療方法の開発，難病医療の水準の向上，患

た（図 2 の法の概要参照）。

者の方の療養環境の改善など，一定の成果を
あげてきました。

2 ．新たな難病医療費助成制度の特徴

しかし，同じような病気でも医療費助成の

新制度では，「難病」の中でも一定の条件を

対象になるものと，そうでないものとの間に

満たしたものを，国が「指定難病」として指定

不公平感があること，難病患者の長期にわた

し，医療費助成の対象とすることとしていま

る療養と社会生活を支える総合的な対策が不

す（図 3 ）。旧制度と比べ，対象疾病は，従来

十分であることなど，様々な課題が指摘され，

の56から平成27年 1 月に110となり，平成27

難病対策全般にわたる改革が強く求められて

年 7 月には306と大幅に拡大されました。

いました。

また，所得に応じた階層区分の見直しや算

平成23年度から国の難病対策委員会で見直

定方法の変更，自己負担割合の 3 割から 2 割

しに向けた審議が開始され，平成26年 5 月，

への引下げなど，自己負担上限額等について

まつばら

かおり

東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課難病
対策担当課長
（東京都新宿区）
36

も仕組みが大きく変更になっています（主な
変更点は図 4 参照）。

人間の医学
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図2
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図3

図4
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図5

3 ．東京都における難病医療費
助成制度
東京都が実施している難病医療費助成制度

① その症状が，厚生労働大臣または東京
都知事が定める程度の方（重症度分類）
② ①には該当しないが，同一の月に受け
た難病にかかわる医療費総額（10割）につ

の概要は，以下のとおりです。

いて，33,300円を超えた月数が，申請を

〈対象疾病〉

行った日の属する月以前の12カ月以内に

平成28年 1 月 1 日現在，新規申請の対象と

既に 3 カ月以上あった方（
「軽症かつ高

している疾病は，図 5 のとおりです。国の指

額」の特例です。①の重症度分類に該当

定難病（306疾病）に加え，東京都が独自に医

しない軽症の場合でも，高額な医療の継

療費助成の対象としている 8 疾病（以下，「都

続が必要な場合， 助成の対象となりま

単独疾病」
と表記）
があります。都単独疾病の

す）。

給付内容は，国制度に準じたものとしていま

〈医療費助成の内容〉

す。

1 ）医療給付の場合

〈対象となる方〉

医療受給者証等に記載された疾病（指定難

次に挙げる 1 ）
診断基準と 2 ）重症度分類等
の両方の要件を満たす必要があります。

病の場合は，その疾病に付随して発生する傷
病を含む）を治療するために受ける診療，調

1 ）国または東京都の定めた診断基準に該

剤，居宅における療養上の管理及びその治療

当している方（疾病により確定例のみ等

に伴う看護など（各種医療保険を適用した後

の違いがあり，確認が必要です）
。

の自己負担額から「自己負担上限額」を控除し

2 ）次の①または②のいずれかに該当

た額を助成します。原則として入院時の食事

Vol.51

No.2（通巻 ２52 号）


39

図6

療養標準負担額及び生活療養標準負担額は自

担割合である医療費総額の 2 割か，自己負担

己負担になります）。

上限額（月額）までの残額か，どちらか低いほ

なお，指定難病の場合は，指定医療機関で
の受診に限り，助成の対象となります。

うの額となります（図 6 ）。
1 ）平成27年 1 月 1 日以後に新たに助成を

2 ）介護給付の場合

受ける方は，図 6 の「原則」欄の額となり

訪問看護，訪問リハビリ，居宅療養管理指

ます。

導，介護療養施設サービス，介護予防訪問看

2 ） 平成26年12月31日時点で，旧制度（特

護，介護予防訪問リハビリ，介護予防居宅療

定疾患治療研究事業）で助成を受けてい

養管理指導（介護保険を適用した後の自己負

た方（図 6 中「既認定者」の欄）が平成27年

担額から
「自己負担上限額」を控除した額を助

1 月 1 日から引き続き助成を受ける場合，

成します。ただし，パーキンソン病など厚生

平成27年 1 月 1 日から平成29年12月31日

労働大臣が定める一部の疾病については医療

までの 3 年間，経過措置として，自己負

保険での対応となります）。

担上限額が軽減されています。

〈有効期間〉
助成の開始は，申請書を区市町村の窓口で
受理した日
（申請日）からです。
申請の時期等に応じて有効期間が定められ

3 ）自己負担上限額は，病院，薬局等受診
した 2 カ所以上の指定医療機関の医療費
を合算して適用するため，「自己負担上
限額管理票」で管理されます。

ています。

4 ）自己負担上限額の特例

〈自己負担上限額〉

①「高額かつ長期」の場合：指定難病につい

患者さんが実際に支払う額は，難病法の負
40

ての月ごとの医療費総額（10割）が 5 万円を
人間の医学

図7

超える月が，申請日の月以前12カ月（ただ

み，診断書が作成できます（図 7 ）。

し，平成27年 1 月以後の有効期間内の医療

難病指定医，協力難病指定医の指定を受け

費に限る）で既に 6 回以上ある方は軽減さ

るためには，主たる勤務先の所在地の都道府

れています。

県知事へ申請することが必要です。

②人工呼吸器等装着者の場合：指定難病に

指定は，いずれかの都道府県 1 カ所で受け

より，
（1）
継続して常時生命維持管理装置

ていれば，他県（他病院等）でも診断書を作成

を装着する必要があり，かつ，（ 2 ）日常生

することができます（複数の指定は受けられ

活動作が著しく制限されている方は，所得

ません）。

階層にかかわらず月額1,000円（要件に適合

〈指定医療機関〉

するかは，個別に判断されます）。
〈指定医による臨床調査個人票の作成〉

国制度の場合，都道府県知事の指定を受け
た「指定医療機関」
（病院，診療所，薬局，訪

難病法では，助成の申請のために必要な書

問看護事業者）で医療等を受けた場合のみ，

類として「臨床調査個人票」
（診断書）があり

助成の対象となります。指定医療機関の指定

ます。この臨床調査個人票を作成できるのは

を受けるためには医療機関の所在地の都道府

「指定医」
に限られています。指定医には，以
下の 2 種類があります。
1 ）
「難病指定医」：新規申請・更新申請の
両方の診断書が作成できます。
2 ）
「協力難病指定医」：更新申請の場合の
Vol.51

No.2（通巻 ２52 号）


県知事への申請が必要です（図 8 ）。
なお，指定医と指定医療機関は別の指定で
すので，各々申請が必要です（指定医，指定
医療機関は福祉保健局のホームページで公表
しています）。
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図8

4 ．在宅難病患者支援の主なサービス
東京都では，難病患者さんが地域で安心し

られなくなった在宅難病患者の入院病床を確
保しています（平成28年 1 月末現在20床）。
〈在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源

て療養生活を送ることができるよう，様々な

確保事業〉

支援を行っています（図 9 ）
。

人工呼吸療法を実施する医療機関に対して，

〈保健所が行うサービス（療養相談など）〉
保健所では，家庭訪問や電話，所内での面
談などにより難病患者さんやご家族のご相談
に応じています。
〈難病医療相談事業〉
1 ）東京都医師会実施（原則月 1 回）
2 ）東京都難病相談・支援センター実施

在宅療養難病患者に無償で貸与する予備電源
の購入に要する経費について補助を行います。

5 ．関連ホームページ
各事業についての詳細は下記のホームペー
ジ（HP）でご確認ください。
1 ）難病法に関すること：

・電話・面接相談：月～金，10～16時

厚生労働省HP「難病対策」

・疾患別医療相談会：年 8 回程度（予約

h t t p : / / w w w . m h l w . g o . j p / s t f /

制）
〈在宅難病患者訪問診療事業〉
専門医療受診が困難な患者に対し，診療班

seisakunitsuite/bunya/kenkou_
iryou/kenkou/nanbyou/
2 ）東京都の難病医療費助成制度・指定医・

を組織して，訪問診療を行います。

指定医療機関に関すること：

〈在宅難病患者一時入院事業〉

東京都福祉保健局疾病対策課HP

介護者の事情により，一時的に介護を受け
42

「東京都福祉保健局」

→「医療・保健」→「難
人間の医学

図9

病患者支援」

4 ）東京都難病相談・支援センター：

h ttp://www.fukushihoken.metro.

所在地

tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/

電話

index.html

http://www.tokyo-nanbyou-shien-

3 ）東京都の在宅難病事業に関すること：

渋谷区広尾 5 - 7 - 1
03-3466-1144

yi.jp/

東京都福祉保健局疾病対策課HP
「東京都福祉保健局」

→「医療・保健」→「在
宅難病事業」
h
 ttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.
jp/iryo/nanbyo/zaitakunanbyo/

資料出典
図 1 ～ 4 ，図 6 ～ 8 ：厚生労働省ＨＰ「難病医療
費助成制度概要」より
図 5 ， 9 ：東京都福祉保健局疾病対策課作成

index.html
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■第579回（ 1 月）例会「難病対策の実際」

地域における難病患者・家族の支援
～変わったこと，変わらないこと，
変えなくてはならないこと～
向

山

晴

子

はじめに
私と難病とのかかわりは，平成の初期，そ
れまでの精神科臨床から東京都保健所に勤務
を始めてからになります。
当時は，老人保健法に訪問看護ステーショ
ンが位置づけられる前夜で，難病に関しては，
ホームヘルプサービスはもちろん，介護保険
制度等もありませんでした。

の基盤整備や，各地域・都道府県の実情に即

今も思い出すのは，診断確定後にも専門医

した「専門医療と地域医療」
「医療と介護」の

療機関を転々とされていた（疾患と予後の予

連携と協働，そして住民の理解が必要でしょ

測に関する受容に一定の期間とステップが必

う。

要だったと思われます）ALSの患者さんが，

「実地医家のための会」の皆様には，釈迦に

「根治療法がなく進行する疾患だからこそ，

説法になりますが，難病患者も，当たり前の

最後まで在宅療養を望みます」と意思表示を

ように地域で「エイジング・イン・プレイス」

されたことから，地区担当の保健師が療養環

が可能となることが，最終的に目指す姿であ

境の調整や家族支援を目的に訪問を重ねてい

ることは，変わりありません。本稿では，講

たことです。

演当日には時間の関係で割愛した保健所にお

難病は，前段の松原かおり課長（東京都福

ける難病対策の紹介とともに，私の現場経験

祉保健局）
の記載のとおり，あの頃の「提供で

をもとにした「地域包括ケア時代における難

きるサービスがほとんどない」という時代か

病患者・家族の支援」を考察したいと思います。

らは，制度面では隔世の感もあります。一方，
今回の大幅な疾病拡大を含む法改正と共に，
国の指針の趣旨が達成されるには，まだ多く

1 ．A保健所の患者実態調査から
見えてきた在宅難病の現状と課題
私の前任地であるA保健所は都境に位置す

むこうやま

はるこ

杉並保健所所長
（東京都杉並区）
前東京都多摩小平保健所所長
44

る比較的規模の大きい保健所です。数年前，
同保健所の保健師が支援継続中であるALS患
者・家族22件の個別相談録を全数振り返り，
人間の医学

療養環境の傾向と課題をカテゴリー化した上

は，今年 3 月に開催した東京都多摩小平保健

で，対応策を検討したことがあります（第 6

所でも，拠点的病院の連携室SWから指摘が

回東京都福祉保健医療学会，ポスター部門優

ありました。

秀賞受賞）
。以下に，その主要結果の一部を
掲載します。
1 ）長期の在宅療養者の特徴と傾向に
ついて

医療依存度が高いと言われる状態はもとよ
り，慢性進行性であったり，再発・寛解を反
復する難病の在宅療養にとって， 地域ケア
チームのコアとなる地域主治医の存在は不可

医療の高度化や管理の向上による生命的な

欠です。患者自身は診断までのプロセスや緊

予後の改善に伴い， 療養が長期化している

急時の対応への不安などから，専門医志向が

ケースが多く，本人・家族とも高齢化が進行

強く，その必要性を十分に認識していないこ

していました（本人の平均療養期間は約10年，

ともあるため，専門医療からの後押しと適切

平均年齢63.7歳，70歳以上が 6 名）。

な逆紹介が可能な仕組みや，地域の支援機関

主たる介護者は夫または妻が77％を占め，
60～70代が中心であり，計画的なレスバイト

からの丁寧な説明の必要性等が浮き彫りとな
りました。

や介護者自身の健康面への配慮，積極的な保

また，現在，制度は発足しましたが，在宅

健福祉サービスの活用の推奨等のニーズが明

療養者の増加と家族介護力の低下に伴い，喀

らかです。近年，子や嫁などに介護への定常

痰吸引の研修受講者の増加，確保も地域では

的な参画は希望しないというケースも多く見

急務となっています。難病は保健所等の行政

受けられ，
「実態ある介護の社会化」の必要性

機関のバックアップと，訪問看護事業の連携

をあらためて感じる結果となりました。

が比較的体系立てられていることから，この

2 ）早期からの地域支援体制の構築の
必要性とギャップ
A保健所の管内には，難病の拠点的な病院
はありませんが，近接市・県には神経難病や
膠原系難病の診断，治療が行える拠点病院が
あり，アクセスも良いことから患者の100％
は，専門医療機関を定めていました。一方で，

分野ではむしろ，地域の「顔が見える連携の
中での人材育成」とも通じる一つの良いモデ
ルとして，積極的な活用や事例の積み重ねが
期待されます。

2 ．保健所における難病対策の取り組み
（東京都多摩小平保健所の例）

在宅療養を支える上で極めて重要な，地域主

難病対策は，従来はいわゆる「要綱による

治医を確保していたのは 5 割強にとどまって

サービス」であり，国庫補助分の指定難病に

いました。

関する医療費助成や保健師等による相談支援

日頃からの合併症のチェックや身体管理が

など，全国的に標準化された取り組みに加え，

重要であるにもかかわらず，人工呼吸器装着

自治体によっては，サービスの上乗せや横出

前に地域主治医を持つ方は少数にとどまって

しがあります。

います。
「できるだけ療養の早期から地域主

例会の当日は時間の関係で事業メニューの

治医を確保し，連携していきたい」と考える

紹介にとどまりましたが，ここでは，東京都

訪問看護ステーションや保健所保健師と，実

多摩小平保健所（人口73万1,379人，北多摩北

態には大きな隔たりがありました。この傾向

部保健医療圏の 5 市管轄/平成26年10月 1 日）
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表1

年

度

医療機器貸与
患者数
（実数）

医療機器貸与実施状況

訪問看護導入
患者数（実数） 訪問回数
（延回数）
吸引器 吸入器
機器の種類

平成25年度

83

81

24

6

77

平成26年度

66

63

21

3

93

を例にとって，保健所における難病の取り組

害に備えているが，今後は障害福祉・健康主

み状況を紹介します（平成27年版・事業概要

管・防災関連部署との更なる連携のもとに，

より一部改編）
。

各市の防災計画や圏域での災害時保健医療対

1 ）難病講演会／普及啓発
在宅療養を支える地域関係者が難病に関す

応との整合や反映が重要である。
3 ）医療機器貸与事業

る理解を深め，質の高い看護・介護サービス

東京都の単独事業として，医療費等助成対

が提供できるよう，専門医などによる講演会

象疾病を主たる原因として在宅で医療機器

を開催している。平成26年度は「進行する神

（吸引器･吸入器）を必要とする患者に機器貸

経難病の対応」
「パーキンソン病関連疾患」

与を行い，あわせて必要な場合に訪問看護を

「ALSについて～在宅でみられる症状とケア
～」
の計 3 回を実施した。
2 ）在宅療養相談指導（災害時個別支援計
画の策定を含む）

実施することによって，患者･家族の経済的
負担の軽減や療養環境の整備を図っている｡
平成25年 4 月からは「障害者総合支援法」に
よる吸引器・吸入器の給付が可能となったた

保健師が難病患者や家族に対して，療養上

め，現在は，総合支援法のサービス対象に該

の問題や介護上の不安などの相談を受け，必

当しない患者を貸与対象としている。貸与対

要に応じ訪問を行っている（平成26年度は延

象として，常時介護を要する医療依存度が高

べ484件，訪問相談を実施）。

い療養者や，病状が不安定でリスクが高い場

また，保健師との相談の中で専門的なリハ

合，初期の介入的なアセスメントを含め，療

ビリに関する訪問指導が必要と判断した療養

養生活に関する基盤づくりを集中して実施す

者・家族に対して，理学療法士や作業療法士，

べき時に，柔軟に活用されている（利用に関

言語聴覚士が訪問し，日常生活動作やリハビ

しては，更新を含め保健所におけるカンファ

リ方法，嚥下の問題など様々な療養生活上の

レンスを必須としている）
（表 1 ）。

相談も行っている（平成26年度は延べ16件，

4 ）一時入院事業

相談指導を実施）
。

難病患者の安定した療養生活を確保するた

都保健所では，東日本大震災の教訓から，

め，介護をしている家族等の病気，事故，介

災害時に支援が必要な医療依存度の高い人工

護疲労等により介護が困難になった場合に予

呼吸器使用在宅難病患者について，市の災害

め協力病院として登録されている病院で一時

関係部署と連携して災害時個別支援計画の作

的に入院を受入れる都制度である。期間は原

成と情報更新を行っている。電源の確保支援

則として 1 回30日，年間90日までとなってお

や連絡体制のシミュレーション等を行い，災

り，局主管課と連携して地区担当保健師が利
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表2

年

一時入院事業利用状況

度

表3

在宅療養支援計画策定･評価事業実施状況  

利用者数 利用延日数

平成25年度

32
（17）

820

平成26年度

33
（18）

726

注：
（）
内は実数

年

計画策定 ･ 評価委員会

度

計画策定 ･ 評価会議
連絡会

実施回数

検討件数

実施回数

平成25年度

9

80

84

平成26年度

10

118

112

用調整を行っている（表 2 ）
。
5 ）在宅療養支援計画策定･評価事業
在宅難病患者の病状や家庭内の介護力など
に応じた適切な療養支援を行うことを目的に，

な意見が聞かれ，今後の会議の位置づけに関
しても，一定の方向性が見えてきた。
7 ）在宅難病患者訪問診療事業との連携
本事業は，都が東京都医師会に委託してい

各会議で対象者別の在宅療養支援計画を作成

る事業であり，寝たきりなどにより受診が困

し，支援体制の整備･調整を図っている。

難な難病患者に対して，専門医，主治医，看

会議は「在宅療養支援計画策定･評価委員

護師，保健師等による訪問班が訪問診療を実

会」と，関係機関等との連絡調整を目的とす

施し，療養環境の整備を図ることを目的とし

る「在宅療養支援計画策定･評価会議連絡会」

ている。保健師も各地区医師会と連携し，平

とがある（地域の実情に合わせ，柔軟に開催

成26年度は調整委員会10回，訪問診療20回，

している）
（表 3 ）
。

計30回参加した｡

6 ）在宅療養支援地域ケアネットワークづ
くり
（難病保健医療福祉調整会議）
在宅難病患者等にかかわる関係機関・団体
との連携を強化し，地域での療養支援ネット

3 ．難病患者・家族支援のポイント
―難病法と
「地域包括ケア」
時代の
難病対策

ワークを推進することにより，難病療養患者

難病は，その定義に「稀少性」が包含される

などへの療養支援体制の整備を図ることを目

ことから，専門医，拠点病院，協力病院等で

的に年 1 回開催している。

なければ，日常の診療やサービス提供場面で

平成26年度は，保健所管内における難病療

遭遇する頻度は，少ないものと思われます。

養者の状況の共有と「難病改革と東京都の対

また，自治体の障害福祉部門にとっては，か

策」の報告を行い，障害者総合支援法におけ

かわりの歴史が浅いこともあり，特に行政職

る日常生活用具給付について協議した。今年

が主体の窓口対応では「聞いたことがない難

度は 3 月初頭に開催し，「難病制度改革」と今

治性の疾患」ということだけで，尻込みして

後の東京都の難病対策の方向性などに関する

しまうという場面はいまだに見受けられます。

情報提供と意見交換を行った。

保健所も，かつて医療費助成の対象疾病が

法制定の趣旨を踏まえた今後の難病対策の

少なかった時代は，医療費申請の時機をとら

在り方について，専門医療機関，地区医師会，

えて，ほぼ全ケースの来所面接を行っていま

市の地域包括ケア担当係長や障害福祉課職員

したが，一斉更新の導入（今回の制度改正で

等から各市の在宅療養の窓口でのかかわりの

一斉更新は見直し）や，市障害福祉部門への

必要性や，心理的ケアの重要性など，積極的

一部事務事業の移管等によって，現在，保健
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所から必ず，本人・家族にアプローチするの
は一部の神経難病に限られています。

4 ．結びに代えて

難病は，個々の疾患によって様々な臨床症

最後に，「実地医家のための会」の会員の皆

状，多彩な生活障害を伴うと同時に，治療や

様と，この冊子を手にとってくださった方々

病期によって，寛解と増悪を反復することも

に，私からのお願いを記載させていただきま

特徴です。疾患としての知識は，もちろんあ

す。

るに越したことはないのですが，専門医との

1 ）本人・家族は罹患期間の長短にかかわ

連携の方法と，地域の関係機関との協働体制

らず常に新しい情報を求め続けており，

があれば，今まで出合ったことがない難病に

自身が受ける医療の選択等についても，

も，地域支援として必要な対応はできる，と

揺れと変化は当然のことである。

筆者は考えています。

2 ）本人・家族は「万が一」の病状悪化や，

実際に，パフォーマンスの高い居宅支援事

災害時対応に不安を感じているが，その

業所や，訪問看護ステーションの方々が，
「保

ことと早期に地域主治医を中心とした地

健所と一緒なら」と，対応を受けてくださっ

域のケアチームの必要性が連動していな

たり，ある市においては，あえて「地域ケア

い。

会議」に難病の事例を取り上げるなどの試み
が，始まっています。
法制定を機会に，私たちは改めて，①従来，

3 ）更なる高齢化の進展等によって，在宅
療養の体制の強化とレスバイトの在り方
には，裾野の拡がりが必要である。

必ずしも対応してこなかった疾患を地域と専

4 ）相談体制の充実は急務であるが，遺伝

門機関との連携で
「支えていく」実践の積み重

相談等の専門性の高い相談から，ピアに

ねと仕組みづくり，②就労支援を含めて，病

よる患者・家族支援など，幅広い相談と

状に合わせた難病患者の社会参画への保障と

「情報の共有」が必要である。
「顔が見え

啓発，③地域包括ケア時代を踏まえた「地域

る連携」と言われる地域ケア会議，個別

における医療・介護の一体的提供」と，医療

ケア会議等への参画を呼びかけられた際

圏・診療圏の特性を踏まえた「専門医療」の組

は，ぜひ共に考えていただきたい。

み合わせによる支援システム等を体系的に進

5）難病にかかわる人材の確保・育成も重

めていかねばなりません。特に，在宅医療と

要である。 たとえば経験豊富なステー

表裏一体をなすといわれる病院の連携・機能

ションが新たに開設したステーションと

分化の指針
“地域医療構想”の動向等，医療の

並行して看護管理を行ってノウハウを伝

環境は大きく動いています。その意味でも，

承するなど，個別ケアの経験をもとにし

この数年間は，今後の難病対策の基盤整備の

た連携は，地域のシステムや資源の充実

時期として，極めて重要な転換期にあると言

に繋がる。

えるでしょう。
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■第579回（ 1 月）例会「難病対策の実際」

筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群
（ME/CFS）に理解を！
篠

原

三恵子

はじめに
日 本 で 慢 性 疲 労 症 候 群（CFS：Chronic
Fatigue Syndrome）と呼ばれている本疾患
は，ヨーロッパ・カナダ等では筋痛性脳脊髄
炎（ME：Myalgic Encephalomyelitis）と呼
ばれている。この疾患は世界各地で集団発生
しており，1930年代には医学論文が掲載され
ている。1955年にロンドンで集団発生し，

や衰弱，記憶力・集中力の極度の低下，長期

1956年の医学誌The Lancetに筋痛性脳脊髄

に及ぶ軽い下痢，微熱や咽頭痛，筋力低下，

炎とうい病名が提案された1）。しかし，1984

体温調節障害，起立不耐症，音・化学物質へ

年の米国ネバダ州での集団発生を受けて，

の過敏症等の症状が一気に襲ってきた。 1 年

1988年にアメリカで慢性疲労症候群（CFS）

半後の検査でEBウイルスの抗体値が桁外れ

と命名された。 ただし， 近年では世界的に

に高いことが判明し， 初めてME/CFSと診

ME/CFSと両名併記されることが多い。

断される。

筆者の発症とこれまでの経過

1995年春に，高熱と激しい下痢・嘔吐を伴
う感染症にかかり，徐々に歩けなくなり外出

筆者はアメリカ留学中の1990年に，ME/

に車いすが必要となり，1996年に帰国。2005

CFSを発症した。 その夏に一時帰国し， ア

年春に夜眠れないほど酷い咳が 1 カ月続いて

メリカに戻る飛行機の中で，まるで脳の中に

体が衰弱し，座位を保てなくなった。2006年

濃霧がかかったようになったのが最初の自覚

からは寝たきりに近い状態である。

症状だった。空港に迎えに来た友人の言葉が
理解できず，その晩から 1 日 1 ， 2 時間しか
眠れないほどの激しい睡眠障害，全身の痛み

ME/CFSとは
ME/CFSは，WHOの 国 際 疾 病 分 類 に お
いて神経系疾患に分類（ICD-10G 93.3）され

しのはら

みえこ

NPO法人
「筋痛性脳脊髄炎の会」理事長
（東京都）
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ており，疾病概念が確立し，国際的に認めら
れた診断基準がある疾患である。主な病態は
中枢神経系の機能異常や調節障害で， 通常
49

カナダの診断基準

ウイルス感染後に発症するというのが，欧米
諸国における共通認識で，癌や心臓病，エイ
ズのような他の極めて重症な疾患と同様に，

9F％BA％E6％BA％96/）。

最新の国内外でのME/CSF研究の報告

患者のQOLを著しく低下させる。脳と中枢

ME/CFS患者の脳画像に関しては， 以前

神経に影響を及ぼす多系統にわたる複雑な疾

からMRI検査で大脳皮質に微小な高信号部

患 で， 機 能 障 害 は 全 身 に 及 び， 国 際ME/

位があり，SPECT画像で中脳や側頭葉など

CFS学会は， 4 人に 1 人は寝たきりに近い

脳の特定領域での血流低下がみられたとの報

か，ほとんど家から出ることのできない重症

告があった。2014年には日本の共同研究グ

患者であると発表している。子供でも発症し，

ループが，PETを用いて神経炎症にかかわ

国内の患者は30万人と推定。中核症状は神経

る免疫担当細胞であるミクログリアやアスト

免疫系の極度の消耗で，最小限の活動や簡単

ロサイトの脳内での活性化をME/CFS患者

な知的作業などによってさえ，身体及び思考

と健常者で比較し，ME/CFS患者の脳内で

力を衰弱させ，回復が病的に遷延することで

は広い範囲で炎症が生じていることを，The

ある。世界で最も広く使用されているカナダ

Journal of Nuclear Medicineに報告した3）。

の診断基準2）は，ME/CFSは後天的器質的疾

昨年 2 月に米国スタンフォード大学は，拡

患で病態生理学的に多系統にわたる疾病であ

散テンソルイメージングによるMRI画像の

ると記載されており，成人が発症前のレベル

解析で，ME/CFS患者においては白質全体

の身体機能を取り戻す率は 0 ～ 6 ％と報告し

の量が健常者より少ないこと，右脳の弓状束

て い る（https://mecfsj.wordpress.com/

の形態異常があること，右弓状束によってつ

me％E3 ％ 81 ％A8 ％E3 ％ 81 ％AF/％E3 ％

ながっている部位の灰白質が厚いことの 3 つ

82％AB％E3％83％8A％E3％83％80％E5％

の所見を認め，Radiologyに発表した 4）。こ
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スタンフォード大学の論文から

の疾患が中枢神経の器質的疾患であることを

2015年10月に米国コロンビア大学のブログに，

示唆すると同時に，病態解明と治療法開発の

論文の重大な欠陥の報告記事が掲載され7），

ための対象部位を指し示したという点におい

英国・米国の研究者や患者の権利擁護団体が

て意義ある成果といえる。

データの再解析や論文撤回を求めている。

2015年10月に米国国立衛生研究所（NIH）
は，ME/CFSの研究を前進させるための努

ME/CFS患者の日常生活困難度調査

力を強化し，国立神経疾患・脳卒中研究所が

当法人の働きかけにより，平成26（2014）年

主導して多施設研究を行うこと，急性感染症

度厚生労働省「慢性疲労症候群患者の日常生

を示唆する症状の急激な発症に引き続いて疲

活困難度調査事業」が実施された 8）。重症患

労が現れた患者を登録して研究を行うこと，

者は医療機関でその実態を把握することが難

感染後に発症するME/CFSの臨床的・ 生物

しいため，ホームページやメディアを通して

学的特長を解明することを研究の主目的とす

広く市民に呼びかけた。 最終調査解析人数

ることを発表し，注目を浴びた 。また，ア

251名（男性22％， 女性78％， 平均年齢41.8

ンプリジェンやリツキシマブ等の免疫調整剤

歳）であった。患者の身体活動度を評価する

の治験を行うことも発表している。

パフォーマンスステータス（PS値）が，ME/

5）

一方，2011年のThe Lancetに，段階的運

CFS患者の重症度の指標として使用された。

動療法と認知行動療法がME/CFS患者に有

本調査では，PS値が 0 〜5（軽症）
，6〜7

効であるとする論文が掲載され6），考え方を

（中等度）， 8 〜 9（重症）の 3 群に分け，統計

変えれば治るかのような誤解が広がり，器質

学的解析が可能な項目については，群間比較

的疾患としての認知を妨げてきた。ところが，

解析を行った。
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日常生活や労働等のパフォーマンスステータス
（PS値）

0 ：倦怠感がなく平常の生活ができ，制限を受けることなく行動できる
1 ：通常の社会生活ができ，労働も可能であるが，しばしば倦怠感を感じる
2 ：通常の社会生活ができ，労働も可能だが，全身倦怠の為，しばしば休息が必要
3 ：全身倦怠の為，月に数日は社会生活や労働ができず，自宅にて休息が必要
4 ：全身倦怠の為，週に数日は社会生活や労働ができず，自宅にて休息が必要
5 ：通常の社会生活や労働は困難。軽作業は可能だが，週に数日は自宅にて休息が必要
6 ：調子のよい日は軽作業可能であるが，週のうち50％以上は自宅にて休息している
7 ：身の回りのことはでき，介助も不要ではあるが，通常の社会生活や軽作業は不可能
8 ：身の回りのある程度のことはできるが，しばしば介助がいり，日中の50％以上は就床
9 ：身の回りのことはできず，常に介助がいり，終日就床が必要

調査から浮かび上がった深刻な実態

（8.4％）や仕事内容の変更（10％）を余儀なく
され，仕事を継続できたのは 2 ％のみであっ

患者の約 3 割が，PS値 8 ～ 9 の重症患者

た。また，電話等での聞き取り調査に応じた

と判明した。中等度の患者も約35％おり，日

回答者118名中，選挙権を行使できたと答え

常生活が極めて困難な患者がいかに多いかが，

たのは約29％のみであった。

明らかになった。
家事が
「できない」，「少しだけ」と回答した

神経・筋疾患の指定難病の重症度分類に用
いられている評価スケール
（modified Rankin

患者は 7 割近くおり，生命を維持するために

scale，食事・栄養，呼吸）を使用した調査に

居宅介護が必要と推察される。さらに，軽症

おいて，重症患者群の約 9 割，中等度群の約

患者の約87％でも家事後に症状が悪化し，約

3 割，軽症群の約 1 割近くの患者が，医療費

45％が症状の悪化の回復に24時間以上を要し，

助成の対象となり得ることが示唆された。食

寝たきりになることがあると回答した。さら

べやすいように形態を加工することが必要な

に，重症群の43％の患者は症状を悪化させず

患者が約 3 割もおり，栄養摂取が往診の点滴

に歩ける距離が10ｍ未満であり，日常生活上

のみの患者の存在も判明した。発症時に通学

著しい障害を有することが明らかになった。

できた患者は61名で，20歳未満の発症患者は

通院後に寝込む患者が76.7％もおり，最短

患者全体の19.1％であった。発症後，なんと

でも0.5～ 1 日， 通常数日～数週間（平均 8

か通学を続けられたのは42.6％のみで， 6 割

日）
，最長 4 カ月も寝込む患者がいる。さら

弱の就学患者が就学・通学を継続できなかっ

に，「通 院 以 外 の 外 出 が ほ と ん ど で き な い

た。義務教育年齢17名のうち，特別支援教育

（40.2％）
」
，
「全くできない（6.6％）」と答えた

を受けていたのは 2 名のみ， 6 名は通学でき

患者は全体の46.8％に上り，中等度の患者で

ず，義務教育を受ける権利すら保障されてい

も半数近くが通院以外はほとんど外出できな

ない現状が明らかになった。

いことも明らかになった。
発症時に働いていたのは，就学者を除いた

日本の患者の実態

患者の81.6％であったが，発症後，
「すぐに

患者たちは間違った情報のために，詐病の

やめた」
，
「休職後やめた」と答えた回答者が

扱いを受け，怠けているという偏見に苦しみ，

半数を占め， やめなかった患者でも休職中

学校や会社，家族からも孤立しており，慢性
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患者の実態を描くドキュメンタリー映画を翻訳して上映会

疲労症候群という病名によって，その偏見が

や患者会と緊密な交流をもち，最新の情報を

助長されている。また，診療できる医師が極

提供しているのが最大の強みである。

めて少ないため，診断すら受けられない患者

これまで当法人では，海外の診断基準を含

が日本中にあふれている。大半が職を失い，

む最新の情報を翻訳して 6 冊の小冊子を発行，

寝たきりに近い患者も多く，病歴20年という

ME/CFS患 者 の 実 態 を 描 く ド キ ュ メ ン タ

患者も珍しくない。経管栄養の患者や何年も

リー映画を翻訳して各地で上映会や医療講演

病院を受診できない患者もいるが，重症患者

会，海外から映画監督・専門医を招いたシン

の実態が周知されておらず，これらの実態が

ポジウム，患者・家族のつどいを開催，重症

社会に知られていない。厚生労働省の実態調

患者の実態調査の実施や研究の推進と患者の

査によって深刻な実態が明らかになったにも

社会保障を求めて国会請願活動（2014年と

かかわらず，医療費助成の対象疾患からも，

2015年に衆参両院で請願採択）等を行ってき

障害者総合支援法の対象からも外れている。

た。

患者会の活動

患者会の要望を受けて，2015年より国立精
神・神経医療研究センター神経研究所免疫研

筆者が2008年に日本で初めて同じ病気の患

究部部長の山村隆先生が，本格的な研究をス

者数人に会い，皆が困っているのを知ったの

タートしてくださった。2016年10月23日に，

をきっかけに，2010年に患者会を発足。2012

米国から前ME/CFS学会長やハーバード大

年にはNPO法人
「筋痛性脳脊髄炎の会」
（http://

学医学部教授を招聘し，山村先生と学術的国

mecfsj.wordpress.com/）となり，病気の正

際シンポジウムを企画している（58頁参照）。

しい認知と研究や患者の社会保障の充実を求

また，患者会と共同で，前述のスタンフォー

めて活動している。当法人は，海外の専門医

ド大学の論文の追試研究を行っている。さら
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患者会の活動

和温療法の説明

に，患者会と共同で和温療法9）とTMS（経頭
蓋磁気刺激）治療の 2 つの治療法の研究も進
めており，良い成果を上げつつある。
54
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おわりに
医療関係者の方に，この疾患への理解を深
めていただき，10代から30代の多くの若い人
が発症する確率の高いこの疾患に，手を差し
伸べていただきたい。全国で診療を受けられ
る診療体制づくりや，病因・病態の解明や治
療法の研究の推進が急務であり，障害年金や
身体障害者手帳のための診断書作成にご協力
いただけるよう願っている。
参考文献
1 ）Anonymous Editorial：A New Clinical
Entity? The Lancet 26；789-790, 1956
2 ）Carruthers BM, van de Sande MI, et
al：Myalgic Encephalomyelitis/Chronic
Fatigue Syndrome：A Clinical Case
Definition and Guidelines for Medical
Practitioners. Journal of Chronic
Fatigue Syndrome 11
（1）
；7-115, 2003
3 ）Nakatomi Y, Watanabe Y, et al：
Neuroinflammation in Patients with
Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic
Encephalomyelitis：An 11C-（R ）PK11195 PET Study. J Nucl Med 55（6）,
2014. DOI：10.2967/jnumed.113.131045
4 ）Zeineh MM, Montoya JG, et al：Right
Arcuate Fasciculus Abnormality in
Chronic Fatigue Syndrome. Radiology
274
（2）
, 2015
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5 ）http://www.nih.gov/news-events/
news-releases/nih-takes-action-bolsterresearch-myalgic-encephalomyelitis/
chronic-fatigue-syndrome
6 ）W h i t e P D , S h a r p e M , e t a l ：
Comparison of adaptive pacing
therapy, cognitive behaviour therapy,
graded exercise therapy, and specialist
medical care for chronic fatigue
syndrome（PACE）：a randomized trial.
The Lancet 377（9768 ）；823-836, 2011.
DOI：http://dx.doi.org/10.1016/S01406736（11）60096-2
7 ）Tuller D：TRIAL BY ERROR：The
Troubling Case of the PACE Chronic
Fatigue Syndrome Study.
http://www.virology.ws/2015/10/21/
trial-by-error-i/
http://www.virology.ws/2015/10/22/
trial-by-error-ii/
http://www.virology.ws/2015/10/23/
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8 ）厚 生 労 働 省 の 関 連 サ イ ト：http://www.
mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/kenkou/nanbyou_
allergie/index.html
9 ）Amano K, Tei C, et al：Waon Therapy
is Effective as the Treatment of Myalgic
Encephalomyelitis/Chronic Fatigue
Syndrome. J Japanese Society of
Balneology, Climatology and Physical
Medicine 78（3）, 2015
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題です。私の勤務している圏域の一つ，西東
京市で来年秋に開設する在宅療養の窓口の検

松原かおり氏，向山晴子氏の発表に際して

討に当たっては，地域包括ケアと介護保険の

八幡茂子（ケアマネージャー）
：①私のNPO

連動だけでなく，難病の方や区部などにある

法人もALSの患者を 4 名，常勤ヘルパー 6 名

遠方の専門病院に通院されている方の在宅支

で365日切れ目なく支えていますが，スタッ

援，がんの方などでも医療的な課題が上手く

フの年齢も上がっていて負担がかかるうえ，

地域に引き継がれず，地域包括センターが従

次世代の育成にも悩んでいます。このように

来は対応することが困難だった方を念頭に検

医療依存度が高い方々へのケアにかかわる介

討していました。地域の医療・福祉の拠点に

護報酬を何とか制度化してほしいです。

は，きちんと個別支援機能もつけていきなが

②介護保険に入っている疾患の患者はケア

ら，最終的には地域全体の人材育成をバック

マネがつくので，多職種連携が可能ですが，

アップしていくのが筋なのです。ただ，この

多発性硬化症のように介護保険に入らない疾

プロセスは，まだまだなのが現状です。

患の方の生活を支えることには，ケアマネの

石橋幸滋：介護保険の特定疾病（56疾病）で拾

機能が十分に発揮できません。障害者の相談

えない疾患だと困るということですが，難病

支援制度が変わって，相談・支援機能ができ

も入ってくるのですか。

ましたが，申請主義で，そこにたどり着くの

向山：障害分野では，介護保険と異なり，難

が大変です。

病に該当するからということで， ケアマネ

向山晴子：①現場で，日々，医療依存度の高

（障害者の場合は相談支援事業所）がつくこと

い方々に関する地域の支援体制で苦慮してい

はありません。自治体にも難病の窓口はあり

ますので，ご意見はわかります。都には，在

ますが，難病医療費助成の経由事務が主体の

宅難病施策を議論する場として，特殊疾病対

感は否めず，一般的な相談はご希望がなけれ

策協議会に在宅関連の部会があります。ただ，

ばしていません。難病の相談をどうしていく

たとえば，ALSの患者さんにとって不可欠な

のかは，保健所の役割ですが，患者からの働

喀痰吸引の研修機会はとても少ないのも事実

きかけがないと対応は難しいです。

です。私が，町田市保健所にいた頃には北里

大平常元（開業医）：難病の認定は 1 人の医師

大学の小野澤先生の力をお借りして，市内の

でもできますか。

病院で喀痰吸引研修を独自に開き，行政とも

向山：臨床調査個人票がきちんと認定基準を

連携を取れるようにしていました。医療依存

満たされていれば，認定されると思います。

度の高い患者さんを地域で支えるための人材

ただ，例えば国の疾患に移行した病気で，遺

育成や確保，連携等については，難病の切り

伝子診断など，当該の医療機関だけでは診断

口からも考えていかなくてはなりません。

が出揃わない場合は，病診・病病連携でデー

②介護保険の対象にならない重度心身症や
障害児，制度に該当しない方々への支援も問
56

タを集めて，対応する形になっています。
大平：漫然と難病とされて，何年もいる形も
人間の医学

あると思います。それをどういう形でチェッ

「 P」がついています。指導医という非常に高

クしていきますか。

い資格をお持ちの方でも，この一定の専門医

向山：新規の患者さんの場合は，紹介，逆紹

資格でない場合には，国は「 P」とする仕組み

介の中でチェックができると思います。

としています。申し訳ありませんが，研修の

石橋：私自身，難病指定医なので全部書けま

お知らせは 7 月以降，対象の方に個別に差し

す。精神医療も精神科専門医でなくても書け

上げる予定です。

ますが，審査があります（自立支援医療）。難

石橋：先生は，消化器専門医をお持ちですね。

病も同じように，書いたものは審査後に通り

神保：持っています。 3 つありましたが，学

ます。東京都には現在，書類上 1 万 5 千人の

会には定年があり，専門医を更新するには，

指定医がいますが，すべての難病の患者さん

試験を受けなければいけない。昔は学会に出

を書けるわけではありません。ただ，在宅に

席していれば， 5 年ごとに専門医をくれまし

いらっしゃるような方に専門医が来ることは

た。今は専門医が 1 つなくなり，それが，先

ないので，例えばパーキンソン病であれば，

ほどの国の指定したものです。
一所懸命患者さんを診て経験を積んだのに，

書いてあげたいと思っております。
神保勝一
（開業医）
：松原課長にお尋ねします。

いつの間に資格は取られて，請求するには若

スライドの図に， 2 次医療圏で，患者さんが

い先生にお願いするしかなくなっている。こ

受診して難病指定医が診断して，かかりつけ

れは矛盾していませんか。学会の専門医とい

医が治療すると書いてありますが，逆紹介の

いながら，学会には定年があるというのが，

ことですか。

すっぽ抜けていると思います。どうぞ，その

松原：この図は，専門の難病指定医が早期に

辺の現場の声を伝えていただきたいのですが。

診断をつけて，継続的な治療は患者さんの地

よろしくお願いいたします。

域で続ける仕組みが望ましいとの国の考えに

石橋：学会からも国へ訴えてもらうとよいの

基づいています。逆紹介かどうかというとこ

では。

ろなど具体的な仕組みはまだ国から示されて
いません。

篠原三恵子氏の発表に際して

神保：私は潰瘍性大腸炎の認定医も専門医も

角

もらっていますが，指定医番号に「 P」という

を見ますと特殊な診断もなく，臨床症状経過

記号がついていて， 5 年ごとに都知事の指定

で診断できるようですが，一般医が診療する

する研修を受ける意思があるかと書いてあり

ことに問題はありませんか。

泰仁（勤務医）： ①ME/CFSの診断基準

②疾患治療をする場合に，東京で紹介でき

ます。
松原：指定医の要件となる専門医資格につい

る専門医はいますか。

ては，国が一定の専門医資格を指定していま

篠原三恵子：①客観的なバイオマーカーの研

す。だたし，今，制度ができたばかりで，専

究は進んでいますが，まだ確定できていませ

門医の資格以外でも，一定の条件を満たした

ん。スタンフォード大学の追試が大きな客観

上で「平成29年 3 月31日までに研修を受ける

的な指標となりえます。また，国立精神・神

ことを条件に難病指定医になることができ

経医療研究センターの山村隆先生は，免疫の

る」
（ 41頁，図 7 ）とあり，この方々の場合に

領域でバイオマーカーを見つけてくださって

Vol.５1

No.2（通巻 ２52 号）


57

います。カナダの診断基準は非常に厳しい診

て認知されていくことを望みます。しかし，

断基準ですから，一般の内科医の方でも勉強

その間に，患者さんはどんどん悪化していき

していただければ診断はできると思っていま

ます。東京都も難病指定の方向で考えていた

す。診断についての質問があれば，当会理事

だけると，患者さんが悪化せずに，なんとか

の天野恵子先生，申偉秀（シン・イス）先生は

体調を維持できると思います。

メール・電話で対応します。ぜひ勇気を持っ

石橋：大平先生は，精神科なので，間違って

て診察していただきたいと思います。

来院してしまう人を心配されているのでは。

②東京方面は，予約がいっぱいでパンク状

篠原：内科の一般的な検査では異常が見つか

態ですので，患者会として困っているところ

らないために精神科に回され，薬を処方され

です。確定診断後に一般のクリニックで日常

て悪化したり，精神科でも異常がないと言わ

的なケアをしていただけるような体制ができ

れて行く所がなくなり， 医療難民化するパ

ればと考えています。ちなみに山村隆先生は，

ターンが多いです。精神科の先生にもこの病

現在，研究のみで診療は行っていないことを

気をぜひ知っていただきたいと思います。

お断りしておきます。

国は，建前として，患者数が18万人以下で

大平常元
（開業医）
：痛み，不眠症なども伴っ

はない疾病は，医療費が助成される指定難病

て，ほとんど動けない状態で，慢性疲労と呼

の対象にならないとしています。難病認定の

んでよいのかどうか。

要件に患者数を含めること自体がおかしいと

篠原：1969年からWHOで神経系疾患と分類

主張してきましたが，実際には18万人を超え

されていますが，慢性疲労症候群という病名

るかもしれない疾患も対象になっており，改

もあり，研究者の間でもあたかも疲労の病気

めて患者数で対象疾患にするかどうかを決め

（慢性疲労）
であるかのような誤解が生じまし

ることに，非常に矛盾を感じています。

た。日本神経学会では，病名変更の検討を開

石橋：お疲れのところ長い時間お話しいただ

始してくださっており，今後は神経難病とし

き，本当にありがとうございました。
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第580回「実地医家のための会」 2 月例会

血栓性疾患対策

実地診療における抗血栓療法について
～抗凝固剤，抗血小板剤の使い方～�����������������������������������天野 晶夫
（次号掲載予定）
超高齢社会の慢性硬膜下血腫～170例の検討～����������������������������高玉

真光

自由交見

日

時：平成28年 2 月14日（日）午後 2 時～ 5 時

場

所：東京医科歯科大学

M&Dタワー 2 階

共用講義室 2

テーマ：血栓性疾患対策
司

会：石橋

幸滋

記

録：事務局

共

催：日本プライマリ・ケア連合学会
プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会，
多職種協働委員会
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■第５80回（ 2 月）例会「血栓性疾患対策」

超高齢社会の慢性硬膜下血腫
～₁₇₀例の検討～
高

玉

真

光

高

玉

真

はじめに
慢性硬膜下血腫は頭部の外傷より脳硬膜下
の静脈が破れて出血し，徐々に血腫が増大し
て大脳を圧迫することにより，頭痛，片麻痺，
失語などの多彩な症状を発症する疾患で，以
前から頭部外傷を受けた高齢者，アルコール
依存的な男性に多いとされていた。
超高齢社会となり，脳梗塞や認知症，水頭
症，高血圧症，糖尿病などの疾患に陥る人が
増加し，転倒する人も多く，更に抗血栓薬の
服用するお年寄りが多くなって来たため慢性
硬膜下血腫は増え続けている。

両側31例であった。

慢性硬膜下血腫への臨床症状
慢性硬膜下血腫1５1例の初発時の臨床症状
を7５歳以上の後期高齢者と74歳以下の前期高

今回は平成2５年 1 月より平成27年10月まで

齢者（若年発症者を含む）を比較したのが図 2

の間に当院で治療した慢性硬膜下血腫1５1例

である。知覚低下を伴った片麻痺を生じる例

について報告する。

が多く，頭部外傷の既往（40％）や動作困難

慢性硬膜下血腫の
年齢別性別発症部位
図 1 に示すように年齢は70歳から80歳代に

（33％）はほぼ同様であったが，頭痛の訴えは
74歳以下の前期高齢者にやや多く，認知症状
は7５歳以上の後期高齢者に多かった。
高齢者では外傷の既往歴を忘れたり，転倒

最も多く，111例中，男性78例，女性33例と，

した記憶を失っていることが多い。硬膜下血

高齢者の男性に多い事が示されている。部位

腫の発症部位による臨床症状は左側硬膜下血

は左側の硬膜下血腫が多く73例，右側47例，

腫，右側硬膜下血腫ともその発生部位から，
右片麻痺（不全麻痺を含む），あるいは左片麻

たかたま

まさみつ

たかたま

しん

公益老年病研究所附属病院院長
公益老年病研究所附属病院脳神経外科部長
（群馬県）
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痺を生じた例が多い。
図 3 に示すように，左側の硬膜下血腫例は
73例（男性５3例，女性20例）で，80歳から84歳
までに多い。
人間の医学

図1

 性硬膜下血腫発症患者数
慢
―年齢別・性別・発生部位別―

図2

慢性硬膜下血腫の年齢別臨床症状
の比較割合
（％）

図3

 側慢性硬膜下血腫発症患者73例
左
の年齢分布

図4

左側慢性硬膜下血腫の初期臨床症状

図5

右
 側慢性硬膜下血腫発症患者47例
の年齢分布

図6

右側慢性硬膜下血腫の初期臨床症状

図 4 に示すように，左側発生の硬膜下血腫

その臨床症状は不全片麻痺や起立歩行の動作

による失語症は 4 例のみで，左大脳皮質の圧

困難となるものが多く，日時が不明になった

迫が生じても失語症は少なかった。

り短期記憶障害などの認知症の症状を示すも

右側の硬膜下血腫例は47例（男性29例，女
性18例）で75歳から80歳までに多い（図 5 ）
。
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のが多かった（図 6 ）。
両側の硬膜下血腫例は31例（男性19例，女
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図7

図9

 側慢性硬膜下血腫発症患者31例
両
の年齢分布

 梗塞既往を有する慢性硬膜下血腫42例
脳
の年齢分布

図8

両側慢性硬膜下血腫の初期臨床症状

図10

 性硬膜下血腫151例のうち
慢
抗血栓薬の服用症例数

性12例）で80歳以上に多い（図 7 ）。両側に硬

アスピリン製剤が最も多く，またワルファ

膜下血腫を生じた89歳の女性は認知症状と共

リンカリウムを服用中の10例中 5 例は心房細

に脳梗塞を合併しており歩行時に転倒を繰り

動を伴っていた。

返していた。このようにアルツハイマー病や

図11は糖尿病の既往歴を有する慢性硬膜下

パーキンソン病により転倒しやすい高齢者に

血腫45例の年齢別，性別の分布を示している。

は両側に硬膜下血腫を生じているものが少な

70歳代，80歳代の男性に多い。今回は検索し

くない。その臨床症状は認知症状を示すもの

てないが，アルコール服用者との関係が推測

が最も多かった
（図 8 ）
。

される。

慢性硬膜下血腫の既往歴について
図 9 は脳梗塞の既往を有する慢性硬膜下血
腫42例の年齢と性別を示している。脳梗塞の
既往は男性22例，女性15例であった。脳梗塞

図12は，パーキンソン病の既往歴を有する
慢性硬膜下血腫例で男性 8 例， 女性 2 例が
あった。

慢性硬膜下血腫の再発例について

例は再発を防ぐための抗血小板薬や抗凝固薬

今回の 3 年間に慢性硬膜下血腫19例の再発

を服用していることが多く，その服用状況を

があった（表）。その年齢と性別は図13に示す

図10に示した。

ように16例は男性であり75歳以上の後期高齢
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図11 慢
 性硬膜下血腫 糖尿病を合併している例
―年代別・性別患者数―

表

慢性硬膜下血腫

図12

 性硬膜下血腫
慢
の年齢分布

パーキンソン既往10例

再発19例

者が14例を占め，90歳以上の人々も 4 例の再
発例がみられた。
再発を繰り返した78歳の男性は正常圧水頭
症治療のため脳室腹腔シャント術を受けた後
に慢性硬膜下血腫を生じ，窄孔洗浄ドレナー
ジ術を受けたが，その後 2 週間後に再発，再
び手術を行い治療したが 4 週間後に 3 回目の
発症を生じ手術による治療を受けなければな
らなかった。この症例は再発を繰り返すため
右外頸動脈にマイクロカテーテルを挿入し中

図13

慢性硬膜下血腫

再発例の年齢分布

硬 膜 動 脈 を 17 ％ の NBCA 液（n-butyl-2Vol.51

No.2（通巻 ２52 号）
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cyanoacrylateの略。脳外科等で使用される

3 ）慢性硬膜下血腫の左右差について臨床

血管内塞栓物質）で塞栓し，再発を防がなけ

症状を調べてみると，右側の硬膜下血腫は左

ればならなかった。再発難治例では血管内手

不全片麻痺を生じ日常動作が困難となる例が

術によりマイクロカテーテルを使用した塞栓

多く，左側の硬膜下血腫は右不全片麻痺を生

術も有効であった。

じた例が多く， 失語症を伴った例は 4 例で

慢性硬膜下血腫を生じた151例の
抗血栓薬（抗血小板薬，抗凝固薬）の
服用状況

あった。
4 ）両側の硬膜下血腫は片麻痺で発症する
よりも認知症のため動作困難となる例が多く
片麻痺を伴うものは少ない。

平成25年から平成27年10月までに生じた慢

5 ）発症の原因としては，加齢による脳の

性硬膜下血腫の治療例151例中56例は脳梗塞

萎縮や脳循環不全のある高齢者に頭部外傷が

や心疾患の合併していた。そのために抗血小

加わり硬膜下血腫を生じると考えられる。

板薬の服用をしていた人数は40例であり，う

6 ）頭部の外傷や転倒などで血管が破綻す

ちアスピリン製剤を服用していた人は26例と

る原因となるが，多くの高齢者は記憶してお

最も多かった。抗凝固薬服用者は16例で，う

らず，家族からの聴取が大切である。

ちワルファリンカリウム服用者は10例であり

7 ）脳梗塞の既往を有する慢性硬膜下血腫

6 例が新しい抗凝固薬の服用者であった。抗

は47例であり，抗血小板薬を服用していた人

凝固薬服用中の 5 例は心房細動を有する高齢

は40例，抗凝固薬を服用していた人は16例で

者であった
（図10）
。

あった，うち 5 例に心房細動を合併していた。

まとめ
1 ）超高齢社会では慢性硬膜下血腫により
体動困難となる人々が増加している。
2 ）慢性硬膜下血腫の初発症状は多彩であ
り，徐々に歩行が困難となる人や不全片麻痺，

8 ）糖尿病を合併している例は45例，パー
キンソン病を有するものは10例であった。
9 ）多くの慢性硬膜下血腫は血腫除去の手
術により臨床症状は回復するが，時に再発す
る例もあり，まれに再発を繰り返す例には中
硬膜動脈塞栓術を施術した例もあった。

さらに認知症を呈する人もみられる。
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自
第580回

由

自由交見

交

見

高玉：両方あると思います。調べてみると，
アスピリン等の抗血小板薬のみよりも， 2 種

高玉真光先生の発表に際して

類の抗血小板薬を利用している例に多いです

永田篤文
（医師）
：ふつう静脈はあまり出血し

ね。

ませんが，硬膜静脈はなぜ出血しやすいので

新村元市（薬剤師）：脳梗塞既往を有する慢性

すか。隙間が多すぎること，髄液と接してい

硬膜下血腫の症例が多いということと，それ

ることなど，理由がありましたら教えてくだ

に次いで糖尿病を合併する症例が多いことの

さい。

理由を教えてください。

高玉：先生が仰るようないろんな説がありま

高玉：脳梗塞を合併している症例においては，

すが，たいへん難しい問題で，症例によって

抗血小板薬や抗擬個薬を使用していることに

も違うと思います。

加え，運動失調等による頭部外傷が要因だろ

歳を取って脳が萎縮して空間ができやすく

うと思います。糖尿病を合併する症例がしば

なると，細い静脈が引っ張られてちょっとし

しば見られますが，その明らかな原因は分か

たことで出血するのかもしれません。また，

りません。糖尿病は認知症の最も重要な原因

時々出血して治っている例もあると思います。

と云われていますので転倒しやすことも多い

若い人でも日常的に起こっているようですが，

と思います。

大事には至りません。

市村：慢性硬膜下血腫パーキンソン既往10例

角

泰人
（医師）
：血腫除去は全身麻酔でする

のうち男性が 8 例と男性の症例が多い理由に

のか，局所麻酔でもできるのか。その方法を

ついて教えてください。

教えてください。

高玉：パーキンソン病合併症では運動機能障

高玉：局所麻酔で十分できます。

害による頭部外傷が原因と考えられます。男

角：局所麻酔は，あらかじめ全身麻酔に切り

性は自力で移動し，女性は車イスにすぐ乗る

替えられる条件で行うのでしょうか。

印象があり，これが，男性症例の多い理由で

高玉：今はしっかりした画像診断ができます

はないかと感じています。

から，特に麻酔科の必要はないようです。脳

新村：抗不安薬や催眠沈静薬など高齢者にお

外科の実習 1 年生でも行ってみてもいいかも

いて転倒やふらつきがしやすい薬による慢性

しれません。

硬膜下血腫のリスクは，患者に説明すべきか

石橋：先生のデータでも，約 3 分の 1 に抗凝

でしょうか。

固薬，抗血小板薬が使われていますが，ご実

高玉：高齢者の中には，昼間うたた寝をして

感として，それらの薬がよく使われるように

夜に眠剤を服用するケースがあり，確かにふ

なってから慢性硬膜下血腫が増えてきたのか，

らつき転倒による頭部外傷のリスクはあるの

それとも高齢者が多くなったからですか。

で注意する必要はありますね。
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第５81回「実地医家のための会」 3 月例会

ポリファーマシーを考える～薬を減らす工夫を皆で考えよう～

ポリファーマシーを考える～薬剤師の立場から～八田

重雄

自由交見

日

時：平成28年 3 月13日（日）午後 2 時～ ５ 時

場

所：東京医科歯科大学

B棟 ５ 階

症例検討室

テーマ：ポリファーマシーを考える～薬を減らす工夫を皆で考えよう～
司

会：石橋

幸滋

記

録：事務局

共

催：日本プライマリ・ケア連合学会
プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会，
多職種協働委員会
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■第５81回（ 3 月）例会「ポリファーマシーを考える～薬を減らす工夫を皆で考えよう～」

ポリファーマシーを考える
～薬剤師の立場から～
八

田

重

雄

はじめに
近くの中核病院に通院中の患者さんが紹介
され，内服薬などを確認すると紹介状に記載
されている薬だけでなく，実際は複数の専門
科に通院しており，処方薬が10種類以上に及
んでいたという経験も少なからずあると思う。
また，それぞれの医療機関より睡眠薬が何種
類か処方されていたり，同種同効の薬が処方
されていたりということは日常診療で遭遇す
る事例ではなかろうか。
今回，
“問題となるポリファーマシー”への
対応の一つの工夫としてクリニック勤務薬剤
師のかかわりに関して述べてみたい。

1 ．クリニックにおける薬剤師業務

図1

当クリニックは，神奈川県北部医療圏であ
る川崎市多摩区にて，TotalFamilyCareと

問題となっている。一人あたりの服用医薬品

いうコンセプトをもとに，医師 3 名と看護師

数も多く， 7 種類以上の服用が約2５％と報告

4 名，医療事務 ５ 名の体制にて外来診療と訪

されている。また，7５歳以上の患者さんでは，

問診療を行っている（図 1 ）
。

1.５倍の薬物有害作用頻度が増すとも報告さ

外来診療の場では，生活習慣病などの慢性

れており，
“加齢に伴う薬物の代謝・排泄能低

疾患を複数持っている高齢患者が多く，多剤

下に伴う用量調整や相互作用確認”が必要で

服用いわゆるポリファーマシーと併科受診が

ある。

はった

しげお

医療法人社団 家族の森多摩ファミリークリ
ニック薬剤師
（神奈川県川崎市）
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急性期病院の入院症例では， 高齢者の約
10％前後に薬物有害作用を認め，外来通院中
の高齢者においても 1 年あたり約10％以上の
薬物有害作用が出現するとの報告もある。
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図2

図3

訪問診療の場では，“高齢患者が増えるだ
けでなく，抗癌剤治療や麻薬を用いた緩和医
療なども行われており，安全で適正な薬物治
療が重要”
となる。
このような医療背景においては，使用して
いる医薬品を医師のみにてその場で把握・評
価するのは困難であり，診療の現場での薬剤

図4

師の対応が必要と考えられる。そのため，当
クリニックは院外処方であるが，外来診療と
訪問診療における治療やケアの質的向上を目

ている（図 3 ）。

指して，常勤の薬剤師が 1 名勤務している。

では，なぜ，その様に使用する薬が増える

当クリニックの薬剤師業務の 1 日を示す

のだろうか。例えば，サイアザイド系利尿薬

（図 2 ）
。診療開始時間前に，クリニック業務

とACE阻害薬にて管理されていた高血圧患

ミーティング，予防接種，スタッフによるレ

者が，心房細動と診断され運動量が減少，そ

クチャーや新規在宅患者レビューなどを行う。

のため，食事療法と運動療法にて長年管理さ

外来診療開始後は，医師と陪診あるいは薬剤

れていた糖尿病が悪化。その後，市の骨塩定

師外来を行い，午後からは訪問診療に同行す

量検査にて骨粗鬆症と診断され内服治療を勧

る。

められた。この様に，年齢が上がるほど罹患

2 ．ポリファーマシーとは

疾患数が増え，高齢者では自然と多剤を使用
している患者も多くなる（図 4 ）。

ポリファーマシーとは，必要とされる量以

ポリファーマシーの要因として，患者側の

上に多く薬剤が処方されている状態と言われ

要因，医療者側の要因と製薬会社の要因があ

ている。ポリファーマシーの身体へ影響につ

る。患者側の要因としては，加齢に伴い罹患

いて，脆弱性に関しては6.5錠以上，機能障

疾患数が増えると共に治療薬も増える，薬を

害に関しては5.5錠以上，転倒に関しては4.5

処方してもらえることへの安心感，薬剤への

錠以上の服用によりリスクが増えると報告さ

過度の期待と中止への恐怖，マスコミなどの

れている。また，ポリファーマシーの定義と

影響がある。医療者側の要因としては，臓器

して，医薬品が 5 ～10種類以上とも報告され

別いわゆる専門性の高い診療，多くのガイド
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表
MAI（Medication Appropriateness Index）
1 ．薬の適用はありますか
2 ．その病態に薬物治療が効果的ですか
3 ．用量は正しいですか
4 ．指示は正しいですか
5 ．指示は実用的ですか
6 ．臨床的に重要な薬物間相互作用はありませんか
7 ．臨床的に有意な薬物・疾患/病態相互作用はありませんか
8 ．他の薬剤との不必要な重複はありませんか
9 ．治療期間は許容できますか
10．この薬は他の同効薬と比べて安価ですか

図5

J Clin Epidemiol. 1992 Oct；45
（10）
：1045-51.
Tama Family Clinic

ラインが多疾患併存患者を対象につくられて

修正を行い“問題となるポリファーマシー”へ

いない，薬を処方することによる治療行為へ

の対応を行っている。

の満足感などがある。

3 ．外来診療でのかかわり

潜在的な不適切処方のスクリーニングツー
ル と し て，Beersク ラ イ テ リ ア やSTOPP/
STARTクライテリアなどがあり，昨年末に

外来診療においては，主に薬剤師外来，診

は『高齢者の安全な薬物療法ガイドライン

療陪席，薬局との連携を行っている（図 5 ）
。

2015』が日本老年医学会から発表された。薬

薬剤師外来では，医師が診療する前に薬剤師

剤師は，添付文書上の禁忌や慎重投与などの

が患者と面談し，アドヒアランスの確認，治

項は理解できているので，簡便な方法として，

療薬の効果や副作用の評価，薬に関する相談

MAI（medication appropriateness index）

を行う。その内容をカルテに記載して情報共

（表）があり，その場で簡単に評価ができる。

有する。その患者の病気や治療に対する想い

薬剤の副作用に対して別の処方がなされ，

を聞き，治療に患者が納得できるよう共に考

さらにその副作用が次の処方につながるとい

えることも重要と考え，継続的な介入を心が

う連鎖を「処方のカスケード」
（Prescribing

けている。

Cascade）というが， これもよくあるポリ

その後，医師の診療に同席して，医師の診
療計画へのサポートを行い，現在の問題点や
今後の治療計画などを共有する。

ファーマシーの落とし穴である。

4 ．訪問診療でのかかわり

業務例として，吸入療法のアドヒアランス

訪問診療に関しては，退院前のカンファレ

を確認し治療のステップアップ・ステップダ

ンス参加， 初回や通常訪問診療への同行を

ウンへの関与，糖尿病などの慢性疾患の治療

行っている。初回訪問では患者の想いを多職

薬の評価・検討，かかりつけ薬局と連携した

種間で共有し，患者の想いや目標に沿った治

アドヒアランスの維持・向上への関与などを

療薬の評価・検討・変更・中止を行う。その

行っている。

後の定期訪問時にも，内服薬などの管理方法

この様に，診療陪席や薬剤師外来を通して，

を随時確認して，治療への提案・評価などを

処方薬の内容，効果・副作用の評価，患者背

行っている。ほかに，訪問看護師やケアマネ

景，病態などを繰り返し評価，提案，実行，

を含む多職種連携，サービス担当者会議への
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図6

参加なども行っている（図 6 ）
。

5 ．クリニックにおける
ポリファーマシーの改善
クリニック勤務薬剤師としての業務は，薬
剤師外来，訪問診療同行，多職種連携の三本
柱にて行っている。この業務は，薬剤師が継
続性・責任性をもって処方や臨床決断に関与

図7

できる体制である。また，患者やその家族に
対して満足な医療が提供できるような薬剤師
業務体制として考えられる。この体制によっ

族）が入ることが望ましい。

て，クリニックにおける外来診療と訪問診療

なお，ポリファーマシーは問題となること

における治療やケアの質的向上が得られ，処

が多いが，現在のように高齢化社会，併存疾

方関与を行うことによりポリファーマシーの

患が多い環境下では，複数の薬が必要となる

改善が得られると考えられる（図 7 ）
。

ことも多いのが実状である。 ポリファーマ

最 後 に
ポリファーマシー防止の最も重要なことは，

シーがすべて悪いわけでなく，服用数が多く
ても今の状態（症状も安定して，副作用も起
きていない）を満足している患者さんもいる

様々な要因が絡み合うケースが多く存在して

ことも事実であり，それにどう対応するかも

いることから，一人の医療人だけでは難しく，

重要と思う。

いろいろな視点（医療職，介護職，患者，家
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自
第581回

由

自由交見

八田重雄先生の発表に際して
徳権
（勤務医）
：薬剤師外来とは，具体的

王

にどういう診療ですか。また，診療報酬は取

交

見

ら」と話しました。結局，その患者さんは自
分からドクターに相談して，薬をやめること
になりました。もう一人の例は，薬局にお願
いして，動いてもらいました。
今，地域の薬局さんと仲良くなってきて，

れるでしょうか。

地域のクリニックの院長を，薬剤師が週 1 回

八田：薬剤師外来では，医師が診療する前に

訪ねるのもいいねと話しています。どう行う

薬剤師が患者と面談し，アドヒアランスの確

かは今後の課題ですが。また，これから，か

認，治療薬の効果や副作用の評価，薬に関す

かりつけ薬剤師制度が開始されますので，そ

る相談を行います。そこで集めた情報や気づ

の中で薬局の薬剤師さんたちは，どのように

いたことをカルテに記載し，医師と意見交換

患者への関わりを深めるかを考えています。

して副作用の予防や薬剤減量など，診療に役

ほかに，地域の薬局さんと薬局の会みたいな

立てます。

のをつくって，その中でスキルアップできれ

薬剤師外来は，クリニックの「診療，治療

ばとも考えています。

やケアの質的向上」という方針で行っていま

王： 2 種類の薬を 1 つの合剤にした場合，そ

すので，診療報酬はありません。在宅に服薬

の合剤は 1 つとして数えますか。それとも 2

指導に行けば報酬は取れますが，それは訪問

つとして数えますか。

薬剤師の方の役割ですから。

石橋： 1 つとして数えます。

権藤

聖
（開業医）
： 1 人の患者さんが多くの

中道

司（勤務医）：①多種の処方薬を，服薬

かかりつけ医を持っていて，10種類の方もた

のタイミングが同じ薬でまとめることにより

くさんいます。そういう方のお薬を減らした

診療報酬上のメリットはありますか。例えば

くても，よその先生のお薬を減らすのは難し

10種類，12種類出ても，朝昼晩の薬と，朝昼

い。実際に，よその先生の処方を減らせたこ

の薬と朝だけの薬をまとめることによって 7

とはありましたか。

種類以下としてカウントできますか。

八田：例えば，ある患者さんは，処方された

②「定期薬」と「臨時薬」の処方の区別をカル

薬を飲んでおらず，「実はもうやめたい」と

テ上行うことによる診療報酬上のメリットは

いっていました。私は「ではどうしようか，

ありますか？

先生に相談してみようか」と話すと，「先生に

石橋：①飲む時間をまとめても種類が減らな

はちょっと言いづらいし」とのことでした。

ければまとめたことにはなりません。

私は「この薬局さんはたぶん先生と仲がいい

②ないと思います。

よ。 この薬局さんとちょっと相談してみた
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随

筆

「主よ

人の望みよ喜びよ」
兵庫県西宮市
西林医院

西

林

茂

祐

ドイツの北部にリューネブルクと言う街が

私は好んでいるが，それはその地方の民謡に

ある。百年以上も前から続いている朝市があ

由来すると知った。ドイツには音楽を育む伝

り，昔は塩の採掘で栄えた町である。そこの

統があるのだと感じた。

教会にJ.S.Bachが15歳から 2 年間いた。
Bachは両親を失い，兄の世話になってい
た。兄は子沢山で，日々の暮らしにも困るほ
どであった。
彼はリューネブルクの教会に合唱団員とし
て採用され，どうにか暮らせるようになった
上，そこで本格的な音楽教育を受けることが
出来た。
2 年後，声がわりで退団せねばならぬとこ
ろ，幸いなことに，器楽奏者として教会に勤
めることが出来た。

バッハはライプツィヒで多くの作品を残し
た。バッハが設立した合唱団は今に続いてい
て，時々日本にも演奏旅行に来ることがある。
東西ドイツに別れていた頃，私は聖トーマ
ス教会を訪れたことがある。大きな教会で，
パイプオルガンが 3 台もあった。
頸から賽銭箱を下げた寺男に，そこばくの
寄付をしたら，
“Danke schon.”
（有難う）
と，言った。
“Bitte schon。”
（どういたしまして）

それは，生活が出来ると同時に多くの名手

と，応じた。

の演奏を聞き，作曲の指導を受けることが出

その時彼は，

来ると言うことでもあった。
その後，ライプツィヒの聖トーマス教会の
オルガン奏者に迎えられ， そこで教会カン
タータを作曲した。
バッハの曲の中で，少し風変わりな一曲が
『主よ
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人の望みよ喜びよ』である。この曲を

「今，練習しているのは日本人の女性であ
る。コンクールを目指しているが，きっと入
賞すると思う」
と，言った。
その女性が，その後どうなったかを私は知
らない。

人間の医学

随

想
連載第 8 回

生ものは出しません
島根県益田市
松本医院

松

本

祐

二

「日本に来て刺身を出されて驚きました。

型の奨学金を出す（財）ロータリー米山記念奨

ネパールでは肉や魚を火で調理しないでお客

学会という組織を日本だけで持っています）。

様に出すことは非常に失礼なことですから…。

大学を卒業した後も日本国内で就職され，

18歳で日本に留学してきた時には自分の常識

日本と母国との架け橋となるような活動をし

というものは，ネパールで教えてもらったも

てくれる優秀な奨学生を選んでいますので，

の以外は何もありませんでした」

奨学期間が終了してもクラブのメンバーと交

2015年 4 月のネパール大震災の復興支援活

流をしていました。震災後に何か必要な支援

動のために震源地に近いネパールのシアンジ

があるかと問い合わせるとすぐに現地と連絡

ア県に向かう途中の飛行機の中でのネパール

を取ってくれて大まかな話がまとまりました

出身のカトリ・チェトリ・プラカシュさんの

ので，約半年後の11月に現地訪問しての活動

言葉でした。

になりました。ちょうどそのころカトリさん

昨年のネパールでの震災での復興支援活動

は日本で知り合った中国人女性と結婚すると

を行うにあたって，ネパールの知識をにわか

いう話がまとまっていて，故郷に帰って結婚

に詰め込んでの出発となりました。世界最高

式をするということでした，それに合わせて

峰のエベレスト，首都はカトマンズ，お釈迦

の私のネパール訪問でした。

様の生まれたルンビニという遺跡がある国，

カトマンズに着いて 1 泊して， 翌日はネ

ヒンズー教が国教だったが，21世紀になって

パール第 2 の都市ポカラに飛行機で移動，美

王制を廃止して国教としての扱いもなくなっ

しいヒマラヤ山脈を眺めながらのフライトで

た──この程度の知識だけしかありませんで

した。 ポカラについて迎えの乗り合いタク

した。

シーに乗って彼の故郷の村に向かいます。彼

私の昨年11月の初回のネパール訪問の際に

の結婚式に出席する知人もどんどん車に乗り

支援活動の現地との交渉や取りまとめをして

込んできて，日本なら14人乗りの車に子供を

くれたカトリさんは，ネパールから日本に留

含めて20人近くが乗り込み，荷物は車の屋根

学してきた男性で，岡山市内のロータリーク

にどっさり積んで山道を走ること 2 時間，舗

ラブの方がカウンセラーになられ，彼に奨学

装道路が終わり，さらに山間部に入る分岐の

金を給付していました（国際ロータリーは会

街に着くと本格 4 輪駆動車に乗り換えました。

員の親睦と地域社会や国際社会に対する奉仕

現地の方々の大半はここから歩いて目的地の

をする団体ですが，海外からの留学生に給付

村まで行くとのこと。乗り換えた車はまずは
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機内から望むヒマラヤ山脈

橋のない川を横断して，その後は山道にかか
ります。揺れる，傾く，揺れる，揺れる，傾
く，橋のない谷川を横切る。生まれて初めて
経験するすごい悪路を 1 時間ほど走って夕闇
迫るころに彼の故郷の村に着きました。
村にはホテルはなく彼の家に泊まってくれ

水牛小屋の 2 階から

ということなので，荷物を運んでもらい案内
された部屋は彼の家の水牛小屋の 2 階でした。

済んではいませんでした。午前中に彼の成人

窓はあるが扉はなく，天井はありません，蛍

式があり，しばらく眺めておりました。隣の

光灯があるのでほっとしましたが，滞在中に

家の庭では結婚式の披露宴でふるまう食事を

は何度も停電していました。日本から結婚式

作っていました。覗きに行くとヤギの頭がゴ

に同席する彼らの友人と一緒に休むことにな

ロリとブルーシートの上に転がっています。

りました。ある程度のことは予想していまし

ヤギの解体は男たちの仕事です。肉は肋骨な

たが，はるかに予想の範囲を超えていました。

どがついたまま一口サイズに切られて油でよ

歓迎の夕食を済ませて，とにかく休もうと

く火が通るような大きさに調理されていまし

いうことで牛小屋の 2 階に向かいました。翌

た。海に面していないネパールですが，淡水

朝起きると洗面や歯磨きは山水をためたタン

魚も持ち込まれて同じような大きさで調理を

クの水を使います。朝のシャンプーは？

と

され，油で炒めてカレー粉で味付けされてい

聞かれましたが，手桶で水をかけて洗うので

ました。生ものを提供しないという話と現実

すからこれは遠慮。トイレは水洗ですが，イ

が一致しました。そしてこれが食中毒防止策

ンド式の柄杓で水を汲んで流すタイプ。

だということも理解できました。

朝食にはミルクティーが出てきましたが，

午後から結婚式が始まりました。近郷近在

当然，彼の家の水牛の牛乳です。新鮮そのも

から親戚や知人友人などが集まり， その数

ののミルクティーでした。

５00人余り。ネパールの男性のかぶる帽子と

なんと結婚式を始める前に18歳で故郷を離

頭の間に祝儀のお金をどんどん差し込んでい

れて日本に来た彼はヒンドゥー教の成人式が

きます。さらに祝福の赤い色素を顔中に塗っ
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成人式

解体されたヤギ

てゆきます。新郎新婦の顔は真っ赤になりま

翌日は災害復興のための支援活動の打ち合

す。その間 2 ， 3 時間，ヒンドゥー教の聖典

わせをして，被災地の視察予定が組まれてい

を読みながら式が進行してゆきます。質問を

ましたが，急遽ネパール国内の交通規制でタ

したくても日本語のできる人はいませんし，

クシーの運行が翌日は不可能になるとの情報

英語で聞いても返事はないし，ネパール語は

が入り，支援活動の打ち合わせを済ませて大

しゃべれません。ただただ見ているだけの時

急ぎでの出発となりました。

が過ぎていきました。

本年 5 月には 2 度目の訪問で支援した公民

庭でのお祝いが終わった後に夫婦で台所に

館の建物の竣工式に出席しました。開業医で

入ってゆき，そこでまた新たな祝福が繰り返

ありながら多くの皆様の支援の代表者として

され，一日がかりの式典が終わったのは日が

忘れられない経験をすることができたことを

暮れてからでした。

記して感謝に代えさせていただきます。
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●ほんのひとなで●

神保勝一

『この日、この町、この私。
』
を読んで
黒羽根

洋司

著

ライトハウス パブリケーション
定価：本体1,400円＋税

本年 4 月に上梓された本著は、黒羽根洋
司先生の五冊目の随筆である。
何処から読み始めても、共感と一緒に新
たな感慨を与えてくれるその内容には、い
つもながら驚くばかりである。

「龍之介」は私の目をじっと見つめて、ゆっ
くり倒れた。駆け寄ると死んでいた。最も
悲しんだのはお母さんであった。
黒羽根先生の随筆を読んでいると次々と
思い出が浮かんでくる。先生の筆力に驚く。

黒羽根家に犬が来た。以来16歳 7 カ月ま

「アララ・ツマフザイ」は、興味深く読ん

で生きて、呆けて亡くなった。名前は「ら

だ。患者さんにも、近所の住民にも「あら

ら」と云う。犬を最も飼いたがるのは一に

ら、妻不在」の人がいる。東京では、コン

子供、次がお父さん、飼いたがらないのが

ビニが徒歩 1 分以内に幾らでもある。スー

お母さん。その通りだと思った。著書の中

パーもある。レストラン、蕎麦屋、一膳飯

に引用文があって『犬と私の10の約束』があ

屋、回転すしなど数えきれない。タニタの

る。
「私は十年くらいしか生きられません。

配膳もある。と威張っていた親父が脱水症

だからできるだけ私と一緒にいて下さい」

で運ばれた。そう云えば「塵出し」が出来な

最近では犬の寿命も延びてもっと生きて
いる犬が多いという。私も犬を飼ったこと
がある。名前は
「龍之介」。飼って10年目に

76

いと泣いていた。
悲惨な例では餓死した老爺もいた。老婆
の例は聞かない。

人間の医学

実地医家のための会ホームページのご案内
実地医家のための会のホームページのコンセプトは「リレーション」です。会員と会員との繋が
りから生まれてくるイノベーション，５０年にわたる活動を未来へを繋げていくバトンをイメージ
しております。

ホームページでは，「人間の医学」をオンラインで閲覧することが可能です。原稿執筆いただけ
る先生方は，オンライン公開される点をご了承ください。また，「リレーエッセイ」というコンテ
ンツでは，会員の先生方から随想をお送りいただき掲載していく趣向となっております。
ホームページ内には「 Webアルバム」が設けられておりますが，一般の方は閲覧できないよう
にパスワードを掛けております。下記IDとPWを入力の上，閲覧ください。
ID ： jicchiika
PW： ningeniryo
実地医家のための会ホームページをぜひご覧ください。
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（文責・熊手木の実）

木の実「とにかく俳句が出来ず、フウフウ言っている」


「俳句をつくろう会」報告

須藤和子

天野一夫先生出題

熊手木の実様出題

吉原の夢いきいきと春の古書

句「天」
（☆は地・人にも選ばれた数）

当季雑一句

「蜆汁」

題 「ぶらんこ、鞦韆」

◎清記係
◎兼

◎選
神保選

ぶらんこや空高く舞ふチマチョゴリ

蜆汁母に詫びたきことありて☆☆☆

向林

中村

松坂

永井

		
向平選

ぶらんこを捻り恋していると言ふ☆☆

西林・永井・須藤選

松根選

帰り来て先ず足袋を脱ぐ花疲☆

世はさくら人はたやすく睦みけり☆☆☆

向平

西林

松坂

天野・木の実選
		
中村選

百代の過客散りゆく桜かな

陽の射して団地の隅のぶーらんこ

差し向かひ父とふたりの蜆汁

桜路ぶらり谷中や感応寺

蜆汁余命を知れる患者かな

清明や光満ちたる白衣式☆

ぶらんこや一人遊びのできる子に

一幅の絵となる車窓桜花

句に命詠みこむ難儀花吹雪☆

向平

今本

神保

西林

今本

天野

天野

松根

点

④向平

⑤松根

点

木の実

松根

③今本

今生の別れ集めて三月果つ
点

点

ふらここの順番決めるじゃんけんぽん

句「地・人」
（☆は複数選ばれた数）

松坂選
◎選
		
		
		
		
		
		

第六十 五 回

		
		

◎平成二十八年四月九日
（土）
午後五時
「東京ガーデンパレス」
西林

		
向平 松根

中村

席 永井

		
◎総合得点

②西林

13
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熊手木の実

点

12

天野 神保

①松坂

15

松坂
句 今本

20

◎出
◎投

30

第64回俳句をつくろう会

同好会 だ よ り

◎総合得点
①向平

点

②松根

点

③永井

点

④天野

点

14

⑤今本

点

14

第六十 四 回
◎あとがき

中村 向平
熊手木の実

天野

神保

席 永井
松坂 今本
勲先生出題

中村みゆき様出題

松坂

松根
須藤和子

題 「初暦」
「福寿草」
当季雑一句

◆今句会最大のトピックは、今本先生の句集発刊です。多忙な中、
実地医家として、そして北の地に暮らす日常を詠んだ秀句が収め
られています。
◎近況報告

中村「椎間板ヘルニアを患い、ブロック注射で切り抜けた。庇っ
て 動 か な い 時 間 が 増 え た の か、２ カ 月 で 体 重 が ４ ｋ ｇ 増 え た 」

松坂

天野

電に備えたいが、自家発電装置は住宅街では設置できない。よっ

る』という感覚を知り、幸福感が増している」 神保「災害時の停

いていけない時がある。が、高齢になって『地球に支えられてい

松坂「目と耳が衰え、喋りが遅くなり、相手の話のスピードにつ

初暦やはらかき計老の坂☆

永井

句 「天」
（☆は地・人にも選ばれた数）

木の実選

初暦見果てぬ夢のまだつづく☆☆

最上川逆白波に雪が舞ひ☆☆

天野・須藤選 よろしくとつい呟けり福寿草

松根

向平

も と 句 作 を と 思 っ た が、 四 季 の な い 土 地 で は 出 来 な か っ た 」 松

云われた」 向平「年末年始は香港・マカオで過ごした。旅の空の

永井・中村選 歳月や翁と媼福寿草☆☆
向平選

木の実

年待ちと

贈られし句集めくれば冬深む☆

今本選

月に熊本県人吉病院・市民講座で『尊厳死を理解する』

福寿草日向の窓に置かれけり

松根

今本

本「句集は一つの区切りとして誕生日である

話をすることが決まっているので、 体調を整え備えている」 今

タ ク シ ー は 便 利 で あ り が た い。

と題する講演をした」 永井「移動にはタクシーを使うことが多く、

福寿草今年も佳きことありそうな☆

永井

これからも皆さんが想像をたくましくする句、花鳥風詠ではない

月 の プ ラ イ マ リ・ ケ ア 学 会 で

地吹雪の北の果てから友今宵☆

中村

句を作っていきたい」 天野
「整理は齢取るとできなくなった。今

句
「地・人」
（☆は複数選ばれた数）

根「昨年

		

地獄谷さるは極楽雪見風呂☆☆

松坂

や資料は検索するものとし、 中身を見ずに様々な紙類を捨てた」

日に発行した。
歩をとめて小町通りの福寿草☆

向平

月

どの顔も楽しさ溢る初句会☆

1

		
		
		
		
		

12

◎選

今本

3

神保・松根選 生き抜ける命愛しき去年今年

てトヨタの電気自動車ミライを購入しようとしたら、

松坂選

◎選

◎兼

◎清記係

◎出

◆本年度の初句会は、西林先生が体調を考慮されて残念ながら欠席
なさり、 名で催されました。

〈同点の場合、本会では三光（天・地・人）の多い方を上位とします〉

19

◎平成二十八年一月九日
（土）
午後五時
「東京ガーデンパレス」

「俳句をつくろう会」報告

18

6
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投 稿 規 定 （ 2007 ．10 改訂 ）
１ ．投稿資格 「実地医家のための会」会員および投稿依頼者に限ります。
２ ．投稿内容

医学原著，短報，症例報告，評論，提言，随筆，小説，詩，俳句，短歌，読

後感想，書評，思索，会員に知らせたいことなど，幅広い分野の投稿をお待ちしています。
３ ．原稿枚数
◦私の意見

４００字詰原稿用紙 ２ 枚

◦例会記事・例会講演

上半身写真 １ 枚（モノクロ）

４００字詰原稿用紙１０枚以内（図・表・写真を含む

それぞれ １ 点

を原稿用紙 １ 枚に換算）
◦研究と臨床・症例報告

４００字詰原稿用紙１０枚以内（図・表・写真を含む

それぞれ １

点を原稿用紙 １ 枚に換算）
◦随想・随筆

４００字詰原稿用紙 6 枚以内（絵・写真を含む

それぞれ １ 枚を原稿用紙 １

枚に換算）
◦思いつくままに

４００字詰原稿用紙 ４ 枚以内（絵・写真を含む

それぞれ １ 点を原稿用

紙 １ 枚に換算）
◦ほんのひとなで ４００字詰原稿用紙 ２ 枚以内（書籍・雑誌名・著者（訳者）名，出版社
名，定価を明記）
４ ．文献の表記
（研究と臨床症例報告については，なるべく文献を記載してください）
◦雑

誌

著者名：論文名．誌名

巻；頁（初頁～終頁），発行年（西暦）。

◦書

籍

著者名：論文名．（編集・監修者名：）書名．頁（初頁～終頁），出版社名，発

行地，発行年（西暦）。
◦文献数は必要なもの ５ 件以内とします。
５ ．文体は，例会記事・研究と臨床は，である調（体言どめ可）で，それ以外は自由です。
６ ．校正は，例会記事・研究と臨床のみ著者校正とします。
７ ．例会記事・研究と臨床は，別刷を １ 部３００円で作製しますが，申し込みは５０部以上，１０
部単位でお願いします。
８ ．控としてコピーを １ 部おとりおきください（問い合わせなどのため）。
９ ．原稿
（図・表・写真などを含む）は返却いたしません。もし，図・写真などでどうしても
返却希望のばあいは，その旨明記してください。
投稿先

〒１０５─8320

東京都港区虎ノ門 1 ─1０─ ５
☎０３─6838─9220

FAX０３─6838─9222

e-mail：jittiika@kk-kyowa.co.jp
㈱協和企画内「実地医家のための会」事務局内
編集部
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神保

勝一（編集委員長），松坂

勲，佐藤

安正，石橋

編集部
幸滋

人間の医学

牡丹散る

編集室より

松坂

勲

数年前， 5 月の連休のある日一鉢の牡丹を
買ってきた。花弁の芯の部分がほんのり膨ら

花を求めて

んできており，もうじき開き始める気配だっ
神保勝一

た。開花を長く楽しむには日陰に置くように

今年はどうしたことか，「花」にご縁があり

と店の主人の注意だった。はやる心を抑えて

ました。後楽園ドーム球場で開催の「世界ら

妻と二人で持ち帰った。 2 日後に開き始め，

ん展」
に続いて，西武ドーム球場で「世界バラ

その次の日には見事に花が咲いた。狭い庭で

展覧会」に出かけました。らん展は何となく

は第一番の花である。

高貴な姿・ 形に見とれました。 ランに顔を

庭の片隅には木瓜の茂みがあり，毎年のよ

くっつけてはなりません。勿論触ることは厳

うに咲く紅白の小花が散ったばかりで，一抹

禁です。芳香を放つランもあります。鼻を近

の寂しさを覚えていた。そんな時，庭で王座

づけなくとも良い香りがします。人情で近づ

を占めるようになった牡丹が，白い大輪の花

きます。帰りにはランの切り花を沢山買って，

を咲かせたのである。絹のように薄い花弁が

診察室に飾りました。
「アッ，行ったんだ」
「分

重なり合い，ぼってりとして優雅だ。蕊の具

かる?」と云う会話が弾みました。一方，バ

合といい，切れの深い葉の趣といい，さすが

ラ展は，観客と花の近さにびっくりしました。

に花の王というのにふさわしい。

バラが通路にはみ出しています。そして，観

そんな美しい姿を見せてくれたのもほんの

客が花に触れるのを見て驚きました。バラは

数日，連休明けには枯れはじめて花弁は垂れ

触っていいんだ。しかし，花に触るのをため

下がり，五片の花の萼だけが残っていた。そ

らって，望遠でバラを撮影していたら，バッ

れまで花に手を触れるのも怖くて，水やりな

クしてきた着物のお姉さんの下駄でしっかり

ど細かい心配りが足りなかったために，心い

足を踏まれました。この日も帰りがけにバラ

くまで花の美しさを味わえなかったことを悔

の切り花を買いました。赤，白，虹色，紫…。

やんだ。

虹色と紫は，
「インクを吸わせたのでしょう」

それ以来，牡丹の花を見るとき，幽かに暗

と聞くと「いいえ，サントリーが遺伝子に手

い影がよぎり，後ろめたい想いに捉われるの

を加えました。
」
との返事でした。矢張り，バ

である。

ラは赤か白でした。
勢い余って，横浜にアヤメ，カキツバタを
見に出かけました。カキツバタなら堀切が有

蕪村の句に“牡丹散て打かさなりぬ二三片”
がある。落花のさま，崩れる花の風情の詠が
妙である。

名です。自宅から車で15分あれば行けるので

散った花びらに，私がいつまでもこんな思

す。勢いとは摩訶不思議なもので，横浜のカ

いを抱くのも牡丹の花の不思議な富貴さのた

キツバタ，アヤメを見てきました。この花に

めであろうか。

は悪い思い出があります。下駄を取られたこ
とがあります。
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都福祉保健局から東京都の難病対策について
◆巻頭に当たって，岡山県の中島

報告があり，杉並保健所所長からも現場の声

が寄せられました。この会で最も貴重な講演

豊先生から

は「慢性疲労症候群」に罹患し，現在も闘病し

「回り道もまた良し」という開業医の歩まれた

ている患者さん自身のお話でした。この疾患

道を示されました。

に対する理解と治療法の研究そして治療にご

◆代表世話人の石橋幸滋先生は当会の行く末が
いよいよ危いと吐露されました。会員の高齢

協力を頂きたいと思います。

化は如何ともなりません。若い医師達は専門

◆第580回例会は「血栓性疾患対策」でした。超高

メーカーは存続の危機にあります。会員のお

避けて通ることが出来ません。高玉先生の貴

医志向のためか入会が全くありません。製薬
知恵を切に祈っています。

齢社会を迎えて増加の一途を辿るこの疾患は
重な報告でした。

◆今回は，平成27年10月 第576回例会から平成

◆第581回例会は前回に引き続いて，高齢者が抱

告しました。例会の講演内容の詳細はお読み

薬をどうするか。薬を減らせないか。今の問

28年 3 月開催 第581回の例会の講演内容を報

頂きたいと思います。第576回例会は「サルコ

える薬剤の問題提起でした。多剤，多量の投
題と思われました。

ペニア」
について，第577回は日本プライマリ・

◆随筆は西林茂祐先生と松本祐二先生から，貴

えとなりました。大阪会場で当会の水野融先

◆ほんのひとなででは，黒羽根洋司先生のご著

◆第578回例会は「日々の診療に生かす工夫」とし

◆第64回65回「俳句をつくろう会」の報告を掲載

える，エンディングノート」について報告しま

◆最後に平成27年10月から平成28年 3 月の世話

ケア連合学会秋季生涯教育セミナーに振り替
生が発表されました。

て，外山学先生が「私らしく生ききることを支
した。

◆第579回例会は「難病対策の実際」として，東京

人間の医学

重なお話を頂きました。
書を紹介しました。
しました。



人会報告を致します。

（神保勝一）
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