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災害時に備え、地域を視野に入れた
「地域Healthcare BCP」の策定が急務
災害時の医療・福祉を守るため コンソーシアム立ち上げ討議

独立行政法人労働者健康安全機構
理事長

■

診療報酬改定ニュース •

有賀 徹 氏
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P7

2020年度診療報酬・調剤報酬改定のポイントは
病薬連携、薬薬連携とポリファーマシー対策
■

外国人診療日記⑤
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P9

EPAで来日し 看護師試験に合格した人材は
家族も帯同可能な
“特定技能二号”
に認定を ほか
医療法人社団小林国際クリニック 理事長・院長 小林 米幸 氏
■

認知症を語る— 患者700万人時代へ向けて⑬

• • •

P10

科学的根拠に基づく認知症施策の推進と
認知症に対する誤解の是正が鍵
認知症の人との共生社会を目指す

大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学講座 精神医学教室
教授

池田 学 氏

独立行政法人労働者健康安全機構
理事長

有賀 徹 氏

災害時に備え、地域を視野に入れた
「地域Healthcare BCP」の策定が急務
災害時の医療・福祉を守るため コンソーシアム立ち上げ討議
全国の労災病院、治療就労両立支援センター、産業保健総合支援センターなどを統括する独立行政法人労働者健
康安全機構（神奈川県川崎市）は、勤労者医療の推進、労働安全衛生分野の調査・研究、産業保健活動の支援、働く人々
の福祉事業を通じて、労働者の健康と安全の確保や福祉の増進に寄与する事業を展開している。また同機構の理事長
を務める有賀徹氏は、救急医療に長年携わってきた経験から、災害に強い地域包括ケアシステム構築の重要性に着目。
「病院BCPから、地域のHealthcare BCPへ」を目標とする活動にも注力している。同機構の役割や活動内容を紹介
するとともに、災害医療に対する新たな取り組みについて伺った。
（ 聞き手／編集部）

わが国の総労働力維持のために重要度増す
“勤労者医療の充実”
を推進

し、その後長らく救急医療にも携わってきました。昭和大学病
院では1997年から救命救急センター長を務めた後、2011
年に院長に就任。病院管理に携わる役職をさまざまに務めて

独立行政法人労働者健康安全機構は、2016年に労働者

きたことから、日本医療・病院管理学会の理事をしていた時

健康福祉機構、労働安全衛生総合研究所、日本バイオアッセ

期もあります。そのような経歴を買っていただいたのか分か

イ研究センターが統合して誕生した組織です。

りませんが、当機構の理事長職にとお声を掛けていただき、

最も歴史が古いのは労働安全衛生総合研究所で、前身で

2016年から統括業務に従事しています。

ある産業安全研究所は1942年、労働災害の防止や労働安

当機構の主な目的は、わが国の総労働力の維持です。少子

全衛生施策の基礎となる科学的知見の提供などを目的に開

高齢化が進む現在、生産年齢にある男性による労働力の減少

設されました。戦後、わが国では石炭産業が盛んになり、各地

傾向を補うべく、女性や高齢者の方々にも活躍が求められま

の炭鉱には多くの労働者が集まりましたが、落盤事故による

す。そのような人々に働きやすい環境を提供するには、社会保

労働災害が増加したことを背景に、1949年に日本初の労災

障の整備と表裏一体である雇用を促進し、国民一人ひとりの

病院となる九州労災病院が開設され、以降、各地に労災病院

キャリアアップを支援する仕組みを構築していかなくてはなり

が造られていきました。労災病院を統一的・効率的に運営する

ません。国の繁栄に直結する、重要な仕事と自負しています。

ため、1957年に労働福祉事業団が設立。2004年に独立行

当機構には多くの施設が所属していますが、主な役割は①

政法人労働者健康福祉機構が発足して主な業務を引き継ぎ、

勤労者医療の充実、②勤労者の安全向上、③産業保健の強化

2016年の当機構への統合を経て現在に至ります。

―の３つです。①を労災病院（医療リハビリテーションセン

私は東京大学医学部を卒業後、当初は脳神経外科を専門と
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ター、せき損センター含む）、労災看護専門学校、治療就労両

独立行政法人
労働者健康安全機構
2016年４月発足。全国の労災病院、治療就労両立支

法人概要

援センター、
医療リハビリテーションセンター、
総合せき損セ
ンター、産業保健総合支援センター、労働安全衛生総合
研究所、
日本バイオアッセイ研究センターなどの運営を行う
とともに、①勤労者医療の充実、②勤労者の安全向上、
③産業保健の強化―の３つを理念に、
勤労者の健康と
安全の確保に寄与する事業を展開している。

■所在地：神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号
■理事長：有賀 徹
■URL：https://www.johas.go.jp

立センター、②を労働安全衛生総合研究

図１ 労働者健康安全機構の組織と協働研究

所、
日本バイオアッセイ研究センター、③
を産業保健総合支援センター（各都道府
県に設置）、同センター地域窓口（地域産
業保健センター）
が担っています。これら

労働者健康安全機構
労災病院

医療リハビリテーションセンター

せき損センター
・労災疾病等の研究開発の実施
・勤労者医療の中核的機関等としての ・被災労働者の職業・社会復帰の
役割の推進
促進等

治療就労両立支援センター
・治療と就労の両立支援の推進
・予防法・指導法の開発の推進

協働研究

の施設では、過労死等の防止に関する研

機構内の複数の施設が協働して行う研究

究、脊髄損傷等の予防および生活支援

□ 過労死等の防止に関する研究
□ 脊髄損傷等の予防及び生活支援策に関する研究
□ 化学物質による健康障害の予防及びばく露評価に関する研究

策に関する研究、化学物質による健康障

など、労働災害の減少及び被災労働者の社会復帰の
促進に結び付く研究課題・テーマを設定

害の予防およびばく露評価に関する研
究などに協働して当たっており、労働災
害の減少と、被災した労働者の社会復帰
の促進に尽力しています
（図１）
。

労働安全衛生総合研究所

・労働者の健康・安全に係る重点
的な研究の実施
・労働災害の原因調査の実施

日本バイオアッセイ
研究センター
・化学物質等の有害性調査の実施

各施設の役割をご紹介しますと、労災

産業保健総合支援センター

・産業保健活動の積極的な支援と充実した
サービスの提供
・地域窓口（地域産業保健センター）
を運営

（労働者健康安全機構「事業案内」
より）

病院（2019年４月現在・全国29カ所）、
医療リハビリテーションセンター（岡山県加賀郡）、せき損セ

害・求職者雇用支援機構が運営）
と連携し、職業リハビリテー

ンター（北海道美唄市、福岡県飯塚市に２カ所）では、長年に

ションを並行して実施することで、早期の職場・自宅復帰を目

わたる職業病や作業関連疾患の臨床経験をもとに、過労死

指す、
わが国初の試みも行っています。

関連疾患やアスベスト、脊髄損傷、
メンタルヘルスなどについ

行政機関への貢献度も高く、労災保険給付に係る業務上ま

て、高度・専門的医療を提供しています。また労働安全衛生法

たは治癒の認定、障害（補償）給付に係る障害者等級の決定な

に基づく一般健康診断、特定保健指導を行うほか、労働災害

どにおける医学的判断への協力や、労災認定基準の策定にも

などに対応する救命・救急医療にも積極的に取り組み、災害援

寄与しています。また「石綿関連疾患診断技術研修」や「石綿

護活動に関しては自治体と協定を締結、13カ所の労災病院

確定診断等事業」など、国からの委託事業を実施しており、行

が災害拠点病院の指定を受けています。

政のニーズに対応するとともに、全国の指導的役割を担って

リハビリテーションに関しては、労働災害による患者さんの

います。

１日でも早い回復を目的に、戦後間もないころから全国に先

労災看護専門学校は全国に９カ所あり、働く人々の健康を

駆けて導入した実績があります。医療機関のほか、職場の関

守るための予防、治療、
リハビリテーション、職場復帰（職業と

係者や産業医など患者さんを取り巻く多くの人々と連携しな

治療の両立）など、勤労者医療に貢献する看護師の育成に努

がら実施しています。医療リハビリテーションセンターでは、

めています。労災病院を中心に臨地実習を行うことで、
より実

隣接する国立吉備高原職業センター（独立行政法人高齢・障

践的な知識・技術の習得を目指しています。
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図２ 労働者健康安全機構の治療と就労の両立支援スタイル ～トライアングル型のサポート体制～

両立支援コーディネーター
両立支援チームの一員として

橋渡し支援

医療機関

診断・治療

配慮・環境整備

病状・治療計画
の共有

企業

職場情報の
共有

産業医・産業保健スタッフ
人事労務担当

両立支援チーム
（医師・MSW・看護師等）
労働者・患者
家族

（労働者健康安全機構「事業案内」
より一部改変）

多様な観点から労働者の安全と健康を総合的に調査・研究

露形態に合わせた試験を実施しています。これまで実施して

両立支援コーディネーター育成で 就労・治療両面の支援も

きた化学物質の発がん性試験は50件以上で、世界保健機関
（WHO）
などの国際機関からも高く評価されています。

労働安全衛生総合研究所では、職場における労働者の安全

47都道府県に設置している産業保健総合支援センターで

と健康を確保するため、理学、工学、医学、健康科学など、
さま

は、職場で産業保健活動に携わる産業医や保健師、事業主、人

ざまな観点から総合的・専門的な調査・研究を行っています。

事労務担当者などに対して、産業保健に関する研修の実施、

具体的には、職場のストレスや長時間勤務が過労死やメンタ

産業医学やメンタルヘルス、労働衛生関係法令などに豊富な

ルヘルスなどの健康に及ぼす影響の分析、職場におけるリス

知識を有する専門スタッフによるアドバイス、産業保健活動を

ク評価法の確立やリスク管理を効果的に実施していくための

促進するための各種産業保健関係助成金の支給などを行い、

支援ツールの開発などがあります。その成果は、労働安全衛

産業保健に関する諸々の活動を支援しています。また地域の

生関係法令の制定・改正、構造規格・技術基準やJISなどの策

産業保健活動の活性化に向けた調査研究も行っており、その

定作業などへの参画において反映されています。

成果を研修会の資料として活用しています。

また、化学プラントの爆発火災災害や化学物質によるがん

同センターの地域窓口である地域産業保健センターでは、

など発生メカニズムが複雑な労働災害、
トンネル工事での水

労働者数50人未満の小規模事業場や、そこで働く人を対象

没事故といった重大な労働災害についても原因調査を実施

に、労働者の健康管理（メンタルヘルスを含む）、長時間労働

し、再発防止対策に関する提案もしています。

者や高ストレスの労働者に対する医師の面接指導、医師や保

日本バイオアッセイ研究センターは1982年に設立され、

健師、労働衛生工学の専門家が事業場を訪問し、作業環境管

前述したように2016年からは当機構が運営しています。労

理、
メンタルヘルス対策への助言・指導などを行っています。

働現場で使用される化学物質の中には、がんをはじめとする

ここで対象となる小規模事業場における産業保健をより一層

重篤な健康障害を引き起こす原因となるものがあることか

活性化することが、今後の大きな課題です。

ら、国は新たに開発された化学物質については、労働現場で

治療就労両立センターは、疾病による休業などからの職場

使用する前に有毒性を調査するように事業者に義務づけ、既

復帰や、治療と就労の両立を支援する目的で2014年に設

存の化学物質については国自らが有毒性の調査を実施して

置しました。支援事例の分析・評価を行い、医療機関向けのマ

います。当センターでは既存化学物質の有毒性、特に発がん

ニュアルを作成し、労災指定医療機関への普及に努めるほか、

性調査の実施と、事業者の行う有毒性調査を強力に支援する

予防医療モデル事業として、過労死に関わる生活習慣病や働

ことを目的としています。

く女性特有の健康障害などについて、
これまで集積したデー

化学物質はガス状またはエアロゾル化し、呼吸を介して体

タを元に、効果的な予防法・指導法の開発に取り組んでおり、

内に取り込まれることが多いため、化学物質の吸入毒性を調

運動療法や食事指導のリーフレットを作成して全国の事業場

べることが重要になりますが、当センターでは国内外でも類

へ紹介するなどしています。

を見ないほど高レベルな装置と技術を備え、労働者のばく
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病気であっても、治療と両立が可能なら働き続けたいと望

む労働者は少なくありませんが、そのためには職場の理解が

も、もちろんBCPを策定

欠かせません。その一方で、医療機関は職場環境に適したアド

して準備をしてあります。

バイスを行う必要があります。当機構においては、労働者と家

しかし、このような「病

庭を中心に、職場と医療機関を仲介し、情報提供や意見の調

院BCP」は病院単独での

整を行う
「両立支援コーディネーター」を育成しています。両

策 定でしか ありませ ん 。

立支援をコーディネートできる職種は今や、職場や医療機関、

必要なのは、地域全体で

各都道府県の産業保健総合支援センターに所属し、実際に両

展開する災害対策、つま

立支援を行いながら多くの事例で実績を上げており、今後ま

りは「地域のHealthcare

すます重要な存在になっていくと期待しています
（図２）
。

BCP」の策定こそが急務
であると考えています。
私は1995年の阪神淡

災害時に地域全体で展開する

路大震災のとき、昭和大学医療救援隊とともに現地に赴き、

「地域のHealthcare BCP」の確立が必須に

災害医療に携わりました。その際、適切な医療活動を行うに
は、
スタッフの生活面も支えなければならないとの視点から、

ここまでご紹介したように、当機構は勤労者医療の充実に
常に力を注いでいますが、
これに加えて近年、災害医療に関す

調理師や管理栄養士にも同行してもらいました。スタッフ全

る取り組みも始めました。日本は地震や台風をはじめとする自

体の生活をみるという視点から災害支援を捉える考え方は、

然災害の多い国です。災害対策基本法に基づき、自助、共助、

当時はまだ珍しく、周囲からは驚かれましたが、そのような体

公助による体制を整え、過去の経験や反省を生かしながら次

験から、
「災害医療には広い視野が必要で、医療面だけに着目

の災害に備えてはいますが、依然として大きな被害が出てお

していたのでは成り立たない」
というのが私の持論であり、現

り、改善の余地があるのが現状です。

在は災害医療の主流にもなってきた考え方です。

2017年、災害拠点病院にBCP（Business Continuity

例えば、広島県呉市には中国労災病院がありますが、町の

Plan：事業継続計画、
日本医療機能評価機構では
“病院機能存

中心からは山を越えた場所にあります。同院は2018年の西

続計画”
）の策定が義務化されました。BCPには、災害などが

日本豪雨の際、周囲の道路が土砂崩れで通行できなくなり、

発生したときに特定の重要業務を中断せず継続すること、万

「物資の補給をどうするか」
「入院患者さんの避難をどうする

が一事業が中断したときにも重要な機能を早期に復旧させ、

か」
といったことが課題となって、地域全体を視野に入れた災

損失を最小限に止めること、
という意味があります。一般企業

害対策が必要との認識が深まりました。

では、災害発生時には最低限の機能を残して、許
容される範囲内で復旧することが目的となり、一
定期間の業務停止が容認されます。
しかし災害
拠点病院の場合は、災害発生時に行っていた患
者さんへの医療を中断することができないばか
りでなく、災害による傷病者への対応を行うこと
が求められます。
そのため災害拠点病院では、災害時に「３日間
は自力で持ちこたえる」
「外部からの傷病者の受

図３ 災害レジリエンスに関わる３層構造＊と地域包括ケアシステムの体系
災害レジリエンスに与る３層構造＊から地域包括ケアの体系を俯瞰する
体系的なヘルスケアシステム
訪問看護ステーショ
第１層
ン・ケアミックス・地
いわゆる
域包括ケア病棟・
透析・訪問リハなど 「地域密着型病院」

救急医療も行う

け入れ」
「災害派遣医療チーム（DMAT）の受け
入れ拠点になる」といったことが可能になるよう

災害時に
拠点となる
病院・大学病院

第2層

地域包括ケア（水平連携）に与る
医療・介護連携

第3層

教育・研修・訓練
臨床研究

第2層

地域における

「医療・介護連携」 医療・介護連携
１層と３層の繋ぎ役

第3層
安心して暮らす・働く
地域社会・社会保障の維持

基層・災害レジリエンスの文化

に、平時から準備しておく必要があります。具体
的には、病院内のインフラ整備、災害発生時の組
織体制の事前計画、病院の耐震化などをあらか
じめ行っておき災害時の弱体化を防ぐ、災害時
の優先順位を決めておき対応力を高める、近隣
医療機関と連携した役割分担を事前に決めてお
く―といったことが挙げられます。災害拠点病
院に指定されている当機構の労災病院13施設

第１層・第２層

労働者健康安全機構のミッション

○総労働力・国民総生産の維持
↓
循環型地域連携システム
社会保障・国の繁栄
第３層
○国民一人ひとりにとって
地域社会：雇用・教育・医療 キャリアパス～自己実現の支援
↓
産業←産業保健
（産業医など）

産業保健総合支援センター・
地域産業保健センター
産業保健の強化

第1層“The Ground Tier”
①構成要素各々が自らのレジリエンス強化
②地域社会のレジリエンスを強化する
③「医療・介護連携」
と繋がる

＊Toner E, Schoch-Spana M, Waldhorn R et al : A Framework for
Healthcare Disaster Resilience: A View to the Future. 2018
http://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/
a-framework-for-healthcare-disaster-resilience-a-view-to-the-future

（資料提供：有賀 徹氏）
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超高齢社会へと突入したわが国の地域社会には、在宅医療
の患者さんや独居の高齢者など、多くの災害弱者がいます。
災害時に即時対応することが難しい人たちをどのように避難
誘導し、サポートするか、災害に強い地域包括ケアシステムを
目指す取り組みが必要です。
概念としては、
まず地域を３層に分けて捉えます。第１層に
行政やボランティアをも含めた「医療・介護システムを支える
社会の基層」、つまり地域社会全体があり、第２層に「地域にお
ける医療・介護連携（訪問看護ステーション、地域包括ケア病
棟、訪問リハビリテーションなど）」、そして第３層として「災害
時に拠点となる病院・大学病院」があります（前頁・図３）。この
３つの層が、発災時に機能不全に陥らないよう、それぞれ対応
力、いわゆる
「災害レジリエンス」を強化しつつ、災害拠点病院

表１ 「Healthcare BCP機能評価項目
（version 1.0）
」
（検討中）
の
基本的な考え方
１．
地域における災害対策の基盤となる取り組み
●

災害拠点病院としての機能存続と地域におけるリーダーシップ

●

医療・介護連携による災害対策の推進支援

２．
地域における防災力の向上への支援
●

災害に強い地域を目指した他の組織との連携

３．
地区防災計画と地域包括ケアとの連動の把握と支援
●

災害への備えとなる
「日常」の取り組み

●「災害時」
のための取り組み

４．
医療機関の被災の程度に応じた地域としての方針の明確化
●

全ての災害に共通した方針の明確化

●

タイプⅠ-1：災害後に医療機能が残存している場合の方針の明確化

●

タイプⅠ-2：複雑な集団災害事象が発生した場合の方針の明確化

●

タイプⅡ：地域の医療機関が被災し、医療機能が低下した場合の方針の明確化

●

タイプⅢ：災害拠点病院の機能が低下・停止する場合の方針の明確化

が策定したBCPに基づいて連携しながら対応していくシステ
ムが「地域のHealthcare BCP」です。

（資料提供：有賀 徹氏）

これを実現するためには、医療のみに特化した取り組みで
は不十分です。食料や医薬品をはじめとする物資の供給を管
理する情報システム、電源の確保、
インフラ整備が必要で、医

せるようになると思います。将来的に活動が広がって、実際に

療、介護、製薬、食品、インフラ、物流、通信、IT、エネルギーな

「地域のHealthcare BCP」が策定された際にも、学術的観

ど、各業界との幅広い協働による新しい枠組みを作っていく

点から中立的な立場で評価し、その結果明らかとなった問題

必要があります。異なる視点や専門知識が集まることで、単

点を改善するなどのプロセスへの支援が可能になります。

独では発想できない戦略や対策が生まれ、実効的な「地域の

「Healthcare BCP機能評価項目」の内容としては、①地

Healthcare BCP」の体制（連合体）
が構築されていくと考え

域における災害対策の基盤となる取り組み、②地域における

ています。

防災力の向上への支援、③地区防災計画と地域包括ケアの

そこで、災害時に医療と福祉を守る連合体・コンソーシアム

運動の把握と支援、④医療機関の被災の程度に応じた地域と

の形成を目的に、2017年９月に設立されたのが、
「一般社団

しての方針の明確化―といったことを柱として、細部を話し

法人Healthcare BCPコンソーシアム」です。

合っているところです
（表１）。これには、当機構の労災病院や
日本医療機能評価機構をはじめ、
さまざまな有識者の方々に

「地域のHealthcare BCP」を第三者的に評価する
「Healthcare BCP機能評価項目」の検討が進む

ご協力をいただいています。
機能評価項目が定まった際には、当機構の労災病院の中で
災害拠点病院に指定されている13施設を評価することから

Healthcare BCPコンソーシアム設立の目的は、前述した

始めたいと思っています。そして、それを一種のモデルケース

「地域のHealthcare BCP」を確立するため、医療、介護、製

として示し、
「地域のHealthcare BCP」を全国に広めていけ

薬、食品、インフラ、物流、通信、IT、エネルギー業界などの関

ればよいと思っています。

係者が、経済・産業界とも密に情報交換を行い、必要に応じて

「病院BCP」
「地域のHealthcare BCP」は、いつ起きるか

複合領域を生み出し、新しい枠組みや仕組みへと進化させて

分からない災害時に役立つことを前提にしていますが、ただ

いく活動につなげることです。私は、同コンソーシアムの理事

作っておけばいいものではなく、それに基づいた訓練を平時

長としても取り組みを推し進めています。現在は、必要な理論

から行っておくことも重要ですので、そのような実践面につい

を確立させている段階で、各地でシンポジウムを開き、関係者

ても呼び掛けていくつもりです。

との話し合いを重ねているところです。
また当機構と同コンソーシアムが中心となって、現在「地域

わが国の行政は縦割り構造で、残念ながら社会の変化に即
した複合的な対応が充分可能な仕組みにはなっていません。

のHealthcare BCP」のあるべき姿を第三者的に評価する仕

災害の現場では、医療も介護も行政も、そして地域のさまざ

組み「Healthcare BCP機能評価項目」を作成中です。この

まな要素が協力し合う、柔軟な体制が必要です。複合的な観

機能評価項目を定めることで、
「地域のHealthcare BCP」
と

点からの対策が今後ますます重要視されるに違いありませ

はどういったものなのか、言わば
“あるべき姿”
を具体的に示

ん。このことを広く訴えていきたいと思っています。
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連 載
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医療法人社団小林国際クリニック 理事長・院長
特定非営利活動法人 AMDA 国際医療情報センター 理事長
公益社団法人大和市医師会 会長

小林 米幸 氏

外 国 人
診 療 日 記
本欄は、
「 A M D A 国 際 医 療 情 報 セ ン タ ー 」ホ ー
ム ペ ージ のブ ログ「 理 事 長 D r . 小 林 米 幸 の 独り言 」
（http://blog.canpan.info/amdamedicalcenter/）か
らの 転 載です 。小 林 氏 の 外 国 人 診 療 にお けるエピソ
ードや 所 感 などを、毎 号 選りすぐってお 届 けします 。

こういう考えに対して、それは移民国家につながりかねないと
考える方もいらっしゃるかもしれないが、年間わずかに10人台
から20人台の話である。それではいけないのだろうか。
この質問の後に挙手をして、関連質問として前記を「要望」と
して話させていただいた。

〔2019年4月1日
（月）付．
冒頭一部省略〕

＊EPA：Economic Partnership Agreement、経済連携協定

E

PAで来日し 看護師試験に合格した人材は
家族も帯同可能な
“特定技能二号”
に認定を

外

昨日は、朝の９時から午後３時40分まで日本医師会の臨時代
議員会に出席、
日本医師会館でずっと缶詰め状態に。
九州地区の医師会の質問の中に、
インドネシア、
フィリピン、ベ
トナムからのEPA＊看護師候補が看護師ではなく、准看護師試
験を受けて合格した場合の、その後の在留資格と在留期限につ
いての質問があった。

国人患者の速やかな診察のためにも
熱帯病専門家等から助言得られるシステムが必要

ナイジェリア人男性57歳、高血圧の治療で通院してい
る。血圧を測定し終わり、処方箋に記載していると、突然
「血液検査をしてほしい」と言い出した。
どうして？ と尋ねると、「マラリアかどうか、知りた
い」と答える。顔を上げて、彼のほうを向いて、どうしてマ

もともとEPAの制度では、看護師になることが目的とされて

ラリアを心配しているのか？ 熱でもあるのか？ と尋ねた。

いるのだが、そのワンステップとして准看護師の試験を受けるこ

若いころに高熱が出たことがあるし、このところ体調がいま

とはすでに厚労省によって認められている。そもそもこのEPA

いちなので、マラリアではないかと心配なんだと教えてくれ

の制度は、人手不足、看護師不足を解消するために作られた制

た。でも、発熱はしていないと……。

度ではなく、貿易交渉の一環として相手国から要望があってで

34年ほど前、インドシナ難民大和定住促進センターの嘱

きた制度なので、合格率10％台で年間10人台から20人台し

託医だったころ、カンボジア難民の中にマラリアに罹ってい

か合格者がいないというのも、当初から制度設計者には分かっ

る人が２人いたことを思い出した。本を読めば書いてある

ていたことなのだろうと推察する。だからEPA制度で看護師不

が、たしか、数日間隔でひどい高熱が出る。悪寒と高熱で毛

足を解消しようというのには、無理があると思う。

布にくるまれてがたがた震えている姿は印象的だった。

それより深刻なのは、
この制度を維持するために多額の税金

診断には、血液の中にマラリア原虫がいることを顕微鏡で

を投入しているにもかかわらず、金の卵のように貴重な看護師

確認することが必要なのだが、このマラリア原虫、高熱のと

試験合格者の中に少なからず、
すでに帰国してしまった人がいる

きにしか血液の中に確認ができないはずだ。この男性の場

ということだ。日本で働くことができる看護師の資格を取得しな

合、マラリアではないと推察するが、違いますという証拠の

がら……である。

ために、発熱していない今の時点で採血して末梢血を顕鏡し

公式に彼らに理由を尋ねた資料があり、その理由の圧倒的
に多くは「家族の帯同が許されないから」だそうだ。すなわち、

ても、当たり前だがマラリア原虫はいないはず。そのことを
男性に話したら、「それなら必要ない」と言ってくれた。

EPAでやってきた看護師候補者は、看護師となったのちも「独り

僕の場合、たまたま、日本ではほぼ診ることができないマ

身で」異国で働かなければならない。在留資格が変われば、
また

ラリアの患者を経験したことがあって、すぐに対応できた

話は違うかもしれないが……その寂しさに耐えられないのであ

が、熱帯病の知識のある医師はそう多くはないだろう。外国

る。それはタイ人、
フィリピン人を常日頃、見ていても痛感する。

人患者を診察するにあたり、やはり海外の疾患、とくに熱帯

今日から発効する新たな在留制度の中の特定技能二号は、専

病に詳しい専門家の助言が得られるシステムが必要だと思

門性の高い職種に認められ、家族の帯同が許されているが、政

う。

〔2019年6月15日
（土）付．
冒頭一部省略〕

府によってその職種は建設業、船舶関係と決められた。専門性が
高いといえば、その職種に看護師を入れても全く不思議はない
と思う。EPAでやってきて看護師試験に合格した人たちを特定
技能二号に認定すれば、
こういう
「寂しさ」から帰国してしまう人
は大幅に減ることだろう。

こばやし・よねゆき
1974年慶應義塾大学医学部卒業。
神奈川県大和市立病院外科医長、
内視
鏡室長、
1985年よりインドシナ難民大和定住促進センター嘱託医を兼任。
1990年
小林国際クリニック
（神奈川県大和市）
を開設し、
現在に至る。
1991年NPO法人
「AMDA国際医療情報センター」
を立ち上げ、
所長に就任。
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認知症を語る ―患者 700 万人時代へ向けて

科学的根拠に基づく認知症施策の推進と
認知症に対する誤解の是正が鍵
―認知症の人との共生社会を目指す
大阪大学大学院医学系研究科
情報統合医学講座 精神医学教室 教授

池田 学 氏

前編

2019年6月、
『認知症施策推進大綱』
が策定された。高齢化に伴い認知症の人は今後も増え続
けるが、認知症という生活障害に対しては誤解が多く、社会の関心も
「どうすれば予防できるか」
とい
うことに向いてしまう傾向にあるのが実状だ。大綱は、
「予防」
をキーワードの１つとしつつも、予防に
対する誤解を避けるために慎重な説明を加えている。
この大綱によって、認知症の人が“最後まで自
分らしく生きられる社会”
という理想に近づくことはできるのか。大阪大学大学院医学系研究科情報
統合医学講座精神医学教室教授の池田学氏に、認知症医療の現状と課題、
そして、大綱のもう１
つのキーワードである
「共生」
を実現するために求められることは何かを伺った。

と、65歳以上の方がいる世帯の割合は48.9％で、そのうち、

高齢者世帯にいる認知症の人を早期発見し

高齢者の単独世帯と夫婦のみの世帯が合わせて59.7％を

サポートする体制を構築すべき

占めています
（図１）。地方でも都市部でも、
こうした高齢者世
帯は増加しています。

『認知症施策推進大綱』
（以下、大綱）のポイントを教えて

身近に見守る人がいない環境は、高齢者の疾病管理を困

ください。
大綱の基本的な考え方は、
「認知症の人や家族の視点を重

難にする大きな要因です。認知機能が低下すると、MCIのレ

視しながら、
「 共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進し

ベルでも服薬の自己管理が難しくなり、糖尿病や高血圧、認

ていく」というものです。
「予防」については、
「 認知症になら

知症が悪化します。
しかも、閉じこもりがちな高齢者世帯では

ない」という意味ではなく、
「 認知症になるのを遅らせる」
「認

認知症の発見が遅れる傾向にあります。見落とされがちな環

知症になっても進行を緩やかにする」ことだと明記していま

境で認知症になりかかっている人を、早期発見し、服薬などを

す。現在、科学的に証明された認知症予防策は多くはありま

サポートする体制を早急に構築することが課題だと思いま

せん。
しかし、糖尿病や高血圧をコントロールすることにより、

す。

認知症の発症を遅らせたり、発症しても進行を緩やかにする
可能性は十分にあります。

認知症の発症にかかわる生活習慣病治療は

それを踏まえ、現在の認知症施策の課題は何だとお考

医療専門職が介入し適切な服薬管理を

えでしょうか。

糖尿病や高血圧の疾病管理と認知症について教えてく

近年、高齢者のいる世帯の家族構成は大きく変化していま
す。厚生労働省の「平成30年

ださい。

国民生活基礎調査」による

糖尿病と高血圧が認知症の
重 大 なリスク因 子 で あること

図１ 65歳以上の者のいる世帯の世帯構造の年次推移
単独世帯

夫婦のみの世帯

13.1

1986（昭和 61）年
’
89（平 成 元 ）年

14.8

’
92（

4 ）年

15.7

’
92（

7 ）年

17.3

’
92（

10）年

18.4

2001（

13）年

’
04（

16）年

’
07（

19）年

’
10（

22）年

’
13（

25）年

’
16（

28）年

’
17（

29）年

’
18（

30）年

親と未婚の子のみの世帯

18.2

三世代世帯

20.9
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22.8
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20.9
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29.8
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17.7
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44.8

11.1

40

50

60

20.5
70

80

11.9

日本ケミファ
（株）
発行 [Chemiphar WISELY] No. 53 2020年1月発行

学大学院医学研究院衛生・公衆

36.6

12.8

衛生学分野）においても明白に

33.3

12.2

示されています（図２、
３）。糖尿

29.7

11.6

25.5

11.6

病は血管疾患のリスク因子にも

21.9

11.4

18.3

11.7

なりますが、最近は糖尿病その

16.2

11.2

13.2

10.4

11.0

10.0

11.0

10.2

10.0
90

ものが脳にダメージを与え、ア
ルツハイマー型認知症の発症リ
スクを高めるとの指摘があり、

9.8

久山町研究でもアルツハイマー

100
％

型認知症と相関関係がみられま

注：1）1995（平成 7）
年の数値は、兵庫県を除いたものである。
2）2016（平成 28）
年の数値は、熊本県を除いたものである。
3）「親と未婚の子のみの世帯」
とは、「夫婦と未婚の子のみの世帯」及び「ひとり親と未婚の子のみの世帯」
をいう。

（厚生労働省「平成 30 年

は、日本の久山町研究（九州大

国民生活基礎調査」
より）

す。
各種論文でも、糖尿病や高血

13

Vol.
図２ 耐糖能レベル別にみた病型別認知症の発症リスク

久山町男女 1,022 人、60 歳以上、1988-2003 年、多変量調整

3

アルツハイマー型認知症
＊p<0.05vs 正常耐糖能

＊2.1

1.6
1.0

1

1
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正常
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1.1

1.4

10
1.8

糖尿病

正常

IFG

IGT

糖尿病

耐糖能レベル

調整因子：性、年齢、学歴、高血圧、脳卒中既往歴、心電図異常、肥満度、血清総コレステロール、喫煙、飲酒、身体活動度
Ohara T, et. al. Neurology 77:1126, 2011

（内閣官房 健康・医療戦略室「認知症施策推進のための有識者会議（第２回）」参考資料２より）

圧が認知症の発症にかかわっていることが示唆されていま
す。
したがって、
これらの疾病をコントロールすることが重要
であり、そのためには、服薬、食事、運動といった基本的な生
活指導が最も有効であることは確かです。
服薬管理のポイントと課題を教えてください。
高齢者の生活習慣病治療、認知症治療では、服薬における

アルツハイマー型認知症
＊p<0.05vs. 正常血圧

老齢期
中年期

8
6

血管性認知症

10
8

＊4.5

4
1.0 1.0

0.7 0.8

1.0 1.3

0.8 1.1

0
（n）（106）
（122） （227）
（185） （200）
（153） （135）
（74）
正常

高血圧前症 高血圧 1 高血圧 2

血圧レベル
（JNC-7）

2

＊10.1

＊

6

4
2

0
（n）（559） （73） （235） （150）

耐糖能レベル

相対危険

相対危険

2

血管性認知症

3

図３ 老年期・中年期血圧レベル別にみた病型別認知症の発症リスク

久山町男女 668 人、65-79 歳、1988-2005 年
（老年期）
：534 人、50-64 歳、
1973-2005 年
（中年期）
、多変量調整

1.0 1.0

6.0 ＊5.6

3.0 2.4

0
（n）（106）
（122） （227）
（185） （200）
（153） （135）
（74）
正常

高血圧前症 高血圧 1 高血圧 2

血圧レベル
（JNC-7）

調整因子：性、年齢、学歴、降圧薬内服、糖尿病、血清総コレステロール、慢性腎臓病、脳卒中既往、BMI、喫煙、飲酒
Ninomiya T, et. al. Hypertension 58:22, 2011

（内閣官房 健康・医療戦略室「認知症施策推進のための有識者会議（第２回）」参考資料２より）

認知症に対する誤解を解き
正しい理解で認知症の人と共生する社会へ
認知症に対する施策はどうあるべきでしょうか。
前述したように、
これを行えば認知症を100％予防できる
といえるものはありません。また、運動や社会的交流は生活

患者さんの自己管理能力を見極めることが非常に重要です。

不活発病＊の予防としても有効と言われていますが、それを

患者さんは私たち医師が服薬について聞くと、
「 ちゃんと飲

自発的に実施、継続することはなかなか難しいものです。そ

んでいます」と答えますが、実際は違うことがよくあります。

れよりも科学的根拠の明らかな対策、すなわち、中高年に対

飲み忘れはもちろんのこと、重複飲み、インスリン注射の重

しては毎年健診を受け、糖尿病や高血圧、肥満、
メタボリック

複も少なくなく、
これらに気づかないままでいると、不適切な

シンドロームなどを指摘されたら、
かかりつけ医のもとで継続

処方や病態の悪化につながっていきます。

的に治療することを啓発し、高齢者に対しては、認知症の早期

どのような取り組みが必要でしょうか。
服薬の自己管理ができていない高齢者を早期に見つけ出
すために、介護保険利用前でも自宅での服薬状況を把握でき

発見と、服薬管理のサポート体制を提供する方が、認知症の
発症を遅らせたり、進行を緩やかにする効果ははるかに高い
といえます。

る仕組みをつくることです。その担い手として期待できるの

誰でも認知症になる可能性があるにもかかわらず、認知症

が、地域保健の専門職であり、生活の場に入ることのできる

になるのは予防対策を実践しないからだという間違った認識

保健師です。認知症診断前やMCIの高齢者支援は手薄なの

が広まりつつあり、認知症の人と家族を苦しめています。大綱

が実状ですが、保健師の数を増やし、管理することによって状

は、予防と共生がテーマとなっていますが、認知症の人と共

況は改善できると考えています。

生する社会の構築が最重要であると考えています。国は国民

介護保険を利用していても、服薬管理が難しいこともあ
ります。

に対し、
「長寿社会では認知症が増加するのは当然で、確実な
予防法はほとんどなく、疾患修飾薬は現在、開発段階の状況

介護保険制度が始まったことにより、介護が必要な高齢者

ではあるものの、糖尿病や高血圧をきちんと治療することに

の支援はケアマネジャーが中心的な役割を果たし、日常生活

よって、認知症の発症を抑制したり、悪化を先延ばしにするこ

の直接的な支援は、家族が身近にいなければヘルパーが行う

とは可能だ」
という科学的な事実を伝え、認知症に対する正し

ようになりました。
しかし、ケアマネジャーは服薬状況やその

い理解を促すべきです。そのうえで、個人、地域社会や自治

副作用、注意事項などの確認については、医師や薬剤師に相

体、国がそれぞれできることを明確に示し、国民一人一人が自

談する必要があり、また、ヘルパーが行えるのは服薬管理で

らできることを行おうという機運を高めることこそが国の役

はなく服薬介助です。適切な服薬管理のためには、やはり医

割だと思います。認知症への正しい理解があってはじめて、

療専門職の介入が必須です。たとえば、週１回訪問看護師も

認知症になっても尊厳と希望をもって社会で生きられる「共

しくは薬剤師が確認し、ヘルパーに薬物療法の知識を提供で

生」が実現します。

きるように調整するなど、医療専門職と介護職の連携を強化

＊生活不活発病：
「動かない」
（生活が不活発な）状態が続くことにより、
心身の機能が低下して、
「動けなくなる」
ことをいう。

する取り組みが考えられます。食事療法や運動療法に対する
知識も、多職種連携の中で向上させることができると考えら
れます。必要な医療知識を持ち、疾病の悪化防止とQOL維持
という支援の目標を共有できる介護職がケアを行うようにな
ると、疾病管理の質は向上するはずです。
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