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─進化する医療制度─

薬剤耐性対策アクションプランの
進捗状況を知り、対応する
医療機関は適正使用の『手引き』を
積極的に活用して施設内での教育や研修を

めざせ!!メディカルエグゼクティブ
カンファレンスでのグループダイナミクスに注意を

Network
大阪市医療圏
チームによる腎臓リハビリテーションで
糖尿病性腎症の重症化に歯止めを。

由利本荘・にかほ医療圏
多法人の多職種がICTツールを駆使し
糖尿病性腎症の重症化を予防。

中和医療圏
薬剤師を要としたチーム医療で
ニーズの高まるIBD診療を支える。
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─進化する医療制度─

薬剤耐性対策は世界的課題
日本もアクションプランを策定

　近年、「薬剤耐性菌を原因とする
感染症が増加している背景には、抗
微生物薬の不適正な使用があり、ヒ
ト・動物といった垣根を越えた世界
規模での取り組み（ワンヘルス・ア
プローチ）が必要である」との認識
が、広く共有されるようになりまし
た。この認識にもとづき、2015年ご
ろからAMR対策の世界的な取り組
みが始まっています。

　日本でも、2016年４月５日、政府
の『国際的に脅威となる感染症対策
関係閣僚会議』がアクションプラン
を決定しました。アクションプラン
は、①普及啓発・教育、②サーベイ
ランス・モニタリング、③感染予防
管理、④抗微生物薬適正使用、⑤研
究開発・創薬、⑥国際協力、を柱と
し、ヒトの医療だけでなく、動物、
食品、環境なども視野に入れて対策
を打ち出しているところが特徴です
（【資料１】）。
　さらにアクションプランでは、ヒ

ト及び動物における成果指標（数値
目標）も設定しています。そのうち
ヒトに関する成果指標は、８項目あ
ります（【資料２】）。
　また、取り組みの進捗状況を評価
するため、ヒト、動物、環境の統合
的なサーベイランスとして『薬剤耐
性ワンヘルス動向調査』の毎年の実
施を定めました。同調査では、デー
タにもとづき総合的な分析や評価を
行うとともに、耐性菌の拡散、耐性
遺伝子の水平伝播の把握などを図る
としています。

厚労省が進捗状況を報告
毎年動向調査も実施する

　厚労省は、2019年10月30日に開催
した小委員会で、アクションプラン
の進捗状況を報告しました。そのポ
イントは以下のとおりです。
 ● 薬剤耐性ワンヘルス動向調査の年
次報告書を2017年以来、毎年公表し
ている。『ワンヘルス動向調査年次
報告書2019』は、2019年11月下旬に
公表予定である（11月27日に公表）
 ● 2018年度診療報酬改定で、小児外
来診療における抗菌薬の適正使用を
推進するため、小児科外来診療料及
び小児かかりつけ診療料において小
児抗菌薬適正使用支援加算（80点）
を創設した。これは、診察の結果、
抗菌薬を使用しない旨を患者や家族
に文書などで説明することについて
評価するものである。また、必須で
はないが、アクションプランにおい
て位置づけられている『地域感染症
対策ネットワーク（仮称）』にかか
る活動への参加等が、施設基準に含
まれている
 ● 日本で使用される抗菌薬の約90％
は外来で処方される経口抗菌薬であ
るため、外来診療で活用できる『抗
微生物薬適正使用の手引き 第一版』

2



（以下、手引き第一版）の改訂に取
り組んでいる

特定の耐性菌の分離率は
ほとんど変わらないまま

　ヒトに関するアクションプランの
成果指標についての中間的評価、進
捗状況は次のとおりです（ワンヘル
ス動向調査報告書2019参照）。
（１）ヒト用抗菌薬の販売量にもと
づいた全抗菌薬の使用量（DID〈人
口1,000人当たりの１日使用量〉）は、
2018年においては13.31DIDとなり、
基準年である2013年（14.90DID）と
比較して10.6%減少している（【資料
３】）
（２）経口広域抗菌薬のDIDは、2013
年と比較して経口セファロスポリン

系薬、経口フルオロキノロン系薬、
経口マクロライド系薬それぞれにお
いて、18.4％、17.0％、18.0％減少し
ている。一方、静注抗菌薬について
は、2013年と比較して10％増加して
いる

（３）特定の耐性菌の分離率として
①肺炎球菌のペニシリン非感受性

率、②大腸菌のフルオロキノロン耐
性率、③黄色ブドウ球菌のメチシリ
ン耐性率、④緑膿菌のカルバペネム
耐性率、⑤大腸菌のカルバペネム耐
性率、⑥肺炎桿菌のカルバペネム耐
性率が、成果指標としてとり上げら
れている。たとえば、③については
2018年での分離率は47.5％だが、成

出典：厚生労働省「薬剤耐性（AMR）対策アクションプランの進捗について」第４回厚生科学審議会感染症部会薬剤耐性（AMR）に関する小委員会 資料１（2019年10月30日）（https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000561846.pdf）

出典：厚生労働省「薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン2016-2020」第２回厚生科学審議会感染症部会薬剤耐性（AMR）に関する小委員会 参考資料８（2017年３月６日）一部改編
（https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000156510.pdf）

【資料１】薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン2016-2020

【資料２】アクションプランでのヒトに関する成果指標

• 1.1  国民に対する薬剤耐性の知識・理解に関する普及啓発活動の推進
• 1.2  関連分野の専門職に対する薬剤耐性に関する教育、研修の推進

1.  普及啓発・教育

• 2.1  医療・介護分野における薬剤耐性に関する動向調査の強化
• 2.2  医療機関における抗微生物薬使用量の動向の把握
• 2.3  畜水産、獣医療等における動向調査・監視の強化
• 2.4  医療機関、検査機関、行政機関等における薬剤耐性に対する検査手法の標準化と検査機能の強化 
• 2.5  ヒト、動物、食品、環境等に関する統合的なワンヘルス動向調査の実施

2.  サーベイランス・モニタリング

• 3.1  医療、介護における感染予防・管理と地域連携の推進
• 3.2  畜水産、獣医療、食品加工・流通過程における感染予防・管理の推進
• 3.3  薬剤耐性感染症の集団発生への対応能力の強化

3.  感染予防管理

• 4.1  医療機関における抗微生物薬の適正使用の推進
• 4.2  畜水産、獣医療等における動物用抗菌性物質の慎重な使用の徹底

4.  抗微生物製剤適正使用

• 6.1  薬剤耐性に関する国際的な施策に係る日本の主導力の発揮
• 6.2  薬剤耐性に関するグローバル・アクション・プラン達成のための国際協力の展開

6.  国際協力

• 5.1  薬剤耐性の発生・伝播機序及び社会経済に与える影響を明らかにするための研究の推進
• 5.2  薬剤耐性に関する普及啓発・教育、感染予防・管理、抗微生物剤の適正使用に関する研究の推進
• 5.3  感染症に対する既存の予防・診断・治療法の最適化に資する研究開発の推進
• 5.4  新たな予防・診断・治療法等の開発に資する研究及び産学官連携の推進
• 5.5  薬剤耐性の研究及び薬剤耐性感染症に対する新たな予防・診断・治療法等の研究開発に関する国際共同研究の推進

5.  研究開発・創薬

1.  2020年の肺炎球菌のペニシリン耐性率を15%以下に低下させる。
2.  2020年の黄色ブドウ球菌のメチシリン耐性率を20%以下に低下させる。
3.  2020年の大腸菌のフルオロキノロン耐性率を25%以下に低下させる。
4.  2020年の緑膿菌のカルバペネム（イミペネム）耐性率を10%以下に低下させる。
5.  2020年の大腸菌及び肺炎桿菌のカルバペネム耐性率0.2%以下を維持する。
6.  2020年の人口千人あたりの一日抗菌薬使用量を2013年の水準の3分の2に減少させる。
7.  2020年の経口セファロスポリン系薬、フルオロキノロン系薬、マクロライド系薬の人口千人
あたりの一日使用量を2013年の水準から50%削減する。

8.  2020年の人口千人あたりの一日静注抗菌薬使用量を2013 年の水準から20%削減する。
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─進化する医療制度─

児の急性気道感染症、急性下痢症、
急性中耳炎などについての追記があ
ります。そして同省は、最終的な案
を提示した小委員会で「百日咳に関
して補足的な記述を入れる」などの
意見が出たことを踏まえて手引き第
二版を取りまとめ、2019年12月５日
に公表しました（【資料５】）。手引
き第一版の分量は45ページほどでし
たが、手引き第二版は約90ページと
倍のボリュームになっています。
　厚労省では、手引き第一版の要点
を８ページほどにまとめたダイジェ
スト版を用意していますが、手引き
第二版についてもダイジェスト版の
作成を検討しています。

経口抗菌薬減少の背景に
診療報酬のインセンティブ

　厚労省が小委員会で報告したよう
に、経口抗菌薬の使用量に減少傾向
が認められる点について、ワンヘル
ス動向調査年次報告書2019では、主
に国内の急性気道感染症に処方され
た抗菌薬の減少が寄与していると考
察しています。
　また、それらの報告を受けた小委
員会では、ヒトでの全抗菌薬の使用
量が減少するなど一定の成果が出て
いる背景や理由に関し、診療報酬に

よるインセンティブで抗菌薬の適正
使用を推進していること、それも含
めて行政のサポートがあることなど
が挙げられました。ある委員は「前
回（2018年度）の診療報酬改定で、
小児科において、小児抗菌薬適正使
用支援加算がついたのが効果があっ
た。今後は、耳鼻科などにも反映さ
せなければならないと思う」と発言
しています。

2020年度診療報酬改定では
小児向けの加算の対象拡大か

　AMR対策を進めるにあたっては
診療報酬上の評価も重要だと小委員
会において確認されたわけですが、
2020年度診療報酬改定に向けて、中
央社会保険医療協議会（以下、中医
協）では、どのような議論が進んで
いるのか見ておきましょう。
　2019年10月18日の中医協総会では
「外来におけるAMR対策」がとり上
げられました。厚労省保険局は、ア
クションプランの進捗状況とともに
関連の診療報酬について次の点を説
明しました。
 ● 2018年度診療報酬改定において新
設した小児抗菌薬適正使用支援加算
については、月200,000～350,000回
算定されており（2018年４月～2019
年３月）、月２回以上算定されてい
るレセプトが約５％存在していた
 ● 小児において内服抗菌薬が調剤さ
れたレセプト件数は、３歳未満がも
っとも多く、次いで３歳以上６歳未
満が多い
 ● 15歳未満の患者の外来受診頻度は
月１回程度受診する患者が31.4％、
月２回以上受診する患者が12.9％で
あった。また、小児かかりつけ診療
料を算定している患者では、定期的
（３ヵ月に１回程度）に通院してい
る患者は62.5％であった

果指標を達成するには2020年におい
て20％以下にしなければならない。
ところが、このような例も含め、①
～⑥全体で見ると、分離率は2013年
と比較して減少傾向にあるとは言え
ない（【資料４】）

より内容を充実させるべく
改訂した『手引き』を発行

　アクションプランの成果指標のひ
とつが2020年の抗菌薬のDIDを2013
年の水準の２／３に減少させること
である点を踏まえて、厚労省は2017
年６月、適正な感染症診療の普及を
進めるべく前述の手引き第一版を取
りまとめました。これは、「基礎疾
患のない成人と学童期以上の小児」
を対象として、不必要に抗菌薬が処
方されているケースが多いと考えら
れる急性気道感染症（感冒、急性鼻
副鼻腔炎、急性咽頭炎、急性気管支
炎）、急性下痢症に絞って、治療方 
法、適切な抗菌薬の使い方、患者に
対する説明の仕方などをまとめたも
のです。
　その後、厚労省では手引き第一版
の改訂（以下、手引き第二版）に取
り組みました。改訂により手引き第
二版には、「乳幼児編」として、生
後３ヵ月以上から学童期未満の乳幼

出典：厚生労働省「薬剤耐性（AMR）対策アクションプランの進捗について」第４回厚生科学審議会感染症部会薬剤耐性（AMR）に関する小委員会 資料１（2019年10月30日）（https://
www.mhlw.go.jp/content/10906000/000561846.pdf）

【資料３】ヒトに関するアクションプランの成果指標：抗菌薬使用量 （DID）

経口広域抗菌薬については、
・経口セファロスポリン系薬 18.4%減少
・経口フルオロキノロン系薬 17.0%減少
・経口マクロライド系薬 18.0%減少
静注抗菌薬については、 10.0%増加
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　このような抗菌薬の使用、算定状
況、受療頻度などを踏まえ、厚労省
保険局は、小児抗菌薬適正使用支援
加算について「対象年齢や算定頻度
等の算定要件を見直してはどうか」
と論点を提示しました。同加算は、
小児科外来診療料または小児かかり
つけ診療料を前提としており、原則
として３歳未満の乳幼児を対象とし
ています。その年齢を６歳未満くら
いまで拡大することについては、中
医協でほぼコンセンサスが得られて

いますが、具体的にどのような仕組
みで対象を拡大するかは、今後の議
論となりそうです。

国民と医療従事者に対して
教育啓発活動の展開を

　アクションプランの期限は、2020
年度です。その成果指標の目標値を
達成するためのさらなる対策につい
て、ワンヘルス動向調査年次報告書
2019では、次のような指摘をしてい

ます。
──フルオロキノロン使用量とフル
オロキノロン耐性大腸菌の頻度は相
関している報告がある。また、
MRSAと第３世代セファロスポリ
ン、フルオロキノロン、マクロライ
ドの使用量の関連も報告がある。よ
って抗菌薬の適正使用については、
抗微生物薬の手引きを用いて急性気
道感染症を中心に抗菌薬の適正使用
を推進し、第３世代セファロスポリ
ン、フルオロキノロン、マクロライ
ドの不必要な使用を削減していく必
要がある。また、地域毎の耐性菌情
報が整いつつあるため、処方抗菌薬
の種類についても、地域の状況を参
考にした選択が望まれる。さらに、
抗菌薬適正使用を進めるうえで、国
民および医療従事者に対して様々な
手法を用いた教育啓発活動を継続し
ていく必要がある──
　各々の医療機関には、これらの指
摘も踏まえ、まず、手引き第二版を
臨床において積極的に活用するとと
もに、施設内での教育あるいは研修
などで教材として用いることが期待
されます。

出典：厚生労働省「抗微生物薬適正使用の手引き 第二版（案）」第4回厚生科学審議会感染症部会薬剤耐性（AMR）に関する小委員会 資料４（2019年10月30日）一部改編（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000573655.pdf）

出典：厚生労働省「薬剤耐性（AMR）対策アクションプランの進捗について」第４回厚生科学審議会感染症部会薬剤耐性（AMR）に関する小委員会 資料１（2019年10月30日）（https://
www.mhlw.go.jp/content/10906000/000561846.pdf）

1. はじめに
　（1）策定の経緯
　（2）策定の目的
　（3）手引きの対象
　（4）想定する患者群
　（5）科学的根拠の採用方針
2. 総論
　（1）抗微生物薬適正使用とは
　（2）抗微生物薬使用の適応病態
　（3）抗微生物薬の不適正使用とは
　（4）その他
　　　（i）   手指衛生 （手洗い）     
　　　（ii）  ワクチン接種
　　　（iii）咳エチケット      　
　　　（iv）うがい

成人・学童期以降の小児編
3. 急性気道感染症
　（1）急性気道感染症とは
　（2）急性気道感染症の疫学
　（3）急性気道感染症の診断方法及び鑑別疾患
　（4）治療方法
　 　　（i）   感冒            （ii）  急性鼻副鼻腔炎
　　　 （iii）急性咽頭炎   （iv）急性気管支炎
　（5） 患者・家族への説明
4. 急性下痢症
　（1） 急性下痢症とは
　（2） 急性下痢症の疫学
　（3） 急性下痢症の診断方法及び鑑別疾患
　　　（i）  ウイルスに起因する急性下痢症
　　　（ii）細菌に起因する急性下痢症
　（4）治療方法
　（5）患者・家族への説明
5. 参考資料
　（1）抗微生物薬適正使用を皆さんに理解していた

だくために
　（2）抗菌薬の延期処方とは
　（3）急性気道感染症及び急性下痢症の診療に係る

チェックシート
6. 引用文献

乳幼児編
7. 小児における急性気道感染症の特徴と注意点
　（1）小児の急性気道感染症の特徴と分類
　（2）小児における年齢と感染症の関係
　（3）小児の急性気道感染症の鑑別
　（4）小児において気をつけるべき薬剤について
8. 小児の急性気道感染症各論
　（1）感冒・急性鼻副鼻腔炎
　（2）急性咽頭炎
　（3）クループ症候群
　（4）急性気管支炎
　（5）急性細気管支炎
9. 急性下痢症
10. 急性中耳炎
11. 引用文献

【資料５】『抗微生物薬適正使用の手引き 第二版（案）』の構成（目次）

【資料４】ヒトに関するアクションプランの成果指標：特定の耐性菌の分離率（％）

2013年 2015年 2017年 2018年 2020年 
（目標値）

肺炎球菌のペニシリン非感受性率、髄液検体 47.4 40.5 29.1 38.3 15%以下

肺炎球菌のペニシリン非感受性率、髄液検体以外 3.2 2.7 2.1 2.2

大腸菌のフルオロキノロン耐性率 35.5 38.0 40.1 40.9 25%以下

黄色ブドウ球菌のメチシリン耐性率 51.1 48.5 47.7 47.5 20%以下

緑膿菌のカルバペネム耐性率 （イミペネム） 17.1 18.8 16.9 16.2 10%以下

緑膿菌のカルバペネム耐性率 （メロペネム） 10.7 13.1 11.4 10.9 10%以下

大腸菌のカルバペネム耐性率 （イミペネム） 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2%以下 
（同水準）

大腸菌のカルバペネム耐性率 （メロペネム） 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2%以下 
（同水準）

肺炎桿菌のカルバペネム耐性率 （イミペネム） 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2%以下 
（同水準）

肺炎桿菌のカルバペネム耐性率 （メロペネム） 0.6 0.6 0.4 0.5 0.2%以下 
（同水準）
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カンファレンスでのグループダイナミクスに注意を

　医療現場では毎日、さまざまなカンファレ
ンスが開かれています。このようにカンファ
レンスを重視する背景には、出席者に「皆で
話し合えば良い結論が出るはずだ」との思い
があるわけですが、実は、集団で議論をして
も問題解決や意思決定が必ずしもうまくいか
ないという事例は、社会心理学の研究におい
て数多く報告されています。
　心理学者のクルト・レヴィンは、集団にお
いては、個人の行動や思考は集団から影響を
受け、また、集団に対しても影響を与えると
いう特性「グループダイナミクス」が存在す
ると指摘しました。そして、グループダイナ
ミクスが働く環境下では、集団での議論によ
って、議論をする前の個人の意見よりも先鋭
化した意見で決定がなされる「集団極性化」
が起きると言われています。つまり、カンフ

ァレンスにおいても、意見がひとつの方向へ
極端に傾き、偏った結論が出る可能性がある
のです。

　集団極性化については、興味深い研究があ
ります。マサチューセッツ工科大学の大学院
生だったジェームス・ストーナーが、「ある
選択肢の成功率が何％であれば挑戦するか」
という問いかけを、集団で議論する前後で同
じ個人を対象に行ったところ、議論後のほう
がよりリスクのある選択をしたという結果が
出たのです。このような現象を「リスキー・
シフト」（⇒STUDY①）と呼びます。
　A先生の患者の症例を検討したカンファレ
ンスでは、出席者たちの意見は「手術をすべ
き」へと一方的に傾きましたが、その場でも
リスキー・シフトが起きていたのかもしれま
せん。

第８回

角田 圭雄監修：愛知医科大学内科学講座肝胆膵内科学准教授（特任）

　あるがん患者の治療方針について、主治医を務
める若手外科医のA先生は、手術をすべきかどう

か迷っていました。そんな中、定例のカンファレ
ンスが開かれ、その患者の症例が議題にあげられ
たところ、診療部長は「リスクがあるかもしれな
いが、手術をすべきだろう」と発言し、ほかの参
加者も皆、診療部長の考えに同意を示しました。
A先生は、「多くの先生方が賛成したのだから手術
をするのが正解なのだろう」と思う一方、「本当に
カンファレンスでは、常に正しい結論が出るのだ
ろうか？」との疑問も抱いています。

メディカルエグゼクティブ

集団での議論の結論は正しいのか？

よりリスクの高い選択をする傾向
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　集団極性化が起きる原因には、❶責任の分
散、❷情報的影響、❸社会的比較の３つの理
論（⇒STUDY②）があるとされます。各々
の意味するところは、❶は多人数での決定に
よって個々の責任感が薄れること、❷は議論
で他者の意見を聞けるので、賛同を得られる
と自分の意見がより強まること、❸は他者よ
り先んじた意見を述べるのが望ましいと判断
されると、他者より極端な意見を主張しよう
とすること──です。「よくある話だ」とう
なずかれる読者の方も多いかもしれません。
　集団極性化防止には、まず前述の３つの理
論を把握し、グループダイナミクスに注意し
ながら議論を進める配慮が必要です。かつて
米国ゼネラルモーターズ社長を務めたアルフ
レッド・スローンは、会議で反対意見が出な

いときは、あえて結論を出すのを先送りした
そうです。このような方法は、カンファレン
スでの集団極性化を回避するのに有用でしょ
う。あるいは、カンファレンス後、あらため
て出席者に対して個別に真意を確認するのも
良い手立てかもしれません。

集団極性化を招く３つの理論の例リスキー・シフトとコーシャス・シフト

〈責任の分散〉
　カンファレンスで大勢の出席者がいると、
「その場にいたのは自分だけではない」、「皆で
決めたことだ」といった意識を持ちがちで、
責任の所在が分散された結果、個々の責任感
が薄まる（【資料】）。

〈情報的影響〉
　当初は自分の意見が正しいかどうか迷って
いたものの、集団に同じ意見を持つ者がいる
と、「自分の意見は間違いない」と確信してし
まう。

〈社会的比較〉
　学会などで、「目立つ意見を言わなければな
らない」といった感覚にとらわれ、自分の本
来の意見よりも先鋭的な発言をしてしまう。

〈リスキー・シフト〉
　集団極性化によって、よりリスクの高い選
択に偏る現象。たとえば、1902年に起きた八
甲田雪中行軍遭難事件では、天候を懸念して
行軍の中止を考える者も多くいたと言われる
が、最終的には議論で行軍を強行する結論が
出て、大量の遭難者を出す悲劇にいたった。

〈コーシャス・シフト〉
　リスキー・シフトとは逆に、集団極性化に
よって、より慎重な選択に偏る現象。たとえ 
ば、業績が伸び悩んでいる企業が現状を打開
しようと新製品の開発を議論したものの、「前
例がない」、「失敗したらどうするのか」など
と消極的な判断に陥り、機会を逃してしまっ
たりする。

　カンファレンス後、A先生は個別に再度、診療
部長に患者の治療方針について相談しました。す
ると、診療部長は、最初、「手術にはリスクがあ
るかもしれない」と懸念し、迷いながら発言して
いたものの、ほかの出席者から手術への賛同を得
て、「手術を行うのが間違いなく正しいのだ」と
確信してしまったと話してくれました。
　カンファレンスでリスキー・シフトが起きてい
たと知ったA先生は、あらためて冷静に考え直し、
患者とも相談したうえで、手術を見送ることを決
めました。

STUDY②STUDY①

RECOMMENDED BOOK

反対意見が出なければ結論を先送り

　８人の集団がひとつのことを行うと、それぞれの力の半分
も出ないという実験結果。「リンゲルマン効果」とも言われる。

・『八甲田山死の彷徨』　著：新田次郎／発行：新潮社

・『MBA的医療経営』　著：角田圭雄／発行：幻冬舎

【資料】責任の分散（綱引きの実験）

綱を引く人数 １人 ２人 ３人 ８人

発揮する力 100％ 93％ 85％ 49％
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チームによる腎臓リハビリテーションで
糖尿病性腎症の重症化に歯止めを。

　大阪市立総合医療センター糖尿病
内科では、精力的に取り組む施設が
まだ少ない腎臓リハビリテーション
（以下、腎臓リハビリ）を、いち早
く導入し、糖尿病性腎症の重症化に
歯止めをかけようとしている。

　一般的に、糖尿病治療においては
食事療法、運動療法、薬物療法が３
大療法とされているが、もともと同
科では、特に運動療法を重視してき
た。同科部長で糖尿病・内分泌セン
ター長も務める細井先生が、その背
景を語る。
「当院、初代総長の藤井暁先生は、
運動療法に関して、日本糖尿病学会

で最初に提唱するようなパイオニア
的な存在でした。以来、当科では、
系統立てた運動療法の考案に取り組
むなど、糖尿病治療に運動療法を先
駆的にとり入れてきた歴史があり、
現在でも積極的に展開しています」
（細井先生）
　ただ、近年では、新たな血糖降下
薬が続々と登場しており、糖尿病治

Point of View

左から細井先生、丈六氏、倉岡氏

1取材日：2019年10月８日

Practice of Network
Network

大阪市立総合医療センター
糖尿病・内分泌センター長／糖尿病内科部長

細井 雅之先生

大阪市立総合医療センター
栄養部管理栄養士

丈六 勝利氏

大阪市立総合医療センター
看護部看護師

倉岡 賢治氏

運動療法の先駆的存在
有志による運動イベントも

8

Chronic Kidney
Disease

Diabetes Mel l i tus

大阪市医療圏

 糖尿病治療において運動療法を重視してきた施設の歴史を受け継ぎ、患者向け運動イベントなどを開催
 多職種による糖尿病透析予防外来（医師による運動指導、看護師による患者教育や支援、管理栄養士に
よる食事指導）を展開
 病診連携がスムーズに行われるよう５つの基幹病院と地域の医療機関が協働し、『DM net ONE』と称す
る糖尿病地域連携パスを導入する



療における運動療法の占める地位は
低下しているのではないかと思いき
や、細井先生は「むしろ、その逆で
す」と話す。
「患者さんの高齢化が急激に進行す
る中、血糖値を下げるのはもちろん
フレイルやサルコペニアの予防にも
つながる運動療法の必要性は、増す
ばかりなのです」（細井先生）
　運動療法は、継続へのモチベーシ
ョンを持ちやすいメリットもある。
「糖尿病治療を継続するうえで難し
いのは、たとえ血糖値が改善しても
患者さん自身がそれを実感できず、
治療へのモチベーションを維持しに
くいことです。
　その点、運動療法では、筋肉量が
増えたり、以前よりも運動ができる
ようになるといった“目に見える”
成果が出るので、前向きに取り組ん
でいただけます」（細井先生）
　細井先生は、より運動療法の継続
を促そうと、2016年から新しい取り
組みも始めたと言う。
「入院中は懸命に運動療法を行って

くれていた患者さんが、退院後は運
動から遠ざかってしまうケースが、
多々見られました。
　そこで、退院して外来に移行して
からも運動を継続してもらうべく、
毎月１回、当院の医師、看護師、管
理栄養士、理学療法士、薬剤師など
がボランティアで集まって、患者さ
んが楽しく運動できるイベントを開
催しています。このイベントを主催
する会を『脂肪を燃やす⇒身体を燃
やす』から『も
えみの会』（【資
料１、２】）と
名づけました」
（細井先生）
　ひとりでは辛
くて苦しい運動
も、仲間がいれ
ば続けられる。
入院を経験した
患者に限らず、
大勢の患者が集
い、楽しみなが
ら体を動かして
いる。

多職種によるチームで
提供される腎臓リハビリ

　冒頭で触れたように、運動療法で
長い歴史を持つ同科が、糖尿病性腎
症重症化予防のために、他の施設に
先駆けてとり入れたのが腎臓リハビ
リ。そもそも腎臓リハビリとは、ど
のようなものなのか。導入をけん引
した細井先生に尋ねた。
「『リハビリテーション』と聞くと理
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出典：細井先生提供資料

出典：編集部撮影

糖尿病・内分泌センターのメンバー

『もえみの会』のイベント案内
【資料１】

出典：細井先生提供資料

『もえみの会』で行ったラジオ体操
【資料２】

Diabetes Mel l i t usChron ic K idney
Disease
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学療法士などが行う運動指導をイメ
ージされるかもしれませんが、それ
だけではありません。腎臓リハビリ
は、腎機能の悪化による身体的影響
や精神的影響を軽減し、生命予後や
心理社会的な状況を改善するために
行う多面的なリハビリテーションで
す」（細井先生）
　「多面的」ゆえに、多職種による
チームで提供される。
「運動療法のほか看護師による患者
教育や支援、管理栄養士による食事
指導、薬剤師による服薬指導など、
いろいろな療養指導を組み合わせ、
チームで提供します」（細井先生）
　2018年には日本腎臓リハビリテー
ション学会が『腎臓リハビリテーシ
ョン指導士』の認定資格を創設した
が、細井先生の言葉を裏づけるよう
に、理学療法士だけでなく、医師、
看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床
心理士など、さまざまな職種が取得
できる資格となっている。

患者の利益ありきで
どこよりも早い導入にいたる

　それにしても、当初、診療報酬の
保険点数のついていなかった腎臓リ
ハビリを導入するにあたって、躊躇
はなかったのだろうか。
「我々が手がけ始めた当時、透析予
防に資する指導をした場合に算定で
きる糖尿病透析予防指導管理料は、
専任の医師、あるいはその医師の指
示を受けた専任の看護師及び管理栄
養士（透析予防診療チーム）が療養
指導をした場合に認められるもので
したが、当院では他に先駆け運動療
法も実施するとともに、腎臓リハビ
リも行い透析予防に努めました。す
べては、患者さんのためです。治療
は、保険点数ありきではなく、患者
さんの利益ありきで行うべきでしょ

う」（細井先生）
　やがて、時代が同科に追いつく。
「2016年度診療報酬改定において、
糖尿病透析予防指導管理料の運動療
法の提供に対し、腎不全期患者指導
加算が認められたのです。その後、
2018年度改定では、この加算の適用
患者が広がって、高度腎機能障害患
者指導加算と名称が変更になりまし
た」（細井先生）

レジスタンス運動で筋力アップ
運動指導中に栄養指導も実施

　多職種によるチームで提供される
腎臓リハビリ。チームのメンバーた
ちは、それぞれ具体的にどのような
活動をしているのか。
　患者ともっとも長く接する立場に
いる看護師の倉岡氏は、患者教育の
一環として日常的にできる運動のア
ドバイスに力を入れる。
「筋肉に負荷をかける動作を繰り返
す、いわゆる筋肉トレーニングのひ
とつである『レジスタンス運動』を
おすすめしています。『筋トレ』と
言っても、たとえば、椅子に座って

足を動かす、ゴム製のチューブを手
で引っ張るなど、テレビを見ながら
でもできる手軽な運動です。
　患者さんには高齢者が目立ち、ラ
ンニングやウォーキングといった運
動は、腰痛や膝痛でできない場合も
多いので、室内でも可能なレジスタ
ンス運動を中心に据えて指導をして
います」（倉岡氏）
　栄養指導の方法について語るのは
管理栄養士の丈六氏。
「最近、広がりを見せているのが、 
『栄養リハビリテーション』と呼ば
れる、適切な栄養摂取があって初め
て積極的なリハビリテーションに効
果があるといった考え方にのっとっ
た栄養指導のあり方です。
　我々は、こうした考え方にもとづ
いて、栄養指導を単独ではなく、看
護師とともに行います。患者さんが
看護師に運動の指導を受けている最
中からそばにいて、看護師といっし
ょに患者さんの状態を確認したあと
に、食事や生活習慣について指導を
します。たとえば、『食事ではカロ
リーの制限ばかりに意識がいきがち
です。しかし、レジスタンス運動に

出典：細井先生提供資料

『DM net ONE』の仕組みと患者の紹介基準
【資料３】

かかりつけ医

● 大阪市立総合医療センター
● 済生会野江病院
● 関西医大総合医療センター
● すみれ病院
● 城東中央病院

初診：紹介（ファクス、地域医療連絡室）
入院依頼、ABI、頸動脈エコー依頼

再診：定期検査、指導、処方依頼 
原則　６、12ヵ月

腎症重症化予防のために基幹病院へ紹介する指針
（2018年２月の日本医師会の紹介基準を簡潔にしました）

以下のいずれかに当てはまる糖尿病患者：（尿定性検査 必須）

①尿蛋白　±以上（繰り返す）または尿アルブミン30mg／gCre以上（繰り返す）
②尿蛋白と血尿がともに＋１以上
③eGFR45mL／min／1.73m2以下
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よって筋肉をつけて基礎代謝量を上
げるためには、その方の腎機能にも
よりますが、タンパク質を十分にと
る必要がありますよ』といったお話
をします」（丈六氏）

糖尿病地域連携パスを作成し
わかりやすい紹介基準も設定

　同科の腎臓リハビリの機能を存分
に発揮するには、糖尿病が悪化する
前に、糖尿病性腎症が重症化する前
に、かかりつけ医から患者を速やか
に紹介してもらうことが必須だ。こ
の点においては、地域での病診連携
が大きく寄与している。
「当院の所在する大阪市北東部では
当院を含む５つの基幹病院と地域の
医療機関が協働し、『DM net ONE』
（【資料３】）と称する糖尿病地域連
携パスを導入しています。
　ただ、せっかく糖尿病地域連携パ
スが存在していても、かかりつけの
先生方が我々に患者さんを紹介する
タイミングに迷われるようですと、
連携がスムーズにいきません。そこ
で2018年、かかりつけの先生方から
のご要望を受けてDM net ONEにか
かわる医療機関で話し合い、非常に
わかりやすい紹介基準（【資料３】）
を定めました」（細井先生）
　同時に同科は、『糖尿病透析予防
外来』を開設したというから、細井
先生のフットワークの良さには驚く
ばかり。
「かかりつけの先生方が、糖尿病性
腎症が疑われる患者さんを、より紹
介しやすくするためにつくった外来
です」（細井先生）
　同科では、糖尿病性腎症の重症化
予防が、かかりつけ医のみならず患
者にとっても身近になるよう工夫を
怠らない。それを象徴するひとつが
患者に配布している手づくり感が満

載の『運動手帳』（【資料４】）（上野
宏樹先生〈現・淀井病院副院長〉作
成）だろう。
「毎日の運動の有無や歩数、血圧、
脈拍、体重などを記録する冊子なの
ですが、表紙をめくった最初のペー
ジに、細井先生の顔写真と『魔の三
時　おやつ時こそ　運動を』といっ
た“標語”が印刷されています。患
者さんからは、『運動をしたくない
と思ったときに見ると、やる気にな
ります』と好評です」（倉岡氏）

腎臓リハビリの成果を
広く発信して普及を図る

　糖尿病治療と糖尿病性腎症重症化
予防に向け、一歩先行く施策を繰り
出してきたチームの皆さんに、今思
うところを話してもらった。
「多くの患者さんは食事療法に高い
ハードルを感じているせいか、『食
事を変えてみたい」との言葉を聞け
る機会はどちらかというと少ないと
感じています。管理栄養士が、どの
ように介入していけば食事療法を気
軽にとり入れてもらえるのかを常に
模索しています」（丈六氏）
「糖尿病透析予防外来では現在、毎

月50～80名ほどの患者さんを受け入
れているのですが、現状では療養指
導をするだけで精一杯で十分な評価
をするまでにはいたっていません。
看護師や管理栄養士の療養指導を受
けて患者さんの考え方がどう変わっ
たか、どのような行動変容が起きた
かなどを調べて、療養指導の“質”
の評価をしていかねばと思っていま
す」（倉岡氏）
「今、2016年度に運動療法の腎不全
期患者指導加算が認められて以降の
アウトカムを取りまとめています。
腎臓リハビリの効果がどれほどあっ
たのかを、しっかりと社会に向けて
発表していくつもりです。もちろん
その先にめざすのは腎臓リハビリの
普及です」（細井先生）
　効果のエビデンスが細井先生たち
によって発信され、腎臓リハビリが
国策である糖尿病性腎症重症化予防
に大いに貢献する日は、そう遠くは
ないだろう。

出典：細井先生提供資料

大阪市立総合医療センター
〒534-0021
大阪府大阪市都島区都島本通２-13-22
TEL：06-6929-1221

オリジナルの『運動手帳』
【資料４】

Diabetes Mel l i t usChron ic K idney
Disease
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多法人の多職種がICTツールを駆使し
糖尿病性腎症の重症化を予防。

　由利本荘・にかほ医療圏では、由
利組合総合病院の糖尿病代謝内科科
長の谷合先生のもと、訪問看護師、

薬剤師、管理栄養士など多法人の多
職種が集う『在宅医療チーム』（以 
下、チーム）や行政の保健師などが
活躍し、糖尿病性腎症の重症化予防
で成果をあげている（【資料１】）。
「糖尿病性腎症が進行している患者

さんに対しては、病院で専門の看護
師や管理栄養士、薬剤師が療養指導
をしますが、改善の兆しがないとき
には各々の生活の実状に合わせた療
養指導をしてもらうため、チームに
介入を依頼します」（谷合先生）

Point of View

左から谷合先生、長谷川氏、宮本先生、水谷氏、小野氏、村上氏、松賀氏

2取材日：2019年12月５日

Practice of Network

JA秋田厚生連由利組合総合病院
糖尿病代謝内科

科長

谷合 久憲先生

SOMPOケア株式会社
SOMPOケア由利本荘　居宅介護支援

主任介護支援専門員

水谷 安男氏

由利本荘市健康管理課
管理栄養士

村上 真由美氏

由利本荘市市民課
保健師

長谷川 良子氏

由利本荘市健康管理課
管理栄養士

小野 広子氏

日本調剤株式会社
本荘薬局
管理薬剤師

宮本 潔先生

池田ライフサポート＆システム株式会社
「わかば」訪問看護ステーション

訪問看護師

松賀 孝子氏

在宅医療チームと行政が
問題を抱える患者に介入

Diabetes Mel l i tus
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由利本荘・
にかほ医療圏

 『在宅医療チーム』が介入して糖尿病性腎症の療養生活に改善が見られない患者には、行政の保健師に
介入を要請
 家族や金銭面での問題など、患者が抱えている療養阻害因子を解消して重症化を予防
 多法人の多職種が情報を共有して連携するために、ICTツールとして医療介護連携SNSアプリを活用



　しかし、それでも改善しないケー
スでは、行政に保健師の介入を要請
すると言う。
「チームの介入で効果が出ない多く
の方においては、家族や金銭面での
問題など複雑な社会的問題を抱えて
いる場合が少なくありません（【資
料２】）。そうした患者さんに対して
は、行政に保健師の介入を要請し、
患者さんが療養に努められる環境を
整えてもらう、つまり、患者さんの
療養阻害因子を解消してもらうこと
により、腎症重症化予防で一定の成
果が出ています」（谷合先生）

多法人の多職種の連携を
可能にしたICTツールの活用

　必ずしも顔を会わせたことがない
医師や、看護師、薬剤師、管理栄養
士、ケアマネジャー、保健師などの
多法人の多職種が、連携しながら患
者の療養に介入できる最大の要因は
ICTツールの活用だ。患者の同意の
もと、医療介護連携SNSアプリによ
り、在宅患者の検査値や病状、家庭
の事情なども共有する。
　チームの一員として活動している
SOMPOケア由利本荘の主任介護支
援専門員（主任ケアマネジャー）の
水谷氏が、医療介護連携SNSアプリ
のメリットについて語ってくれた。
「在宅の場合、基本的にそれぞれの
職種は単独で患者さんを訪問します
ので、接点はなく、必要に応じて個

別に連絡をとるだけでした。
　ところが、SNSアプリを利用すれ
ば、各職種が得た情報を共有できる
だけでなく、アプリ上で意見を求め
たり、チームで疑似的なカンファレ
ンスの開催も可能です」（水谷氏）

成功例：ケース１
障害のある息子の就労で改善

　さて、ここからは、実際にチーム
や行政が介入したことで、糖尿病性
腎症の悪化予防に成功した患者の事
例を紹介していただこう。
　トップバッターは、谷合先生。
「当院へ紹介されてきた患者Aさん
は50代女性。腎症４期で、すぐに透
析になってもおかしくない病状でし
た。２人の息子との３人暮らしで長
男は仕事を始めたばかり、次男は精
神疾患があり就労していませんでし
た。複雑な問題を抱えているようで
したので、チームと同時に行政にも
介入を要請しました」（谷合先生）
　管理栄養士の村上氏は、栄養指導
を担当した。
「食事に関しては、長男が食材の買
い物をし、精神障害のある次男が調
理を担当していました。次男とコミ
ュニケーションをとるうち、食事を
１日３回食べていないと判明したた
め、そこをメインに食事指導をスタ
ート。しばらくすると栄養バランス
には若干の偏りがあるものの、１日
３食の食事をとるように変化しまし

た」（村上氏）
　行政の保健師によるAさんへの対
応について説明するのは、由利本荘
市市民課の長谷川氏である。
「担当者が訪問してみると、Aさん
は障害のある子どもを持つ親として
苦しみ、それもあって療養にも消極
的だとわかったそうです。このケー
スでの保健師の役割は、治療を阻害
している家族の問題をできるだけ取
り除くこと。早速、次男の就労を目
標に活動を始め、中断していた精神
科への通院を再開いただき、さらに
就労支援を受けて仕事に通えるよう
手配をしました」（長谷川氏）
　訪問看護師の松賀氏は、保健師の
介入によりAさんの様子が激変した
のに驚いたと話す。
「下肢筋力が低下していて、最初は
寝たきりに近い状態でしたが、次男
の就労を機に自立心が生じたのか、
台所に立ったり、洗濯物を干したり
するようになりました」（松賀氏）
「Aさんへの介入から１年２ヵ月が
経過しましたが、今も透析導入を免
れています。透析導入にいたってい
ないので長男は母親の通院の送迎の
ために介護離職せずにすみ、次男は
就労がかないました」（谷合先生）

成功例：ケース２
支援を進めながら問題を把握

　次に成功例を紹介するのは、水谷
氏だ。

「患者Bさんは60代女性。腎
症３期で、糖尿病網膜症の
ため視力が弱く、自宅以外
では見守りが必要な状況。
夫と息子の３人家族で、日
中はひとりですごしていま
した。
　チームの介入により眼科
手術を受け、体調が安定し

Diabetes Mel l i t us
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てきたところで、税金の滞納、入院
費の未払いなど経済的問題が次々に
顕在化。金銭的な理由で治療をドロ
ップアウトした過去も明らかになり
ました」（水谷氏）
　Bさんのケースでは、複数の管理
栄養士がかかわったが、管理栄養士
の小野氏はそのひとり。
「Bさんには、保険薬局の管理栄養
士の方がすでに介入していたので、
行政の管理栄養士としてどうかかわ
っていけばいいのか少し不安はあり
ましたが、できるだけ患者さんの話
を傾聴し、心配に思う点を緩和する
との観点からアプローチするように
しました」（小野氏）
　長谷川氏は、この傾聴の姿勢が、
いかに大切かを語る。
「支援が進む中で、経済的問題が明

らかになっていったのは、多法人の
多職種が傾聴に徹したからです。問
題が見えなければ解決もできません
ので大きな成果と言えるでしょう」
（長谷川氏）
　後に、金銭的に苦しい原因は息子
の遊興費によるものだとも判明。保
健師のアドバイスで税金の滞納分を
軽減できないか息子が行政窓口に相
談に行くなど一歩前進したかに見え
たが、夫ががんで入院し、翌月に死
去。収入の減少や悲しみにより、体
調に変化があったという。
「今後も患者さんの抱える問題を明
らかにして、ひとつずつ解決してい
くスタンスを変えず、多法人の多職
種で連携しながら医療的側面と社会
的側面の両面から患者さんを支援し
ていきます」（水谷氏）

　薬局薬剤師の宮本先生が、３例目
を紹介する。
「患者Cさんは70代男性でひとり暮
らし。腎症４期でしたが、インスリ
ン自己注射を打ちたくないと使用を
拒否したためGLP-1受容体作動薬の
週１回の自己注射に変更して退院。
谷合先生から訪問薬剤管理指導の依
頼がありました。
　退院直後は問題なく使用されてい
たので安心していましたが、後に残
薬が見つかって使用していないこと
が発覚。そこから、自己注射しても
らうための根くらべが始まり、使っ
てもらえるようになるまで毎日訪問
しました」（宮本先生）

出典：谷合先生提供資料

【資料１】

由利本荘・にかほ医療圏における『在宅医療チーム』の相関図

成功例：ケース３
薬局薬剤師の介入で透析を遅延
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介入依頼 退院
入院 入院

ICT

NPO
連携会議
多職種
多法人

医科・歯科
診療所
訪問診療

〈在宅医療〉

ショートステイ
摂食嚥下
認定看護師
〈施設〉

訪問看護

訪問リハビリ

特養
口腔ケア
看取り

ポリファーマシー

訪問薬剤

栄養士
歯科衛生士

秋田県糖尿病療養指導士15名

社会的問題
（経済的・アルコール依存・虐待・障がい）

〈糖尿病代謝内科〉DMST（糖尿病サポートチーム）看護師・薬剤師・栄養士

認定看護師：緩和ケア・摂食嚥下障害・認知症・皮膚排泄ケア

由利本荘市・にかほ市（保健師・栄養士・その他）

透析予防 在宅医療 摂食・嚥下障害 フレイル・
サルコペニア無症候性冠動脈狭窄

網膜症

眼科

虚血性心疾患

循環器科

がん

外科

頸動脈狭窄

脳神経外科

PAD

心臓外科



　現在は、月１回の訪問薬剤管理指
導で継続使用をするまでになった。
「実はCさんは、他人を家に入れた
くない方でしたので、当初、しばら
くは玄関先で指導をしていました」
（宮本先生）
　訪問薬剤管理指導を受け入れても
らうには、いろいろな苦労や工夫が
あったが、注射を継続した結果、透
析導入が遅延できている。
「Cさんの場合、透析導入を少なく
とも１年半以上遅延できていると思
います。以降は、行政の保健師の方
にも介入してもらい、フォローをお
願いする予定です」（谷合先生）
　成功例を聞いて、ICTツールを駆
使して多法人の多職種が連携すれば
個々の患者の見えづらい生活にまで
配慮した、きわめて効果的で効率的
な重症化予防をサポートできる可能
性が高いのだと痛感させられた。

限りあるマンパワーを有効に
活用する仕組みづくりを

　数々の成功例に手応えを感じなが
ら、皆さんは何を思っているのか。
「チームの活動や行政の支援にたど
りつけない人をどうするかという問
題について、自分は管理栄養士とし
て何ができるかを思案しているとこ
ろです」（村上氏）
「管理栄養士が、今後、考えなけれ

ばならないのは、増加する後期高齢
者の口腔の状態についてです。食べ
物をうまく咀嚼して飲み込めるかど
うかは栄養状態に直結しますから、
歯科医との連携も必要になってくる
でしょう」（小野氏）
「チームに参加している経験を生か
し、訪問看護ステーション内だけで
なく、さまざまな専門職が集まる場
にも積極的に出席して、意見を述べ
ていきたいですね」（松賀氏）
「由利本荘市の一部の医療機関では
腎症３期以上の患者さんのお薬手帳
にCKDシールを貼付し、注意を促
す取り組みを実施しています。用量
調整が必要な薬剤が適切に使用され
るようチェックを徹底し、腎機能の
悪化抑制に貢献したいと思います」
（宮本先生）
「これまでは介護のコーディネート
しかしていませんでしたが、今後は
介護サービスを利用される方の中で
服薬に問題がありそうな人は薬剤師
に、食生活に問題がありそうな人は
管理栄養士に、経済的問題がありそ
うな人は行政関係者につなぐといっ
た、窓口としての役割も果たしてい
きます」（水谷氏）
「確かに行政の支援にたどりつける
人は少数かもしれませんが、目の前
で困っている少数の市民を助けられ
なくては、すべての市民を幸福には
できません。困っている人を丁寧に
支援していくことで何かが変わり、
次のステップにつながると信じて、
今はできることをひとつずつ積み上
げていくしかないと思っています」
（長谷川氏）
　最後に谷合先生が、今後の展望を
語ってくれた。
「糖尿病の患者さんが増える中、マ
ンパワーには限界がありますので、
これからは、最大の効果があるとこ
ろにマンパワーを集中させる選択と

集中が必要になってきます。本当に
介入しなければならない人に、集中
して介入する仕組みを早急に構築し
ていくつもりです」（谷合先生）
　谷合先生のもと、ICTツールを活
用したチームや行政の保健師などの
糖尿病性腎症重症化予防の取り組み
は、他の地域でも実践可能な介入モ
デルとして要注目だ。

JA秋田厚生連
由利組合総合病院

〒015-8511
秋田県由利本荘市川口字家後38
TEL：0184-27-1200

SOMPOケア株式会社
SOMPOケア由利本荘

〒015-0872
秋田県由利本荘市瓦谷地28-１
TEL：0184-28-0673

池田ライフサポート＆システム株式会社
「わかば」訪問看護ステーション
〒015-0011
秋田県由利本荘市石脇字下タ畑193-１
TEL：0184-74-6535

日本調剤株式会社
本荘薬局

〒015-0834
秋田県由利本荘市岩渕下98-２
TEL：0184-28-1212

由利本荘市市民課
〒015-8501
秋田県由利本荘市尾崎17
TEL：0184-24-6251

由利本荘市健康管理課
〒015-0872
秋田県由利本荘市瓦谷地１
TEL：0184-22-1834

出典：長谷川氏提供資料

・経済的問題
・飲酒や喫煙による問題
・本人や家族の障がい
・家族からの虐待
・その他家族関係

多くの患者が治療阻害因子を抱えている

糖尿病性腎症重症化の背景
【資料２】
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薬剤師を要としたチーム医療で
ニーズの高まるIBD診療を支える。

　奈良県大和高田市の土庫病院は、
中規模病院でありながら、古くより
『大腸肛門病センター』（以下、セン
ター）を擁しており、炎症性腸疾患
（IBD）診療の歴史も長い。近畿圏
でも特色ある医療機関のひとつとし
て知られる。

　センターが開設された経緯を、セ
ンター長の吉川先生にうかがった。
「当院にセンターが開設されたのは
1988年。前センター長だった稲次直
樹先生の当院への赴任がきっかけで
した。
　稲次先生は、この中南和地域でも
っとも不足している医療分野を分析
しつつ、患者動向から、大腸がん、
IBDの患者さんが増加すると予想さ

れました。そこで、大腸がん、肛門
疾患、人工肛門、IBDの４つをター
ゲットとし、それらをきちんと診療
できる病院をめざしてセンターが開
設されたのです」（吉川先生）
　30年余り前のセンター開設当時、
IBDは現在よりはるかに希少な疾患
であったが、センターは先駆的に取
り組んできたため、県下のIBD診療
においては大学病院と患者を二分す

Point of View

左から吉川先生、横尾先生、仁尾先生、佐田先生

3取材日：2019年12月16～17日

Practice of Network

社会医療法人健生会土庫病院
副院長／大腸肛門病センター長／外科

吉川 周作先生

社会医療法人健生会土庫病院
薬剤科長

仁尾 多江先生

社会医療法人健生会土庫病院
大腸肛門病センター／外科

横尾 貴史先生

社会医療法人健生会土庫病院
薬剤師

佐田 憲彦先生

『大腸肛門病センター』で
30年余り前からIBD診療を

Inf lammator y Bowel
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中和医療圏

 大腸がん、肛門疾患、人工肛門、IBDの４分野をターゲットとし、『大腸肛門病センター』を開設
 増加するIBD患者に、薬剤師をひとつの要としたチームで対応
 薬剤師、看護師など他のメディカルスタッフへの指導や、患者への対応など、医師に近い役割も分担する
ことで円滑なチーム医療を実現



るほどの実績を残してきた。
「現在、IBDの患者さんは県内にと
どまらず、治療の難しい患者さんが
大阪など周辺地域からも通院されて
います。
　患者数についても増加傾向にある
とともに（【資料１】）、特に重症の
方が紹介されてくる特徴があり、セ
ンターが地域で果たす役割がますま

す大きくなっていると実感します」
（吉川先生）

若年で発症するケースが多く
チームでの対応が必須

　センターでIBDを担当する横尾先
生は、IBD診療にチーム医療が必要
とされる理由には、IBD患者ならで

はの事情がある
と言う。
「IBDは若年で
発症するケース
が多いため、治
療中に患者さん
は進学、就職、
結婚など次々に
ライフイベント

を経験すること
になります。そ
うしたライフイ

ベントや、それ
らにともなう環
境の変化に対応
し、患者さんを
総合的に診てい

くのは、医師だけではとても困難。
看護師や薬剤師、医療ソーシャルワ
ーカーなど、チームのメンバーの存
在が欠かせません（【資料２】）。
　患者さんの社会的背景を看護師に
聞き出してもらったり、仕事をする
うえでの問題やカミングアウトでき
ない問題を医療ソーシャルワーカー
に対応してもらったりしています」
（横尾先生）

種々の生物学的製剤の普及で
薬剤師の果たす役割が拡大

　こういったIBDのチーム医療の中
で、近年、仕事の領域が拡大し、存
在の重要性が増しているのが、薬剤
師だ。
「ここ数年、さまざまな生物学的製
剤が急速に普及し、使用量も増えて
きましたので（【資料３】）、一つひ
とつの薬剤に関して、薬剤師と知識
を共有しながら対応していかなけれ
ばならなくなっています。
　特にクローン病の場合は、肛門病
変のある患者さんが多く、生物学的
製剤の使用率が高くなるので、薬剤
師の協力が必須です」（横尾先生）
　種々の生物学的製剤の普及により
IBD診療では、薬剤師はチーム医療
になくてはならない存在になってい
るのだ。
　薬剤科長の仁尾先生と、薬剤師と
してIBD患者を数多く担当してきた
佐田先生が語る。
「医師がどのような治療をしたいの
か、医師のやりたい治療を把握し、
滞りなく薬物治療を行えるようにす
ることが薬剤師の仕事の基本です。
　ただ、今、IBDには次々と新しい
治療法が導入されているので、それ
らに使用する薬剤について情報を収
集し、学んでいくことも重要な仕事
のひとつ。医師からのニーズに答え

土庫病院におけるIBD患者数

IBD治療のチーム医療の現状

出典：吉川先生提供資料

出典：横尾先生提供資料

【資料１】

【資料２】
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られるように万全を期しています」
（仁尾先生）
「最近は、生物学的製剤のデバイス
もいろいろ。従来は点滴のみでした
が、今は皮下注射のシリンジもあっ
て、自己注射などの打ち方も変わっ
てきているので、患者さんへの服薬
指導はもちろん（【資料４】）、看護
師に打つ量やタイミングなどを指導
する機会も増えました。
　看護師から、下痢や出血がひどい
など患者さんの現状を聞き、対応の
注意点を伝えることも多くなってい
ます」（佐田先生）

薬剤師が医師に近い役割を
担いチーム医療をけん引

　横尾先生は、佐田先生が前述した
ような看護師への指導や、患者への
対応など、薬剤師が医師に近い役割
を分担することで、チーム医療が円
滑に進んでいると話す。
「化学療法室のそばに薬剤科があり
物理的に薬剤師が患者さんの近くに
いるからでもありますが、患者さん
から質問があったり、生物学的製剤
の点滴中に副作用が起こった場合な
ども、薬剤師がいち早く察知し、対

応してくれています。さらに、処方
の抜けやミスなどのチェックだけで
なく、看護師などメディカルスタッ
フの教育も含めて、医師をフォロー
してもらっています。
　多忙な医師に代わって薬剤師がチ
ームをリードしてくれているおかげ

で、メンバーの動きに無駄がなくな
っています」（横尾先生）
　吉川先生も、同様の意見だ。
「センターでは、外来患者も入院患
者も、生物学的製剤の投与は化学療
法室で行い、薬剤師がそれら生物学
的製剤の溶解や管理を担当していま
す。さらには、患者さんに副作用が
出た場合の対応など、従来なら医師
が気を配るしかなかったところも、
薬剤師がカバーしてくれています。
　医師と薬剤師との間で、一種のワ
ークシェアリングが行われていると
言えるかもしれません」（吉川先生）

患者との信頼関係を築いて
薬物療法の不安を払拭

　IBDでは、薬剤師による患者への
説明が薬物療法の効果を左右するケ
ースさえある。そこで薬剤師は、患
者に薬剤の効能や副作用に関する理

解を促し、不安を解消するために、
それぞれの患者に寄り添った対応を
心がける。
「たとえば、『生物学的製剤の自己注
射をしてください』と患者さんに説
明したとき、自分自身で注射の針を
刺すことを怖がる患者さんが多くい
ます。
　なかなか恐怖心を拭えず、薬剤師
が苦労するところですが、時間をか
け、患者さんの性格などに合わせて
丁寧に説明すれば、たいていは受け
入れていただけます」（佐田先生）
　患者が心を開き、ためらいなく質
問できるような信頼関係を築く工夫
も怠らない。
「入院している患者さんに対しては
薬の説明も一度で終わらせるのでは
なく、なるべく時間をとって何度も
ベッドサイドへ足を運ぶようにして
います。一度説明するだけでは、薬
剤や薬剤の副作用について一通り伝
えるだけで、一方通行で終わってし
まいます。
　何度か通っていろいろな話をする

土庫病院における生物学的製剤の使用量

出典：佐田先生提供資料

【資料３】

薬剤師による服薬指導

出典：編集部撮影

【資料４】
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うちに、患者さんが私たちを信用し
て心を開き、『この薬を服用しても、
今までどおりの運動や食事をしてい
いのか』など、徐々に日常生活に関
する疑問についても質問してくれる
ようになります」（佐田先生）
　IBD診療において、薬剤師による
服薬管理が大切なのは、言うまでも
ない。
「IBDの患者さんは病状が良いとき
と悪いときの波があります。良いと
きに服薬を中断し、悪化を繰り返す
と、がん化のリスクも高まります。
中断は厳禁なのですが、調子が良い
とつい患者さんは、服薬を忘れてし
まいます。そこで、調子が良いとき
こそ、中断せずに服薬を続けること
の重要性を薬剤師は服薬指導しなけ
ればなりません。
　院内の薬剤師は当然ながら、外来
患者のために、保険薬局の薬剤師に
も服薬管理を徹底してほしいと思っ
ています。今後は薬薬連携で薬剤師
の勉強会を開き、ともに成長してい
く機会を持ちたいですね」（仁尾先
生）

IBD患者の増加にともない
盤石な体制づくりを

　IBD患者が増加しているセンター
では、多くのIBD患者に対応できる
体制づくりをめざす。
「薬剤科では、IBDの患者さんには、
主に佐田先生が対応してきました。
しかし、多数のIBDの患者さんがセ
ンターでの治療を希望されており、
ひとりではパンク状態になってしま
うでしょう。
　薬剤師全員が意識を高く持って、
IBD診療についての知識を増やしな
がら、各々の医師のニーズに誰もが
応えられる薬剤科になるよう尽力し
ます」（仁尾先生）

「患者さんの数が増えて
いますので、さまざまな
職種のメディカルスタッ
フがその都度その都度、
自分で判断して動けるよ
うな、さらにレベルアッ
プしたチームをつくって

いかねばなりません。そ
のためにも、これまで蓄
積してきた薬剤に関する
知識を、できるだけ発信
していきたいと考えてい
ます」（佐田先生）
「センターの現状を見て
もIBDの患者さんの増加
は明白ですので、IBDに
特化したメディカルスタ
ッフの増員は急務。仁尾先生と佐田
先生を中心に教育プロジェクトを発
進させ、人数的にも充実したチーム
づくりをしていきます」（横尾先生）

将来的にはIBD診療の
センター化も視野に

　吉川先生はセンター長として、セ
ンターの今後に、どのような展望を
抱いているのだろうか。
「現在、センターでは、すべての症
例において、消化器外科医が診療に
あたっています。しかし、そうした
体制にはメリットとデメリットがあ
ります。
　メリットは、ひとりの患者さんを
継ぎ目なく診られること。消化器外
科の医師が内科的な治療をし、それ
でも手術が必要な場合のみメスを握
ります。
　しかしながら、さらに高度な内科
的治療が必要な場合に、内科の医師
に協力を求められないのはデメリッ
トです。今後は、IBDが診られる消
化器内科医を養成し、バックアップ
してもらえるようにして、外科と内

科の両輪で、センターを発展させて
いきたいと思います」（吉川先生）
　そして、消化器内科医が加わった
先の構想も語ってくれた。
「将来的にはIBDセンターあるいは
IBD専門の外来をつくりたいとの構
想を持っています。そのためには、
各部署それぞれが患者さんに介入す
るのではなく、全員がひとつのチー
ムとして取り組んでいくのが理想で
す。患者さんもチームの一員です。
患者さんも治療方針をともに考え、
健康な人と同じように社会生活を送
れるという目標を達成していける、
そんなチームをつくりたいです（【資
料５】）」（吉川先生）
　IBD診療で多くの実績を残してき
たセンターでは、さらなる発展の青
写真が描かれている。もちろん、将
来においても薬剤師は大いに活躍す
るであろう。

社会医療法人健生会土庫病院
〒635-0022
奈良県大和高田市日之出町12-3
TEL：0745-53-5471

IBDチーム構想のイメージ

出典：横尾先生提供資料

【資料５】
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