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教授

池田 学 氏

昭和伊南総合病院
消化器病センター
センター長

堀内 朗 氏

消化管内視鏡検査に対する敷居を下げ
胃がん・大腸がんによる死亡ゼロを目指す
「誰もやらないこと」を推し進め、内視鏡で世の中を変えたい
胃や大腸の内視鏡検査は、検査の苦痛や検査に至るまでの手続きの煩雑さなどから、敬遠する人が少なくない。昭和
伊南総合病院（長野県駒ヶ根市）は、①当日朝食を摂らずに10時までに来院すれば予約なしで上下消化管内視鏡検査を
受けられる、②検査の際は鎮静薬を使用し、検査後は自分で車を運転して帰宅できる、③コールド・スネア・ポリペクトミー
で検査時に大腸腺腫をすべて摘除する
（クリーンコロン）―という
“駒ヶ根方式”
を確立。検査の敷居を低くすることで、
胃および大腸内視鏡検査を受ける人が激増した。
“駒ヶ根方式”
構築を中心になって進めたのは、2018年のイグ・ノーベ
ル賞を受賞し注目を浴びた、同院消化器病センター長の堀内 朗氏である。同氏が目指すのは、胃がん・大腸がんによる死
亡ゼロ、そして内視鏡に潜在する大きな可能性で世の中を変えることだ。

予約なし、苦痛なし、運転制限なし、休薬なし
“駒ヶ根方式”
で消化管内視鏡検査を受けやすく

（聞き手／編集部）

に取り組み、確立させた方法が
“駒ヶ根方式”
（図１）
です。
患者さんが消化管内視鏡検査を受けたがらない主な理由
は、予約したり自宅で前処置を行ったりするのが面倒なこと

胃がんや大腸がんは、早期発見・早期治療により高い確率で

と、検査に苦痛が伴うことです。特に前者は、医療者が思って

治癒が望めます。
しかし、
日本では大腸がんの死亡率が増え続

いる以上に患者さんには負担のようで、
「予約不要」
と打ち出

け、女性のがん死亡率では１位です。胃がんの死亡率は低下
しているものの、
がんの中でいまだ上位を占めています。
有効な検査法、治療法があり、
どこに住んでいても低い自
己負担額で高水準の検査、治療が受けられる国でありながら、
胃がんや大腸がんの死亡率が高いままなのは、
がん検診の受
診率の低さ、特に上下消化管内視鏡検査を積極的に受ける人
が少ないことが大きな要因です。もっと気軽に、苦痛なく内視
鏡検査が受けられるようになれば、胃がんや大腸がんで亡く
なる人は確実に減り、その死をゼロにすることも可能だと私は
考えています。

図１ 昭和伊南総合病院
上下消化管内視鏡検査
（駒ヶ根方式）
の特長

① 当日朝食を摂らずに10時までに来院すれば、
予約なしで上下消化管内視鏡検査を受けられる
② 検査の際は鎮静薬を使用して楽に受けられ、
検査後は自分で車を運転して帰宅が可能
③ コールド・スネア・ポリペクトミーで検査時に大腸
腺腫をすべて摘除する
（クリーンコロン）

そこで、上下消化管内視鏡検査を気軽に、苦痛なく受けら
れるようにするにはどうすればよいか、2004年ごろから研究
日本ケミファ
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（堀内朗氏提供資料より、編集部改変作成）

伊南行政組合 昭和伊南総合病院
1934年８月有限責任赤穂購買利用組合昭和病院とし
て開院。1943年長野県農業会に移管。1950年長野県

病院概要

厚生農業協同組合連合会に移管。1963年上伊那南部
病院組合
（現伊南行政組合）
に委譲され、昭和伊南病院
に改称、翌年に総合病院に承認される。1979年救命救
急センター発足。2005年より上下消化管内視鏡検査に
注力し、2008年消化器病センター開設。2012年回復期
リハビリテーション病棟、救急センター開設。2014年地域
先進リハビリテーションセンター開設。2016年地域包括ケ
ア病棟開設。病院機能評価認定基準（3rdG:Ver1.1）
認定病院。

■所在地：長野県駒ヶ根市赤穂3230
■病床数：239床
（一般病棟160床、
HCU12床、
回復期リハビリテーショ
ン病棟35床、
地域包括ケア病棟32床）
■院 長：村岡紳介
■URL：http://www.sihp.jp/

した途端、
「行ったらすぐに検査ができると聞いてきました」
と

で患者さんの腸洗浄をサポートしています。患者さんに腸管

いう患者さんが数多く来院するようになりました。このような

洗浄剤を渡してご本人に任せたままでは、適切な腸洗浄はで

反応を見る限り、予約なしで検査を受けられるということは、

きません。重要なのは、訓練されたスタッフが、排便の様子を

最大の患者ニーズなのかもしれません。

見ながら腸管洗浄剤を飲む量を調節するなど、
きちんと管理

次に、苦痛の低減については、使用する鎮静薬の選択と用

することです。

量を工夫しました。鎮静薬の使用自体はめずらしくありません

それでも、なかなか排便がみられない患者さんもいるの

が、当院のように公共交通機関が非常に限られる地域では、
ほ

で、前処置を担当する看護師と、私たち内視鏡検査を担当す

とんどの患者さんが自家用車で来院するため、検査後何時間

る医師が密に連絡を取り合い、看護師から「洗腸剤を飲み始

も車の運転ができないのでは困ります。そこで、短時間で覚

めて３時間たったけれど、
まだ便が出ません」という報告があ

醒するタイプの鎮静薬を少量使用し、検査後１時間ほどで完

れば、
「では、浣腸を１回実施して」と指示を出すなど、臨機応

全覚醒する処方を確立しました。運転能力が十分に回復した

変に対応しています。こうすることで、ほとんどの患者さんは

かどうかの検証はドライビングシミュレーターを用いて行い、

当日のうちに大腸内視鏡検査が受けられ、安全性も確保でき

実際に、
これまですべての患者さんが安全に帰宅できていま

ます。

す。

医療関係者のほとんどは、
「 予約なしで大腸内視鏡検査が

検査時に、
５㎜以下の小さな大腸腺腫もコールド・スネア・ポ

できるわけがない」と思い込んでいます。
しかし、最近は腸管

リペクトミーですべて摘除するクリーンコロンの達成は、腺腫

洗浄剤がよくなっていることもあり、腸洗浄に多少時間のかか

の再発や発がん率を低下させる有効性が明らかになってお

る患者さんがいても、ほぼ16時までにはすべての内視鏡検

り、欧米ではすでに一般化しています。また、
コールド・スネア・

査が終了します。新しいものを取り入れて少し工夫を施せば、

ポリペクトミーは、通電加熱して行う従来のポリペクトミーに

短時間で腸を洗浄することは可能なのです。

比べ、出血や穿孔のリスクが著しく低いので、抗凝固薬や抗血
栓薬の休薬なしに実施することができます。

一方で、予約なしで検査を行うことには「その日の患者数が
読めない」
という困難があり、
これを乗り越えるためには、受付
事務を含めた多くのスタッフの理解が欠かせません。

内視鏡検査前の腸洗浄を確実に行うため
看護師３人が患者につききりで管理
予約なしで大腸内視鏡検査を行うために、最も苦労したの

内視鏡検査を希望する新患が同じような時間に10人来院
すれば、
カルテを作成するだけでも大変な時間がかかり、
どう
しても受付のところで患者さんの流れが止まってしまいます。
そのような場合は、受付から消化器病センターに連絡が入り

は３～４時間で腸洗浄を行う前処置の確立です。当院に取材

ますが、患者さんを待つために空き時間ができてしまったり、

や見学で来られる方が強い関心を持つのも、
「どうしたら短時

検査の終了時間が多少ずれ込むこともあります。
しかし、一番

間で腸をきれいにできるのか」についてです。

忙しく、
パニックになっているのは受付ですから、決して文句な

当院の消化器病センターでは、看護師３～４人がつききり

どは言いません。お待たせする患者さんにも申し訳ないと思
日本ケミファ
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発行 [Chemiphar WISELY] No. 54 2020年3月発行

いますが、厭わずに対応してくれている受付スタッフには本当

写真１ 大腸内視鏡検査専用の待合室兼前処置室「大腸センター」

に感謝しています。
現在、消化器病センターで実施している内視鏡検査は１日
平均約100件で、内訳は胃内視鏡約70件、大腸内視鏡約30
件です。内視鏡室は５室あり、胃内視鏡スコープ16本、大腸
内視鏡スコープ11本、内視鏡消毒洗浄器５台を整備。2018
年４月には、大腸内視鏡検査専用の待合室兼前処置室として、

▲同室内には、トイレ６室を備えている。

30人を収容できトイレを６室備えた「大腸センター」を新設し

▲ここで看護師３～４人がつききりで、内視
鏡検査前の患者の腸洗浄をサポート。

ました
（写真１）。私を含めた常勤医４人と、非常勤医９人で、上
下合わせて年間約２万件の消化管内視鏡検査を実施してい

任が要請されるとすんなり理解を得られたため、2005年４

ます。

月、私の恩師で大学を退官したばかりの副学長経験者が後任

この件数をこなせるのは、
これまで述べてきた通り各部署

として招かれたのです。恩師は基礎医学の教授でしたので、新

のスタッフが頑張ってくれているからです。後述しますが、当

しく医師を招聘することはできませんでしたが、当院から医師

院は一時期存続の危機に陥り、その経験から「患者さんが来

が撤退するのを止めてくれました。

ないより、忙しくても来てくれたほうがよい」
と皆が考えるよう

私は当時医局長でしたが、恩師が院長を務めた2007年ま

になりました。そしてこれが、
スタッフのベクトルが一致する基

での３年間は、院長補佐として、苦しい経営から脱するために

盤になっています。

自由にやりたいように仕事をさせてもらい、
“駒ヶ根方式”
確立
のための研究にも打ち込みました。日中の診療を終えたあと
は、深夜まで研究。どうしたら患者さんに楽に大腸内視鏡検査

新研修医制度で医師が激減し どん底だった病院

を受けてもらえるのか、
さまざまな検討を行う中で、座位によ

循環器と消化器の二枚看板で再建へ

る自己大腸内視鏡検査の論文も生まれ、
これが2018年のイ
グ・ノーベル賞受賞につながっていきます。

当院は90年近い歴史があり、1979年には長野県で初め
て救命救急センターが開設されました。地域の基幹病院とし

実務では内視鏡検査の設備を拡充し、2008年に消化器病

て機能し、患者数も多く、私が赴任した30年前は誰もがここ

センターを開設して予約不要の内視鏡検査を導入。すると、

で働きたいと思うような病院だったのです。ところが、2004

内視鏡検査実施件数の伸び率が大きくなっていきました（図

年に新たな医師臨床研修制度が始まると同時に、状況は一変

２）
。
これに加え、2009年９月に日本心血管インターベンション

しました。
県と信州大学は、上伊那地域は伊那中央病院を、下伊那地

治療学会専門医の山﨑恭平医師（現副院長）が常勤医として

域は飯田市立病院を基幹病院に選定し、
２つの病院のちょう

来てくれたことで、病院再建の道筋が確かなものになりまし

ど中間に位置する当院は集約化の対象となって、急性期病院

た。循環器と消化器の二枚看板が揃い、患者さんが本格的に

から回復期リハビリテーション病院への機能転換を促されま

戻ってきたのです。
現在、心疾患などの循環器疾患は24時間体制で診療して

した。加えて、若手医師が県外に流出するようになり、大学医
局から若手医師の供給が止まってしまった
のです。この影響で、
１日約1,000人だっ
た外来患者数は200～250人程度にま

図２ 昭和伊南総合病院 内視鏡検査数：20年間の推移
（件）
VE：嚥下内視鏡検査
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（資料提供：堀内朗氏．一部改変）

います。心臓カテーテル検査と経皮的冠動脈形成術・ステント

写真２ 堀内氏が2018年に受賞したイグ・ノーベル賞
論文「座位で行う大腸内視鏡検査 ―自ら試
してわかった教訓」で、2018 年にイグ・ノーベ
ル医学教育賞を受賞した。 手にしているのは、
同賞の賞状と授賞式当日のプログラムを額装し
たもの。 額の右下には賞金の紙幣 (10 兆ジン
バブエドル )も。

▲

留置術を合わせて年間約500件、経皮的カテーテル心筋焼
灼術を約50件実施し、ペースメーカー植え込み術は年間40
件以上と県内最多の実績です（2017年実績）。循環器内科
は山﨑医師を含め常勤医は２人ですが、外来は半日で90～
100人もの患者さんが受診します。
病院の経営は安定し、
2009年度から黒字化しました。当院
はもともと一般病床300床の病院でしたが、2012年に回復

ユニークなデザイン
のイグ・ノーベル賞のト
ロフィー。

▲

期リハ病棟35床、2016年に地域包括ケア病棟32床を開設
し、一般病床等と合わせて実質239床を稼働させることが認
められたため、急性期病院の機能を保つことができています。
国は病院の外来機能を縮小する方向に動いています。
しか

科医で「大腸内視鏡もできるようになりたい」
と言って研修を

し、外来で収益を上げないと経営は苦しいのが現実です。そ

受けた医師は、今春から常勤として勤務することが決まりまし

のジレンマを事務長に話したところ、
「 国は、病院が専門外来

た。この医師の場合、
「小児科医も大腸内視鏡をやっています

に取り組むことは制限していません。当院は、専門外来で地域

よ」という私の言葉で、研修を受けようという気になってくれ

に貢献しているので問題ありません」
という答えが返ってきま

たようです。

した。事務長も、病院を存続させようという強い気持ちをお持
ちなのだと改めて感じました。

胃がん死、大腸がん死ゼロを達成するには、内視鏡検査を
もっと気軽に受けられるようにすることが必須であり、そのた
めには患者さんと医師双方の敷居を下げなければならない

胃がん死、大腸がん死ゼロを目指して
医療側の意識も変えて内視鏡検査の敷居を低く

―これが、私の最も強く訴えたいことですが、
イグ・ノーベル
賞を受賞したことで
（写真２）、
さらに多くの人が耳を傾けてく
れようになりました。

消化管内視鏡検査も足がかりの１つとして病院再建を進め
てきましたが、医療界における内視鏡医の評価や地位は、決
して高くありません。そうなっているのには、周囲の評価以上
に、内視鏡医自身の姿勢に起因しているのではないかと私は
思っています。

問題を掘り下げ、誰もやらないことをやれば
地方の病院でも世界で認められる研究ができる
イグ・ノーベル賞を受賞した論文で評価されたのは、
まず、

日本には、世界的な内視鏡メーカーがあり、検査が容易に受

鎮静薬の選択と用量の調節により大腸内視鏡検査中の不快

けられる環境が整い、
日本消化器内視鏡学会には３万4,000

感を抑え、検査の完遂率を向上させたこと、次に、内視鏡の先

人以上（2019年２月末現在）
もの会員がいます。それなのに

に透明なキャップを装着し、キャップが腸管のひだを倒すこと

評価が低いのは、世の中を変えるようなことをしていないから

でポリープを見つけやすくしたこと、そして、
コールド・スネア・

です。内視鏡医が、内視鏡の持つ力にもっと目を向け、生かす

ポリペクトミーにより、抗凝固薬や抗血栓薬を休薬しなくても

努力をすれば、
すでに述べたように胃がん死、大腸がん死をゼ

出血リスクなくクリーンコロンを達成できることを、世界で初

ロにすること、つまり胃がんや大腸がんでは死なない世の中

めて証明したことです。

をつくれる可能性は十分にあります。

やろうという気持ちさえあれば、
どこにいても革新的な取り

内視鏡で世の中を変えるためには、患者さんが気軽に内視

組みはできます。むしろ、誰もが避ける場所にこそ宝物がたく

鏡検査を受けられるようにするとともに、医師自身の意識を変

さん埋まっており、誰もやろうとしないことに大きな可能性が

えることが不可欠です。消化管内視鏡、特に大腸内視鏡は、手

あります。問題を掘り下げ、本質な課題を見つけて探求するこ

技の習得が難しいと思われているので、
まずはその思い込み

とが大切です。

を是正しなければなりません。

私が今年着手しようとしているのは、2007年に展開した

その意識改革に向けた第一歩として始めたのが、
「 駒ヶ根

ピロリ菌の撲滅キャンペーンと、その後の対策の成果を検証

プログラム」です。主に内視鏡の手技を習得する機会の少な

することです。このキャンペーンは、19～69歳の飯島町民

い小児科医を対象にした約３カ月研修コースで、当院の消化

約5,000人を対象にアンケート調査を行い、消化器症状の

器病センターで800～900件の上下消化管内視鏡を経験

有無、ピロリ菌検査の有無、除菌の有無、生活習慣などを調

し、手技を習得することができるものです。これまでに11人

査し、検査や除菌を促したものです。町ぐるみのこうした介入

がプログラムを修了しました。そのうちの１人は、消化器病セ

は、世界的にみても他になく、米国衛生研究所（NIH）に試験

ンターで非常勤の内視鏡医として活躍しています。消化器内

登録してまとめた論文が認められるなど、手応えを感じた取り
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組みです。
2007年ごろの経営状況は最悪でしたが、駒ヶ根市に隣
接し当院に通院する患者さんが多い飯島町の町長（当時）
に、
「町を挙げてのキャンペーンが成功すれば、病院が１つにまと
まり、潰れずにすむ」
と掛け合って実現しました。以降、同町は
成人式を迎えた町民に、お祝いとしてピロリ菌の検査料の３
分の２を補助しています。毎年約100人が検査を受け、だい
たい１割前後が陽性で除菌を行っています
（図３）
。
この取り組みによって胃がん死がどの程度減り、医療費が

図３ 長野県飯島町・新成人者ピロリ菌検査（尿素呼気試験）
の結果推移
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（資料提供：堀内朗氏）

どれほど削減できたのか、データをまとめて論文化するには
費用も人手も必要ですが、人に関しては、公衆衛生学を修め、
客員研究員としても活動している麻酔科医師が、ちょうど「内

説明や継続的なサポートが必要です。

科を勉強したい」と言って非常勤で来てくれました。加えて、

また、大腸内視鏡検査には意外な効果があります。検査を

飯島町でピロリ菌対策を担当していた保健師が定年退職し、

行ったあと、便秘が解消する患者さんが３分の１ほどいるので

データの取りまとめに専念してもらえることになるなど、
タイ

す。中には、便秘対策として年１回の大腸内視鏡を希望する患

ミングのよさに驚いています。

者さんもいます。その目的で大腸内視鏡検査を行うことは認

新しく麻酔科医が来て合計２名になったので、内視鏡室の
手術室化にも取り組むつもりです。欧州では、高度な内視鏡

められていませんが、今後検討する価値はあると考えていま
す。

治療を行うために内視鏡室の手術室化が進んでいるので、そ

近年、脳と内臓の密接な関係が明らかになりつつあります

れを先取りし、空いている手術室を内視鏡室に造り変えること

が、胃や大腸の状態も脳によって規定されている部分が大き

を検討しています。研究論文や新しい取り組みが注目されれ

いようです。内視鏡検査で不安を取り除いたり、症状を改善し

ば、当院で働きたいという若い医師も増えるはずです。

たりすることで、ストレスが減って快適に過ごせるようになり、
健康状態が向上する可能性は大いにあるでしょう。一般向け

世の中を変える取り組みを発信し続け
地域に貢献する
かつて県内で最も羽振りのよかった当院が、医師の新臨床

の講演会では、
「 先生はどのような腸活をしていますか」とい
う質問をよく受けますが、脳と大腸の関係について話し、
「スト
レスをためず楽しく暮らすと、腸もよく動きます。私にとっての
腸活は、脳を楽しませることです」
と答えています。

研修制度によって傾き、県や大学のサポートを得られなかっ

内視鏡の効果について、
ここまで言及している人はまだい

たにもかかわらず再建できたのは、他の病院がやらないこと

ません。研究で実証できれば、
やはり世の中を変えられます。

をやったからです。内視鏡医として私がゴールに設定してい

病院には強みが必要です。当院は、主に循環器と消化器の

る「胃がん死、大腸がん死ゼロ」も、まだ誰も達成していませ

２領域の強化に取り組んで患者さんを増やし、その過程で生

ん。大風呂敷を広げすぎだという意見もあるかもしれません

まれた研究論文がイグ・ノーベル賞を受賞して、全国的に知ら

が、
もし当院でそれを実現できれば、
この分野で日本一の病院

れるようになりました。それでも、東京など都会から来る患者

になり、世の中の常識も変えることができます。

さんはほとんどいません。そこで、都会や海外の人にも来ても

長年、内視鏡検査を行ってきて実感するのは、内視鏡には

らうために構想を練っているのは、長野の観光資源である山

大きな潜在能力があるということです。がんの発見や低侵襲

やヘルシーな食と、内視鏡検査を組み合わせた医療ツーリズ

治療にとどまらず、患者さんのストレス低減や、機能性疾患の

ムです。成功すれば病院の収益が上がり、地域も潤うでしょう。

改善にも有効なのではないかと思っています。

病院の経営安定は、高齢者医療など地域の医療ニーズに

まず、内視鏡によってがんでないことが証明されると、患者

応え、地域に必要な病院であり続けるためにも必要です。当

さんは大きな不安から解放されます。これは、単なるネガティ

院は現在、建物が老朽化したため新病院の建設が決まり、あり

ブ・エンドスコピーにとどまらない効果だと言えます。また、最

方検討委員会が発足しました。私が定年を迎えるまであと10

近増加している胃食道逆流症（GERD）の患者さんは、非定型

年、言葉は悪いかもしれませんが、その間にこの病院と地域を

症状を示す人も多く、
「本当にGERDなのか」
という不安を抱

利用して「誰もやっていないこと」をどんどん推し進め、世の中

きがちですが、胃内視鏡検査を行ってGERDの所見を確認す

を変えることが目標です。そうして病院と地域が有名になるこ

ると、納得して安心されます。悪性疾患でないと分かると症状

とで、人を呼び込むことができれば、
これまで私を支えてくれ

が気にならなくなり、薬剤が不要になる患者さんもいます。も

た駒ヶ根市や飯島町の人たちに、少しは恩返しができるので

ちろん、患者さんの不安を取り除くためには、検査後の適切な

はないかと思っています。

日本ケミファ
（株）
発行 [Chemiphar WISELY] No. 54 2020年3月発行

連 載
vol.

6

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 。

てもらい、渡したときに目の前で内服してもらうというルールに
変えた。すると、次の検査では寄生虫は検出されなかった。久し
ぶりに頭をポカンと叩かれた気分になった。
〔2019年10月8日
（火）付〕

外
日

本語の上手な外国人のケースから学んだ
診療で注意すべき２つのこと

国人医療でトラブルにならないことを願い
多様な話題を執筆・発信しているが…

10月が終わったので、朝５時にクリニックにやってきて
レセプトのチェックを行った。おかげでまだ眠い。レセプト

さもありなんと思っていたことが発生してしまった。

は保険の種類によって分類されている。本来はパソコンに

５日の土曜日にやってきた外国人男性、排尿時痛を訴えてお

入っているものを、チェックしやすいように打ち出してもら

り、性行為からの時間を考えて、
クラミジアの感染症を疑った。

い、その内容が間違っていないか、適切な書き方をしている

朝の食事もしており、
もちろん排尿もしているので、当日は検査

かを見ていく。

ができず、内服薬だけを処方した。処方内容は抗生物質を４錠、
１回で内服して終わりというもの。
そして、
この１年で急に10㎏近く体重が増加したというので、

生活保護のレセプトの束を見ていると、やはり外国人が
多いことに嫌でも気がついてしまう。29枚中、15枚が外国
人、14枚が日本人。生活保護となる理由はそれぞれ違うの

血液検査を希望しており、肝機能、腎機能、脂質代謝、血糖値や

だろうが、こういう数字を見ていると、「医療は産業」とい

HbA1cについて採血を行った。英語で話すと、すべての返事が

う掛け声で海外から自由診療の患者に来てもらってお金を落

日本語で返ってくる。日本語を使いたいというだけでなく、上手

としてもらうなどという考えが、別世界のことのように感じ

だったので、途中から日本語だけの会話となった。

られる。

そして昨日７日の月曜日、血液検査の結果を聞くためにやっ

昨日、以前に出版でお世話になった某社の担当者から連絡

てきた。肝機能も腎機能も脂質代謝も血糖値もHbA1cもすべ

があった。僕の書いた文章を読んだあるところのコーディ

て異常なし。説明した後に排尿時痛について尋ねてみた。する

ネーターから、「外国人医療のネガティブな面のことばかり

と、
「よくなってきていて、症状はほんの少しだけになってきてい

を書くと、医療機関や医師の中に、外国人医療に対して背を

る。明日１錠内服したら薬は終わる」
と話す。
？？？？ 当日、
４錠を１

向ける人が出てくるのではないか」との話があったそうだ。

回で飲んでそれで終わりと話したのに、彼は１日１錠を４日間続

そういうことも言えなくもないが、逆に何も知らずにトラブ

けるものと誤解して内服していたのだ。

ルに巻き込まれることのほうが怖い。そういうことについて

調剤薬局に問い合わせてみたところ、僕の処方通り、
１回で内

の注意を喚起するために書いているのだが。

服するように話しましたとの回答があった。こういう間違った内

随分前のことだが、巻き込まれて、
「二度と外国人の患者は

服の仕方で治療効果があるのかないのか、その検証は難しいだ

診たくないから、電話してこないでくれ」と僕に言い放った医

ろう。いずれ、採血してみなければならないだろう。このあたりの

師もいる。注意を適度にと言われても、何が適度なのか、な

ことは冷や汗を流している彼に説明をしたが……。

かなか難しい。 外国人医療について書くと、どうしても医

このケースは２つのことを教えてくれている。どんなに日本語

療に関する習慣や考え方について言及することになり……

が上手であっても、
できれば英語で、あるいは通訳を入れたほう

それは表現の仕方をひとつ間違えば民族差別だろうと言われ

が間違いがないということ。もう１つは、大切な薬は目の前で内

かねない、そういうナイーブな問題について触れる、いや

服、あるいは調剤薬局に頼んで、そこで水を出してもらい、調剤

触れざるを得ないことになるのだと思う。外国人医療に取り

薬局の職員の前で内服してもらうことだ。

組んで33年、常にこういう考えでやってきたのだが……。

その昔、
インドシナ難民定住促進センターの嘱託医を務めて
いたころ、ある家族だけが内服薬を処方しているにもかかわら
ず、いつまでも寄生虫が消滅せず、なぜなのか？と理由を探った
ことがあった。分かったことは、内服薬はたしかに処方されては
いたが、受け取ったこの家族は誰一人として内服していなかった
ということだ。それからというもの、センターの保健師から渡し

〔2019年11月1日
（金）付〕

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

早期診断後の迅速かつ適切な介入で
認知症の人のQOLを向上させる

―望む場所で最後まで自分らしく暮らせる社会に
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

後編

かつては“痴呆”
と呼ばれ、専門的な医療や介護に結びつくことの少なかった認知症だが、呼称が
変わり、施策もより高齢者の尊厳やQOLを重視したものへと進化してきた。高齢化と認知症の増加
に対応することは、先進国に共通の課題であり、高齢化で先頭を走る日本の認知症施策とその成果
には世界が目を向けている。認知症国家戦略を策定する国が増え、
その成果の報告もある。
そうした
世界の状況と、
日本の認知症医療の展望などについて、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お話を伺った。

経変性疾患全般に関する新たな戦略」を策定、オーストラリ

世界でも重要な社会課題である認知症

アは、2005年に「認知症に関する国家構想」を策定していま

国家戦略の策定など各国で推進

す。
どのような成果が得られているのでしょうか。

世界の認知症施策の状況を教えてください。
2018年の時点で、認知症に対する国家戦略を有する国と

英国では、2013年に20年前と比べて65歳以上の認知
症有病率が22％も低下したとの報告があり、注目されまし

地域は日本を含め27、策定中が29です
（図）。
英国は2009年に「国家認知症戦略」、2015年に新たな
戦略をそれぞれ５カ年計画として発表しました。施策のうち、

た。また、2009年から2015年までの間に、欧州や北米など
で認知症有病率が低下したというデータもあります。

よく知られているのは、
「 認知症フレンドリーコミュニティ」と

英国で認知症有病率が大きく低下したことには、生活習慣

いう社会の推進です。この取り組みでは、日本の認知症サ

病対策として禁煙や塩分摂取量の減少、肥満対策など生活習

ポーター制度を参考にした「認知症フレンズ」の養成が行わ

慣の改善に国を挙げて取り組み、生活習慣病の有病率を低

れています。

下させたことが影響していると思われます。生活習慣病の多

米国では、2011年に「国家アルツハイマー計画法」が署
名され、2012年に同法に基づく計画が発表されました。フラ
ンスは、2001年に「認知症国家戦略」、2014年からは「神

図

くは認知症のリスク因子ですから、生活習慣病が減れば認知
症も減ります。他の欧米諸国にも、同様の背景があります。
しかし、日本は欧米に比べてもともと肥満などが少なく、
ま

認知症対策国家戦略の策定状況
（2018)

策定済
策定中

国家戦略を有する国

国家戦略を策定中の国

（Alzheimer's Disease International の資料を翻訳）
（内閣官房 健康・医療戦略室「認知症施策推進関係閣僚会議
（第１回）」資料５より）
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た早期から生活習慣病対策に取り組んできたこともあり、欧

できることを確認する前に処方すると、飲み忘れや重複飲み

米が成果を出した時期には認知症有病率を大きく下げる余

で症状が悪化してしまうことがあります。服薬管理状況の把

地はあまりない状況だったと解釈すべきだと考えられます。

握と服薬管理体制の構築は、認知症医療において不可欠で

日本では、欧米に比べ認知症が増え続けているという指摘も

す。

ありますが、認知症施策の効果を評価する際には、単に数字

前編で認知症の早期発見の重要性をお話ししましたが、早

だけではなく、平均寿命や医療制度など、その国、地域の状況

期に診断されても、服薬管理、栄養管理、生活不活発病の予防

を総合的にみる冷静さを持つことが求められます。

という基本的な支援が遅れたのでは意味がありません。認知

現在、科学的根拠のある認知症のリスク因子には何があ
りますか。
2017年の『Lancet』
（ Lancet 2017; 390: 2673–
2734）
に掲載された予防可能な認知症リスク因子と寄与率
は、アミロイドβの蓄積や集積に関わるアポリポ蛋白Eε4の
保有が７％、若齢期の教育歴が８％、中年期の難聴が９％、高

症を診断した専門医は、
診断後のことまでを考慮した治療方針
を示し、
かかりつけ医は訪問看護師、地域包括支援センターの
担当者、
ケアマネジャーなどと密に連携して、効果的な支援に
結びつくような指示を出すことが大切です。
＊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。

血圧が２％、肥満が１％、晩年期の喫煙が５％、
うつが４％、運
動不足が３％、社会的孤立が２％、糖尿病が１％です。これら

認知症の人のQOL向上に向けて

のうち、潜在的に予防できる可能性は35％です。

IoT家電／センサーの活用にも期待

地域と連携し早期介入することが
認知症の進行を緩やかにすることにつながる

今後の認知症対策の展望について、考えをお聞かせくだ
さい。
2019年６月に策定された『認知症施策推進大綱』
（ 以下、

MCIあるいは初期の認知症と思われる人に受診を勧め

大綱）では、
「共生」
と
「予防」を施策推進の両輪に位置付けて

たり、認知症と診断された人にデイサービスなどの利用を勧

いますが、認知症を発症しないための確実な予防策がなく、

めても拒否されることも多いと聞きます。このような相談が

現在疾患修飾薬もない中、実現可能なのは認知症になって

あった場合、大阪大学医学部附属病院神経科・精神科ではど

も尊厳と希望を持って暮らせる共生社会の構築です。施策を

のように対応していますか。

推進する柱として、大綱は、
「普及・啓発」
「医療・ケア・介護サー

検査入院という形で入院してもらい、検査を行いながら集

ビス・介護者への支援」
「認知症バリアフリーの推進・若年性認

団での運動療法や作業療法を処方し、
デイサービスの雰囲気

知症の人への支援・社会参加支援」
「研究開発・産業促進・国際

に慣れてもらうようにします。こういう場に参加すると楽しい

展開」などを挙げています。

と思ってもらうことがまず大切です。そして何よりも重要なこ

私がいま考えているのは、IoT（Internet of Things）家電

とは、退院翌日にはデイサービスを利用できるように退院後

／センサーを活用して、独居の初期認知症高齢者のQOL向

の環境を整えることです。
１〜２日でも間が空き、
楽しかったと

上を図る取り組みです。安否確認や緊急時の駆けつけにとど

いう記憶が薄れると、せっかくの入院による導入が台無しに

まらず、薬の飲み忘れや重複飲みの防止等の服薬管理、生活

なってしまいます。とくに独居の人は、入院で身についた生活

状況や健康状態の把握などにIoTは幅広く活用できます。

リズムを崩さないように、
うまく介護保険サービスを入れるこ
とも必要です。
2018年度診療報酬改定で入退院支援加算が新設された
ことで、
このような取り組みがしやすくなっています。
病院も、認知症の人の閉じこもりなどを防ぐ取り組みを、
地域と連携して行うということですね。

そこから得られた情報を、
より個別的で効果的な治療計画
や看護計画、
ケアプランの立案に生かし、治療やケアの効果を
評価するというPDCAサイクルが回るようになれば、住み慣れ
た場所、
その人の望む場所で最後まで自分らしく暮らせるとい
う理想に、
近づいていけるのではないかと思っています。
どうもありがとうございました。

はい。専門医とかかりつけ医、訪問看護師、
ケアマネジャー、
ヘルパーなどが連携し、その人の生活を守りながら、糖尿病や
高血圧といった認知症のリスク因子になる生活習慣病の服薬
管理に加え、栄養管理、生活不活発病＊の予防を徹底的に行う
ことは、
認知症の進行を緩やかにすることにつながります。
気を付けたいのは、薬剤の処方です。服薬管理がしっかり
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