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■

Top Runner’
s View
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P2

多職種が関わる初診の認知症診療モデルを確立
スムーズな地域連携で患者・家族のSOSに対応
認知症になっても幸せに生きることを支える医療を目指す

医療法人社団翠会 行橋記念病院 副院長
福岡県認知症医療センター センター長

本村 暁 氏

■

診療報酬改定ニュース •

• • • • • • • • • • • • • •

P6

役割分担がテーマの2020年度診療報酬改定
■

外国人診療日記⑧

• • • • • • • • • • • • • • • • •

P9

AMDAの新型コロナに特化した電話相談から感じた
“PCR検査に至る過程”に対する 人々の誤解 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
■

大腸がんによる死亡ゼロを目指して②

• • • • • •

P10

目指すのは「高品質」
「安全」
「快適」な大腸内視鏡検査
医療法人社団康喜会 辻仲病院柏の葉
院長

浜畑 幸弘 氏

医療法人社団翠会 行橋記念病院 副院長
福岡県認知症医療センター センター長

本村 暁 氏

多職種が関わる初診の認知症診療モデルを確立
スムーズな地域連携で患者・家族のSOSに対応
認知症になっても幸せに生きることを支える医療を目指す
都道府県や政令指定都市が、認知症専門医療の提供や介護関連機関との連携などを担う中核機関として指定する
認知症疾患医療センター。国が2008年から推進する事業であり、現在、福岡県には17カ所設置されている。行橋記
ゆくはし
念病院（福岡県行 橋市）は2014年12月に県の指定を受け、副院長で神経内科医の本村暁氏を中心に、診療や連携
の体制を整えてきた。患者の本当の姿を探るための予診、検査システムを構築し、より簡便に認知機能低下の程度や
介護負担度をチェックできるツールの開発にも取り組む本村氏に、お話を伺った。
（聞き手／編集部）
キーワード

京築医療圏の精神科基幹病院として

マルチ
（多職種）予診、Dual History、心理検査セット、留守番スケール

の事例検討会や講演会といった活動を軌道に乗せており、病院ス
タッフの意識も高かったため、比較的短期間のうちに体制を形作る

精神科救急・急性期医療と認知症医療を２本柱に

ことができました。

当院は1956年の開院以来、精神科医療、高齢者医療、障害者

そのような状況の中で、2014年９月に県から福岡県認知症医

福祉を提供する病院として機能してきました。精神科救急・急性期

療センター追加募集の連絡を受けました。厚生労働省の通知によ

医療と認知症関連医療を２本柱に、
アルコール関連医療、ストレス

り、二次保健医療圏に１カ所ずつ認知症医療センターを指定する

ケア関連医療などにも幅広く対応し、初期の介入から入院治療、退

ことになり、当院が候補に挙がったのです。診療体制や実績などを

院後のケアまで、一貫した包括的なサービスを提供しています。

規定のレポートにまとめて提出し、同年12月に指定されました（参

行橋市のある京築医療圏は、福岡県と大分県の県境に位置し、

考：図１）。

総人口は約19万人です。高齢化率は31.2％と全国平均よりも高

認知症医療センターの主な事業は、専門医療相談、鑑別診断と

いですが、地域によってばらつきがあり、自動車工場が建ち並ぶ苅

それに基づく初期対応、医療機関・他職種との連携、研修会等の開

田 町は若い人が多く、内陸の山に近い農村部は高齢化率が40％

催、情報配信です
（図２）。スタッフは、
センター長である私と専従の

近くに上ります（高齢化率：福岡県発表．
2019年10月１日現在）。

看護師１人、専任の精神保健福祉士（PSW）
１人と心理士２人、介

行橋市自体は典型的な地方都市で、かつては九州の米どころとし

護福祉士１人の計６人で、看護師は認知症看護認定看護師です。

て知られていましたが、近年は北九州市のベッドタウン化が進んで

皆、認知症医療センターの事業に高い関心を持ち、意欲的に取り

います。

組んでいます。

かん

だ

地域の高齢化に伴う認知症の増加に対応するために、行橋市と、
隣接する苅田町とみやこ町の医療・介護関係者が研究会を立ち上

年間5,000件以上の電話相談に対応

げたのは2008年です。当時、私は京築医療圏の別の病院に勤務

初診でも認知症が進行した患者が多い

していましたが、昔から親交があった当院の一甲則男院長から「神
経内科の視点で認知症の診療体制を整えてほしい」
ということで、
2011年に赴任しました。そのころ、すでに前述の研究会が多職種
日本ケミファ
（株）
発行 [Chemiphar WISELY] No. 56 2020年7月発行

認知症に関する相談件数、患者数は年々増加しています。認知
症看護認定看護師が担当する電話相談には、年間5,000件以上

医療法人社団翠会 行橋記念病院
1956年行橋保養院として開設、同年医療法人社団
翠会を設立。1988年行橋記念病院に改称。1998年精

病院概要

神科急性期治療病棟新設に伴い中庭を整備。2003年
臨床研修指定病院
（協力型）
指定。2014年福岡県認知
症医療センター指定。敷地内に介護老人保健施設行橋
園
（100床）
を併設し、
行橋記念病院、
行橋園とも2015年
ISO9001認証を取得。2017年精神科救急病棟開設。

■所在地：福岡県行橋市北泉3－11－1
■病床数：精神科348床
（認知症治療病床120床）
■院 長：一甲則男
■ＵＲＬ
：https://www.yukuhashi-hp.or.jp

の相談が寄せられ、最も多い相談は「受診に関する問い合わせ」

場合、再診も含めた外来総件数では精神疾患が圧倒的に多く、認

で、全体の約３割を占めます
（表１）。

知症は２割程度ですが、初診については認知症が多数派になり、認

センターの外来総件数は、指定直後の2015年が1,601件だっ

知症医療の重要性が増していることを示しています。

たのに対し、2019年度は4,522件でした（表２）。当院全体の外

当センターは基本的に予約制で、受診する患者さんの３分の２

来総件数は、毎年約２万件で大きな増減はないのですが、そこに占

から４分の３は紹介です。紹介元の内訳は、地域のかかりつけ医が

める認知症患者さんの割合は、
８％程度から22％強に伸びている

約6割、連携医療機関が約3割、在宅介護支援事業所や地域包括

という状況です。

支援センターが約1割。それ以外は、患者さんや家族からの電話相

初診件数は、初めのころは300件台で推移していましたが、

談等を経由した受診です。

2018年から400件台に乗りました。当院全体の初診件数は約

受診に付き添って来られるのは、ほとんどの場合配偶者ですが、

800件なので、最近は初診全体の５～６割が認知症かその疑いの

独居の人の場合はケアマネジャーということもあります。核家族化

患者さんです。60年以上の歴史を持つ精神科病院である当院の

が進み、子どもは遠方に住んでいるという事例が非常に多くなって

図１ 福岡県認知症
（疾患）
医療センター 配置図

【北九州市認知症
疾患医療センター】
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図２ 福岡県認知症医療センターの役割と位置づけ
日常的なケア

かかりつけ医
紹介

通院

認知症疾患センター
【主な事業内容】
●専門医療相談
●鑑別診断とそれに基づく初期対応
●医療機関、
他職種との連携
●研修会等の開催
●情報配信

相談

医療相談

介護サービス 総合相談
提供

情報提供
介護相談

居宅介護支援事業所
地域包括支援センター

連携医療機関

（行橋記念病院ホームページより）

表１ 行橋記念病院 福岡県認知症医療センター 認知症看護
認定看護師が受けている電話相談件数と、相談内容の内訳
相談内容
１．相談窓口について
２．受診に関するお問い合わせ
３．入院に関するお問い合わせ
４．入所に関するお問い合わせ
５．介護保険サービスに関するお問い合わせ
６．支援方法に関するお問い合わせ
７．その他
（メール相談など）
合

（福岡県ホームページより．
一部改変）

患者さん
ご家族

お返事

計

件

数

114件
1,697件
543件
691件
625件
345件
1,052件
5,067件
（資料提供：行橋記念病院）
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います。

Dual Historyは、患者さん、家族などの介護者、そして私たち医

また、センターを受診する患者さんは、初診でも比較的重度の

療者にそれぞれメリットがあります。ある程度認知症が進んだ患者

人が多く、軽度認知障害（MCI）は少数です。MCIや初期の認知症

さんは自覚症状がないため、
「何か困っていることはありますか」
と

の人ですと、
「自分はどうもおかしい」
「何だかはっきりしない」
と感

聞いても、
「まったく何ともありません」
と答える人がたくさんいま

じ、心配になって自ら物忘れ外来などを受診することもあります

すし、
「腰が痛くて困っている」
という人もいます。それをきちんと記

が、ある程度進行するとご本人は自覚がありません。当センターで

録し、
腰痛があれば適切な対応をすることが大切です。認知症におい

最終的に認知症と診断された初診の患者さんのうち、問診が可能

ても、
患者さんの主訴をしっかり捉えることが極めて重要なのです。

だった（すなわちコミュニケーションが取れない重症例を除く）16

また、患者さんへの問診は、言語能力を評価するprobeになりま

人について、初診時に「自覚的な
“困ること”
」を尋ねたところ、
13人

す。コミュニケーションが難しい患者さんもいますが、それでも診

は「とくに困らない」
と回答しました。
“困ること”
があるとした人も、

療の主体である患者さんの目を見ながら対応しなければ、診断も

それは「難聴」や「腰痛」であり、
「 物忘れ」
「 物をなくす」といった認

治療やケアもうまくいきません。

知機能に関する訴えがあったのは３例のみでした
（2016年７月の
連続症例、同年９月の日本神経心理学会ワークショップで発表）。
自覚がない場合、周囲が受診を勧めても本人が納得しない受診

本人に自覚がなかったり、
コミュニケーションが取りにくかった
りすると、家族など介護者の訴えだけを聞き、それを病歴として理
解してしまいがちですが、家族などにも評価バイアスがあるため、

拒否や、病院までは来ても診察室に入るのを拒む診療拒否の問題

偏った理解になる危険があります。何よりも患者さんとのコミュニ

が立ちはだかります。
「脳の健康診断です」
「介護保険の申請に必

ケーションが不十分になり、適切な患者－医療者関係が築けませ

要なので」などの口実を使うこともやむを得ず、
これを私は「口実

ん。Dual Historyは、患者さんの本当の姿を知り、信頼関係を築く

受診」といっています。受診を促す最初の手段としては有効です

上で必須だと考えています。

が、いつまでも口実受診を続けるのは適切でありません。時期を

家族など介護者においては、本当に困っていることを患者さん

見極め、家族など介護者も含めて通院治療の必要性について丁寧

に遠慮することなく率直に話せることが一番のメリットです。以前

に説明する時間を設け、治療関係を保つ努力をしています。

は、患者さんが画像検査を行っている間にこっそり聞いたりしてい
たのですが、それは望ましくありません。診察室では話しにくい困

Dual History（二通りの病歴）で

りごとも、
プライバシーが守られた環境なら安心して話すことがで

患者さんの本当の姿を探る

き、
とくに心理士が行うNPI-Qでは、心理の専門職に思いの丈を話

初診は、予診、診察、検査（心理検査、画像検査等）
という流れで

今泉．
臨床と研究．
95：97-100，
2018）。

すが、予診と心理検査は、患者さん本人と家族を別々の部屋に通

すことで、
カウンセリングのような効果もあるようです（本村，
谷岡，
Dual Historyは、診断だけでなく初期対応にも大いに役立ちま

し、個別に話を聞いています。こうすることで、医療者は患者さんと

す。介護破綻のリスクがありそうな事例には、
すぐにPSWが介入す

じっくり向き合うことが可能になり、家族は患者さんの困った行動

るなど、多面的な支援が可能になります。
本当は困り果てているの

を率直に話すことができます。二通りの病歴を取ることから、Dual

にSOSが出せない家族もいますが、患者さんおよび家族と多職

Historyと名付けました。

種の面談をDual Historyのためにルーティンにすることで、
小さな

予診は、既往歴、家族歴、生活歴、車の運転の有無、受診理由、行

サインにも気づきやすくなりました。

動（生活能力）など医学的情報の収集を認知症看護認定看護師、
経済的な背景やキーパーソンなど社会的情報の収集を精神保健
福祉士（PSW）
が担当します。

表２ 行橋記念病院 福岡県認知症医療センターの診療実績

認知症の人は、
よほど初期でないと質問に答えるのが難しく、聞
き方を工夫するなど知恵を絞らなければなりません。認知症や認
知症の人とのコミュニケーションに関する専門知識を持つ看護師
からもたらされる、患者さんの言語能力やコミュニケーション能力
も含めた情報は、診断の大きな助けになります。
一方、社会的情報は、診断後の適切な対応になくてはならない
ものです。経済的なことなどデリケートな問題を抱えていることも
あるため、一度に話してもらえないこともありますが、信頼関係を
築きながら聞き出していきます。
心理検査は心理士２人がチームで行っています。当センターが

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

1,601件

1,717件

2,983件

4,133件

4,522件

初診件数

347件

300件

460件

601件

405件

入院件数

70件

56件

190件

206件

191件

692件

464件

1,717件

2,560件

5,067件

48件

85件

226件

164件

635件

外来総件数

電話相談件数
面接件数

外来総件数：同センター経由の外来患者延数
（初診＋再診）
〈参考〉
行橋記念病院の年間外来延数：約２万人、
初診患者総数：700〜800人
（資料提供：行橋記念病院）

用いている心理検査は、主にMini-Mental State Examination
（MMSE）、Neuropsychiatric Inventory-Question（NPI-Q）
で
す。MMSEで認知機能（見当識、記憶、計算・注意力言語機能等）
を
スクリーニングし、NPI-Qで行動・心理症状（BPSD）
と介護負担度
を評価します。NPI-Qは介護者の負担をある程度数値化できるの
で、患者さん本人の認知機能を測定するMMSEと組み合わせて
実施することにより、全体像をつかむことが可能になります。
１人の
心理士が患者さんにMMSEを行っている間に、もう１人が家族に
NPI-Qを実施します。
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発行 [Chemiphar WISELY] No. 56 2020年7月発行

写真１ 昨年９月に開催された
「オレンジフェスタ」の様子。屋台で飲食などを楽しめるほか、演
奏会や認知症に関する講演会など盛り沢山の内容で、
多くの市民が集まった。
（写真提供：行橋記念病院）

医療・介護連携で迅速に対応
センターが
“医療的駆け込み寺”
として機能
診断と初期対応を当センターで行ったあと、
外来通院が可能な患
者さんは基本的に紹介元に戻します。日常診療はかかりつけ医にお
任せし、
当センターで半年に１回診察、
１年に１回MMSE、
NPI-Q、
画
し、
前述したように、
当センターを受診する患者さんは重症であること

写真２ 行橋記念病院のシ
ンボルにもなっている英国
風の美しい中庭は、誰でも
自由に散策を楽しめる。

が多く、
とくに徘徊など行動障害が強くみられ、
急な入院が必要になる

（写真提供：行橋記念病院）

像検査を実施するというスケジュールで医療連携をしています。
しか

可能性のある患者さんについては、
私たちが継続的に診ていきます。
当センターを通じた入院は、年間60～70人です。入院理由は、

園した英国風の庭で（写真２）、決して広くはありませんが、歩いて

初回入院の場合BPSDが大半ですが、身体合併症、あるいは虐待

いると森の中にいるように感じます。近所の人々もよく散歩してお

などの家庭問題ということもあります。

り、地域の憩いの場になっているようです。

センターには、BPSDが強くなったときや、家族の体調が悪く
なったときなどにすぐ相談できる
“医療的駆け込み寺”
の機能も求
められます。ある80代の男性は、自宅で妻、息子と暮らしていまし
たが、妻が転倒して大腿骨骨折で入院。息子は慣れない介護でス

センターで得られた知見を積極的に発信、独自の
認知機能低下スクリーニングツール（留守番スケール）も開発中

トレスをため、担当ケアマネに「親を傷つけてしまうかも」とSOS

指定から５年が経ち、当センターの外来診療モデルはほぼ確立

を発信しました。ケアマネと地域包括支援センターから当センター

されました。それを整理して発信するとともに、今後５年くらいかけ

に緊急の入院相談があり、男性は入院。その後、地域包括支援セン

てさらにブラッシュアップさせていかなければならないと思ってい

ターの担当者が家族と話し合い、施設入所が決まりました。日ごろ

ます。いま進めているのは、患者さんの認知機能低下の程度と、介

から担当ケアマネが家族と信頼関係を築き、
ケアマネ、地域包括支

護負担度を簡単にスクリーニングできる
「留守番スケール」の開発

援センター、当センターが連携したことで、
“医療的駆け込み寺”
の

と、逆紹介のフロー化です。

機能が果たせたと思っています。

留守番スケールは、患者さんの状態について、
「（介護者が）外出

周囲が気づいたときには、認知症がかなり進行しているという事

しても問題ない」
「食事をはさんで半日なら外出できる」
「食事と

例も少なくありません。ゴミ屋敷、モノ屋敷と化した家に１人で住

食事の間なら外出できる」
「１時間程度なら外出できる」
「まったく

み、食事もとらず、
トイレは詰まっているという状況の認知症高齢

外出できない」
という５項目のうち、
どれに当てはまるかを聞くこと

者が、各地域の事例検討会で報告されます。そこに当センターの

で、認知機能低下とBPSDの程度を大まかに把握できないかと思

認知症看護認定看護師も参加し、市の委託を受けた当センターの

い、考案しました。評価は「留守番可能」
「留守番困難」
「留守番不可

認知症初期集中支援チームの迅速な派遣につなげています。

能」の３段階です。175人の患者さんに実施し、MMSE、NPI-Qの

地域に向けた事業として、認知症の医療、介護、福祉の問題点に

結果と多重比較検定を行ったところ、相関関係が確認できました。

ついて話し合う地域連携協議会の開催（年２回）、月例勉強会、介護

今後さらに実施件数を増やしてMMSE、NPI-Qとの相関関係を

予防事業への参加、地域住民対象の勉強会、市民公開講座、
シンポ

より明確化する必要がありますが、患者さんと介護者の状況を簡

ジウムなどを行っていますが、
これらの活動によって多職種、多機

便に把握できるツールになるのではないかと期待しています。この

関との連携関係が培われています。最も活躍しているのは認知症

データは、
近日中に論文にまとめる予定です
（深津，
今泉，
他．
投稿中）
。

看護認定看護師で、各地域の公民館などで行われる勉強会や介護
予防教室の講師としても飛び回っています。

逆紹介の流れは、前述したとおり大体できあがっていますが、
フ
ローチャートにまとめ、かかりつけ医にお渡しすることで、当セン
ターとの連携が深化し、
また軽度の認知症の患者さんは診ようと

啓発活動の「オレンジフェスタ」に
地域住民が計1,300人以上参加

いう医師が増えていくのではないかと思っています
（本村，
原田，
深
津．
臨床と研究．
97：466-470，
2020）。
認知症の人は増え続け、長年診療してきた患者さんが認知症に

認知症があっても安心して暮らせるまちづくりのために、住民

なるということも起こります。認知症医療センターという臨床の最

の啓発活動にも力を入れ、行橋市では2018年から、苅田町では

前線で得た知見は、診療で苦慮している医師の助けになるはずで

2019年から、世界アルツハイマーデーのある９月に「オレンジ

あり、それを論文として積極的に発信することは私たちの使命で

フェスタ」を開催しています。行橋市のスーパーマーケットのホー

す。また、論文に対してさまざまな意見が戻ってくれば、当センター

ルと、苅田町の大学の構内を借り、飲食や物販の屋台、演奏、ス

の診療の質向上につなげることができます。

ポーツ、健康相談、認知症の講演会など盛り沢山の内容で展開しま

人材育成、入院医療の充実など課題はたくさんありますが、あり

した（写真１）。これも認知症看護認定看護師が中心となって取り

ふれた存在になっている認知症の人を、皆で支えるための取り組

組み、2019年の来場者はそれぞれ300人、1,000人を超えまし

みを進めていくつもりです。認知症になると、
ご本人も家族も「忘

た。アピールの１つとして、オレンジフェスタ開催日までの４日間、

れてしまうこと」に悩むことが多いですが、それを逆手に取り、
「嫌

当院の中庭の照明をオレンジ色にしたことも好評でした。
その中庭は、当院の自慢の１つです。1998年に精神科急性期

なことは忘れましょう。宝物になるような記憶を残して生きていき
ましょう」
と考えるのが良いのではないかと思っています。
うまく忘

治療病棟を新設する際に発足した建築委員会で、委員の医師が発

れて、幸せに生きるというのが、たくさんの認知症の患者さんを診

案したと聞いています。世界的な庭園デザイナー・石原和幸氏が造

てきた私が考える認知症との付き合い方です。
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診療報酬改定ニュース
メディキャスト株式会社

●

役割分担がテーマの
2020年度診療報酬改定
〇COVID-19への特例対応の整理

また、厚労省は５月27日に、新型コ

COVID-19感染を疑う患者の場合、
必要な感染予防策を講じた上で診

ロナウイルス感染症の拡大によって収

療を実施することで、
院内トリアージ

入が減少し、
福祉医療機構等からの融

料の算定。

資が必要となっている保険医療機関等
について、
融資が実施されるまでの資

【入院】
中等症以上の患者を
「救急医療管理

金繰り対策として、
５月診療分の報酬

月以降、矢継ぎ早に出されてきた。特

加算」算定対象病棟に入院させた場

の概算前払いを認める特例措置を発

例についての主なポイントを整理す

合は、
「救急医療管理加算１」の３倍

表したところだ。

COVID-19拡大への特例対応が３

●

る。

重症患者を「救命救急入院料」、
「特

で継続されるかがまだ明確にはなって

定集中治療室管理料」、
「ハイケアユ

いないが、
今後を見据えて考えると、
オ

電話、
情報通信機器を用いた診療に

ニット入院医療管理料」などを算定

ンライン診療への対応は第二波、
第三

ついて、初診からの対応を可能とし

する病棟に入院させた場合は、
通常

波を控えてというだけではなく、今後

て、
診療報酬で評価する。

の３倍の入院料を算定する。

は必須の取り組みとなっていくことが

中等症以上の患者における
「救急医

想定される。

【外来】
●

なお、現在の特例について、いつま

相当の2,850点を算定。
●

注意点

●

療管理加算１」の３倍額の算定期間

今回の特例対応により、全国の約

は原則14日目までだが、継続的な

１万4,000施設でオンライン診療の

・向精神薬や麻薬は対応不可

診療が必要な患者については、15

環境が整備されていることが分かって

・初診で患者の基礎疾患情報などが

日目以降の算定を容認。新型コロナ

いるが、実際にオンライン診療を体感

確認できない場合は、処方日数は

ウイルス感染症からは回復したもの

した患者にとってみれば、
感染のリスク

７日

の、
引き続き入院が必要な患者の転

低減というだけではなく、
その利便性、

・医療機関から薬局に処方箋はFAX
等する

・ 患者にオンライン服薬指導の希望

院を受け入れた場合は、
転院先医療

医療費の観点からも魅力的に感じたの

がある場合は
「0410対応」
と備考

機関においても
「二類感染症入院診

ではないだろうか。
とりわけ、
診療所や

欄に記載すること

療加算」
（250点）
を算定。

200床未満の病院においては、病状

■図表１ 医療情報化支援基金による補助
（補助の対象となる事業）
・オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末の購入・導入
・レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等のアプリケーションに組み込むパッケージソフトの購入・導入
・オンライン資格確認に必要となるオンライン請求回線の導入、既存のオンライン請求回線の増強
・オンライン資格確認の導入に必要となるレセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修 等
※ 電子カルテシステムの改修は、資格確認だけでなく、薬剤情報及び特定健診情報の閲覧のための改修を含みます。

大型チェーン薬局

病院
顔認証付き
カードリーダー
提供台数

その他の
費用の
補助内容

（グループで処方箋の受付が
月4万回以上の薬局）

３台まで無償提供

１台導入する場合

２台導入する場合

３台導入する場合

105万円を上限に
補助

100.1万円を上限に
補助

95.1万円を上限に
補助

※事業額の210.1万円を
上限に、
その１/２を補助

※事業額の200.2万円を
上限に、
その１/２を補助

※事業額の190.3万円を
上限に、
その１/２を補助

診療所
薬局

（大型チェーン薬局以外）

１台無償提供

１台無償提供

21.4万円を上限に
補助

32.1万円を上限に
補助

※事業額の42.9万円を
上限に、
その1/2を補助

※事業額の42.9万円を
上限に、
その3/4を補助

※ 消費税分(10%)も補助対象であり、上記の上限額は、消費税分を含む費用額です。
（厚生労働省：2020年6月9日．
「オンライン資格確認導入の手引き」
より）
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■図表２ 医療機関の役割分担
①高度急性期病院
専門病院

200床以上の病院

200床未満の病院
診療所
専門医療機関連携薬局

緊急

重

入院（
３次
救

症

急）

化
高 対応
い
検 、侵
査 襲
な 性
ど の

②急性期病院

緊

急

入

院（

2次

救

常
日

地域連携薬局

急

診

）

療

地域包括ケアシステム

200床未満の病院の外来、診療所
③かかりつけ医機能
のある病院

（メディキャスト作成）

の安定した生活習慣病患者の日常診

が、その働き方改革は、医療従事者だ

に応じた役割分担を推進する内容と

療での利用を検討し、
オンライン診療

けではなく、それぞれの地域における

なっている点を改めて確認しておきた

の適切な実施に関する指針
（2018年

医療機関の在り方にも大きく関わって

い。

３月）
に準じた対応が必要だろう。

くる
（図表２）
。

なお、
急性期一般入院料に目を向け

例えば、
「地域医療体制確保加算」
が

てみると、救急への積極的対応、外科

イナンバーカードを申請している一般

新設された。
この項目の名称にあるよ

的治療や侵襲性の高い検査等を行う

市民も多くなっているという。来年度か

うに、
救急医療機関、
およびそこに勤務

医療機関では重症度、医療・看護必要

らは、マイナンバーカードを健康保険

する医師をはじめとする医療従事者が

度で高いスコアが算出されるように

証代わりに利用できることにもなるた

働き続けることができるように、負担

なっている。急性期入院における患者

め、
医療情報化支援基金を用いた対応

軽減策に取り組まれていることを条件

像がより明確になったといえる。

を急がれたい
（図表１）
。なお、
マイナン

に高い評価が得られるものとなって

バーカードのカードリーダーについて

いる。

また、特例給付金の支給などで、マ

今回の診療報酬改定では、
地域包括
ケア病棟を有するDPC対象病院内に

役割分担、
診療機能の集約化の観点

おける転棟ルール（図表３）が見直さ

薬局に無償配布される予定となってい

から言えば、
総合入院体制加算の要件

れ、
地域包括ケア病棟での救急受け入

る。

の見直しも注目される。従来は小児科

れを優先するルールが診療報酬上有

や産婦人科が必要であったが、
地域医

利になるケースも見えてきている。急

療構想調整会議において、
診療機能の

性期一般入院においても、
急性期に注

同様に、医療機関も一層推進

集約化に支障がある場合は、
なくても

力する病院、
回復期の比重を高める病

2020年度診療報酬改定では、
働き

構わないこととなった。

院と、徐々に役割分担を進めていく傾

は、
支払基金が一括調達し、
医療機関、

〇役割分担は、医師など医療従事者と

方改革が重要なテーマだったといえる

このように、地域における診療機能

向にあるといえる。
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診療報酬改定ニュース

■図表３ DPC病棟から地域包括ケア病棟への転棟ルールの変更

DPC対象病棟から転棟する場合の算定方法の見直し
患者の状態に応じた適切な管理を妨げないよう、同一の保険医療機関において、DPC対象病棟から地域包括ケア病棟に転棟する
場合の算定方法を見直す。

他の病棟に
転棟する場合

一般病棟
（DPC）

地域包括
ケア病棟

現行

改定後

転棟後は
地域包括ケア病棟
の点数を算定する

転棟後も
DPC/PDPSによる点数
を算定する
（期間Ⅱまで）

現行（変更なし）
同一病棟内で
転室する場合

一般病棟（DPC）

転棟後も
DPC/PDPSによる点数を算定する

地域包括ケア病室

（期間Ⅲまで）

※他の一般病棟の地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室する場合も同様
※診断群分類に定められた期間Ⅱ又はⅢまではDPC/PDPSで算定し、
以降は医科点数表に従って算定

（厚生労働省：2020年３月５日．
「令和２年度診療報酬改定の概要」
より）

また、がん診療においても、その診

なお、今回の見直しに伴い、摂食嚥

的に関わっていくことが必要だといえ

療実績に応じた地域がん診療連携拠

下チームを設置することや、医師や言

よう。在宅復帰後をイメージして、
患者

点病院に関する評価が見直されている

語聴覚士のほか薬剤師などもカンファ

の寝たきり対策や再入院予防につなげ

が、
今後は診療実績に応じた機能分化

レンスに参加することなど、
構成員とそ

るために適切な薬物療法について、
考

もさらに進んでいくことが考えられる。

の役割も明確にされた。

えることが重要だ。

・ 排尿自立支援チームの見直し

チーム医療に関する見直しは、単に

入院中の下部尿路機能障害患者に

病院内だけではなく、
地域の医療機関

から始まるフレイル対策の評価

対するチーム医療を評価する排尿自立

に対しても情報発信していくことで、
地

医療従事者の働き方改革と、
退院後

指導料という診療報酬が従前はあった

域で患者をサポートして、再入院や要

の重症化・再入院予防の一環として、

が、今回の診療報酬改定を契機に、入

介護度が上がることを抑えることにも

チーム医療の在り方が見直された点に

院中に退院後の包括的排尿ケアの必

つながると考えられる。地域を１つの

も注目しておきたい。

要性を認めた患者を対象とする
「外来

チーム医療と考えた体制作りを意識す

・ 摂食嚥下支援チームの見直し

排尿自立指導料」
と見直された。

ることが重要だ。

〇医療従事者の役割分担、そして入院

従来、経口摂取回復促進加算とし

その一方で、入院については「排尿

て、
胃ろう造設患者や鼻腔栄養を実施

自立支援加算」が新設され、対象とな

している患者に対する多職種によるア

る病棟が地域包括ケア病棟や回復期リ

2020年度診療報酬改定を改めて見

プローチを評価する項目となっていた

ハビリテーション病棟などに拡大され

直してみた。地域医療構想、働き方改

が、
今回の改定で
「摂食嚥下支援加算」

るとともに、入院から在宅と流れがで

革など、
国が進める医療政策との親和

と見直された。さらに、
対象となる患者

き、
在宅において尿道カテーテルの留

性の高い内容となっていることがよく

を胃ろう造設患者や鼻腔栄養を実施し

置などを原因とした寝たきりにならな

分かる。診療報酬の項目だけに着目す

ている患者に限定せず、
摂食機能等の

いための対応の流れができた。

るのではなく、COVID-19への対応、

「役割分担」をキーワードにして、

そして他の政策とも関連付けて眺め、

回復の見込みがあると判断された患

このチームについては医師、看護

者すべてが対象となった。口から食べ

師、
理学療法士または作業療法士で構

地域の期待に応えていく取り組みを見

ること、栄養を高めることで、患者の

成することとなっているが、
排尿改善薬

出していくことを、
常に意識しておきた

QOLは異なり、
在宅復帰後もリハビリ

や下部尿路障害の副作用を有する薬

い。

効果を高めることにつながることが期

剤に関する知識なども求められること

待される。

が考えられることから、薬剤師も積極
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連 載
vol.

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

8

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 。

なら、翌日になってからかかりつけ医または近くの医療機関に電
話して病状を話せばよい。受診してよいのか、あるいは発熱外来
が設けられている地域であれば発熱外来に行けばよいのか、教
えてくれると思う。
このときに大切なことは、症状が発熱だけなのか、ほかにも症
状があるのかということだ。胸苦しさ、咳、痰、鼻水、喉の痛み、味
覚や嗅覚障害など何もなく、
ただ発熱だけであれば、新型コロナ

A

MDAの新型コロナに特化した電話相談から感じた
“PCR検査に至る過程”
に対する 人々の誤解

28日の夕方、診療をほんの少し早く切り上げ、大和市役所の

は否定的だろう。僕のクリニックでもよくあることだが、
「 発熱し
ているが、受診していいか？」
と言われる。よくよく訊ねると、下痢
しているとか、ほかの疾患を示唆しているケースも少なくない。
こういう場合はもちろん「普通」に拝見している。要するに相談

敷地内に設けられたPCR検査の会場に到着。まず、防護衣を着

者、患者の頭の中に「発熱」だけがこびりついてしまっているとい

た。その上で電話ボックス型の防具の中に入り、防具に取り付け

うわけだ。ほかの症状も必ず話してほしい。

られた長いゴム手袋に両手を通して、
この手で検体を採取する

最後に１つ、日本ではPCR検査は行政検査であろうと医師会

ことになる。防護衣としてもゴム手袋を着けているので、
ゴム手

が行い始めた検査であろうと、まずは医療機関を受診し、医師

袋は二重ということになる。

の診察を受けないとそこに進めないシステムとなっている。だ

５時を過ぎたあたりからPCR検査を医療機関から予約した人

から、PCR検査を受けたいので、帰国者・接触者相談センターに

がやってきた。
２時間で７人、時間をゆったり取り、感染予防の上

人々が直接電話をするというのは意味がないということになる。

から、会場で間違っても人の列ができないようにした。午後７時

そういう人はまずは医療機関に行くことだ。これだけで帰国者・

に無事に終えたが、緊張していたのか、仕事量以上に疲れた気が

接触者相談センターの電話が少しは早くつながるようになる気

した。僕の印象だが、具合の悪そうな人はあまりいないように見

がする。

〔2020年4月30日
（木）付〕

受けられた。
昨日29日の祭日、再び、AMDA国際医療情報センターの高
田馬場オフィスで新型コロナウイルスに特化した電話相談を受
けているスタッフの激励に行ってきた。ひっきりなしに電話がか

医

師会のPCR検査事業に再び参加
何事もなく終息してほしい

かっていたが、やはりPCR検査に係る相談が多いような印象を

今夜、医師会のPCR検査事業に２回目の参加、検体採取

受けた。それにしても、帰国者・接触者相談センターは役に立っ

を行う。もともと、今日は市内の某病院から看護師が担当と

ていないようだ。
「長時間、電話をかけてもつながらない」
という

して参加する予定だったが、日本医師会より「看護師が検体

苦情があり、ちょうど僕が行ったときにセンターからも電話してい

採取を行う場合には、医師がそばにいて指導することが必須

たが、
１時間かけてもつながらない。
これじゃ意味はないだろう。

である」という文書が届いたので、それなら医師ひとりが行

このようにつながらない原因の１つは、PCR検査に至る過程

うほうが経費的にもよかろうということになったが……。検

について誤解している人が多いとの印象を受けた。相談者の中

体採取に参加するときには、万が一のときの生活保障のため

に「PCR検査を受けたくて電話したが、つながらない」という人

の民間保険に加入することにしており、その保険への加入は

が複数いたが、

参加する数日前までに簡単な健康調査に直筆サインをしなけ

本人が患者とは

ればならないことになっており、すでに加入を済ませている

限らな いとして

僕が担当するのが手っ取り早いだろうと判断して手上げをし

……緊急に具合

た。こちらも何事もなく、終わってほしい。

が 悪 け れ ば 、事
情を話して救 急
車を呼 ぶしかな
い。それほどでは
なく、翌日まで待
てるような 状 況

〔2020年5月7日
（土）付より一部抜粋〕

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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“つらくない内視鏡検査”が最大の特徴
患者の意向尊重しつつ ９割以上が鎮静下で実施

大腸がんによる
死亡ゼロを目指して

当院内視鏡センターでは、胃と大腸を合わせて１日75〜
80件、年間約２万2,000件の消化器内視鏡検査を実施して
います。そのうち、約１万2,000件が大腸内視鏡です。予約
制であり、検査当日の流れも一般的な内視鏡センターと変わ
りませんが、腸管洗浄剤については、自宅での内服に不安が
あるという患者さんには、当センター到着後に内服してもら

第

2

回

（全３回）

目指すのは
「高 品 質」
「安 全」
「快 適」な
大腸内視鏡検査
辻仲病院柏の葉の
「内視鏡センター」
は、
年間約１万2,000件の大腸内視鏡検査を実施
し、海外からの検査依頼も多い。
その理由は、
検査がつらくないことだ。
そのため患者は
「次も
ここで検査しよう」
「大腸内視鏡検査を躊躇し
ている人に紹介しよう」
と思う。
日本でも苦痛
軽減のための鎮静はかなり普及したが、苦痛
を感じやすい挿入の手技はまだ十分とはいえ
ない。
同院院長・浜畑幸弘氏へのインタビュー第
２回は、
同センターで主流となっている挿入の
手技、
そして、大腸内視鏡検査の品質や安全
性を守るための取り組みについて伺った。

います。
最大の特徴は、
“ つらくない内視鏡検査”
の実施です。これ
は当院が30年以上取り組んできたものであり、基本的に鎮
静下内視鏡検査を行っています。
しかし、患者さんの中にはど
うしても自分で車などを運転して帰宅したい、あるいは検査
中の画像をしっかり見たいと希望する人や、鎮静薬や鎮痛薬
の注射に対して強い不安を持つ人がいます。その場合は、検
査に支障のない範囲で患者さんの意向を尊重していますが、
全体の９割以上は鎮静下での内視鏡検査です。
検査前の問診と説明、前投薬の投与は看護師が担当しま
す。検査の直接介助は看護師または消化器内視鏡技師の資
格を持つ臨床検査技師ですが、病理検体の確認や管理は看
護師が行っています。看護師は、患者さんの様子を観察する
など、患者対応に責任を持つという重要な役割も担っていま
す。

挿入時の苦痛を回避する
「無送気軸保持短縮法」
先端透明フード装着により 比較的短期間で習得可能
“つらくない内視鏡検査”
のために重要なのは鎮静と、苦痛
の少ない手技です。最も苦痛を感じやすいのは、大腸内視鏡
の挿入時ですが、当センターでは挿入時の痛みを回避するた
めに、主に無送気軸保持短縮法を実施しています。
一般的に行われているループ挿入法は、送気しながら腸管
の形に沿ってスコープを押し込んでいくため、
Ｓ状結腸を伸
ばすことになり、患者さんは腸が強く引っ張られるような痛み
を感じます。
しかし、無送気軸保持短縮法は、送気することな
く、腸を手前にたたみ込むように短縮することで、
Ｓ状結腸で
も軸を保ちながら直線的にスコープを進めていくことができ
ます。ループ挿入法に比べ１〜２分余計に時間がかかってしま
うこともありますが、腸への負担が少なく、傷つけるリスクも
低いため、
“つらくない内視鏡検査”
が可能になります。また、
スコープを回転させながら、腸管のひだを避けて挿入するス
ラロームテクニックも、苦痛の低減に有用です。
無送気軸保持短縮法やスラロームテクニックを習得するに

医療法人社団康喜会 辻仲病院柏の葉
院長

浜畑 幸弘 氏

浜畑 幸弘（はまはた・ゆきひろ）氏
医療法人社団康喜会 辻仲病院柏の葉院長。
消化器外科、
大腸・肛門外
科、
上下部消化管内視鏡、
骨盤臓器脱を担当。
1984年横浜市立大学医学部
卒業。
同大医学部付属病院第２外科、
関東逓信病院、
癌研究会附属病院を
経て、
1997年４月～2009年５月東葛辻仲病院。
2009年６月辻仲病院柏の葉副
院長、
2015年３月より現職。
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は経験が必要ですが、先端透明フードを装着すると比較的容
易になります。先端透明フードは内視鏡の補助デバイスで、
至適距離や視野を確保するためのものですが、挿入性の向
上、観察死角の軽減、病変指摘率の向上、攣縮した腸管での
処置・観察のアシストが期待できます。また、拡大内視鏡の焦
点合わせや、NBI（Narrow Band Imaging、狭帯域光観察）
での簡易的浸水観察などにも使えます。さらにESDにおける
粘膜下層の視野展開、安全性の担保にも役立ちます。経験を

表

辻仲病院柏の葉 内視鏡センター 概要
辻仲病院が30年前から追及してきた、
「 高品質」
「安全」
「快適」
な内視鏡検
査を実施するための設備とスタッフが揃う。胃と大腸の内視鏡検査を同時に実施

辻仲病院柏の葉
大腸内視鏡検査における
「離床判断基準」

【離床判断基準】
１．
呼吸が安定している

できるほか、
ポリープの切除、EMR
（Endoscopic Mucosal Resection、内視鏡
的粘膜切除術）
、ESD
（Endoscopic Submucosal Dissection、内視鏡的粘
膜下層剥離術）、
カプセル内視鏡検査（小腸、大腸）、小腸バルーン内視鏡によ

■

酸素なしの状態で、
SpO2＞92％を満たしている

2点

■

SpO2≦92％である

0点

る小腸内視鏡検査、十二指腸内視鏡によるERCP
（Endoscopic Retrograde

２．
薬剤投与後60分以上経過している

Cholangiopancreatography、
内視鏡的逆行性胆管膵管造影）
、
超音波内視鏡、

３．
明朗な応答が可能

内視鏡による止血・ステント挿入・胃瘻造設など多様な検査、
治療、
処置を実施。内
視鏡専用待合室30席を有し、
男性、
女性各専用待合室を用意。内視鏡室６室、
回
復室18床。検査後の離床は、
「離床判断基準」
に基づいて行われる。

■

呼びかけに対して、
はっきりと答えることができる

2点

■

呼びかけに対して目が覚めるが、
覚醒が維持できない

1点

■

呼びかけに対しても、
いずれの反応も見られない

0点

４．
気分に異常がない

スタッフは、内視鏡検査に携わる医師は常勤医15人
（消化器内科医3人、消化

■

器外科医12人）
、非常勤医10人と、看護職員26人
（看護師19人、
ナースエイド７
人）
、
臨床検査技師２人。
日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医は25
人。消化器内視鏡技師資格保有者は、
臨床検査技師２人と看護師5人。
カプセル

５．
血圧が安定している

近年は国内にとどまらず、
海外からの依頼も年間1,000件ほどある。
（単位：件）

2016年

2017年

2018年

2019年

22,088
（大腸12,034）

22,069
（大腸11,842）

21,576
（大腸11,379）

22,061
（大腸11,795）

3,132
（大腸3,098）

3,492
（大腸3,449）

3,513
（大腸3,483）

3,329
（大腸3,328）

EMR

853
（大腸850）

975
（大腸970）

892
（大腸888）

1,239
（大腸1,227）

ESD

107
（大腸75）

117
（大腸78）

103
（大腸78）

101
（大腸78）

ポリープ切除

0点

自己認識として離床可能な感覚がない

看護師には４年以内の消化器内視鏡技師資格取得を推奨している。

検査件数

1点

自己認識として離床が可能な感覚がある
■ 腹痛、腹部膨満感、嘔気、気分不快いずれかの症状があり、

内視鏡読影支援技師保有者は看護師9人。

内視鏡センターの実績

2点

腹痛、
腹部膨満感、
嘔気、
気分不快がない

■ 腹痛、腹部膨満感、嘔気、気分不快いずれかの症状があるが、

■

収縮期血圧≧100mmHgあるいは鎮静前値までの回復

2点

■

収縮期血圧：鎮静前値より＜50％以内の減少

1点

■

収縮期血圧：鎮静前値より＞50％以上の減少

0点

６．
自立歩行が可能
■ ふらつきなく歩ける
（もしくは検査前のADL状態に戻っている）

2点

■ ふらつきはあるが自力歩行は可能

1点
0点

■ 自力歩行不可能
■

合計点数

（資料提供：辻仲病院柏の葉）

評価不可

車椅子もしくはストレッチャーで移送

点／満10点
（資料提供:辻仲病院柏の葉）

積んだ医師からも「装着したほうが安心だ」
という意見が多く

業務をきちんと分業化し、検査中の患者さんから看護師が目

あがり、使用が広がっていきました。

を離すことがないようにしています。患者さんの状態の変化

もちろん、送気しながら先端透明フードなしのループ挿入
法に熟達し、患者さんに苦痛を与えることなく内視鏡検査を
行っている医師もいます。無送気軸保持短縮法や先端透明
フード装着の選択は、各医師の判断に任せています。

にいち早く気づくことは、安全性の担保において非常に重要
です。
検査の終わった患者さんは回復室で経過観察しますが、離
床や帰宅の判断には、独自の「離床判断基準」を用いています

挿入は無送気で行っても、観察するためには十分な送気が

（表）。この離床判断基準は、当センターの看護師が中心と

必須です。
しかし、その空気の影響で、検査後に腹部膨満感が

なって作成したものです。2017年にはその活用状況を調査

強く出て苦痛を感じる患者さんが少なくありません。そこで、

し、数万件のデータをもとに分析。改善点を医師、薬剤師の意

による送気システムを導入
当センターでは、炭酸ガス
（CO2）

見も聞いて改訂しました。また、それを論文にまとめ、院内の

しています。CO2は腸壁からの吸収が早いため、検査後の腹

研究発表会で発表しています。改訂から３年が経過した今年、

部膨満感も早く改善します。

同様にデータを分析して発表する予定です。離床を基準化す
ることは、患者さんの安全性を向上させるだけではなく、根拠

看護師が患者の観察に集中できるよう業務を分業
検査後は「離床判断基準」
に則り 安全性向上

を持って判断できるようになるため、看護業務のレベルアップ
や、看護師のストレス軽減というメリットもあります。

当院の大腸内視鏡検査の品質と安全性を支えているの

大腸内視鏡検査は痛くてつらい検査というイメージを持っ

は、経験豊富な医師陣と豊富な症例数に加え、高倍率、360

ている人は多く、それが検査を躊躇する一因になっているこ

度視野、NBI、BLI（Blue Laser Imaging）の機能を備えた

とは否めません。苦痛の少ない検査を提供し、
「これならまた

内視鏡システムや、術後の癒着、長い腸管など多様な症例に

受けてもいい」
「受けてよかった」と思ってくれる患者さんを

対応できるスコープなどの機器類、そして高い知識と技術を

増やしていくことが、大腸がんによる死亡ゼロの実現につな

有するコメディカルです。とくに、
コメディカルは十分な人員

がる道だと信じて、
日々検査を行っています。

を配置し、直接介助、間接介助、患者さんの案内などの補助
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