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AIが人の技術や知識をいずれ超えていき、人の仕事
を奪うなどのイメージもありますが、AIは生活を豊かに
するためのもので、敵対するものではありません。
人にもAIにもそれぞれの役割や得意な領域がありま
す。人とAIが協力し合うことで、お互いのできないとこ
ろを補い、いい面を最大限に出せる、そのような共存
をイメージしました。虹は、幸せな明るい弘善会の未
来を描きました。
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弘善会グループ学術大会
第 5 回

医療・福祉活動を通して

地域社会に貢献することにより

社会的責任を果たすことが

私たちの使命です。
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大会会長挨拶

矢木　崇善医療法人弘善会
社会福祉法人幸陽会理事長

　「危機の事態」我々が知らなければならないこと

　弘善会グループ学術大会の開催に向けて準備を進めてまいりましたが、第５回開催は、

今般の感染症の流行拡大と、社会情勢等を受けまして、残念ながら中止といたしました。

止むを得ないこととはいえ、本学会にとり、皆様への発表の機会を失ったことは、大変残念

なことと存じます。今大会は、紙上発表とし、ここに刊行いたしましたので、ご拝読いただけ

れば幸いです。

　我々は今、深い危機の時代にいます。このような危機にあってもっとも大切なことは、「今

起こっていることが何なのか」、このことを正しく理解することだと考えています。特に現代

は、通信技術の発達もあって、多様な価値観が複雑に絡みあい、真の現実がどのようなも

のであるのかが非常に不透明な時代にあります。

　本年度のテーマを「温故知新」としました。古くからの教えを学び、そこに新しい解釈を

得るのがよいという「論語」による学問の教えです。これには続きがあって、「可以為師矣」

と書かれ、それができれば人を教える師となることができると続いているのです。我々は、今

こそ原点に立ちかえり、事実と向きあい、ひとつひとつを明らかにして、究明し続けることを

あきらめてはなりません。そして、我々は、医療、介護、保育の専門領域をもつプロ集団とし

て、明白な事実の探求と、新たな発見を発信し続ける役割を担っていかなければならない

と考えております。

　今回の措置については苦渋の選択となりまし

た。ご理解の上，今後とも弘善会学術大会への

ご支援・ご鞭撻をよろしくお願いします。

ここに来てよかった
そう思ってもらえることが私たちの誇りです

救える命は全力で救い、救えた命は全力で支える。

Medical Corporation Kouzenkai
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　Artificial intelligence（AI）という言葉が最初に登

場したのは1 9 5 6 年で、ジョン・マッカーシーが Th e 

Dartmouth Summer Research Project on Artificial 

Intelligence(人工知能に関するダートマスの夏期研究会) 

の開催を呼びかけ、ここで初めてAI という言葉を使ったと

言われている。Artificialは人工的な、Intelligenceは知

能、知性、知力と訳され、AIとは高難度の作業を高速で行

うことができる機械的頭脳を指す。一般的に人間における

知能の高さは、予め解答が設定されている課題を解決す

る能力が高いことを指し、学校での試験や受験で高得点

を獲得する能力に代表的される。しかし、一般社会では解

答のない課題に対して試行錯誤を繰り返しながら最適な

結果に辿り着く能力が要求される。

　AIが得意としているのは、前者のように答えや目的が明

確である事象を解決することであり、“非生物的“な計算、

確率の算出などは人間の能力を遥かに超えている。一

方、AIが不得意なのは、後者のように仕事や生活の多く

の場面で要求される“生物的“な判断を伴うものである。特

定の目的を達成するためのAIは“特化型AI“、思考を加

えて問題を解決しながら作業を進めていくものは“汎用型

AI“と呼ばれている。現在、社会に浸透しているのは特化

型AIが組み込まれたロボットであり、状況に応じた適切な

判断が要求される汎用型AIが組み込まれたロボットは、

研究段階に留まったままである。

　社会一般では臨機応変に判断しなければならない場

面がほとんどであり、対象が人間である場合、この判断根

拠となる最も大きな要因は、人の“心“である。少し前にAI

棋士とプロ棋士の対戦で、AI棋士の勝利が話題となった。

AIと医療 ―AIができること、人間だからできること―

鰐渕 昌彦

特別講演

人間は記憶と忘却を繰り返し、感情、疲労、集中力、場の

雰囲気など種々の要因が加わることで、予測に反した行

動を取ることがある。勝負の世界は“心”を持った人間同

士の戦いだから面白いのであって、普段であればすること

のないようなミスを犯したり、逆に過去の勝負では考えられ

ないような会心の一手がみられたりするところに、驚きや感

動がある。

　AIの学習法は、人間が教え込むものと、AI自らが学習

していくものに分けられる。今までは、人がプログラムを書

いて機械を自動的に動かすものが主流であり、人間が考

えることをAIに代行させているにすぎなかった。今後はAI

自らが学んで判断する“機械学習”が主流となっていくと

考えられている。機械学習とは、人間が教えなくとも、膨大

な過去のデータをAI自らが分析し、そこに潜む規則性を

見つけ予測に活かす、確率と統計から逆引きでルールを

見つける手法である。確率論的なアプローチから導き出さ

れた最も確からしい正解は、AIが独自に生み出す“新た

な知“と言える。

　医学の世界でもAIは急速に普及している。Google 

scholarでAI x medicalと検索すると230万件、AI x medical 

imagingでは123万件、deep learning in medical imagingで

検索すると5万件の文献がヒットする。これは、今や医学、特

に医療画像と診断の領域でAIが浸透しつつあることを如

実に表しており、AIによる画像診断が、経験豊富な医師に

比べても遜色ないことの裏付けとなりつつある。AIによる機

械学習では、集積した膨大なデータからAI自身がパターン

を読み取ることで、画像と疾患の紐づけを行い、最適な診

断にたどり着けるようになる。人間の診断能力は、知識の多

寡、忘却の程度などに左右されるが、AI診断では一旦デー

タが蓄積されると、あとは新たなデータが増えていく一方で

ある。疲れ、眠気、思い込みはなく、故障しない限り忘却もな

い。今後はAIの診断能力が医師と比較して非劣性ではな

く、優位性を示すような逆転現象が起こるのも時間の問題と

考えられる。その先には、次に必要とされる検査の予約、治

療の選択や薬の投与指示までも、自動的に行われるかもし

れない時代が目前に迫っている。

　最後に今後の展望について考えたい。AIは人間が不

得意とすることほど得意で、人間が簡単にこなすことがで

きるものほど不得意であり、モラベックのパラドックスと言わ

れている。この逆転現象もいつまで続くかは不明であり、

AIの進化がこのまま進めば、あらゆる点で人間の脳の処

理能力を凌駕し、今後10年程度で人間の脳のニューロン

の数で行える理論的な計算規模を超えると言われてい

る。いずれAIなどの技術が地球上の全人類の知性を超

え、それ以降はAIがAI自身でより賢いAIを作っていくこと

になり、人間には予測不能の未来に到来するであろうと推

察されている。これはシンギュラリティ、技術的特異点と呼

ばれ、早ければ2045年には到達すると指摘する研究者も

いる。

　これからは人間が培ってきた“知“に、AIが提供する“新

たな知“を加え、人間とAIがチームを組んで賢く共存して

いく時代になろうとしている。我々医療従事者は、人間が

担うべき部分、つまり治療される側もする側も”心、感情“を

持った人間であるという当たり前のことを忘れずに、“心の

こもった医療“を提供していくことが重要である。

大阪医科大学 脳神経外科学教室 教授

所属・役職
大阪医科大学　脳神経外科学教室　教授
大阪医科大学　脳神経外科・脳血管内治療科　科長
関西BNCT共同医療センター　副センター長

所属学会
日本脳神経外科学会，日本頭蓋底外科学会（評議員），日本脳腫瘍の外科学会（評議員）， 
日本微小解剖研究会（世話人）、日本神経内視鏡学会（評議員）、日本医学英語教育学会（評議員）、
日本鍵穴手術頭蓋底治療研究会（諮問委員）、日本脳神経外科救急学会（理事）、
日本脳ドック学会（評議員、学術委員）、日本脳神経外科学会光線力学学会（運営委員）、
日本脳神経外科コングレス，日本脳神経CI学会、日本脳腫瘍学会，日本内分泌学会、
日本脳神経外科手術と機器学会、日本脳腫瘍病理学会、日本間脳下垂体腫瘍学会

免許・資格
1997 . 8  　日本脳神経外科学会　専門医
2011 . 1 2  　日本神経内視鏡学会　技術認定医
2019 . 4  　日本内分泌学会　内分泌代謝科（脳神経外科）専門医
2019 . 4  　日本脳卒中の外科　技術指導医

学歴・職歴
1991 . 3  　札幌医科大学　医学部 卒業
1995 . 3  　札幌医科大学　医学部　脳神経外科学講座 大学院 卒業
1995 . 4  　札幌医科大学　医学部　脳神経外科
1996 . 4  　帯広脳神経外科病院、白石脳神経外科病院、旭川脳神経外科病院
2000 . 4  　札幌医科大学　医学部　脳神経外科　助手
2002 . 9  　米国Duke大学脳神経外科学講座 頭蓋底微小解剖研究室　留学
2005 . 4  　星が浦病院　脳神経外科、KKR札幌医療センター　脳神経外科　医長 
2006 . 4   　帯広厚生病院　脳神経外科 医長
2008 . 4   　帯広厚生病院　脳神経外科 部長
2009 . 4   　札幌医科大学　医学部　脳神経外科　助教
2009 . 7  　札幌医科大学　医学部　脳神経外科　講師
2012 . 4  　札幌医科大学　医学部　脳神経外科　准教授
2019 . 7  　大阪医科大学　脳神経外科学教室 教授　兼　脳神経外科・脳血管内治療科 科長
2020 . 4  　関西BNCT共同医療センター　副センター長 兼務
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（図２）ジェンナーが種痘を行っているところを表した像
イタリア・ジェノヴァのパラッゾ・ビアンコ美術館蔵。この写真はウイルス学者である
故・加藤四郎博士（元大阪大学微生物病研究所所長）が像を探し当てたうえで
撮影し，著者所属の教室に寄贈されたもの。

（図３）結核を扱った文学作品の例
（表紙写真はamazon.co.jpより）

（図４）多剤耐性結核用治療薬・デルティバ®（大塚製薬サイトより）

　歴史上、さまざまな感染症がアウトブレイクを起こし、人

類を苦しめてきた。そして現在、SARSコロナウイルス２型

（SAR S C o V - 2）による新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）が猛威をふるっている。中世ヨーロッパで流

行し、人口の３分の１が犠牲になったとされる伝染病・ペス

トに関する本がいま売れているという。ペストに関してはそ

の本の記述に譲るとして、今回、その他さまざまな感染症

の歴史的経緯と，現在の状況について述べることで、「温

故知新」の一助としてみたい。

【痘瘡（天然痘）】

　古代エジプトの皇帝・ラムセスⅤ世（B.C.1141没）のミイ

ラには「あばた」がみられる（図１）。あばた（痘痕）とは、痘

瘡の治癒後に顔面などに残る瘢痕である。つまり、痘瘡は

その時代から身分の上下を問わず人々を苦しめていたこ

とが分かる。

感染症・温故知新

中野 隆史

基調講演

　我が国では奈良時代に痘瘡の大流行が起こっている

が、おそらく遣隋使・遣唐使が大陸から持ち帰ったもので

あろう。いわゆる集団免疫が見られない集団に対して感

染症は爆発的なアウトブレイクを発生させる。奈良の大仏

（盧舎那仏）は聖武天皇が疫病の平癒を祈って建立した

ものだが、その疫病は痘瘡であったと思われる。その後、

痘瘡の流行は幾度となく発生している。“独眼竜”といわれ

た伊達政宗は隻眼であったが、片眼失明の原因は痘瘡

であったという。

　その後1796年、ジェンナーによって「種痘」といわれるワ

クチンが開発された（図２）。ジェンナーは最初の種痘を我

が子に対して行ったとして、戦前の修身（道徳）教育では

美談とされたが、実際には近所に住んでいたフィップス少

年が第一号の被験者だったという。しかし、ジェンナーはそ

の少年に家を建てるなど、生涯面倒を見た記録が残って

おり、やはり美談であったことに変わりはなさそうである。

　佐賀藩の藩医であった楢林宗建は、オランダ商館の医

師であったオットー・モーニッケからジェンナー式の種痘を

学び、自分の息子らに接種したとされる。本学名誉教授の

楢林勇先生（放射線医学）のご先祖さんなんだそうです。

緒方洪庵も種痘の普及に尽力した一人である。大阪大学

医学部の前身といわれる適塾（適々斎塾）近くの緒方ビル

には「除痘館跡」のレリーフがあるが、洪庵の除痘館は当

初道修町にあり、そちらにも記念碑が建っている。

　蟻田功は1977年からWHOの天然痘撲滅プロジェクト

を率いた。当時の方法は、１人の患者が発見されたらその

地域に集中的に種痘を行うというものであった。戦略的に

現在のCOVID-19アウトブレイクに対する「クラスター対

策」に通ずるものがある。蟻田の多大な功績もあり、1980

年、WHOから痘瘡撲滅宣言が出されることになる。人類

が初めて地球上から駆逐した病原微生物であった。しか

し、当時は東西冷戦時代であり、米ソの対立のため、双方

が痘瘡ウイルスを自国の研究所に保管したまま牽制し合

い、結局ウイルスは廃棄されなかった。その後、ソ連が崩

壊し、研究所に保存されていたウイルス株の行方が分か

らなくなった。現在、いわゆる「テロ支援国家」がウイルスを

保有している可能性が指摘されており、我が国でも種痘

の緊急接種の準備が行われている。皮肉な話である。特

異的な抗ウイルス薬はなく、死亡率は高い。

【結核】

　痘瘡と同様、エジプトのミイラに脊椎カリエスがみられる

ことから、結核も古代より人類を苦しめた感染症であった

に違いない。ショパン、ナポレオン２世、高杉晋作、沖田総

司、陸奥宗光、国木田独歩、樋口一葉、滝廉太郎、石川啄

木、正岡子規、堀辰雄、梶井基次郎、JOY、箕輪はるか

（ハリセンボン）・・・。結核に罹患した著名人である。2013

年、スタジオジブリの映画「風立ちぬ」の原作は堀辰雄で

あるが、主人公が喀血するシーンが描かれている。正岡

子規の名「子規」は、鳴いて血を吐くといわれるホトトギス

に由来し、また子規が創刊した俳句雑誌の名称も「ホトト

ギス」である。文学作品でも結核を扱ったものが多い（図

３）。とくに若者が亡くなる病気として、しばしば美化して描

かれる。著者が大学教養の時代に選択した英語では、

スーザン・ソンタグの「隠喩としての病い」を輪読したが、取

りあげられている「病い」は、結核と癌であった。

　予防ワクチンとして1927年、パスツール研究所のカル

メットとゲランがBCGを開発した。我が国は戦後から現在

にかけて、順調に結核罹患率を減らしているが、BCGの

効果について欧米では否定的で、事実欧米ではBCG接

種を行っていない。成人の結核予防におけるBCGの効果

については議論があるが、乳児の結核性髄膜炎の予防

効果は証明されているため、我が国では小学１年時、中

学１年時にツベルクリン反応陰性のものにBCG接種する

従来のプログラムを変更し、2003年より、生後１年未満（標

準的には５～８か月）の乳児に、ツベルクリン反応を行わず

接種することとなった。また、BCGの結核予防以外の効

果、とくに免疫賦活効果については長年検討されており、

膀胱癌に対する免疫療法としての膀胱注入療法は既に

薬 事 承 認されている。新 型コロナウイルス感 染 症

（COVID-19）に関して、欧米に比べて我が国では死亡

率が低いが、その理由として山中伸弥教授は日本人には

何らかの因子、「ファクターX」があると推測しており、BCG

接種がそのファクターXである可能性もある。

　治療薬としては1943年、ワクスマンが放線菌からストレ

プトマイシンを発見し、それ以降、結核は治療ができる病

気となっている。しかし近年、リファンピシンとイソニアジドが

無効な薬剤耐性結核菌MDR-TBがしばしば問題になっ

ており、さらに第一選択薬がすべて効かない「超多剤耐

性結核菌（XDR-TB）」による感染症もわれわれは１例、

経験している。明るい話としては、MDR-TBに対して新薬

が２剤、デラマニド（デルティバ®）とベダキリン（サチュロ

®）が近年、相次いで承認され、そのうちの１剤、デラマニド

は大塚製薬が開発し、約50年ぶりに上市された新規結核

薬である。

大阪医科大学 微生物学教室 教授
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（図１）ラムセスⅤ世のミイラ
顔面に痘痕（あばた）がみられる。（モダンメディア283-294、55 (11)、2009.より）



（図７）厚労省のSTD検査啓発パンフレット（左）とその裏面（右・一部抜粋）

（図５）ジョン・スノウの「コレラ地図」（本学非常勤講師・臼田寛先生の授業スライドより）
図の「PUMP A」として×印のついている井戸を封鎖することで，コレラ患者の発生
はなくなることを示した。PUMP Aの東側にある，太い四角で囲まれた区画はビール
工場で，ここは独自の深井戸を持っていたためコレラ患者は発生していない。

図６）ロンドンにあるジョン・スノウの偉業を称えるレリーフ（左）と「ポンプ」（右）（本学非常
勤講師・臼田寛先生の授業スライドより）
ジョン・スノウをFather of Epidemiology＝疫学の父，として讃えている。このポンプはレプ
リカ。

（図８）江戸時代の錦絵「麻疹を軽く
させる伝」（一松齋芳宗画：くすり博
物館）

（図９）現在の麻疹啓発ポスター。
マジンガーZと「ましんがゼロ」をか
けて，輸入感染症として注意喚起
をしている。江戸時代の錦絵と比
較してもおもしろい。

学歴
平成元年３月：大阪医科大学医学部医学科　卒業
平成元年４月～５年３月：大阪医科大学大学院医学研究科博士課程（微生物学専攻）
平成３年１月～４年３月：米国Harbo r  UCLA Med i c a l  Cen t e rへ留学
平成６年７月：博士（医学）
職歴
平成  ５年４月：大阪医科大学微生物学教室助手
平成  ９年６月～１１年６月：フィリピンへ出張（国際協力事業団エイズ対策プロジェクト長期専門家として）
平成１３年９月：大阪医科大学講師（微生物学教室）
平成１６年３月：大阪医科大学助教授（微生物学教室）
平成１９年４月：大阪医科大学准教授（職制変更のため）
平成２６年７月：大阪医科大学専門教授・副センター長（医学教育センター・微生物学）
平成３０年４月：大阪医科大学教授（微生物学教室）予防・社会医学系大講座主任教授
おもな兼務職

（学内）医学教育センター副センター長，大学安全対策室室長，附属病院感染対策室兼務，看護学部兼担，大阪医科大学雑誌編
集長，専任産業医

（学外）大阪薬科大学非常勤講師，厚生労働省医員（大阪検疫所，関西空港検疫所）
学会活動・社会貢献・資格等
日本感染症学会評議員
日本細菌学会関西支部幹事
関西ウォーター研究会会長
大阪府医師会代議員・医学会学術委員会委員・労災部会委員
大阪医科大学医師会副会長
大阪医科大学仁泉会（同窓会）理事
社会医学系指導医・専門医（社会医学系専門医協会）
認定産業医（日本医師会）
認定インフェクション・コントロール・ドクター（ＩＣＤ）（ICD制度協議会）
抗菌化学療法認定医（日本化学療法学会）
大阪府介護支援専門員名簿収載

【コレラ】

　1854年、ロンドンでのコレラ流行に対してジョン・スノウ

が、コレラは井戸水を介した伝播であることを画期的な方

法で明らかにした。患者の居住地を地図上にプロットし、コ

レラ患者が特定の飲料水採水ポンプから同心円状に存

在することを示したのである。今で言う「記述疫学的手

法」である。さらにこの結果をもとに対策まで行った。その

採水ポンプの柄を折り、使えなくしたのである。コレラ菌は

これより30年後の1884年、ローベルト・コッホにより発見さ

れるのだが、「病因」が分からなくても「対策」は立てられ

るという、疫学の特徴を示した初めての例であった。コレラ

は我が国でも、幕末から明治にかけての混乱期に流行し、

虎列剌（コレラ・コロリ）として恐れられた。現在、コレラは

1961年より「第７次世界大流行」の真っ最中である。2010

年のハイチ地震のあと、同国の被災者収容所（避難所）

でコレラのアウトブレイクが発生したが、これはネパールか

ら来た国連平和維持活動部隊がコレラ菌を持ち込んだこ

とが原因であることが明らかとなっており、災害と感染症の

切っても切れない関係を改めて見せつけられた。1992年、

新たに血清型O139コレラ菌、いわゆる「ベンガルコレラ

菌」が発見され、この菌もコレラ流行に関与している。

【梅毒】

　1549年、コロンブスが新大陸を発見した直後からヨーロッパ

で猛威を振るったため、新大陸から持ち込まれた新興感染症

であるとする説が有力である（New World Theory）。当時の

ヨーロッパはルネサンス文化の爛熟期であり、ＳＴＤ（性感染症）

である梅毒に数多くの有名人が罹患している。我々微生物学

者がバイブルとしている教科書の定番、戸田新細菌学（南山

堂）の梅毒の章には、梅毒に罹患した有名人が多数列挙され

ている。ハイネ（詩人）、ボードレール（詩人）、ドストエフスキー

（「罪と罰」）、ショーペンハウアー（哲学者）、マネ（画家）、ゴー

ギャン（画家）、シューマン（作曲家）、ニーチェ（哲学者）、スウィ

フト（「ガリバー旅行記」）、アレクサンデルⅥ世（ローマ法王）、ユ

リウスⅡ世（ローマ法王）など。梅毒はシルクロード、あるいは当

時開かれた海路によってアジアにも急速に拡がり、我が国にも

1512年に上陸したことが分かっている。当時の「新興感染症」

がユーラシア大陸を横断するのに60年しかかかっていないこ

と、それも飛沫感染するような感染症ではなくＳＴＤ（性感染症）

であったことは驚愕に値する。当時の我が国は戦国時代で

あったが、加藤清正や黒田官兵衛などが梅毒（当時は「唐瘡」

といった）に罹患した記録、あるいは推測がある。徳川家康の

次男で豊臣秀吉の養子になるという数奇な運命を辿った初代

福井城主・結城秀康も梅毒に罹患しているのだが、このことに

ついて、福井医大（現・福井大学医学部）に非常勤講師として

「らせん菌」の講義に赴いた際に意気揚 と々話したが、見事に

スベった。定 清直教授に伺うと、福井医大に地元出身の学生

は少なく、多くは関西出身とのこと。ウケなかった理由をそちらに

してくれたのは定先生の思いやりです。

　梅毒の原因微生物はTreponema pal l idum subsp. 

pal l idumである。野口英世は1911年、梅毒トレポネーマの純

粋培養に成功したと発表しているが、現在まで純粋培養に成

功していない、というのが定説である。梅毒は我が国で2012年

頃から患者数が急増しており、対策が急務な疾患である（図

７）。一部マスコミは梅毒患者の急増とインバウンドの急増をか

けているが、その真偽はCOVID-19にてインバウンドが激減し

たこれからのサーベイランスにて証明されると思われる。

【麻疹（はしか）】

　江戸時代、麻疹はしばしば大流行した。260年間で麻疹のア

ウトブレイクは13回、記録されているという。当時、「疱瘡（ほうそ

う＝天然痘）は面（つら）定め麻疹（はしか）はいのち定め」とい

われた。前述の痘瘡（天然痘）は当時から死亡率の高い疾患

であったが、治癒すると「あばた」を残す。しかし痘瘡より麻疹

のほうがより致死的な疾患であると認識されていたことが分か

る。５代将軍徳川綱吉は成人麻疹で死んだといわれ、のちのち

８代将軍徳川吉宗が紀州藩から迎えられることとなるが、江戸

徳川家に跡継ぎがなくなったのも麻疹の影響が考えられる。

（図８）は麻疹を軽くするための言い伝えを記した当時の錦絵

である。「はしかをば　かろくするがの　ふじのやま　いづれの

かみも　さわりなすなよ」と詠む。はしかを「軽くする」と「駿河

（するが：現在の静岡県）」を、そして「不治の病」である麻疹と

「富士山」をかけている。絵は、飼い葉桶をかけると麻疹にかか

らない、かかっても軽くすむ、という言い伝えを表している。書か

れている字をよく読むと、食べてよいものとして、かんぴょう、人

参、大根、さつまいも、どじょう、こんぶ、たくあんなどが、食べては

いけないものとして、川魚（鰻など）、梅干し、ごぼう、そらまめ、ね

ぎ、もろこし、里芋など、とされている。また、やってはいけないこと

として、「房事七十五日、入湯七十五日、灸治七十五日、酒七十

五日、そば七十五日、かえ月代（さかやき）五十日」と書かれてい

る。房事とは男女の交わりのこと。そうすると当時、現在でいうと

ころの性風俗店、キャバクラや居酒屋やバー、鰻屋やそば屋な

どの飲食店、銭湯・サウナ・健康ランド、マッサージ店、理容・美容

店などが商売上がったりになったことが想像される。現在の「自

粛騒動」と何ら変わるところはなく、歴史の皮肉である。

　2015年、我が国はWHOから「麻疹排除国」として認定され

た。現在では輸入感染症としてときにアウトブレイクが見られる

（図９）。いまでも有効な抗ウイルス薬が存在せず、重症化する

と死亡率は高い。

【まとめ】

　今回、COVID-19について記述しなかったのは、時々刻々、状

況が変化していることもあるが、あえてその他の感染症の過去と

現在を対比することで、我々が今、できることを考えられないかと

思った次第。自分で書いていながら、これら疾患がいずれも、何ら

かの形で現在のCOVID-19パンデミックと繋がっていることに驚

いた。まさに「温故知新」である。ご参考になれば幸いです。
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 新型コロナウイルスは人と人の距離を切り離すだけで

はなく、社会行動を変容させる病気であると言われてい

る。このことは人的、社会的な損失が大きい、視点を変

えれば、無人化・省力化に今まで役立ってきたロボットの

存在が改めて見直される機会になった。またＡＩの分野

でも単純作業や繰り返す作業は徐々に自立行動型ロ

ボットなどが開発され、ロボットが次々と人間の仕事を代

行していく。家庭でもお掃除ロボット、自動洗濯機、食洗

器、不在時の監視システムなどどんどん省力化が進ん

でいます。

 リハビリ分野ではロボットスーツＨＡＬ、上肢訓練ロボッ

トなどがどんどん開発されました。また認知症対応ＡIロ

ボットが高齢者と会話し、病状進行を遅らせる試みがな

されています。このように単純な繰り返し作業はもとより

繊細な作業までもロボットが行い、どうしても人でないと

できない分野、想像的雰囲気など言葉に出来ない分

野、芸術などは残っていくものと思われます。

 コンピューターが人間より優秀になったらどうするのか

と心配する人がいますが、コンピューターはある部分で

は既に人間より優秀です。コンピューターはアルゴリズム

（計算式）があれば、人間より早く計算できる。物事が定

義された瞬間に、全部コンピューターが勝つのです。

　定義が曖昧なものだけ、人間が勝つと言われていま

すが、実際には勝ってはいません。定義していないの

で、パフォーマンスを計測できないだけの話です。チェス

とか、クイズとか、プロセスがはっきりしているものは全部

コンピューターが勝つ。ロボットは単にコンピューターの

人とAIが共存する医療・介護・保育に携わる人の夢を自分の夢に

延長なので、コンピューターで起こっていることがそのま

まロボットでも起こるということです。

 今、コンピューターには真似できない人間の能力とし

て、「思いやり」や「直感力」「クリエイティビティー」など

が挙げられることがある。こうした能力は、曖昧な概念

で、数値化が困難です。だが、もし何らかの形で「思い

やり」を比較できるように数値化できればやはりコン

ピューターは高得点を叩き出せるということかもしれま

せん。物理的な仕事はロボットに置きかえられるものが

どんどん多くなると予想されます。医療現場でも看護師

の仕事のうち専門性の高い仕事を除く単純な仕事をロ

ボットに置き換えるというようなことも始まっていますし、

高性能の画像認識技術などのお陰で、より正確な診断

が下せるようになってきています。

 さてロボットや人工知能が普及することで、人間の仕

事が減っていく。恐らく短期的には、仕事がなくなること

で困る人達が出るものの、長期的には社会はその変化

に対応し、人間の生活はより豊かになっていくと予想さ

れます。

 医療に関しても、人工知能は医療費の削減に大きく貢

献するでしょう。また都会では、現在のような数の医師

は不要になり、その分、過疎地や途上国にまで医師を

派遣できるようになるかもしれない。

　では果たして人間の生活や社会は、どのようなものに

なっていくのでしょうか。

　答えは、どんどん便利になっていきます。そうなると人間

はみな、ある意味、哲学者になっていくのだと思います。
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矢木 崇善弘善会グループ理事長

シンポジウム. 0 1
時間ができると人は何をするのか。本を読む時間もでき

るし、考える時間も増えます。 

今あるすべての仕事がどこに向かっているのかという

と、すべての仕事は背景に人間理解という目的がありま

す。人間社会におけるありとあらゆる仕事は、人間理解

なしに成り立たないのです。

 世の中の起源以外のあらゆる仕事の本質は、人間を

理解することと、そのために道具を作ることなのです。

その道具のひとつであるＡＩ、ロボットがどんどん便利に

使えるようになってくると、道具を作ることよりも人間を理

解することの比重がそれにつれて大きくなっていきま

す。つまり、すべての仕事は、人間理解に向かうようにな

ると思います。

 人間の本質のなか心や意識というのは、どの程度理

解できているのですか。現在はほとんど分かっていませ

ん。医学的には、もちろん、意識があるなしは分かって

います。この患者は、意識があるか、目が覚めているか、

ということは分かります。でも哲学的な、高次の意識とい

うものが、どういうものなのか。その実態はほとんど分

かっていません。今後は医療介護保育に携わる人は人

間の心と意識に訴えかけるものはなにか常に探求する

努力をしていくべきと思っています。ＡＩやロボットが代

替できないことを見極め、実践していってください。

学歴
1981年　愛媛大学医学部卒業
職歴
1981年　愛媛大学医学部脳神経外科　今治済生会病院脳神経外科科長
1983年　大阪大学医学部第一外科、国立泉北病院外科
1986年　春木病院外科医長
1988年　矢木外科病院を開設。院長
1991年　医療法人弘善会設立。理事長
1999年　社会福祉法人幸陽会設立。理事長
活動
阪神淡路大震災時のボランティア医療、スリランカでのボランティア医療、かがやき神戸で
のボランティア活動
在宅往診
NHK連続テレビ小説「スカーレット」などのテレビドラマで医事指導を手がける。



日本看護協会　クリニカルラダーより

　今井順子、職業看護師、20歳で准看護師、23歳で

看護師の資格を取り、28年間どっぷり看護の道を歩ん

でいる私ですが、最初から看護師を目指していたわけ

ではありません。高校時代の進路相談で担任と母親に

女性も資格を取る時代だと勧められ、准看護学校を受

験し、合格、卒業後1年准看護師として働くも、上を目指

した方がいいかなと看護学校を受験、晴れて看護師と

なりました。ですが私は人と関わる事が嫌い（苦手）

だった事もあり、最初の配属は手術室を希望しました。

　昔は術前術後訪問などきちんとしたものはなく、術中

麻酔で寝ている患者さんに最小限の関りで済むからと

いう単純な理由からでした。そんな安直な考えから始

まった看護師人生ですが、年月を重ね、病院（病棟、外

来）、在宅医療を経験することにより、自分の中で４つの

事を心掛けるようになりました。

1.コミュニケーション

　多職種と同時進行で連携を取ることの多い看護師

「相手の言いたいことを正しく理解する力」また、「自分

が言いたいことを正しく伝える力」を身につけ、お互い

が共通認識でき、患者さんの回復に務めるという最大

の目的に向かって切磋琢磨する。

2.向上心を持つ

　医療の世界は日進月歩で新たな発見や技術革新が

行われています。10年前の知識が役に立たないことは

数知れず。それについていくためには日々の自己研鑽

が不可欠です。「どれだけ自発的に学べるか」によって

知識や技術の差はどんどん拡がっていきます。向上心

看護×AI時代

は何 年 の 経 験を経ても何 歳になっても必 要です 。

3.共感力と創造力

　患者さんを精神的に支えていくには、病状だけでなく

「患者さんが置かれている状況、抱えている不安や悩

み、家族との関係性」などを理解、共感することが必要

です。患者さんになった気持ちでどこまでイメージでき

るか、その上でどのように寄り添えるのかを考えることが

大切です。

4.「タフさ」

　夜勤や寝たきり患者さん、成人男性の介護など、看

護の現場では一定以上の体力がないと務まりません。

また、損傷のひどい処置や救命処置、残念ながら亡くな

られた時など、無気力に襲われたり、精神的に大きな

ショックを受けたりする経験も避けては通れません。そ

れを耐えうるだけのタフさが求められます。患者さんに

寄り添うことも大切ですが、あまりに感情的になってしま

うと他の業務に支障をきたしてしまったり、心が病んでし

まうこともあります。「看護師としてどうあるべきか」考え

ながら時に客観的になることも必要です。

　また、実践能力的スキルでも、能力段階を確認しなが

ら自己研鑽や人材育成を行い日々能力向上を目指して

います。

　日本看護協会では、看護師の能力開発、評価システ

ムの１つとしてクリニカルラダーがあります。看護師の看

護実践能力を段階的に表し、各段階において期待され

る能力を示し、到達度によって看護師の能力が示され

るシステムです。

- 12- -13-

今井 順子
在宅副部長 兼 弘善会クリニック 看護師長

シンポジウム. 0 2

　そんな医療（看護）業界にAIが導入され始めていま

す。すでに様々な分野で活躍しており、今後さらなる研

究も進むと思います。AIには「特化型AI」と「汎用型

AI」の2種類があります。「特化型AI」は特定の領域

や作業のディープランニングによりその特定の領域・作

業でのみ高度で高速な計算に基づいた行動を行える

ようになった人工プログラムで、現在実用されているAI

はほとんどこちらです。例えば将棋のA Iなら人間の

打った将棋のあらゆるパターンを人間では覚えきれない

程の量を学習します。そして学んだ大量の情報から、そ

の瞬間の「最良の選択」を瞬時に導き出し将棋を指す

ことができます。将棋している相手の癖や思考パターン

を計算し「勝つための選択」をすることが出来ます。もう

一つの「汎用型AI」とはよく映画やドラマに出てくるま

るで人間のように話をし、自立した生活ができる人工知

能の事です。しかし今の所、まだ汎用AIの実用は難し

いとされています。では、特化型AIは医療の現場や看

護にどのように活用されているのでしょう。

　厚生労働省では平成29年に開催した「保健医療分

野におけるAI活用推進懇談会」の報告書の中で今後

国内では以下の6つの分野でAIを活用した取り組みを

目指すとしており、すでに活用されているAIもあります。

1.ゲノム医療

　30億塩基対という膨大な量の情報を持つゲノム（遺伝情

報）は突然変異するものも多く、ビックデータを解析すること

が得意なAI技術を活用することによって診療方針の決定

が速やかに出来ます。

2.画像診断支援

略歴

1990年 2月　大阪府立大塚高等学校卒業

1992年 2月　大阪府医師会看護専門学校　准看護科卒業

1996年 2月　大阪府立羽曳野看護専門学校卒業

1993年11月　医療法人弘善会　弘善会病院入職

1998年 6月　同病院　病棟主任

2008年 2月　矢木脳神経外科病院　手術室主任

2011年 4月　弘善会クリニック師長

2011年10月　在宅部副部長兼任　現在に至る

　ディープランニングという技術を用い、正常なケースと

疾患が疑われるケースを種別に大量に分析する事で

疾患を判別します。CTやMRIを医師が画像診断した

結果とダブルチェックする事で見落とし率を減らし、より

正確な診断につなげることができます。

3.診断・治療支援（検査・疾病管理・予防）

　診療は問診・診察・検査・診断、そして治療というプロ

セスから成り立っています。知りえた患者情報を元に膨

大なデータとの比較、また、世に発表された論文からの

データ取得、更には患者さんに装着した生体センサー

やモニター記録を結合し、診断、治療を導き出す事も可

能となっています。

4.医薬品開発

　医薬品の開発には研究から承認まで長い年月を要

します。既存のデータをAIがディープランニングで学習

することにより、時間とコストを軽減した医薬品開発が

可能となります。

5.介護・認知症

　高齢化が進む中、介護職の人材不足が深刻化して

います。介護ロボットの様な現場の負担を減らす機器の

開発はすでに始まっていますが、監視補助や認知症の

診断・治療にもAIを活用する事が期待されます。

6.手術支援

　現在手術支援ロボット「ダビンチ」が活用されていま

すが、課題も多くAI技術を導入する事で性能向上が

期待されます。また他のロボットも試作されています。現

在でも、医療の進歩や省略化にAI技術が活用され始

めていますが、看護の方はどうでしょうか。調べてみると

実用されているのはまだ少ない様です。「ROBEA」

（ロベア）は患者さんの移動を手伝ってくれるロボットで

す。脳梗塞後の後遺症で麻痺のある患者さんや、脊椎

損傷のある患者さんなどの移乗の際にはかなり体力を

使い、看護師が2、3人必要な時も多いので、ROBEA

が病棟１台いたら看護師の負担軽減になります。また

看護師の仕事量を物理的に楽にしてくれる訳ではない

ですが、患者さんの精神面で役立ちそうなロボットもあ

りました。介護予防ロボット「パルロ」です。インターネット

と繋がっており、クイズやゲームなどを行い、高齢者との

コミュニケーションを取ることができ、認知症予防に役立

てることが出来ます。「Or iH ime」（おりひめ）は分身ロ

ボットといわれています。ロボットにカメラ、マイク、スピー

カーが搭載されており、家や会社など患者さんの希望

する所に置き、インターネットを接続することでその場所
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を見渡すことが出来たり、Or iH imeがしゃべる事で病

院の外にいる相手と楽しくコミュニケーションを取ること

ができます。

　AIの得意分野は「記憶」「判断力・意思決定」と言

われており、正解に向けての大量、高速に情報処理し

て答えを出す事に長けています。実際に活用されてい

るのが、訪問看護専用電子カルテ「iBow」（アイボウ）

です。「iBow」は訪問看護計画書にAI機能を搭載、

登録されている利用者情報をもとに、その人の疾病や

居住環境などに合った現状の問題、解決策をAIが複

数提案し、それに対して看護師が最適な選択の精査・

追記・修正を加えていく事で、AIが学習しより精度の高

い計画書作成が可能となります。また、様々な病院で

AI実用化に向けて取り組まれており、電子カルテの音

声による診療記録の自動入力や救急現場でのNIHSS

（重症度評価スケール）の評価、看護度必要度の評

価、入院患者の不穏行動の予兆をAIが検知するシス

テムなど、実用化されればかなり看護師の作業効率が

上がり、負担も軽減されるでしょう。

　AIが様々な場面で活用されるようになれば、「今ある

仕事の多くはAIに奪われる」と言われていますが、その

一方で看護師は「AI時代も生き残る職業」と言われて

います。AIに一部取って代わられても、看護師に求めら

れているのは前述で述べたように、高いコミュニケー

ション能力と全人的な関わりだからです。看護の「看」と

いう字は、「手」を書いてその下に「目」と書き、目の上に

手をかざしてものを「みる」という意味を表しています。

手をかざすのは遠くをしげしげとみる時の動作、そこか

ら「見抜こうとする」「見守る」という意味を持つようにな

りました。古代中国では目には呪力があると考えられ

「みる」事は特別な行為とされていました。その対象に

霊的な働きかけをし、内部の奥深くへと入り込んでいく

行為が「みる」だったのです。まずは、目の上に手をかざ

し、状況を俯瞰しながら遠目で「みる」次にその手を直

接差しのべ、穏やかな気持ちでゆったりと「みる」、不安

を取り去った後で開かれた心の中を「みる」。

　看護・看病の「看」、「看る」という字には人が人を思

いやり、関わろうとするときの基本が示されており、看護

の原点があるのです。

　看護師って忙しい、患者さんのためにもっとこうした

いと思っていても忙しくてできないっていう経験をみなさ

んしたことがあると思います。

　AIの持つ正確でスピーディーな情報管理をうまく活

用できれば、経験年数関係なく患者さんのケアが出来ま

す。看護の質を高い水準で安定させる事が出来るので

す。そして、診療と療養の両方の視点を持ち、患者さん

の一番身近にいる私達が本来やるべき事に専念できる。

　そんな夢の様な未来が、すぐそばまで来ているのか

もしれません。

【引用・参考文献】
看護師がAI（ロボット）に乗っ取られる！？を現役看護師が考察：どっちも
ナース
AI時代の看護はこう変わる１「生き残る職業」看護師の未来をのぞい
てきた：看護roo！
AIには何ができるの？AIの導入で看護の現場はどのように変わってい
くのか：ナースときどき女子
進化するAI医療　メリットデメリットと今後の方向
漢字トリビア「看」の成り立ち物語

　弘善会には新卒者として入職し、現在7年目を迎えて

いる。はじめの3年は矢木脳神経外科病院に、4年目以

降は介護老人保健施設アロンティアクラブに所属して

おり、急性期から生活期まで幅広く経験している。また、

現在はリハビリテーション部副主任として、力不足な点

も多々あるが、それでも日々精進しようと努めている。私

が矢木脳神経外科病院に勤めていた時は、セラピスト

としての経験も浅く、毎日が勉強の日々であった。急性

期ということもあり、毎日目まぐるしく変わる患者様の状

態や周りの環境に付いていくのが精一杯であった。し

かし、そのような状況であったからこそ、自己学習や勉

強会で知識を得る、といった行動へと繋がった。また、

セラピストの先輩からは多大な助言をいただき、時には

叱咤激励に涙した時もあった。今思い返せば、そのよう

な経験があったからこそ、現在も「セラピストとして成長

していきたい」という気持ちを抱き続けることが出来て

いる。病院で3年勤めた後、希望していた生活期でのリ

ハビリテーションを行える機会をいただき、アロンティアク

ラブへ異動となった。医療分野と違い、介護分野におい

てはその人の生活が主であり、リハビリテーションだけ

でなく福祉用具やサービスの提案・実施していくことも

セラピストとして求められるようになった。また、障害像も

生活期においてはより広範・複雑化されており、その分

リスクも不透明となり得る。介護老人保健施設でのリハ

ビリテーションは病院と比べて時間も短くなり、その時間

で効果的なリハビリテーションを提供していく能力が必

要となる。私としては「生活期における障害像の把握と

医療が発展していく中でのリハビリテーションの役割と展望～自らの経験をもとにさらなる人との繋がりを目指して～

セラピストに必要な思考過程をまとめる能力が如実に

試される場である」と感じた。

　国の方針としても、平成29年度の制度改正により介

護老人保健施設の役割が在宅復帰・在宅療養支援で

あることがより明確になった。施設基準も『 強化型 』・

『加算型』・『従来型』の3項目から、入所後の取組みや

リハビリテーション専門職の配置等などを反映し、『超

強化型』・『在宅強化型』・『加算型』・『基本型』・『その

他型』の5項目に細分化されたことからも、生活期にお

けるリハビリテーションの役割が重要であることを示し

ている。その中でアロンティアクラブは現在『超強化型』

施設として日々精進している。アロンティアクラブのリハ

ビリテーション部としても、『アロンティアクラブが超強化

型施設として住之江地域密着を目指す』・『我々が提供

できるリハビリテーションをカタチにしていく』・『アロン

ティアクラブリハビリテーション部がチームとしてブランド

力を発揮する』・『各個人が生産性、付加価値の高いセ

ラピストとなる』といったビジョンを設定し、アロンティアク

ラブにおけるリハビリテーションの指針を決めている。リ

ハビリテーション部のブランディングとして『入所』・『通

所』・『訪問』の3本柱を軸として、それぞれにリーダーを

配置し、各部門での専門性を発揮するための環境作り

を行っている。私は訪問リハビリテーションのリーダーを

行っており、介護保険分野での在宅サービスの発展に

尽力している。訪問リハビリテーションのリーダーになっ

たことで、法人内で居宅介護支援事業所や小規模多

機能施設など、様々な事業所との関わりが増えている。

介護老人保健施設 アロンティアクラブ
リハビリテーション部副主任
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平成26年 3月 関西医科専門学校理学療法学科 卒業

平成26年 4月 弘善会 矢木脳神経外科病院 入職

平成29年 4月 弘善会 介護老人保健施設アロンティアクラブ 異動

令和元年 9月 アロンティアクラブリハビリテーション部副主任 昇進

宮山 紘一



1）Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne. THE 
FUTURE OF EMPLOYMENT:HOW SUSCEPTIBLE 
ARE JOBS TO COMPUTERISATION?. September 17, 
2013

　この度、シンポジストとしてお招き頂きありがとうござ

います。私は、京都府京丹後市で生を受け、自然豊か

な中で少年時代を送りました。学生時代はサッカー、テ

ニスなど身体を動かすことが大好きで、仲間と共に汗を

流していました。いつのころからか、「こどもは好きだな

…」と、思うようになり、「共に遊ぶ・共に歌う」というイ

メージだけで保育士へなりました。が、保育園で勤務す

る中、遊ぶ・歌うだけではないことにぶつかり、驚き、悩

み、憂い…。今もこども達ひとり一人を大切にしながら自

分自身も育み中という現状です。では、本題に入りたい

と思います。

　まず、私があろんてぃあきっず真法院町保育園で働

きたいと思った理由ですが、園長先生や副園長先生と

話しをした時に人柄はもちろん、自分の話もしっかりと聞

いてもらい自分を必要としてくれていると感じることが出

来ました。また、園長先生達と話をしている中でクラスと

いう仕切りはありますが園全体で子ども達を観て保育

をしているという所にも惹かれ興味を持ちました。その

後見学をさせていただき園全体の温かい雰囲気に惹

かれ入職を決めました。また、開園して間もない園だか

らこそみんなで少しずつ基盤を作っていき園の成長は

もちろん、自分自身も色々と経験でき、学んでいけるので

はないかと感じました。

　私が以前勤めていた職場は、大規模園で複数担任

でした。クラス人数も40名近くいるような園でした。そう

いう中にいると、家庭環境や子ども自身の特性、病気な

どいろいろな事は経験でき、もちろん自分自身の成長に

『人とAIが共存する医療・介護・保育に携わる人の夢を自分の夢に』～未来をつくるこども達に保育士として今思うこと～

あろんてぃあきっず真法院町保育園
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2007年3月　福祉専門学校児童福祉科卒業　保育士免許取得

2019年　 　放送大学修了し幼稚園教諭2種免許取得

2007年4月　社会福祉法人サン・アス会　サン子供園入職

2014年4月　社会福祉法人慈泉福祉会　認定こども園　kidsまゆみ入職

2020年4月　あろんてぃあきっず真法院町保育園入職

安達 智之

また、6月からは介護保険以外にも訪問看護ステーショ

ンアロンティア住之江から医療保険での訪問リハビリ

テーションもスタートし、リハビリテーションを通じて更な

る法人内の連携強化に繋がる動きもみられている。法

人内での連携を増やしていくことで、顔と顔の見える関

係性となり、介護サービスに対する知識の向上や患者

への提言に幅が広がることに繋がっている。顔と顔の

見える関係性は法人内だけでなく外部の方と関りを持

つ上でも重要となっている。

　しかし、今年は新型コロナウイルスが猛威を振るい、

人々の生活に様々な影響を及ぼしている。人との接触

する機会も制限され、以前より関係性を作ることが難し

くなっているかもしれない。

　人との関係性が希薄になっていく風潮のある中、改

めてAIやロボットといった医療技術の進歩が注目され

ている。イギリスのオックスフォード大学でAIを研究して

いるマイケル・A・オズボーン氏は、コンピュータ技術が

台頭する時代において702の職業で将来的にどんな職

業がなくなるのか、あるいは生き残るのかを計算し、生き

残りやすい順にランク付けした結果では、『作業療法士

9位』・『言語聴覚士31位』・『理学療法士90位』とリハ

ビリ関連の仕事が上位にランクインする結果となった。1)

その一方で、様々な企業がリハビリテーション支援を目

的としたロボットを発表している。支援型ロボットの実用

性という観点では、「生産性や価格の面においてリハビ

リテーションにおけるAIの導入は今後も検討すべき材

料である」と感じる。その点、人はロボットに比べて対人

能力や共感力に長けているため、患者の心理に寄り添

うことができるという強みがある。実際、体が思うように

動かない人や病気を発症した人は精神的に落ち込む

ことがほとんどである。人は感情を察知し、共感すること

ができる。リハビリテーションに置き換えると、患者の感

情や心理状況から、運動負荷を調整したり傾聴したり

する時間を作るなどの配慮ができる。人との関わりは現

在だけでなく未来においても必要なファクターだと感じ

ている。そこに進歩した医療技術やICTの導入を行っ

ていくことで、患者や法人として関りを持つ上で有用と

なり得る。例えば、法人で共通のタブレットを用いて、法

人内で患者の情報を共有し条件に合った事業所への

紹介が円滑に行うことが出来るのではないか。私が急

性期の現場で働いていた時は、生活期のことは分から

ず疾患に対してのリハビリテーションをひたすら行って

いた。しかし、生活期に身を置くと「急性期の現場で働

いていた時に少しでも生活期の知識があれば、患者へ

のリハビリテーションが幅広く行えていたのでは」と感じ

る。私は法人内で色々な事業所の方と話をする機会が

増えたことで、関わってきた患者の生活や社会復帰に

対して勉強になっていることが多々ある。この経験を、

「少なくとも若いセラピストたちには経験させてあげた

い」という気持ちがアロンティアクラブへ異動してからよ

り強くなった。そのような経験をする機会の一例としてタ

ブレットを用いることで、法人内での他事業所の取り組

みを把握し、急性期から生活期におけるトータルケアを

繋げることができる。そこから法人内での『人と人との

繋 がり 』へ 発 展し て いく一 助 に なると 考 える 。

　私は人との繋がりが増えたことで、自分の考えに幅が

広がっていることを実感し、セラピストとしての思いも明

確になってきた。医療・介護分野においても人との繋が

りは今後も必要となってくる。人との関係性が希薄にな

るのではなく、より人との繋がりを持つために、イノベー

ションを起こしていく必要がある。

【引用・参考文献】
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もつながりやりがいもありましたが、一人ひとりをゆったり

と見ていくという所には限界がありました。自分の保育

は指導をしていくというより、見守りながら子ども達が

色々な経験をしていく中でその子自身の発達に応じた

保育をし、させられるのではなくやってみたいと思えるよ

うな保育をしていくという所に重点をおいています。あろ

んてぃあきっず真法院町保育園はそういった自分のし

たい保育ができるのではないかと思っています。

　保育の現場へAIを導入することについての考えです

が、よく保育士の仕事は“子どもの面倒を見る仕事“とい

う方がおられますが、一人ひとりの発達の経過記録や指

導案、環境設定、事務作業、清掃など幅広くたくさんあり

ます。人と人との関わりという面では、生身の人間でしか

わからない、感じられない事もありますが上手くAI技術を

導入することでAIにしか出来ない仕事と人にしか出来

ない仕事に分担でき、”人と人との関わり”に重点を置くこ

とも出来ます。

　例えば、保健業務の面では、登降園時の体調チェッ

クや午前と午後の体調の様子の変化など何か異変が

あればすぐに園のタブレットやスマホに送信されそこか

ら看護師に看てもらったり状況に応じて様々な医療機

関と連携したり、保護者に連絡ができる等といった事や

感染症が流行する時期には、空気中のウイルスチェック

をして快適な生活空間を保ち感染症の予防に貢献し

たりとAIにしか出来ないことも多くあると思います。ま

た、乳児突然死症候群（以下SIDS）の予防で行ってい

る午睡チェックも決められた時間毎にAIが呼吸や体位

のチェックをして自動で記録すると人より確実に予防が

できSIDSも減ると思います。実際にSIDS予防の機能

が付いたベッドを使用している園もあります。

　このように上手くAIと仕事を分担することで、もっと

子ども達に目が向けられてより充実した保育が行えると

考えます。又、保育園は子ども達の命を預かる大切な

場なのでAIの利便性をしっかりと見極め、命に直結す

る所は人の目でも確認をする等が重要だと思います。

　既にみなさんもご存知の通り、国連で発表された

2030年に向けての目標“SDGS”にも質の高い保育、教

育が掲げられています。日本においては、子どもの貧

困、虐待が社会問題になって久しいですが解決の目途

がたっておりません。この様な課題や問題もAI技術が

発達すると解決に向かっていくのではないでしょうか。

未来を生きる子ども達は、今の世の中以上にAIと共に

生きていきます。既に小学校ではICT化が進んでおり、

どんどん身近になってきています。普段の生活の中に

AIがあると将来の子ども達は自然と生活の一部と考え

共に生活し生きていけるのではないか、さらに発展して

いけるのではないかと考えます。今後は保育士業界全

体でAIを上手く使って仕事の効率化を図る方法を見

つけ、保育業務の分担をすることで保育士自身に余裕

が生まれ、保育士と子ども達とが触れ合える時間が多く

なり、より温かみのある保育環境が整うと思います。不

安な要素もありますが新たな取り組みを否定的に考え

ず、AIを利用し様々な取り組み方を考え、一歩ずつ良

い方向へ進むように取り組んで行くことが明るい未来

へつながると考えます。

　最後に、あろんてぃあきっず真法院町保育園を紹介

します。保育園児の笑顔で皆様に笑顔を‼



智之先生のクラス うさぎ組です。

今年はコロナ禍でお休みのお友達が多く、う
さぎ組も少人数でのスタートを切りました。
元気な挨拶と笑顔でこどもたちを迎えます。

幼児が増える今年度はバランスボードを用意。

プールも始まった2020年夏です。
出展：谷田部 卓、2018、未来IT図解 これからのAIビジネス、エムディエヌコーポレーション
出展：IoT産業技術研究会、2018、未来IT図解 これからのIoTビジネス、エムディエヌコーポレーション

登園中のこどもたちで、密を避けて楽しもう!
と、中庭でおやつの時間を過ごしました。

りす組さんはもう3年目の面々。すっかり幼な
じみですね！

かぶとむしがやってきた！
きりん組さんお世話は任せた！

昨年のひよこ組さんは今年はあひる組さんです。
鉄棒だってチャレンジです！

　この度、シンポジストとしてお招き頂きありがとうござ

います。私は、京都府京丹後市で生を受け、自然豊か

な中で少年時代を送りました。学生時代はサッカー、テ

ニスなど身体を動かすことが大好きで、仲間と共に汗を

流していました。いつのころからか、「こどもは好きだな

…」と、思うようになり、「共に遊ぶ・共に歌う」というイ

メージだけで保育士へなりました。が、保育園で勤務す

る中、遊ぶ・歌うだけではないことにぶつかり、驚き、悩

み、憂い…。今もこども達ひとり一人を大切にしながら自

分自身も育み中という現状です。では、本題に入りたい

と思います。

　まず、私があろんてぃあきっず真法院町保育園で働

きたいと思った理由ですが、園長先生や副園長先生と

話しをした時に人柄はもちろん、自分の話もしっかりと聞

いてもらい自分を必要としてくれていると感じることが出

来ました。また、園長先生達と話をしている中でクラスと

いう仕切りはありますが園全体で子ども達を観て保育

をしているという所にも惹かれ興味を持ちました。その

後見学をさせていただき園全体の温かい雰囲気に惹

かれ入職を決めました。また、開園して間もない園だか

らこそみんなで少しずつ基盤を作っていき園の成長は

もちろん、自分自身も色々と経験でき、学んでいけるので

はないかと感じました。

　私が以前勤めていた職場は、大規模園で複数担任

でした。クラス人数も40名近くいるような園でした。そう

いう中にいると、家庭環境や子ども自身の特性、病気な

どいろいろな事は経験でき、もちろん自分自身の成長に

もつながりやりがいもありましたが、一人ひとりをゆったり

と見ていくという所には限界がありました。自分の保育

は指導をしていくというより、見守りながら子ども達が

色々な経験をしていく中でその子自身の発達に応じた

保育をし、させられるのではなくやってみたいと思えるよ

うな保育をしていくという所に重点をおいています。あろ

んてぃあきっず真法院町保育園はそういった自分のし

たい保育ができるのではないかと思っています。

　保育の現場へAIを導入することについての考えです

が、よく保育士の仕事は“子どもの面倒を見る仕事“とい

う方がおられますが、一人ひとりの発達の経過記録や指

導案、環境設定、事務作業、清掃など幅広くたくさんあり

ます。人と人との関わりという面では、生身の人間でしか

わからない、感じられない事もありますが上手くAI技術を

導入することでAIにしか出来ない仕事と人にしか出来

ない仕事に分担でき、”人と人との関わり”に重点を置くこ

とも出来ます。

　例えば、保健業務の面では、登降園時の体調チェッ

クや午前と午後の体調の様子の変化など何か異変が

あればすぐに園のタブレットやスマホに送信されそこか

ら看護師に看てもらったり状況に応じて様々な医療機

関と連携したり、保護者に連絡ができる等といった事や

感染症が流行する時期には、空気中のウイルスチェック

をして快適な生活空間を保ち感染症の予防に貢献し

たりとAIにしか出来ないことも多くあると思います。ま

た、乳児突然死症候群（以下SIDS）の予防で行ってい

る午睡チェックも決められた時間毎にAIが呼吸や体位

　近年、新聞やニュース、テレビコマーシャルなどで頻繁に

「AI（人工知能）」という言葉を耳にするようになりました。

「AI搭載のエアコンにより、常に快適な空間を維持します」、

「世界で初めてAI棋士が人間に勝利した」といった感じで

す。AI（人工知能）ときくと、どうしてもドラえもんや鉄腕アトム

のような意志をもったロボットを想像してしまいますが、今日の

段階においては、その多くはSiriの様な音声認識やロボット

掃除機のルンバなど、ある事柄に特化した技術です。スター

ウォーズのC3POに会える日が待ち遠しいものです。

　AI以外にも「ICT」、「IoT」や「ビッグデータ」といったキー

ワードもよく見聞きすると思います。これらの技術は一体、どう

いったもので、以前からある「IT」とは違っているのでしょう

か。簡単に言葉の定義を纏めてみました。(表1)

ＡＩ（人工知能）の分析により、導きだしてほしいこと

矢木脳神経外科病院 医療企画課 SE
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1990年3月　大阪府立泉北高等学校卒業

1994年3月　追手門学院大学 経済学部経済学科卒業

1997年4月　株式会社SYSTEM IO 入社

2004年6月　株式会社SYSTEM IO より分社し、

　　　       株式会社NetValue 入社

2017年3月　医療法人 弘善会 矢木脳神経外科病院入職

平山 明
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のチェックをして自動で記録すると人より確実に予防が

できSIDSも減ると思います。実際にSIDS予防の機能

が付いたベッドを使用している園もあります。

　このように上手くAIと仕事を分担することで、もっと

子ども達に目が向けられてより充実した保育が行えると

考えます。又、保育園は子ども達の命を預かる大切な

場なのでAIの利便性をしっかりと見極め、命に直結す

る所は人の目でも確認をする等が重要だと思います。

　既にみなさんもご存知の通り、国連で発表された

2030年に向けての目標“SDGS”にも質の高い保育、教

育が掲げられています。日本においては、子どもの貧

困、虐待が社会問題になって久しいですが解決の目途

がたっておりません。この様な課題や問題もAI技術が

発達すると解決に向かっていくのではないでしょうか。

未来を生きる子ども達は、今の世の中以上にAIと共に

生きていきます。既に小学校ではICT化が進んでおり、

どんどん身近になってきています。普段の生活の中に

AIがあると将来の子ども達は自然と生活の一部と考え

共に生活し生きていけるのではないか、さらに発展して

いけるのではないかと考えます。今後は保育士業界全

体でAIを上手く使って仕事の効率化を図る方法を見

つけ、保育業務の分担をすることで保育士自身に余裕

が生まれ、保育士と子ども達とが触れ合える時間が多く

なり、より温かみのある保育環境が整うと思います。不

安な要素もありますが新たな取り組みを否定的に考え

ず、AIを利用し様々な取り組み方を考え、一歩ずつ良

い方向へ進むように取り組んで行くことが明るい未来

へつながると考えます。

　最後に、あろんてぃあきっず真法院町保育園を紹介

します。保育園児の笑顔で皆様に笑顔を‼

概要を見るだけではわかりにくいと思いますが、実際に使わ

れている例と併せて見て頂くとご存知のものも多いのではな

いでしょうか。ただこれらの技術はそれ単体で成り立つもので

はなく、互いに関連しあって、これまでになかった世界を実現

しています。

　これら技術の関係を見てみましょう。(図1)

　まずカメラや電化製品などモノに搭載されたセンサーから

周りの状況や動きなどの情報が収集され、インターネットを経

由してビッグデータとして蓄積されます。大量に蓄積された

データはAIによって分析され、その中に潜んでいる傾向、特

徴や関連性を見つけ出します。そして導きだされた分析結果

は人、モノ、ロボットなど実世界に返され、これまで解決できな

かった問題や課題を解決します。

　現在のAIの特筆すべき特徴として、学習能力の高さがあり

ます。以前のAIではあるものを認識させる場合に、ものの特徴

を教えておかなければなりませんでした。例えば「ネコ」を学習

させる場合、耳の形、ひげ、目の特徴、大きさなどネコの特徴を

インプットするとその基準と照らし合わせてネコと判断していま

したが、現在のAIでは特徴を教えなくても、膨大なデータをもと

に自ら特徴を導き出し、ネコを判断できるようになりました。この

特徴はディープラーニングと呼ばれており、AIが飛躍的に進歩

した一因です。

　私がIT業界で仕事をするようになり、たくさんの方 と々一緒

に開発してきたシステムは、その多くが日々の作業を自動化す

るという目的のものでしたが、パソコンの入力画面は、それまで

の手書き帳票とまったく同じレイアウトで、紙に手書きしていた

作業をパソコン画面にキーボードから入力するようになっただ

けというものでした。それでも入力した情報は電子データとして

蓄積され、それまで各支店で電卓をたたいていた日々の集計

業務が簡略化されたのでした。

　さらに各地の支店で作成された集計データがフロッピーディ

スクに記録され、本社へ送付された後、本社のシステムに読み

込まれて企業全体としての集計作業が行われていました。

　この一連の流れがIoTで実現可能になった現在では、さら

に人の手を介さずに集計できるようになっているのです。例え

ば、自動販売機での商品毎の販売数量も、自動販売機をネット

ワークにつなげることで、支店を介さずとも直接、本社のサーバ

に売れるたびに送信され、リアルタイムで集計が可能となって

います。以前のシステムと比較するとデータの入力作業も電卓

での集計作業も不要です。さらに単に売れたというだけではな

く、売れた時間、立地条件、その日の気温なども合わせて記録

することで、AIの分析により、様々な情報を導きだしてくれるの

です。

　医療業界ではAIの活用により、大量の医療画像データから

早期大腸癌やポリープを99%程度、発見できるようになってい

たり、2,000万件もの大量の医学論文を収集、分析すること

で診断が難しい白血病患者の診断と治療法が判明したりし

ています。また昨今、話題になっているスマートウォッチを代表

とするウェアラブル端末が普及し、ネットワークで情報を蓄積す

るシステムが実現すれば、新たな発見があるかもしれません。

　深刻な人手不足が問題となっている介護業界では、もっとも

負担の大きい業務のひとつと思われる排泄介助の負担を軽

減する排泄予知ウェアラブルが開発されました。専用の装着

補助装置を使って下腹部に装着するだけで、内蔵された超音

波センサーが排尿や排便のタイミングをスマートフォンに通知

することができます。このような装置の開発により、これまで人と

人の対話や人の手による実施でなければ不可能だと思われ

たことにもAIでの代替が可能となってきています。

　冒頭で今日の段階でのAIはある事柄に特化した技術だと

いいましたが、ディープラーニングができたことにより、AIの進

化はさらに加速していくと思われ、2045年にはAIなどの技術

が自ら人間より賢い知能を生み出すことが可能になるシンギュ

ラリティ（技術特異点）が起こると予測されています。

　このようにAIの活用と自動化が進めば進むほど、それまで

人の手で行っていた業務をAIの搭載されたコンピューターや

ロボットに置き換えられる可能性も高くなってきます。

　図2は野村総合研究所が2015年に発表した「日本における

コンピュータ化と仕事の未来」から引用したグラフです。このグ

ラフは601種類に分類されている日本の職業の自動化を検討

したもので、今後数十年で職業が自動化される確率を推定し、

その職業の労働者数との関係を表したものです。横軸が職業

の自動化率、縦軸がその職業についている労働者数になって

います。

　傾向として、労働者のほとんどが自動化率の高い職業と低
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い職業に２極化しており、労働者の半数が自動化される可能

性の高い職業であることがわかります。自動化率99%の職業

は電車運転手、経理事務員、検針員、一般事務員、包装作

業員、路線バス運転手、レジ係等となっています。そして、単

純作業ではない専門性の高い会計監査員、税務職員、行政

書士、弁理士も自動化の可能性が高い職業とされています。

自動化の確率が非常に低くい(0.2%)職業となっているのは精

神科医、作業療法士、言語療法士、産業カウンセラー、外科

医、中学校教員など人を相手にする専門家となっています。

　ただし、これらの検討結果はあくまで技術的に自動化でき

るどうかといった観点からの分析結果であり、費用対効果な

どは考慮されていません。もし本当に多くの職業がAIやロ

ボットに置き換えられる結果となってしまったとしても、労働人

口が極端に減少することが明らかになっている日本にとって

はむしろ、必要不可欠であると思われます。

　日本は2008年をピークに労働人口は減少し続けており、大

幅な外国人労働者を受入れて行かない限り、20年間で1,000

万人以上(16%)もの労働人口が減ることになっています。(図

3)日本全体でこれまで通りの生産力を維持し、豊かな現在の

状況を維持していくためには、AIに自分の職業が奪われてし

まうことを危惧するよりも、むしろ積極的に受入れて行かなけ

れば日本の将来自体が危ういかもしれません。

　また、数十年前にYouTuberやプロゲーマーといった職業

がなかったように、かならず新たな職業も創出されてくるはず

です。

　内閣府は2016年に「Society5.0」という第5期科学技術基

本計画を策定しました。S o c i e t y 5 . 0とは狩猟社会

( S o c i e t y 1 . 0 )、農耕社会 ( S o c i e t y 2 . 0 )、工業社会

(Society3.0)、情報社会(Society4.0)に続く新たな社会を指

すもので、Society5.0は「IoT、ロボット、人工知能(AI)、ビッグ

データなどの先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入

れ、格差なく、多様なニーズにきめ細かに対応したモノやサー

ビスを提供することで、経済発展と社会的課題の解決を両

立」する日本が目指すべき未来として提唱されています。

　そして医療、介護分野においては『各個人のリアルタイムの

生理計測データ、医療現場の情報、医療・感染情報、環境状

況といった様々な情報を含むビッグデータをAIで解析すること

により、「ロボットによる生活支援・話し相手などにより一人でも快

適な生活を送ること」「リアルタイムの自動健康診断などでの健

康促進や病気を早期発見すること」「生理医療データの共有

によりどこでも最適な治療を受けること」「医療・介護現場での

ロボットによる支援で負担を軽減すること」といったことができる

ようになるとともに、社会全体として医療費や介護費などの社

会的コストの削減や医療現場等での人手不足の問題を解決

することが可能となります。』といっています。（図4）

　このように多方面にわたり、これまで不可能であったことが

可能になったり、AIの分析結果からそれまでの常識では考え

つかなかった事実があきらかになったり、ますます便利な世の

中になっていきそうです。

　そして、私もこの「以外な事実」や「新たな気づき」をAIがより

多く導きだしてくれることに期待しています。それは新型コロナウィ

ルス感染の拡大により、世間で自粛生活が行われているさなか、
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　新型コロナウィルス発生までは信号が青になると多くの人
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が可能になったりした場合に、健常者には気づきにくい立場

の人だったり、華やかな技術の裏側で困る人々がでてこない

かをAIによる分析により、導き出されることを切に願います。
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　このように多方面にわたり、これまで不可能であったことが

可能になったり、AIの分析結果からそれまでの常識では考え

つかなかった事実があきらかになったり、ますます便利な世の

中になっていきそうです。

　そして、私もこの「以外な事実」や「新たな気づき」をAIがより

多く導きだしてくれることに期待しています。それは新型コロナウィ

ルス感染の拡大により、世間で自粛生活が行われているさなか、

テレビで目の不自由な方が移動中、信号待ちで信号が青になっ

たことがわからないで困っているという話しを見たからでした。

　新型コロナウィルス発生までは信号が青になると多くの人

の往来が始まり、その足音や周囲の空気の流れから、青に

なったことが察知できましが、ステイホームで横断歩道をわた

る人が減り、青になったことがわからないというのです。新型コ

ロナウィルスの感染拡大により、こんな理由で困った人がでて

くることに気づいた人は多くないと思うのです。

　事故や災害が起こったり、新しい何か（例えば自動運転）

が可能になったりした場合に、健常者には気づきにくい立場

の人だったり、華やかな技術の裏側で困る人々がでてこない

かをAIによる分析により、導き出されることを切に願います。

【参考文献】

図4

谷田部 卓、2018、未来IT図解 これからのAIビジネス、エムディエヌ
コーポレーション
IoT産業技術研究会、2018、未来IT図解 これからのIoTビジネス、エ
ムディエヌコーポレーション
内閣府ホームページ、https//www8.cao.go.jp/ccstp/society5_0/



一般演題
01.新型コロナ感染症に対する当院整形外科の初期対応2020

矢木脳神経外科病院整形外科　石井 眞介

02.瘤内コイル塞栓術にて治療した破裂後大脳動脈瘤の1例
矢木脳神経外科病院脳神経外科　岸 文久

03.社会人基礎力向上によるリハビリテーション科人材育成～「働くチカラ」を用いて～
矢木脳神経外科病院リハビリテーション科　荒木 雄一

04.急性期脳卒中患者における自然回復と理学療法介入の効果判定の検討
矢木脳神経外科病院リハビリテーション科　藤田 匠

05.麻痺側下肢機能の改善により歩行自立に至った慢性期脳卒中患者への一考察
矢木脳神経外科病院リハビリテーション科　重本 淳

06.階段降段一足一段の自立に挑戦した慢性期脳卒中者に対しての臨床推論
弘善会グループ脳梗塞リハビリステーション　三上 翔太

07.老健施設のあるべき姿への道～リハビリ合宿、モデルフロアの検討～
介護老人保健施設アロンティアクラブ リハビリテーション部　渡辺 健太

08.在宅復帰に向け環境の提案、退所後の介護サービスを検討した
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09.PNS導入後の効果と課題
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　これまで5名のシンポジストの方々に『人とAIが共存す

る医療・介護・保育に携わる人の夢を自分の夢に』を語っ

て頂いた。それぞれの専門職から観た視点で、そこから

新たに生まれる可能性や、期待、そして不安が詰められ

た内容であったと思う。はたして人工知能は、我々にとっ

て一体何をもたらしてくれるのだろうか…。

　さて、皆さんは今まで自分の未来の事を考えた事があ

るだろうか。又、今働いている当法人の「弘善会グルー

プ」の未来を想像した事があるだろうか？今現在、コロナ

渦で様々な事業が業績悪化や倒産などで苦しめられて

いる。国からは、新しい生活様式を求められ、集団の密を

避け、リモートが導入され、今まで移動の度に時間を要し

ていた距離もなくなった。このように新しい物が生まれ、

又当たり前のものが無くなりつつある。昨今、AIが人間

にとって代わり、多くの人々から仕事を奪ってしまうので

はないかという懸念も聞こえてくるようになった。たしかに

最近のAIの進化にはめざましいものであり、こうした不

安を抱くのももっともである。とはいえ、技術の進歩によっ

て働き方が変わることは昔からずっと起きていることで、

問題は、AIの普及によって、どう対応するかである。

　皆さんの行っている仕事は今後どう変化していきます

か？弘善会には、医療・介護・保育、そしてそれを支える

事務職の方々が働いていますが、今から5年後同じ内容

の仕事を行っていますか？

　マサチューセッツ工科大学メディアラボ所長の伊藤氏

は今後の医療をこの様に語っている。「AIと相性の良い

分野としては医学があげられます。なぜならば、大量の

『座長として今ここに思う事』未来の弘善会とは
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河村 公裕
弘善会グループ脳梗塞リハビリステーション所長

シンポジウム座長

略歴

2004年　玉野総合医療専門学校作業療法学科卒

2004年　医療法人三世会 河内総合病院入職

2011年　医療法人弘善会矢木脳神経外科病院リハビリテーション科主任

2019年10月　自費リハビリテーション

　　　　　　 弘善会グループ脳梗塞リハビリステーション所長

　　　　　　 リハビリテーショングループ法人課長兼務

データ分析は機械学習に向いているからである。人間が

医師になるためには長い時間と労力が掛かり、その後も

最新の知識を取得し続けなければ、医療の進化に対応

することができません。しかし、AIであれば増えていく膨

大な情報を分析し、知識をアップデートすることは容易で

す。これまでは人間が下してきた診断などの部分を、AI

が肩代わりすることも可能になるのです。こうしたやり方

が進めば、将来的に医師はAIを扱うオペレーターのよう

な役割になるかもしれませんし、看護師や薬剤師が患者

とのインタフェース役として重要性を増し、AIの判断を患

者に伝えるようになるかもしれません。そうなると、病気に

なったらまずは街角の薬剤師のもとに行き、特別なときだ

け病院の医師のもとへ行く。こうなると医師という職業の

役割は大きく変わってきますし、看護師や薬剤師による医

療行為の規制を緩和する動きも出てくるでしょう。」このよ

うにAIによって働き方が変わるとき、弘善会グループ内の

未来も変わるのであろう。救える命は増え、救えた命は

もっとサポート出来るのだから。

　これから起こる新しい未来、弘善会全ての人達が笑

顔で、医療・介護・保育の分野で活躍できる事を心から

祈っています。

　「Hey Siri！目覚まし止めて」これは、私が毎朝起きて一

番に発する言葉である。このAIは既に身近な存在であ

り、又生活の中に取り入れている唯一の習慣である。今

ここにない新しい未来は、私達で創りましょう。

Next innovation！！
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【はじめに】

　 新 型コロナ感 染 症は、従 来 のウイルス感 染 症と

異なり発 症 前にウイルスを排出するという特 徴があ

るため感 染 拡 大 制 御が困 難で全 世 界にパンデミッ

クに拡 散を続けており世 界中の医 療に多 大な影 響

を与えている。当 院 整 形 外 科でも感 染 防 御といわ

ゆる3 密 回 避に寄 与できるような対 応が必 要となっ

た。スタッフや患 者のマスク装 着の徹 底とアルコー

ル消 毒 励 行 そして診 察 室 のイス配 置 や 換 気 の 工

夫および 待 機 手 術の延 期や合 理 的な保 存 治 療や

外 来 治 療 への変 更をおこなった。リハビリテーショ

ンも可 能な範 囲でリハ 指 導に時 間を割り当てるな

どで対 応した。新 型コロナ感 染の対 応とその影 響

を知る目的で入院患者数を調査検討したので報告

する。

【 対象および方法 】

　 2 0 1 9 年 2月から6月までと、同じく2 0 2 0 年 2月か

ら6月まで当 病 院 ベッド総 数 9 2 床 のうちの 整 形 外

科の入 院 患 者 数を対 象とした。短 期 間での変 化を

知るべく各月は、前 半と後 半に分け1日平 均の入 院

患者数を比較検討した。

【 結果 】

　 2 0 1 9 年 2月から6月までと、同じく2 0 2 0 年 2月か

ら6月までの各月を前 半と後 半に分け1日平 均の入

院 患 者 数を表 1と図 1に示した。1日平 均の入 院 患

者 数 は、2 0 2 0 年 4 月後 半 から5 月後 半までの 1 . 5

か月間 は 前 年 の 同 時 期に比 べ 有 意に2 桁 減 少し

ていた。

新型コロナ感染症に対する当院整形外科の初期対応2020

石井 眞介

【 考察 】

　新型コロナ感染症の最初の報告は2 0 1 9年 1 2月

3 0日中 国 の 武 漢とされている。日本 での 報 告 は、

2 0 2 0 年 1月1 6日千 葉に始まり東 京 隅 田 川での 屋

形 船の宴 会でのクラスター発 生 、和 歌 山や大 阪の

病 院などでの 感 染 拡 大など 全 国 で 拡 散し続 けて

いるのは 周 知 のとおりである。4月7日に緊 急 事 態

宣 言が大 阪 府を含む7 都 府 県に出され、医 療 崩 壊

という言 葉がマスコミでも取り上げられ、当科として

も最重要問題として対応が必要になった。

　日本 整 形 外 科 学 会は、4月1 0日と1 7日付ホーム

ページで新 型コロナ感 染 症 患 者が急 増 することに

より日本の救 急 医 療 体 制 崩 壊につながる恐れがあ

るとして緊 急 手 術を除く待 機 可 能な手 術を控える

こととリハビリテーションについては 患 者とは 一 定

の距 離を保ち長い時 間の接 触をできるだけ控えら

れるような工夫が望ましいとの指針と対策が示され

た1）。

　 病 院 は、スタッフや 患 者 のマスク装 着 の 徹 底と

診 察 室のイスの配 置 や 換 気の工 夫 や 外 来 受 付の

アクリルシールド設 置などをおこなった。著 者は、病

院 長、看 護 部 長、事 務 長、外 来 担当の非 常 勤 医 師

そしてリハビリテーションスタッフなどに日本 整 形 外

科 学 会 の 趣 旨を伝え、待 機 手 術 の 延 期 や 無 理な

い範 囲で保 存 的 治 療や外 来 治 療に切り替えるよう

な対 応をおこなった。リハビリテーションも可 能な範

囲 でリハ 指 導に時 間を割り当てるなど 3 密 回 避に

寄与する配慮した。

　 5月2 1日に政 府 は 大 阪 府を含 む 関 西 地 域 の 緊

急 事 態 宣 言を解 除した。4月後 半と5月の平 均 入 院

患 者 数は二 桁の減 少となったが 6月はほぼ 同 数に

回 復し想 定 外の影 響はなかった。新 型コロナ対 策

は 、病 院 経 営 的 には 悪 い 影 響を及 ぼ すリスクが

あった。しかし、一 時 的には病 院 経 営に悪 い 影 響

を及 ぼ すことはあったかも知 れなかったが 、6月に

は入院患者数は回復し、感染患者または感染職員

も出さなかった。一 方 、近 隣のいくつかの病 院でク

ラスターが 発 生し医 療 従 事 者も感 染したとの報 告

があった。

　 新 型コロナウイルスによる症 状がないにもかかわ

らず人に感 染させているという特 徴が世 界 各 国か

ら報 告され、新 型コロナウイルスは人に感 染させる

見 せ かけの 無 症 状 感 染ともいえる2 つのパターン

の存 在が示された。感 染 後 数日で発 症 するがその

発 症 前 4 8 時 間に最も多くのウイルスを排 出し人に

感 染させるという場 合と、感 染しても発 症 せ ず自覚

症状のないままにウイルスを排出し人に感染させて

しまっているという場 合とである。外 科 系の患 者で

発 熱 や 咳などの 症 状 がないような場 合であったと

しても受 診あるいは入 院の数日後 新 型コロナ感 染

症を発 症 する場 合もあり得るということである。もし

そのように後で新 型ウイルス感 染と判 明したとした

場 合、病 院は自粛や閉 鎖さらには、風 評 被 害をこう

むることなどにつながりかねなかったが、実 際はそ

うはならなかった。

　目に見えないウイルスに対 峙し現 時 点で患 者や

職 員に感 染 者は出していない 。幸 運であったと言

えばそれまでだが、患 者の病 態を適 切に見 極め対

応 することで結 果として新 型コロナ感 染 症 患 者を

出 すことなく、病 院における経 営と運 営のバランス

をこわさない範 囲で対 処できたことは、意 義 があっ

たと考える。すなわち地 域 医 療 への継 続 的な貢 献

を第 一とする公 的な病 院としての 使 命をはたすこ

とができたといえる。

【まとめ】

　 2 0 2 0 年 4月と5月の整 形 外 科 入 院 患 者 数は、前

年に比 べ 少なくなったが 新 型コロナ対 策としては

有効であったと思われた。

【 文献 】

・日本整形外科学会  h t t p s : / / w ww . j o a . o r . j p
新型コロナウイルス特設サイト

矢木脳神経外科病院　整形外科

一般演題. 0 1

図1整形外科1日平均入院患者数と標準偏差誤差
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Fig.1 A) CT images on admission shows diffuse subarachnoid 
hemorrhage and intracranial hemorrhage(arrow) B) CT angiography 
shows left distal posterior cerebral artery aneurysm(arrow)
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【はじめに】

　後大脳動脈瘤は全脳動脈瘤の0.7-3.0%と比較的稀で

ある1）。瘤はほとんどの場合main trunkにあり、末梢部に

発生することはさらに稀である。2）今回我々は後大脳動脈

（posterior cerebral artery,以下PCA) temporal 

branch末梢部の破裂脳動脈瘤に対してコイル塞栓術を

施行した症例を経験したので、文献的考察を加えて報告

する。

症例　

93歳男性

家族歴：特記事項無し

既往歴：高血圧　前立腺癌化学放射線治療後

現病歴：搬送前日軽度意識レベル低下と高血圧（収縮時

血圧200mmHg）を認め降圧剤が処方された。翌日も改

善無いため、前医受診し頭部CTで脳出血・くも膜下出

血を認め当院救急搬送となる。

搬送時神経学的所見：意識レベルはJapan Coma Scale 

2 Glasgow Coma Scale 14(E4V4M6)で、対座法では粗

大な視野障害は無く、明らかな神経脱落症状は認めな

かった。

画像所見：頭部CTでは、左シルビウス及び脳底槽部に

びまん性のくも膜 下 出 血 、左 側 頭 葉（ p o s t e r i o r 

occipitotemporal gyrus）に脳内出血、脳室内出血

を認めた。頭部CTAでは、左PCA末梢部に動脈瘤を認

め出血源と考えられた(Fig.1)。

　入院後鎮静、血圧管理を行い、翌日全身麻酔下による

瘤内コイル塞栓術にて治療した破裂後大脳動脈瘤の1例

○岸 文久、香山 諒、木村 誠吾、矢木 亮吉、小川 大二、山田 圭一、谷口 博克
矢木脳神経外科病院
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コイル塞栓術を計画した。脳血管造影検査では、左PCA 

temporal branchであるposterior inferior temporal 

arteryの末梢部に、直径3.6mmの嚢状動脈瘤を認めた。

　以上より左PCA temporal branch末梢部脳動脈瘤破

裂によるくも膜下出血 (Fisher分類　Group3、Hunt and 

Kosnik gradeⅡ、World of Neurosurgical Societies 

gradeⅡ)と診断した。

手術所見：全身麻酔下で、右大腿動脈に6Fr long sheath

を挿入し、Guiding catheterとして6Fr Roadmaster 

( G o o dman ,A i c h i , J a p a n )を右椎骨動脈のsec ond 

segmentに誘導した。TACTICS 3.4Fr (Technocrat 

Corporation, Aichi, Japan)｠をdistal access catheter

（以下DAC）として用い、脳底動脈の中央部まで誘導し、

MicrocatheterはExcelsior SL-10 STR 1.7Fr 150cm 

(S t ryker , Ka l amazoo , MI , USA）の先端をsteam 

s h a p i n g で 9 0 度カーブさせ た 。T r a x c e s s 1 4 

microguidewire (Terumo Corporat ion , Tokyo , 

Japan)を用いて、一旦Microcatheterを動脈瘤遠位まで

誘導してから引き戻してきたところ動脈瘤内に挿入された。

Target 360 Ultra 3mm×6cm(Stryker), Target 360 Nano 

2mm×3cm (Stryker), HyperSoft 3D　1.5mm×2cm (Terumo), 

HyperSoft 3D　1.5mm×2cm (Terumo)の計4本のコイルを瘤

内に留置し、瘤内の完全閉塞と瘤より遠位部のPCAの温

存を確認した。(Fig.2)

　術後経過：手術翌日のMRIでは左PCA領域に新規の梗

塞を認めず、術後6日目に脳血管造影検査を行ったが、脳

血管攣縮は認めず、動脈瘤は消失し、瘤遠位部のPCAの

Fig.2 A) Right vertebral angiography (lateral view) before coil 
embolization. 
B-C) Right vertebral angiography (lateral and 3D view) after coil 
embolization.

描出は良好であった。高齢かつ長期臥床によるADL低下

があり、リハビリ目的に術後43日目に転院とした。

【考察】

　後大脳動脈瘤は脳動脈瘤の中では比較的稀である。

動脈瘤はほとんどの場合main trunkにあり、Zealらの

分類によるP1-P2に87％、P3以降に13％が発生し、形態

学的に20～40％が紡錘状動脈瘤で特に巨大動脈瘤が

多いとされる3)。PCA temporal branchの後大脳動脈

瘤はさらに稀である。PCA temporal branchはその部

位により様々な分類がされるが、4,5 )本症例はposterior 

inferior temporal artery（以下PITA）がposterior 

occipitotemporal gyrusを走行するところで動脈瘤を

形成していた。

　後大脳動脈瘤に対する治療は外科治療や血管内治

療、またその組み合わせによって行われる。破裂後大脳

動脈瘤の治療法を選択する際には動脈瘤の部位、大き

さ、患者の状態といった要因が重要であるが、それ以外

にも病変へのアプローチの難易度、根治性、合併症のリ

スクなど考慮すべき点は多い6）。外科手術の利点は、再

治療が少なく、動脈瘤のトラッピングにて母血管を閉塞し

た際には末梢血管へのバイパス術をそのまま施行できる

点である。問題点として、術野が深く治療難易度は高い

手術となる点、手術操作での脳の圧排による脳損傷のリ

スクがある点などが挙げられる。手術アプローチはP3、

P4に対してはoccipital interhemispheric approach

が多い1）。近年のmicrocatheterや塞栓材料の発展に

伴い、血管内治療の報告も増えている。血管内治療の

利点は病変へのアプローチが比較的容易である点、脳

損傷のリスクが低い点である。問題点として再治療のリ

スクや場合により母血管閉塞となり、脳虚血のリスクがあ

ることが挙げられる。本症例では、高齢であること、末梢

部の後大脳動脈瘤であり外科手術は治療難易度が高く

手術操作による新たな脳損傷のリスクがあることを考慮

し、血管内治療を選択した。PCA temporal branchの

動脈瘤に対してコイル塞栓術が施行された報告はわず

かである。XuらはPCA anterior temporal branch

の動脈瘤に対して血管内治療を施行した6例を報告し

ている7）。本症例のようなPITA末梢部の破裂脳動脈瘤

に対するコイル塞栓術は、われわれが狩猟する限りこれ

までに報告が無い。PCA末梢部脳動脈瘤において血管

内治療を行う場合、P2 segment以降の末梢部では血

管径が細いためバルーンカテーテルを併用したne c k 

remodel ing techniqueは困難である。その際は瘤内

塞栓術のみとなり、coil compactionが生じる可能性が

ある。そのため母血管閉塞を行うことが検討されるが、

虚血性合併症を生じる可能性がある。また、瘤までの距

離が遠いためカテーテル誘導が問題となる。本症例では

DACを使用することで安定してmicrocatheterを瘤内

に誘導することが出来た。またmicroca the ter誘導の

工夫や柔軟なコイルの使用によりPCAを温存した瘤内

コイルが安全に施行できた。術後短期の経過であるが、

coil compactionを生じず、母血管は温存されている。

治療法方針の確立にはさらなる症例の蓄積が必要であ

るが、今後瘤内コイル塞栓術は同部の動脈瘤に対して

有効な治療手段であると考える。

【結語】

　PCA temporal branch末梢部破裂脳動脈瘤に対

して、瘤内コイル塞栓術を実施した1例を報告した。
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【はじめに】

　リハビリテーション科には理 学 療 法 士、作 業 療 法

士、言語聴覚士の３つの専門職が在籍する。それぞ

れが専門領域にて力を発揮し、リハビリテーションチー

ムとして患者の社会復帰を支援している。専門職とし

て専門分野の成長を求め、自己研鑽に励む者は多く

見られるが、それぞれが個人として、またチームとして

大きく成長するためには、社会人基礎力の向上が必

要と考え、今回「働くチカラ」と題し、半年間で６回の

勉強会を開催した。

【目的】

　リハビリテーション科スタッフの社会人基礎力を向

上させ、専門職としての土台を確立し、専門職として

の能力を発揮できる人材を育成する。

【活動内容】

　「働くチカラ」を①視るチカラ　②聴くチカラ　③考

えるチカラ　④伝えるチカラに分類し、さらに全ての働

くチカラの基礎について「働くチカラの力」として、６回

に分けて勉強会を実施。今回は自分自身を見つめ直

す内容になるため、抵抗感を示したり理解が曖昧にな

る可能性を考え、例題やグループワークを内容に含め

て、楽しく受講できるような内容にするよう努めた。勉

強会内容については表１を参照。

社会人基礎力向上によるリハビリテーション科人材育成～「働くチカラ」を用いて～

荒木 雄一
矢木脳神経外科病院 リハビリテーション科
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　「働くチカラの力」終了時に、今回の「働くチカラ」に

ついて習熟度や影響度をアンケート調査した。

【結果】

　発表者を除く18名のうち18名が勉強会に参加し、

17名がアンケート調査にも協力を得られた。平均参加

者数は1 4名であり、6回全ての勉強会に参加した人

数は12名であった。

　理解度に関しては、15名が「よく理解できた」もしく

は「理解できた」を選択しており、十分な理解を得られ

る結果であった。

　しかし、仕事における変化に関しては、「とても変化

があった」「変化があった」が過半数を超えてはいる

が、「特になし」を選択した者が2名いる結果となった。

　内容を受け入れやすくするために、勉強会の方法

や雰囲気に配慮した結果、「とても楽しかった」「楽し

かった」と答えた者が16名という結果であった。

感想や意見を一部抜粋すると、

○広い視野を持ってコミュニケーションを図る必要を

　感じました。

○自分の考え方や行動の仕方が変わりました。人間

　力を磨いていきたいです。

○あたりまえを出来ていなかったと気づくきっかけにな

　りました。

○社会人として大事な内容なので継続してもらえたら

　と思います。

という感想・意見をいただいた。

【考察】

　理解度という点においては高い結果となったが、本

来の目的である専門職としてのさらなる能力発揮とい

う点や仕事に活かすという点では、まだ不十分であっ

たと考える。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は

専門分野の勉強をする機会は多いが、社会人基礎力

に関しては勉強する機会がほとんどない。そのため興

味や理解は得られても、実際の仕事ですぐに活かす

には、時間や内容の更なる工夫が必要と考える。しか

し全６回に1 2名の参加があったことから、今回楽しく

受講できるように配慮した点においては功を奏したと

考える。

　前述したように理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士にはあまり触れる機会の少ない内容であるが、各

専門職としての能力を発揮するためには重要な要素

であると考える。今回の勉強会を機にきっかけや気づ

きを得られたという意見もあり、時間をかけて仕事に活

かしていけるように、実際の業務の中でも支援してい

きたい。

　今後の課題としては、仕事へ活かすという点が不

十分であったため、例題やグループワークの内容に実

際の業務から考えられる内容を題材として、さらに実

際の業務に反映しやすいように工夫する必要がある

と考える。

【最後に】

　当院リハビリテーション科は勉強熱心なスタッフが

多く、外部の勉強会や学会に積極的に参加する者も

いる。専門職が専門領域の自己研鑽することは非常

に有意義なことであり、そのバイタリティーを活かして、

どんどん成長してほしいと期待する。しかし実際の業

務の中で、その努力が活かせないことほど辛いことは

ない。社会人基礎力はそういったジレンマを解消する

ためのものであり、今回「働くチカラ」としてまとめた内

容は医療職が理解しやすい内容にまとめている。“た

だ専門領域について詳しい人”ではなく、“専門職”と

して結果の出せる人材が、少しでも多くなればリハビリ

テーション科として幸いである。



図１ 当院入院時のFLAIR像・T２WI

図2 A：矢状面歩行姿勢（第15病日目＆第26病日目）
　　B：前額面歩行姿勢（第15病日目＆第26病日目）
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【症例紹介】

　本症例は70代、男性で病前は全自立、左上下肢脱力

によりA病院へ救急搬送され、脳梗塞（右頭頂葉，図1）

を認め入院した。第14病日目に当院へ転院し、第27病日

のリハビリテーション病院へ転院するまでの11日間理学

療法を実施した。

【理学療法評価】

　初期評価時は、関節可動域は動作に影響する制限

無し、BRS(左下肢)：III，FMA(左下肢)：23/34，深部感

覚：軽度鈍麻，MAS：1+(左下肢)，FBS：17/56，最大歩行

速度：6.50m/s，Functional Ambulation Categories

(FAC)：1，MMSE：24/30， FIM：73/126 であった。立位、

歩行共に体幹は前傾し、麻痺側へ大きく傾斜、非麻痺側

上肢の引き込みにより姿勢保持、歩行しており介助を要

した。また「真っ直ぐが分かりにくい」との内観を示し、実

際の姿勢と内観に大きな乖離を認めていた。

【介入と結果】

　本症例は非麻痺側の過剰出力、身体図式の破綻、早

期の代償戦略の確立が立位・歩行に影響していると考

え、歩行に必要な要素へ注意向けすることに着目して立

位練習を実施した。裸足、Q-cane支持の環境下で静止

立位から開始し。徐々に開脚立位で四方への能動的重

心移動、支持基底面変化を伴うステップ動作へと課題

調整をした。

　急性期理学療法場面では自然回復があることは当然

であり、歩行能力の向上は様々な機能改善の影響が交絡

急性期脳卒中患者における自然回復と理学療法介入の効果判定の検討

三上 翔太
○藤田 匠、重本 淳矢木脳神経外科病院　リハビリテーション科

弘善会グループ 脳梗塞リハビリステーション
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して至った結果である、したがって、何が改善に至っ

たのかは推察の範疇を超えない。今回は治療効果を

定量的に示すため、臨床的に意義のある最小変化量

（Min ima l  C l i n i c a l l y  Impo r t an t  D i ff e r ence：

MCID）を用いた。MCIDとは自然治癒の影響を超え

て有意に治療効果をもたらしたと判断できる最低値を

示す。本症例は最終評価ではBRS：IV，FAC：2とな

り、FMA：5点増加(MC ID；6 - 1 0 )（Sh e l t o n . , 2 0 0 1，

G l ad s t one . , 2 0 0 2，Pa t r i c k . , 2 0 1 9）、 FBS：8点増加

(M C I D：6 ) ( S t e v e n s o n . , 2 0 0 1 ) 、最大歩行速度：

2 . 2 5m/ s短縮 (MC ID：0 . 1 4m/ s ) ( P e r e r a . , 2 0 0 6 )、

F IM (運動項目)：1 9点の増加(MC ID：1 7 )を認めた。

したがって、F M AはM C I D 以 上の改 善を認めず、

FBS、最大歩行速度、FIMのMCID以上の改善を認

めた結果となった。

　歩行観察からは上肢引き込み体幹前傾・麻痺側傾斜

を認めず歩行可能となった。初期評価と比較して体幹の

伸展位保持，前額面で正中位が保持でき、左右への重

心移動距離が増大した、また麻痺側荷重応答器の膝関

節の軽度屈曲位保持（衝撃吸収）が可能となり、立脚後

期の前足部支持向上と初期遊脚期への移行が軽快に

なったことがわかる。

【考察】 

　中等度運動麻痺を呈する急性期脳卒中患者に対し

て立位練習行った結果、運動麻痺の改善効果は示さな

かった。右頭頂葉損傷の脳卒中患者では運動学習が有

意に低かったと述べられており（Ust inova . , 2001）、本

症例の損傷部位からも運動学習効果は不十分であった

可能性がある。しかしその中でも、立位姿勢制御、歩行

能力における見た目に関しては大きな変化をもたらした。

足関節戦略の向上は姿勢制御に改善効果を与えると報

告されており（Doggan. ,2011）、立位練習では足底での

姿勢制御に意識向けすることを目的としていたため、戦

略の変調をもたらしたことが考えられる。本症例はBRS

はIIIからIVに変化していることから、FMAでは共同運

動の共同運動項目では大きな変化がなく分離運動項目

で得点向上したためFMA下肢得点分布の影響により

MCID以上の改善度が示されなかったと考える。運動課

題と反復練習には神経筋再教育の手法よりも機能的に

利得があると位置づけられ推奨されており(F r e n c h，

2016 )、動作の類似性がある場合の汎化効果も述べら

れている(Carr，2002)。BBSと足関節戦略との関係性や

またMini-BESTestと10MWTの間に、また麻痺側の前

方外側方向への重心移動距離と10MWTの間に有意

な相関関係があることがわかっている( S a n g e e t h a 

M,2017，Margaretha M，2017)。これらのことから歩行

に必要な要素を立位練習に取り入れることで、歩行に対

する汎化効果をもたらしたと考える。

【倫理的配慮、説明と同意】 

　この症例報告は当院倫理委員会で承諾された。本

人、家族には書面で説明し同意を得た。
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図１ 当院入院時のFLAIR像・T２WI

図6 最終歩行動作(第303病日)

図4 右足部への徒手的介入

図５ 右足部可動域改善後の立位荷重訓練

図3 即時的に改善した右足関節と立位姿勢

•山崎 貴博．慢性期脳卒中後片麻痺者のTimed“Up&Go”testと10m
歩行スピードに与える影響-静止立位保持と椅子からの麻痺側下肢荷
重率-．日職災医誌,2007,55,p.266-272
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【はじめに】

　発症より７ヶ月経過した慢性期脳卒中患者に対し理学

療法を提供する機会を得た。脳卒中患者の機能回復は

６ヶ月でプラトーに達するとされるが、３ヶ月間理学療法を

実施し麻痺側下肢機能の改善により10ヶ月目に歩行自

立レベルで自宅退院となったのでここに報告する。

【症例紹介】

　50代男性、左被殻出血(図１)発症にてA病院入院、血

腫除去術施行。第39病日B病院地域包括病棟に転棟。

第206病日当法人介護老人保健施設に入所。第215病

日脳卒中後遺症の診断で当院にリハビリ目的で入院。

【初回評価】

　JCS：1、意思疎通可能、BrunnstrormStage（以下

BRS)：右上肢Ⅱ 右手指Ⅱ 右下肢Ⅲ、左上下肢はMMT

５。Trunk Contro l  Test (以下TCT) :87/100。Fugl 

Meyer Assessment(以下FMA)85/226。ROM-t：右

股伸展５°。右足背屈－15°。Modified Ashworth Scale

(以下MAS ) :右上下肢3、右足関節背屈4。感覚検査：

右上下肢表在・深部重度鈍麻。最大荷重量(右/左 )：

30/74kg。10m歩行:74 .27秒、71歩。Barthel  Index

(以下BI )：45/1 0 0。病棟内移動：車椅子介助。歩行動

作は四点杖・短下肢装具（SHB）使用し３動作揃え型。

特 徴は右 立 脚 初 期で足 底 接 地した際 、右 足 関 節

clonusを認め荷重応答期で下肢より波及的に体幹へ

と動揺を呈し前方へ不安定となる。

麻痺側下肢機能の改善により歩行自立に至った慢性期脳卒中患者への一考察
○重本 淳、藤田 匠、荒木 雄一矢木脳神経外科病院　リハビリテーション科

三上 翔太弘善会グループ 脳梗塞リハビリステーション
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【リーズニング】

　裸足での起立・立位姿勢より、右下腿三頭筋の筋緊張

亢進による右足関節のアライメント不良が荷重量低下を

招き、歩行の不良姿勢を助長させていると仮説を立てた。

臨床推論より荷重下で右足部へ徒手介入実施後、即時

的に右足関節背屈０°まで改善と右下腿三頭筋の筋緊張

緩和を認め、そして立位・歩行動作を改善させた為、麻痺

側の右下肢を理学療法の治療対象とした。(図３)

【介入方法】

　介入初期は裸足の荷重環境下で右下腿三頭筋を中

心とした右下肢の筋緊張緩和を目的に徒手介入を行い

(図4)、右足関節可動域アライメントを改善させ立位での

荷重量増大に繋げた(図5 )。後期は歩行練習の頻度を

増やし右下肢機能を歩行動作へ汎化させた。

図2 初回歩行動作（第216病日）

【最終評価】

　 最 終 評 価ではB R S・感 覚 検 査・T C T・左 上 下 肢

筋 力 は 変 化 なし 。R O M－ t：右 足 関 節 背 屈 5 °、

M A S：右 上 下 肢 2 、右 足 関 節 背 屈 2と右 足 関 節の

背 屈 可 動 域・右 上 下 肢の筋 緊 張が改 善し、右 下 肢

へ の 最 大 荷 重 量 増 大 に 繋 が っ た ( 右 / 左：

5 0 / 7 8 k g ) 。1 0 m 歩 行 : 4 7 . 1 4 秒 、4 7 歩 。

F M A 9 4 / 2 2 6 ( R O M 、バランス項目が 改 善 ) 。B I：

9 0 / 1 0 0。歩行：右立脚初期から荷重応答期での体

幹の動揺は消失し右立脚期の安定性は向上した。

四点杖歩行自立で自宅退院となった。(図 6 )

 

【結論】

　荷重環境下の治療介入で右下腿三頭筋の筋緊張

が緩和した事は、慢性期脳卒中患者においても神経

原性の側面に対し治療効果があったと考える。また、

山崎らは“日常生活に反映される麻痺側下肢機能の

向上を図る為に、動作を通じて麻痺側下肢への荷重

量を促通する事が重要である”としている。1)本症例に

おいても麻痺側下肢の荷重量が増大した事が歩行の

実用性を向上させた。この事は慢性期脳卒中患者に

おいても麻痺側の筋緊張・関節可動域を改善させる

事が自立支援に繋がる要因の一助、そして可能性に

繋がると考える。

【引用文献】



図1

図2　降段動作の転倒リスク場面

図3　仮説検証作業風景

図4　自主トレーニング資料
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【はじめに】

　脳卒中後遺症者にとって、階段昇降は非常に難易度の

高い動作の１つであり1、2）、臨床において平地歩行が可

能であっても階段昇降では監視や介助を要する場合も多く

認める。更に、転倒・転落等の日常災害が多く発生する場所

でもあり、非常に難渋する基本的動作の一つといえる。今

回、脳梗塞を発症後1年半経過した症例を自費リハビリにお

いて対応する機会を得た。本症例は脳梗塞発症後のADL

は高い水準を保っていたものの、階段降段動作（以下、降

段動作）の実用性が低下していた。そのため、介入開始時

より、症例の身体機能と降段動作の構成要素を理解した上

で、臨床推論を展開した結果、降段動作の一足一段自立に

至ったため、若干の考察を加え報告する。

【症例】

　60歳代女性、右橋梗塞（図1）、左片麻痺。橋梗塞発症

後、A病院に救急搬送(保存加療)。その後B病院に転院、

約6ヶ月間リハビリテーション(以下、リハビリ)を施行し自宅退

院。当施設来所時、発症から約1年半経過。

BR S ( L t ) :Ⅵ -Ⅵ-Ⅴ，FMA下肢 ( L t ) : 3 1 / 3 4、M i n i 

BESTest:16/28、感覚は左上下肢深部覚4/5、MMT(Lt):

股関節伸展2、股関節外転2、膝関節伸展3、足関節背屈

3、足関節底屈2+。ROM-t(Lt) :足関節背屈0°、足部外反

5°。歩行は屋外修正自立、階段昇降は修正自立だが二足

一段での実施。FIM:120/126。

【経過】

　初期評価時、降段動作の安全性低下を認め、左下肢

を上段に残す事が困難であった（図2）。そのため、降段

階段降段一足一段の自立に挑戦した慢性期脳卒中者に対しての臨床推論
三上 翔太/河村 公裕弘善会グループ 脳梗塞リハビリステーション

藤田 匠/重本 淳矢木脳神経外科病院 リハビリテーション科
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動作を物的・徒手的な補償を行いながら施行し仮説検

証作業を実施した（図3）。結果、左足関節背屈・足部外

反可動域制限、腹横・腹斜筋群、左大殿筋、中殿筋、大

腿四頭筋、下腿三頭筋の筋力低下が降段動作の安全

性を低下させていた。

　介入期間は当施設規程に沿って行い、90分の介入を

週2回、合計16回施行した。また、症例の個別性に合わ

せた自主トレ表を作成し（図4）、課題と目標を共有した上

で実施を促した。

　介入初期は、背臥位で左足関節背屈・外反の関節可

動域を拡大し（図5）、腹横・腹斜筋群・左殿筋群・大腿四

頭筋を促通した（図6）。その後、立位で左下腿三頭筋を

促通し動的場面における肢節内・肢節間協調を促通し

た（図7）。介入中・後期では屋内外での実動作を反復し

て実施した（図8）。

【結果】

　降段動作一足一段修正自立まで改善した（図9、

10）。BRS・感覚は変化なし。FMA下肢(L t ) : 3 3 / 3 4、

Mini BESTest :22/28、MMT(Lt) :股関節伸展4、股

関節外転4、膝関節伸展4、足関節背屈3、足関節底屈

3 ．R O M - t ( L t ) : 足 関 節 背 屈 1 5 °、足 部 外 反 1 0 °。

FIM:124/126。

図5  関節可動域練習 図6   神経筋再教育

図7　ハーフスクワットを利用した肢節内・肢節間協調の促通

図8　（a：段差を利用した降段練習　　　b：屋外での練習風景）

図9　最終評価時の降段動作

図10　屋外環境での降段動作

【まとめ】

　脳科学の進歩により脳の可塑性が明らかになると共

に、慢性期においてもリハビリを行えば効果が得られると

報告されている3）。今回、当施設における90分・週2回の

介入と、目標を共有した上での能動的な自主トレーニング

は、先行研究と類似する結果となった。また、健常者を対

象とした米国運動推奨ガイドライン2007（表1）では、筋

力増強運動とストレッチを最低 週 2回、中～強度の運動

を週5回実施する事を推奨している4、5）。

　当施設における介入は、運動推奨ガイドラインの提

唱を一部推奨する結果となり、良好な結果が得られた

と考える。今後、自費リハビリにおける運動量・頻度に

ついての検討は、臨床研究の成果も踏まえた検討が

必要なため、今後当施設における活動を通して明確

にしていきたい。

【参考文献】

表１　米国の運動推奨ガイドライン2007

①筋力強化運動とストレッチを少なくとも週2回実施。

②一日10分×3回＝30分以上を推奨。

③中～強度の身体運動を週5日、最低限として推奨。

④高強度運動を原則的に盛り込む。

⑤中～高強度の運動活動性は、健康上利点あり。

⑥有酸素運動を日々の日常生活に加える。

⑦運動量は最低限であり、多いほど良い。

1）丸山仁司：階段昇降と加齢変化．理学療法，1994，11(4):289-294.
2）池田誠：屋外環境における高齢者の歩行．理学療法，2001，18
(4):400-406
3）Platz T,Winter T,Muller N,rt al.:Arm ability training for 
stroke and traumatic brain injury patients with mild arm 
paresis:a single-blind,randomized,controlled trial.Arch PhysMed 
Rehabili,2001,82(7):961-968
4) Nelson ME,Rejeski WJ,BlairSN,et al.Physical activity and 
public health in older adults:recommendation from the 
American College of Sports Medicine and the Anerican Health 
Association.Med Sci Sports Exerc 2007;39(8):1435-1445
5）Haskell WL,Lee IM,Pate RR,et al.Physical activity and public 
health:updated recommendation for adults from the American 
Collage of Sports Medicine and the American Health 
Association.Med Sci Sports Exerc 2007;39(8):1423-1432

a b



図１.在宅復帰・在宅療養支援等指標
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【目的】

　近年、病院から在宅へ、施設から在宅へといった在宅

復帰へのシフトが、医療介護の共通の流れとして加速して

いる。診療報酬や介護報酬においても在宅復帰に関する

加算が多く組み込まれてきており、今後もその重要性は加

速していくことが予想される。遡ること平成24年度の介護

報酬改定で「在宅強化型」なる老健の新しい基本施設

サービス費が創設された。この頃から、国からの「老健施

設は中間施設という本来の役割に立ち返り、介護保険下

での施設で唯一の在宅復帰支援機能を強化せよ」との

メッセージだったといえる。その後の平成30年度には、老

健施設の機能である在宅復帰機能をさらに重視し、また

報酬上においてもアドバンテージのある報酬体系(3区分

から5区分)に再編された(図1)。これには、大きく分けて①

在宅復帰を推進する内容、②居宅サービス数やリハ専門

職の配置人数、支援相談員の配置人数といった人員の

充実化、③要介護4・5の割合や喀痰吸引の実施割合や

経管栄養の実施割合といった重度の利用者を受け入れ

られる体制といった①②③の老健の総合力が問われてい

ると考える。

　さらに、平成 29 年6月2日介護保険法が改正され、老健

施設は、従前の「在宅復帰」に加えて、「在宅療養支援」

を担う施設である定義が明確化された。基本方針第1条

老健施設のあるべき姿への道～リハビリ合宿、モデルフロアの検討～

渡辺 健太
介護老人保健施設アロンティアクラブ　リハビリテーション部
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においても、居宅における生活への復帰を目指すものでな

ければならない。と明示され、在宅復帰、在宅療養支援の

ための地域拠点となる施設、リハビリテーションを提供する

機能維持・改善の役割を担う施設と示された。

　上記の背景を踏まえて、今後真の老健として担っていく

あるべき姿としては、超強化型老健として社会的責任を果

たしていくことが使命と考える。

　そこで、①平成31年度より超強化型老健となったアロン

ティアクラブにおける在宅復帰率の現状および阻害要因

を明らかにすること、②把握した実態・課題を踏まえ、老健

アロンティアクラブの在宅復帰・在宅療養支援機能を強化

する方策を検討することとした。

【方法】

　①に関しては、平成31年度の在宅復帰・在宅療養支援

等指標、在宅復帰率、入所前状況(病院からの入所か居

宅からの入所か)とその内訳を算出し、現状を把握する。ま

た、退所者のうち、病院に入院となった退所者数を算出

し、その入院理由の疾患を明らかにする。②に関しては、

現場スタッフの実態を聴取し、在宅復帰・在宅療養支援機

能を強化する方策を検討する。

【結果】

　①では平成31年度の当施設老健アロンティアクラブの

在宅復帰・在宅療養支援等指標は年間平均72、在宅復

帰率は平均36％であった。入所前状況では、病院からの

入所は73名、居宅からの入所は28名であり、72％が病院

からの入所となっている。また、退所者のうち、病院に入院

となった退所者は年間91名(月平均7.6名)であり、最も多

かった入院理由は肺炎(年間24名)で平成30年度より増

加となった。重症例の入所受け入れで、1日で再入院と

なったケースもあった。

　②現場スタッフの声としては、入院による退所が多く、突

発的な業務が多い。書類業務が多い。各フロアの機能分

化が曖昧だ。ケアプラン会議が行われず、家屋調査後の

カンファレンスも開催されないため、利用者の目標設定や

方向性の共有が出来ていない。各職種のベクトルがバラ

バラで、連携が出来ていない。やりがいを持った職員が少

ない。雇用が困難で欠員状態である。ネガティブ発言が日

常茶飯事だ。といった生の声を聴くことができた。

【考察】

　在宅復帰・在宅療養支援等指標は70を超え、指標と

しては超強化型を維持できている。しかし、指標の点数

が高い在宅復帰率に関しては、50％を下回っているため

減点となっている。在宅復帰率が50％超になれば超強

化型を安易にクリアできるようになると考える。では、在宅

復帰率が安定的に50％をクリアするためには、どのように

運営すべきか？現在入所者の内訳として、病院からの入

所が大半を占めており、重症例も積極的に受け入れてい

る現状がある。そのため、結局入所後すぐに入院による

退所するケースが多くなり、救急搬送の対応や書類業務

等が多くなってしまう構図となっている。病院頼みの運営

を脱却していき、居宅からの入所割合を増やすことが、

安定的に在宅復帰率50％の確保と②の解決へと導いて

くれると考える。

　その方策として、第一に在宅復帰機能を備えたモデル

フロアを作ることが将来の老健アロンティアクラブにとって

非常に重要であると考えた。そこで、今年度より各職種で

検討チームを結成し、多職種の共通理解、共通言語を作

りあげ、各職種のベクトルを合わせる作業を行っている。

チームで検討を積み重ねていった現在、『利用者様一人

ひとりの尊い人間として、最後までその人らしく、その人の

望む在宅での生活を』をモデルフロアの理念として各職種

のベクトルが向いてきた段階である。それにより、各職種の

ベクトルが一致し連携しやすい環境設定ができる。そうす

ることで、スタッフの高いモチベーションが維持でき、やりが

いを持って各職種間で高め合える環境設定が実現でき

る。そして、楽をするのではなく楽しく仕事が出来、ネガティ

ブ発言が減り主体的に課題解決ができるようになるので

はないかと考える。今後の方策として、第二にモデルフロア

内での“リハビリ合宿”のプランの提案である。これは、在

宅で生活をされている方や今後在宅で生活をしていきた

い方を対象とし、1日でも長く住み慣れた自宅で生活が出

来るよう、機能低下を改善させていく、その名の通りリハビ

リの合宿で入所して頂く新たなサービスである。期間は1ヵ

月～3ヵ月の期限付きとし、1日のリハビリ内容は、個別リハ、

集団でのサーキットトレーニング、生活リハ、自主トレーニン

グ、運動後のアミノ酸摂取等々、その方に合った手厚いリ

ハビリサービスプランを提供していく予定としている。リハビ

リテーションサービス以外にも、リハビリ合宿に参加する利

用者に対し、入所時、退所前には必ず各職種の担当者が

居宅に訪問し、情報共有と目標設定をカンファレンスにて

行っていく。真の超強化型老健として、看護師、介護士、リ

ハビリテーション専門職、管理栄養士、支援相談員、ケア

マネジャーが専門性を発揮し、チームとして強固になること

で、良質なサービスが提供でき、リピーターの利用者確保

が実現出来、スタッフに対しても好循環を生むことになるの

ではないかと考える。

【結語】

　2025年問題に対して、国は老健を在宅復帰・在宅療養

支援施設としての位置づけを明確にし、今後もより一層整

備されてくると考える。今回提示した老健モデルフロアを

確立し、リハビリ合宿といった新たなサービスプランが展開

出来れば、アロンティアクラブにとっても、勤務するスタッフ

にとっても、最後まで諦めず在宅での生活を望む利用者

様にとっても、必ず好影響をもたらしてくれると信じ、ブラン

ディングを進めていきたい。
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【はじめに】

　今回、左大腿骨転子部骨折を呈し、歩行動作や自宅で

の環境が不十分なため在宅復帰が困難な症例に対し、

理学療法に加え、在宅復帰での環境設定に着目した一症

例について報告する。

【症例】

　70歳代後半、要介護度5の女性である。家屋状況は3

階建ての一戸建て住宅で居室は2階であった。娘、孫の3

人暮らしでキーパーソンは娘である。現病歴に左大腿骨

転子部骨折を呈し、既往歴に両側変形性膝関節症、上腕

骨骨折、鎖骨骨折、パーキンソン病を有している。主訴とし

ては「歩くと膝がグラグラする」と訴えがあり歩行時の不安

が強い。「入所後3ヵ月で自宅復帰する」家族の強い希望

で退所となる。

　受傷前の日常生活動作（以下ADL）レベルは屋内を伝

い歩きにて移動自立レベル、介護サービスにデイケアとデ

イサービスを週2回ずつ利用されていた。

【経過】

　令和X年Y月に自宅リビングにて転倒し、左大腿骨転子

部骨折を受傷し保存加療で入院となる。

　受傷後3ヵ月間、病院でのリハビリ加療を受ける。入院

期間での家屋調査ではトイレまでの伝い歩き、階段昇降

動作が可能と予測してリハビリを実施するもトイレまでの伝

い歩きが困難、階段昇降動作困難となり在宅復帰は難し

いためリハビリ目的で当施設に緊急入所の運びとなる。

　リハビリ開始当初は歩行動作では伝い歩き時に反対側

を手掌腋窩介助にて中等度介助レベルであり歩行への

恐怖心も認めていた。

　リハビリでは下肢の関節可動域訓練や姿勢の改善を

促し歩行動作の安定性向上を目標にリハビリを行った。そ

れに加え玄関前の段差や階段を想定した段差昇降訓練

を行い3ヵ月での在宅復帰を試みた。

【結果】

　リハビリを行った結果、入所3ヵ月で両足関節背屈の可

動域5°から10°股関節伸展-5°から10°に改善したことによ

在宅復帰に向け環境の提案、退所後の介護サービスを検討した大腿骨転子部骨折の一症例～理学療法に加え、在宅生活に着目して～

上田 宙睦
介護老人保健施設アロンティアクラブ リハビリテーション部

一般演題. 0 8

り歩行動作の安定性向上を認め、歩行時における「歩くと

膝がグラグラする」という恐怖心の軽減を認めた。

　しかし、日中一人での伝い歩行でのトイレまでの移動、

階段昇降動作は困難であった。そのため、退所前カンファ

レンスにて階段を使用しない1階への居室の移動やポータ

ブルトイレの提案、玄関前はスロープの設置（写真1）、上

がり框にはバディ手すりとL字サイドバーの組み合わせ（写

真2）を提案し外出時の動線と自室内のみでの在宅復帰

を行えた。

【考察】

　本症例はご家族の仕事の都合から日中一人になること

（写真1）玄関前スロープ　
（ヤマシタコーポレーション社製）

（写真2）バディ手すりとL字サイドバー
（ヤマシタコーポレーション社製）

が多く、トイレまでの伝い歩き、階段昇降動作が必要で

あった。

　歩行動作においては安定性の向上や不安感の消失を

認めた。しかし一人で自立できる状態までは至らなかった

ため、退所後もリハビリの継続が必要と考えられる。

　介護老人保健施設における在宅復帰の家族の意向に

ついて中村らは次のように述べている

　介護負担に関しては「日中の排泄介助」、「仕事と介護

の両立」である。また、在宅生活を継続するために維持し

てほしい項目は「トイレ動作」であった。在宅生活を維持す

るために「リハビリテーションの充実」が最も多かった。¹）

　そのため在宅復帰するにあたり、週3回のデイケアにて

機能維持・改善、訪問リハビリにてADL訓練を行い、環境

適応を図る事を提案しリハビリを充実させる事で今後も歩

行動作やトイレ動作の安定性向上を図る。

　そのほかに福祉用具や階段を使用しない1階への居室

移動の提案を行った。玄関での福祉用具の選定には車い

すで外出するためにスロープの選定、上がり框にはべスト

ポジションバーでは段差昇降動作が不十分な事から横手

すりの機能も備えれるバディ手すりとL字サイドバーの組み

合わせを提案し動作の安定性向上を図った。入院前は上

がり框の手すり位置が左側であったが段差昇降時に手す

りの位置が不十分なことや同居人の移動スペースを塞い

でしまうため右側に設置した。

　また、日中は一人で生活しているため家族から不安の

訴えがあり、訪問介護、訪問看護など毎日サービスを提供

する事で生活の質だけでなく、安否の確認も含めて行うこ

とで不安の解消につながると考えられる。

【まとめ】

　今回、在宅復帰に向け伝い歩行動作の獲得に加え自

宅内の環境、サービスの改善を目標に在宅復帰を行った。

しかし、目標動作までは達成できず在宅へ退所する形と

なったが、リハビリが継続できるサービスや環境設定を介

護支援専門員や家族と連携し提案する事で利用者や家

族の不安や介助量の軽減を行う事が必要であった。

　また、退所後も多職種で連携し関わっていく事で今後も

当初の目標に向けてリハビリを進めていく。

【引用文献・参考文献】

中村豪志、萩原純一、新町景充
在宅復帰・在宅生活継続のためにどのような支援が必要か～域
包括ケアシステムを見据えて～
理学療法学Supplement、Vol.41 Suppl. No.2 
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【はじめに】

　パートナーシップ・ナーシング・システム（以後PNS®）と

は看護師２人がパートナーとなり対等な立場で互いの特

徴を活かし補完しケアを行う現代の実情に応じた新しい

看護方式である。福井大学医学部付属病院において考

案され新人のインシデント数減少・残業時間短縮・互いを

認め合う優しさが生まれたと報告されている。

　脳卒中集中治療室（以下SCU）では2016年より新人

入職者が配属され、既卒入職者を含めて３年目以下のス

タッフが増加し新人・既卒看護師の教育を誰が担うのか

など、病棟全体の教育体制にも問題が見られた。PNS®

導入前のリーダー業務は多岐にわたり、全患者を把握し

受け持ち看護師からの報告を受け医師への報告・連絡

を行っていた。2019年4月にリーダー業務に関してアン

ケートを実施100％のスタッフがリーダー業務を負担に感

じていると回答、受け持ち看護師はリーダーへ報告をす

るのみであり自らアセスメントする能力が育たないといっ

た問題が起こっていた。2019年5月にPNS®を導入、そ

の後１ヶ月・３ヶ月・６ヶ月後に意識調査アンケートを実施。

結果、リーダーの負担軽減、残業時間の短縮、インシデン

ト報告数増加などメリットを引き出すことが出来た。一方

チーム間での協力不足やPNS®に必要な３要素となる相

手を慮る・信頼・尊重（以下マインドの構築）が不十分な

ど新たな問題が明らかになったのでここに報告する。

【方法】

　アンケート調査：5段階評価方式の設問と自由記載

6月・8月・11月に実施（表1）

対象者：SCU/HCUの看護師29名

期間：2019年4月11日～2020年2月29日

分析：導入前後の残業時間とインシデント報告件数を

比較検討

ＰＮＳ導入後の効果と課題

倉田 典子
矢木脳神経外科病院 SCU
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表1

【結果】

　導入後１ヶ月後アンケートと３ヶ月後アンケートを比較す

ると“安心安全な看護を提供できているか”“看護の充実

感・達成感があるか”“パートナーと良好な関係を築けて

いるか”の項目で「そう思わない」が0％になった。また

リーダー業務を“負担に感じる”の項目についても100％

から0％となった。自由記載欄に後輩とパートナーになると

「教える」という意識が強くなる傾向があり先輩とパート

ナーになると「頼りがちになる」といった意見があった。イ

ンシデント報告件数は危険因子Lv0が3件から13件へ

増加、Lv1が26件から38件へ増加、Lv2が19件から25

件へ増加、Lv3が0件から2件へ増加、合計48件から78

件へと30件の報告件数は増加した。（図１）

残業時間の変化を比較してみると、入院者数や重症度

が増えているにも関わらず、２時間以上の残業時間の削

減に繋がっている。前年度の同じ時期と比べても同様

で、１時間半以上の削減に繋がっていることが分かった

が（表２）退院調整看護師の残業時間は増加していた。

（図３）

【考察】

　医師への報告・連絡・相談・指示受けや患者ケア、記

録をパートナー同士で行うことでリーダーの負担が軽減、

また業務が効率よくタイムリーに行えるようになり残業時

間の減少に繋がったと考えられる。先輩に頼り依存しが

ち、後輩へ常に指導目線になりがちなど相手と自己の役

割をしっかり理解し「慮る」「信頼」「尊重」というマインド

の構築においても課題が見つかった。危険因子Lv0～

Lv3のインシデント報告が増加した理由として、パート

ナー同士でケアや指示受けを行うことで今まで見逃され

ていた危険因子も見逃されることなく報告されるように

なった為、報告事例が増加したと推察される。週１回のイ

ンシデントカンファレンスを継続しスタッフ間でのコミュニ

ケーションを密に行い再発防止に今後も努めていきた

い。メンバー・スタッフの残業時間は減少しているが退院

調整看護師の残業時間は増加している。PNS®導入し

メンバー・スタッフの業務が効率化し時間に余裕が生ま

れることが増えた。退院調整看護師に退院調整を全て

任せるのではなく病棟全体、チーム全体で協力し退院調

整に取り組み業務量を均一にする必要があるなど課題

が明らかになった。

【まとめ】

　今年度ＰＮＳ®を導入することでメンバー・スタッフの業

務効率化を図れた。しかし明らかになった課題点をス

タッフと意見交換を続けながら、先輩・後輩・既卒看護師

がお互いを尊重し高め合え、患者へ安全安楽な看護が

提供できる病棟づくりを行っていきたい。

【参考文献】
1）看護管理：看護研究を問い直す～現場主体の質の改善を目指すマ
ネジメント～医学書院　2019,NO3,Ｐ204-213
2）看護管理：新しい看護提供方式PNSを組織文化に～見えてきたアウ
トカムとパートナーシップ・マインドの育て方～医学書院,2014、 NO9、Ｐ
820-824、Ｐ852-857
3）看護管理：看護提供方式の管理～「変化」に対応し看護の質を保証
する～医学書院、2015、NO3、Ｐ210-214、Ｐ234-239
４）看護管理:看護提供方式の管理,医学書院、2015、P210、P212
６）看護展望：メヂカルフレンド社、2016、NO14、Ｐ14-19、Ｐ48-54
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【はじめに】

　近年、倫理的感受性を育むために倫理カンファレン

スを導入する病院・教育機関が増えている。当病棟に

おいては、倫理カンファレンスを行ってはいるが定着は

しておらず、意見交換ができていないのが現状であ

る。意見を述べる看護師も決まっており、その背景に

は倫理的問題と感じてもそれが正しいのか・どう表現

したら良いかわからないといった不安が潜在している

ことで自分の考えを述べることができていないのでは

ないかと考えた。

　倫理的感受性について、石川は次のように述べて

いる。

　倫理的感受性により認識された倫理的課題に対応

するためには、自分ひとりで解決することは不可能であ

る。なぜなら倫理的課題について考える時は自分自身

の価値観から一歩外に出て、客観的に見つめ直す必

要があるからである。その唯一の方法が他者との『対

話』であり、それによって意見の対立が生まれ自分自身

の価値観が浮き彫りになり己を知ることができる。１）

　そこで今回【看護倫理綱領】【倫理原則】の枠組み

を使用し倫理カンファレンスを行い『 対話 』をすること

で個々の価値観を客観的に見つめ直すことができ倫

理的感受性の育成に繋がるか、またその結果患者へ

の対応の変化に繋がったかどうかを本研究によって

明らかにする。

【研究方法】

1）研究デザイン：矢木脳神経外科病院（以下SCU）

看護師の倫理的感受性の育成に向けた倫理カンファ

レンス内容の検討を行う調査研究である。

2）調査対象者：クリニカルラダーⅠ．Ⅱ．Ⅲの対象者で研

究協力の同意を得られた６名。

3）収集期間：2019年7月～12月

4）収集方法：研究の主旨や倫理的配慮について同意

倫理的感受性を育むための試み～倫理カンファレンスを通して～

三橋 悦子
矢木脳神経外科病院 ＨＣＵ
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を得られた看護師に、研究者が作成したインタビュー

ガイドに基づき半構成的面接をカンファレンス実施前

後で15分程度行った。

5）インタビュー内容

6）カンファレンス方法：倫理看護綱領の条文①～⑥に

沿った『看護倫理モデル事例集』を用いた。

　また、⑴看護倫理綱領の第何条か、倫理原則はど

れか⑵原則を逸脱していると思われる倫理的行動は

何か⑶倫理原則を守って行動するためにはどのような

対応を心掛けたらよかったか。この3点をスタッフ全員

に考えてもらい、回答用紙を倫理ボックスへ投函する

形をとった。【看護倫理綱領】【倫理原則】は参考に見

ることができるよう常に事例内容と一緒に設置し、後日

カンファレンスを行い様々な意見の結果を共有した。

【結果】

①【看護倫理綱領】【倫理原則】をどのように認識して

いますか。

①【看護倫理綱領】【倫理原則】をどのように認識して
　いますか？

②日々の看護業務の中で、倫理的に疑問に思うことやモ
　ヤモヤすることはありますか？

③それを相談できる上司・同僚はいますか？

④倫理カンファレンスを行う前・後の気持ちを教えてくだ
　さい。

・カンファレンス前⇒「看護師として模範的な姿が書か

れているが日々の業務に追われその通りにいかない」

「仕事をする上で守らなくても刑事罰にあたるまでに

はならないもの」「 患 者の尊 厳・生 活 背 景 す べてを

ひっくるめて患者をどう尊敬していくかと学校で習っ

た」

・カンファレンス後⇒「事例を通して倫理綱領や倫理

原則に沿って考えることで、今まで意識して看護がで

きていないことが改めてわかった」「日々の看護の中で

倫理を常に考えながら行動しなければいけないと再

認識した」「枠組みを使用して考えていくことを知っ

た」「看護師のあるべき姿を考え直すことができた」

②日々の看護業務の中で倫理的に疑問に思うことや

モヤモヤすることはありますか。

・カンファレンス前⇒「モヤモヤすることはあるが、その

思いがあっているのかどうかがわからない」「方向性

に関することで多職種の見解に相違がある時板挟み

になりジレンマを感じることがある」「認知症の患者に

対してのスタッフの対応にモヤモヤすることがある」

・カンファレンス後⇒「今回の事例を通して、自分がモ

ヤモヤしていることや悩んでいる内容のものがあった

のでとても参考になった」「思いや考えが同じ人もいる

と感じたので意見を言っていこうと思う」

③それを相談できる上司・同僚はいますか。

・カンファレンス前⇒「なかなか相談できる相手はいな

い。自分の中で処理することが多い」「他病院の友達

に相談する」「上司・先輩には言いにくい。同僚には相

談する」

・カンファレンス後⇒「思った時に話し合いの場をもち、

スタッフで共有することが大事だと思った」「言いにく

いこともあるがなるべく話していこうと思う」

④倫理カンファレンスを行う前後の気持ちを教えてくだ

さい。

・カンファレンス前⇒「倫理については分からないこと

が多い」「倫理カンファレンスに対して抵抗はない」

「してみたい」「他のメンバーの考えを聞いてみたい」

・カンファレンス後⇒「一つ一つの事例に対しての倫理

的問題・対応・モデル行動もあったので考え方の参考

になった」「自分の看護を振り返ることができた」「枠

組みを使用した考え方を初めて知り発見があった」

「倫理カンファレンスを行うことで、日々の看護をしてい

る時に自分の行動は患者にとって最善か・後悔につな

がらないかと考えるようになった」「患者の思いを考え

るようになった」

【考察】

　今回、事例集を用いて【 看護倫理綱領 】【 倫理原

則】の枠組みを使用する方法は、「初めて」「また、ス

タッフの倫理的思考を聴くことや「倫理的問題は何

か」「どのような対応が適切であったか」を考えること

で、新たな発見や自己の看護を振り返るきっかけがで

きたと考える。

　しかし、事前に回答してもらったもので他者と自己の

倫理観を対比させ客観的に学ぶことはできたが『 聴

く』形が多く『対話』で積極的な意見交換をすることに

までには繋がらなかった。これは時間調整不足や意見

を出しやすくするための雰囲気づくりが足りなかったこ

と・ファシリテーターとしての技量が未熟であったことも

影響していると考える。

【まとめ】

　これからは倫理カンファレンスを定着させ『対話』に

よって互いの価値観を認め合えるような職場の雰囲気

づくりと、ファシリテーター技術を磨くことで意見が飛び

交うようなカンファレンスを目指していく。それが倫理的

感受性の育成・向上に繋がり、質の高い看護の提供

ができるよう努めていきたい。

【引用文献・参考文献】
1）石川洋子　倫理的感受性の意と解釈－ヘーゲル「良心論」をもと
にして－生命倫理　2011；21（1）：76-84ｐ
・杉谷藤子、川合政恵　『看護者の倫理綱領』で読み解くベッドサイ
ドの看護倫理事例30　日本看護協会出版会　2017.141p
・神徳和子、池田清子　看護倫理学における道徳的感受性と倫理
的感受性の意味　日本看護倫理学会誌.2017；9（1）：53-56ｐ
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【はじめに】

　当病棟では脳卒中によりADLの低下をきたす患者

が入院される。その中で、構音障害や失語により意思疎

通が困難な患者もおり、ADLの向上の妨げとなること

がある。今回、失語をきたし意思疎通が困難な状態で、

看護師が患者の思いやニーズを把握し、患者の思いに

沿った看護を行うことでADLの向上を認めた事例を報

告する。

【患者紹介】

　K氏。60歳。独居。病名：左被殻出血。既往歴：高血

圧。家族構成は未婚で8人兄弟の6番目。性格は穏や

かで職場の後輩の面倒見もよい。仕事は水道管工事。

喫煙歴：なし。飲酒：ビールを500mlほぼ毎日。食事時間

は不規則で外食が多かった。

【入院経過】

　2019年11月26日未明に夜勤終了後、同僚と別れる。

その後出勤しないため上司が29日に自宅訪問した際に

部屋で倒れているのを発見し救急搬送となった。

　来院時の意識状態は、痛み刺激に対し払いのけるよ

うな 動 作 はあるが 覚 醒 は みられなかった 。血 圧：

17 9 / 7 8mm/h g、失語と右半身麻痺があった。頭部

CTを撮影により脳室内穿破を伴う占拠性の左被殻出

血の診断で入院となる。

　入院後、保存的治療が開始、12月2日に内視鏡下脳

内血種除去術実施、血種はほぼ全摘出された。

　12月4日から覚醒不良のため経鼻経管栄養が開始。

徐々に覚醒時間の延長が認められ12月9日、急性期病

棟へ転棟した。

【急性期病棟転入後】

　転入時、JCSⅠ－３、簡単な従命指示にも応じることは

困難。意思表示をしようとすることはあったが失語のた

め意思疎通困難。右上下肢麻痺（MMT：右上肢1/5、

右下肢2/5）、筋緊張もあり、重介助となることから、看

護師による車いすへの移動はされていなかった。ナース

コール活用なく起き上がり行為が見られていた。食事は

患者の人権を尊重した看護師の関わりでADL向上に繋がった一症例

○新谷田 敦、原田 渚
矢木脳神経外科病院 急性期病棟

一般演題. 1 1

経鼻経管栄養中。経管チューブの自己抜去あり。排泄

は尿意を訴えることなく失禁。

【看護問題】

　＃1転倒転落リスクの可能性、＃2排尿パターンの変

調、＃3セルフケア不足～排泄～、＃4家族介護者役割

緊張リスク状態

【看護の実際】

　上記の看護問題のうち、今回は♯1～3の看護につ

いて述べる。

　転倒転落のリスクに配慮し、ベッド右側を壁付けし、

対側２点柵を設置。起き上がりセンサーで転倒転落防

止に努めた。経管チューブ自己抜去もみられ、健側にミ

トン型の抑制器具を使用していた。一回の排尿でシー

ツまで汚染することが度々みられ、おむつの種類や当て

方を工夫し、定時でのおむつ交換と体位変換で対応し

ていた。

　こうしたケアを行いながら、失語のある患者のサイン

を注意深く観察していくと、徐々に従命に応えられる機

会が出現したり、問いかけに頷いたり、目線を合わして

何かを訴えようと発語にならない声を出すなどの僅かな

反応があることがわかった。その都度患者の変化を

チームでカンファレンスや申し送りし、変化を喜び、共有

し、こちらが変化に気づいていること、回復に向かって

いることを患者に言葉として伝え、患者からも発信し続

けるよう声掛けしながらケアに努めた。また、少しずつで

も理解ができていること、訴えようとする意欲があること

から、ナースコール指導し、患者にとっての苦痛をアセス

メントし、看護師として介入可能なことを検討したところ

排泄で汚染するたびに申し訳なさそうに介助を受ける

患者の心情に配慮し、気にしなくてよいことや、トイレで

排泄ができることを目指した。患者に対して、力を入れた

いポイントを記載するノートを作成し、チームで共有し

た。そして、まずは尿意の有無にかかわらず、排尿後の

時間を見計らって午前午後で尿器を当てるよう計画し

た。コミュニケーションを通して、尿意を感じている可能

性を感じたため、尿意を感じたときはナースコールを押

すよう指導を強化した。すぐにナースコールを押すように

なり、意思確認し、尿器を使用するが排尿がないことが

何度もあった。しかし患者からのナースコールはあり、患

者が納得するまで尿器を当て、尿器で排尿できた時に

は成功を共に喜び、スタッフ間でも共有した。セラピスト

から、看護師による車いす移動はまだ提案されていな

かったが、意欲的に取り組む患者に、成功体験を増やし

たいと考え、相談の元、便座に座ることで排尿機会を増

やそうと、日中の人手のある時間を選択し、協力して午

前・午後トイレ誘導を開始した。患者の麻痺や緊張の状

態から、看護師による車いす移動は２人介助、トイレ動

作には３人介助が必須、麻痺側への傾きは著明であり、

加えて筋緊張により便座での座位姿勢を保つために

は、常時全力で支えておく必要がであった。当初はマン

パワーや安全に配慮し、日中の定時誘導のみの予定で

あったが、次第に患者からナースコールでトイレへの希

望をするようになり、患者の排便リズムが早朝であった

ことから、深夜帯でも希望されるようになった。チームと

して、前述した不安があったことで、夜勤帯での計画が

滞っていたが、他チームのスタッフやヘルパーの自主的

な協力があり、結果的に病棟全体で一丸となることがで

き、チームの背中を押してもらえたケースとなった。患者

はほぼ毎日、早朝にトイレで排便ができ、セラピストから

介助方法を教わることでスタッフが介助に慣れていった

こと、また、リハビリが進むにつれ、患者の介助量も軽減

傾向に向かったことで、３人での介助から、徐々に２人、

転院のころには１人での介助が可能となっていった。

　意欲的に排泄行動の目標が達成されると同時に、意

識レベルも改善し、発語も増えていった。転落防止対策

やミトンも解除できた。経口からの食事訓練も進み、喜び

を共有しながら、最初は全介助であったが、自己摂取が

可能となり、口腔ケアもセッティングで実施できるまでに

なった。１月９日には経管栄養チューブは抜去し、完全に

経口摂取となった。失語や失行は遺存したが、患者の

笑顔は増え、ことあるごとに涙を流して感謝を口にする

ようになり、1月２２日、回復期リハビリテーション病院へ

転院した。

【考察】

　ADLが、生まれてから成長するにつれ発達し、加齢

によって衰えることは自然の流れであるが、失禁するよう

になった自分を認めたくない心理は誰にでもある。また、

排泄は、生命を維持するために欠かせない生理現象で

あり、排泄行動は自立の条件であり、生きる意欲にまで

影響を及ぼしかねない。排泄は羞恥心を伴うプライベー

トな行為であり、排泄障害を起こすと社会活動への参

加意欲が低下し、自らの存在価値を否定するようになり

がちである。そのため失敗を責めるのではなく、一回の

成功体験を一緒に喜ぶ姿勢を持ち続けることが本人の

意欲を向上させ、本人の自尊心を保ち、その人らしい生

活を支えることにつながる。

　当患者は壮年期で、ADLはもちろん、社会的にも自

立していた。フィンクの危機モデルでは、衝撃・防衛的退

行・承認・適応の連続する４つの段階を一進一退しなが

ら変化していく。疾病を負い、生活が一変した患者は、

誰の支援もなければつらい気持ちや状況を解消するこ

とができない。そこで、看護師が患者と目標を共有し進

むために、患者の抱えている問題を理解し、共感する態

度が必要となる。

【結論】

　患者の人としての尊厳を尊重したケアを行うことが、

ADL向上につながった。

【参考・引用文献】
竹村信彦、成人看護学脳神経、医学書院、2015、2、1、
P、248
田村綾子、脳卒中看護実践マニュアル、メディカ出版、2015、9、15、
p.160
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【はじめに】

　レクリエーションは、生活に楽しみを作るとともに継続的

なコミュニケーションの機会を作り、意欲やQOLの向上、

孤独感の解消につながると考える。これらを目的としてレク

リエーションを行っていた。しかし、現状として患者にどのよ

うな変化があったのか評価が主観的なもので、問題点や

改善点など検討されていなかった。そこで、共通したス

ケールを用い、レクリエーションの効果を見たいと考えた。

【目的】

　レクリエーションが患者の意欲・ＡＤＬにどのような変化

がもたらされるかを数値化し効果的なレクリエーションに

結び付ける。

【方法】

 対象者：当院の地域包括ケア病棟に入院していた以下

の条件にあてはまる患者13名を調査対象とした。

①バイタリティインデックス10点満点中3点以上7点未満

②POC（point of care）の対象者

③排泄や食事時間以外は臥床している

④日常生活自立度　Ⅱ以下に当てはまる人

レクリエーション実施者をバイタリティインデックス：「意

欲」についての客観的機能評価スケール（以下VI）、

バーセルインデックス：10項目のADL機能の評価スケー

ル（以下BI）の両方を用いて、レクリエーション実施後に

再評価し、データを収集する。

調査期間：令和1年7月～11月

毎週月曜日14：15～14：45にレクリエーションを実施。内

容は患者全員が参加できるゲームとしてボーリングを選

択した。1回のレクリエーション参加人数を4～5人とした。

【結果】

　13名それぞれのレクリエーション参加回数を示す（表

１）。患者一人当たりの入院時の平均レクリエーション参

加回数4回であった。

レクリエーションによる患者の意欲・ADLの変化に対する効果の検討

○河野 光司、藤本 遥梨、徳山 紗恵子
矢木脳神経外科病院　地域包括ケア病棟

一般演題. 1 2

患者13名のそれぞれの意欲・バーセルインデックスの合

計点の変化を表2・表3に示す。

表1

表2

表3

　表2・表3より、患者13名の入院時と比較した退院時の

VI・BIの変動の割合を表4・表5に示す。

【考察】

　今回、レクリエーションとして選択したボーリングでは、

椅子に座った状態でも行えるように工夫し、多くの患者よ

り楽しむことができたとの感想があった。また、ゲームに参

加している患者間で、応援し合ったり、ピンを倒したときに

共に喜び合うことで他患者との交流に繋がり、コミュニ

ケーションの機会を設ける結果となった。しかし、患者の

認知機能によっては、レクリエーションに集中できず、レク

リエーションに取り組めていない患者もいた。よって、参加

する患者の認知面や身体状況によって、歌やクイズなど

レクリエーションの内容を変更して対応する工夫が必要

であると考えた。

＜レクリエーション参加回数と意欲の関係＞

　レクリエーションの参加回数が2回以下の患者（9名）

では、意欲が向上した割合が約7割、減少・現状維持し

た割合が約3割となった。D氏、G氏はいずれも元々意欲

が低い患者であり、レクリエーションの参加を促したこと

で参加回数は多かった。レクリエーション参加により意欲

向上には至らなかったが、低下を防ぐことができた。以上

の結果より、レクリエーションへの参加は意欲の向上又は

維持に繋がると考え、今回は参加回数との関連性は低

かった。

＜レクリエーション参加回数とADLの関係＞

　レクリエーションの参加回数が2回以下の患者（9名）

ではADLが向上した割合が約6割、減少・現状維持の

割合が約4割となった。J氏は、80歳以上であり、覚醒が

乏しく、傾眠傾向な患者であったが、BI点数の向上が

見られ、日中の覚醒時間の向上といった結果も見られ

た。今回の研究では、レクリエーションの取り組みと覚醒

状況の因果関係を明らかにすることが出来なかったが、

今後のレクリエーションを通して明らかにしていきたいと

考える。

　このことから、本研究におけるレクリエーション介入前

後でのADL・意欲の指標の増加は、レクリエーションの

介入が対象者にとって望ましい効果につながったと推測

される。

【結論】

　レクリエーションへの参加が患者の意欲やADLに望

ましい効果を及ぼすことがスケールを使用することで明

らかにすることができた。

【参考文献】
1）意欲の指標（vitality index）
出典：Toba K,et al:Geriatr Gerontol 2002;23-9
2）バーセルインデックス（barthel Index:BI）
出典：Mahoney.et .a l：Functionalevaluation：
The Barthel l index.Md.state .Med.J .1965;14 :61・65

患者名A～M
合計点

合計点
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【はじめに】

　入居したばかりの方々は、人によって違いはあるものの

ほぼ例外なく混乱を生じる。環境の変化により、以前より

認知症が進行したり、せん妄・不穏などの症状がでる、そ

のような状態では、新しく始まる施設での日課を覚える事

も困難である。

　食事の時間や食事をしたかどうか、通院がいつなの

か、さらには通院をしたのかどうかも分からない。自分の

部屋が認識できないことや、頻回に面会に来る家族に長

い間会っていないと思うこともある。入居を機に環境が変

わり、まるでホワイトアウトの中をさまよい続けるような日々

が1～2か月続くことになる。そんな利用者様にどうすれ

ば1日でも早く、安心してここで暮らしてもらえるのか模索

していた。そこで、利用者の感じている事や考えているこ

とを知る手がかりとして、パーソン・センタード・ケアの理念

に基づいて作成された*ひもときシートの活用を試みた。

*ひもときシートとは、援助者の思いこみや試行錯誤で迷

路に迷い込んでいる状況から脱するために、シートのそ

れぞれの段階で「評価的理解」「分析的理解」「共感的

理解」の考え方を学び、援助者中心になりがちな思考を

本人中心の思考に転換し、課題解決に導こうとするツー

ルである。

【研究目的】

　環境の変化で不安になっている利用者様にひもとき

シートを活用し、利用者様への理解を深め、不安を少し

でも解消して安心して過ごしてもらえるような生活スタイ

ルを模索する過程について考察していく。また、利用者

様の思いや感じ方などをひもときシートを通して考えた後

の利用者様の思いと、スタッフの思いの違いを考えること

を目的とする。

＜利用者A氏の概要＞

1.年齢・性別：90歳・女性

2.基礎疾患：末期腎不全、認知症、くも膜下出血後遺症

3.入所時期：令和2年1月

4.居住環境：入所まで長女と同居

これからの有料老人ホーム～ひもときシートの活用で見えはじめたもの～

柳沢 清子
あろんてぃあ・はうす住之江
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5.ADL:歩行にふらつきあるが、生活動作は自立

6.長谷川式スケール：23点

【経過】

　入所時より、「居室のものがなくなる」「食事を食べて

ないのでお腹が減って仕方がない」「毎日同じものを食

べさせられる」「お風呂に入っていない」「買物に行きた

い」「人が勝手に入ってくる」などの訴えあり。2ヶ月経過

したが、A氏の訴えに変化がないため、ケア会議にてひも

ときシートを活用しA氏の安心な暮らしについて考えるこ

ととした。まずは上記の中で特に訴えが強かった「食事」

「入浴」「買物」に関して分析することとした。

【全体像の把握】

　スタッフ1人1人がA氏のひもときシートを個別に作成し

情報共有を行い、全体像の把握につとめた。最初は介

護側の愚痴ともとれるような話もあった。しかしケア会議

をしていく中で徐々にA氏の視点での話になった。

・週2回銭湯で入浴するという生活習慣を入所によって

断たれてしまっているため入浴をしていないという認識

になっているのではないか

・自分で食事を作ったり買物に自由に行ったりできなくなっ

たため、出てくる食事が毎日同じもののように思えたりし

たのではないか

・急に不自由になったこともストレスになっているのではな

いか

・コロナの影響で入所から毎日面会に来ていた家族とな

かなか会えなくなった寂しさもあるのではないかなどの意

見が出た。これらの環境の変化からくる不安や混乱を少

しでも軽減し、ここに慣れ安心して生活できるような働き

かけが必要であることが考えられた。

【対策】

①食事について：本人に食事のメニューを渡すと共に、

　食堂に来られたら必ず使う手洗い場の壁面に毎食メ

　ニューを貼りだすこととした。

②入浴について：今まで銭湯に行っていたときのように、

　自分で入浴の支度をしてもらいお風呂場に行く。また

　入浴から戻ってきたらスタッフと一緒にカレンダーに印

　をつける。

③買物について：スタッフが本人から聞き取りを行い、買

　物代行を行う。　

【結果】

　上記の内容をもとに実施。①については壁面のメ

ニューを指し食事内容について話しかけてみたが、本人

が興味を示さなかった為4月末時点（1ヶ月程度）で掲示

を終了とした。この取り組み自体には効果が見られな

かったが、本人の「同じメニューばかり出る」「食事を食

べていない」「お腹が減った」という訴えについては日を

追うごとに減少したが、ケア会議より3ヶ月経った現在でも

時折、食事をしていないという訴えあり。②については実

施をして1ヶ月後ぐらいから入浴をしていないという訴え

は徐々に減少し、1ヶ月半を超える頃にはほとんど言わな

くなった。2ヶ月を超えた時点で「入れてもらっていない」

という発言はなくなった。また娘さんが「家に帰ってお風

呂に入る？」と聞いても「面倒だから、いいわ」と返答した

り、「今日お風呂やね」と言ったら「そうやったね」と笑顔も

見られるようになった。③については買物代行するので

買ってきて欲しいものはないかと尋ねたが「自分で行か

んとわからへんやろ」「娘に頼むからいいわ」などと言わ

れ実施できず。時々長女さんに買ってきて欲しいものを電

話で頼み、持って来てもらうことで落ち着かれた様子。

3ヶ月経った今では、ほとんど「お腹減った」や「今すぐ買

物に行きたい」という訴えはなくなった。

【考察】

　今回の事例への取り組みとその後の結果から、以下

のように考察する。

　1つ目は利用者様の行動及び言動についてひもとき

シートを利用して考えることが、現在利用者様が置かれ

ている環境、入居前との生活の相違などに焦点を当て、

どうすれば安心して落ち着いた生活が送れるかを考え

るきっかけとなった。従来は利用者様の対応困難と感じ

る行動・言動において介護者側の「困っている」「何度

言っても分かってくれない」という気持ちが先行していた

が、今回のひともきシートの活用後はどのように関わった

らいいのか、どのようなアプローチが利用者様にとって良

いのかという事を考えられるようになった。

　2つ目は今回の事例において、結果としてA氏の訴え

は減少しひもときシートの分析の効果が得られた。それが

スタッフの自信になり、実践と振り返りを行ったことによっ

て、新たに問題が生じた時に「なぜこのような行動をとる

か」「なぜそのような訴えがあるのか」に対してすぐに

「困った」ではなく利用者様を知ることで解決する方法を

選択するようになってきたと考える。

【結論】

　認知症のある利用者様に対して、ひもときシートを活

用することにより、利用者様の思いに寄り添った介護を

提供することができ、それは安心して暮らせることを実感

してもらう一助になると考える。

　今回の事例を通して認知症ケアへの理解が深まり、

介護付き有料老人ホームであっても可能な限り認知症

の方の思いに寄り添い安心して暮らしていける環境を提

供する。そうすることが特別なものでなくなった時に、これ

からの有料老人ホームの在り方としてパーソン・センター

ド・ケアの実践が普通にできる施設となれるのではない

か。これからの社会で増えると予測される認知症の方々

から選ばれるように、これからもひもときシートを活用しつ

つ「ここに来て良かった」と言ってもらえる施設を目指し

たい。



- 50- -51-

【はじめに】

　近年の医療情勢の目まぐるしい変化により、入院日数

の短縮や病院の機能分化などで、患者の療養の場は病

院から在宅へ移行しつつある。医療依存度の高い患者

の在宅療養も増加している。今回、終末期の患者が住み

慣れた自宅で穏やかな最期を迎えることができた症例を

通し、訪問看護、ケアマネージャー（以下CM）の役割に

ついて考察したので報告する。

【倫理的配慮】

　今回の症例報告にあたり、家族に同意を得るとともに、

個人が特定されないよう、事実を変えない程度に修正を

行った。

【事例紹介】

　Sさん（63歳男性 要介護１）は妻と長男長女の4人家

族。2人の子供は独立しており、就労ある妻と二人暮らし。

平成29年に原発性不明がん発症。誤嚥性肺炎を繰り返

し、胃ろう造設。副作用に耐えながら治療を続けてきたが、

平成30年11月に余命宣告。同時期、思い出作りで沖縄に

3泊4日の家族旅行ができた。その後も妻は就業多忙だっ

たが、自宅で一人で過ごせていた。平成31年1月に状態

悪化。頸部の腫瘍が肥大し露出。下肢がむくみ、声がでに

くくなり、ベッド上でじっと天井を眺めていることが多くなっ

た。徐々に、立位や尿器での排泄が困難になり、寿命を悟

り本人は家に帰りたいと訴えるようになったが、妻は仕事が

あり、夫を連れて帰りたいが、自分が看ることに不安を抱い

ていた。このような状況でSさん家族の力になってほしい

と、妻の姉（以下、Oさん）から相談を受けた。

本人・家族も満足しながら、在宅で看取った一例

尾上 大祐
ケアプランセンター アロンティア住之江
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【支援経過】

　初回相談を元に、必要な手続きを整理。疑問に感じた

点などもSさんの妻やOさんと共有しながら、主にOさんと

分担で、家族や病院との調整や情報収集を開始。

　相談から10日あまりで開催に至った退院前カンファレ

ンスでは、病院側が要求する処置や治療のレベルに家

族が不安そうだったが、在宅医や訪問看護師が情報を

上手に整理した。

　カンファレンスの2日後に退院し帰宅。介護ベッドに酸

素や吸引の機械が置かれ、まるで病室のようだが間違い

なく我が家での生活環境ができた。病院のように先生も

看護師も部屋に来てくれるし、夜中でも相談できる。妻や

親族がくつろぐスペースで好きなJAZZを聴きながら、こ

こは最高の特別室と喜んでいた。

　そろそろ訪問入浴の提案が必要かと考えて迎えた最

初の週末、看護師から訃報が届いた。日曜日だったが先

生も看護師も迅速に対応し、綺麗なお身体にすることが

できた。自分の家というプライベートな空間で、家族や親

族と共に最期の時間をゆっくり過ごすことができた。

【考察】

　今回の症例は介入から終結まで非常に短期間だった

ものの、在宅看取りを可能とする条件のいずれも、一定

水準を満たしていたと考える。支援経過における関係者

の関わりについて分析した。初回相談の場面はCMによ

る情報整理や意向を確認し、家族とともに目標設定をす

ることで、少しずつ支援の方向性が見えてきた。情報収

集の場面は、主にCMが中心になり可能な限り情報を集

め、0さんという協力者の存在があったことが、Sさんの支

援にふさわしいチームビルディングができたと考える。

　計画立案の場面からは在宅医とサービス関係者が加

わり、介入に向けて不安の芽を一つずつ摘んでいったこ

と。退院し自宅にて介入が始まった場面においても不安

の芽を摘む作業を続けた。

　関係の言動や所作は、不安や迷いがある家族をリラッ

クスさせ、在宅看取りの成功に向けて勇気に繋がったと

考える。特に医療行為の一端を担う家族にとって、理解

しやすい助言があり、話しやすい雰囲気の訪問看護師

の存在は、ありがたい味方だと感じて頂いたように思う。

訪問看護師の役割は、CMと医療機関との間に入ってく

れる役割であると再認識できた。

【まとめ】

　在宅ケアでは、どのような療養生活を送りたいか本人

の意向を中心に据え、家族の思いや迷いといった気持ち

のゆらぎに寄り添い､実現可能性についても検証しなが

ら、最適な支援者をコーディネートすべく、CMがチームビ

ルディングを展開する。そこで関係者にはその能力をい

かんなく発揮してもらいたいのだが、しばしば関係者間

で見解の相違や情報の共有エラーが生じる。都度、CM

は『本人と医師』『家族と関係者』『本人と家族』といった

間に入り、情報の整理や代弁を行う。そうすることでチー

ムが機能不全に陥ることを防ぐ。特に在宅看取りの場面

では医療の度合いが高まるため、訪問看護の協力が得

られると連携がより強固になる。

　当症例を振り返り、改めてCMと訪問看護が連携の要

であると認識した。このような『関係者をつなぐ役割』を

果たしていくことで、今後さまざまなケースにも柔軟に対

応していけると確信できた。
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運営委員長 運営副委員長

実行委員長 実行副委員長

委員 委員

第5回弘善会グループ学術大会実行委員会メンバー

編 集 後 記

第5回弘善会グループ学術大会の開催に向けて、委員会メンバーは、2月より準備を進めて参りました。

準備を進める中で、新型コロナウィルス（COV I D - 1 9）が、世界規模で感染拡大となり、政府から緊急事態宣

言が発令され、自粛や感染拡大防止のため3密（密閉、密集、密接）を避けるという要請が出され、止むなく中

止の決断を致しました。しかしながら、中止と決定するまでに、今年のテーマを決定するには討論を繰り返し、変

わるべきもの、発展する時代に向かっていく、たゆまなく守るべきもの、なき展望を込め「温故知新」と致しました。

シンポジウムは、A Iが発展していく時代に、人だからできることを討論していただくべく「人とA Iが共存する医

療・介護者の夢を自分の夢に」と致しました。本来であれば、ご登壇いただきご高説を賜る予定でした皆さまの

原稿を学会誌とすることに致しました。

今回の学会の中止は、苦渋の選択となりましたが、ご理解の上今後ともご支援、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し

上げます。

末筆となりましたが、学会誌の発行にあたり、ご指導・ご協力いただきました多くの方々に感謝申し上げます。

弘善会 国際事業部 松本 潤一郎 矢木脳神経外科病院 冨田 倫代

介護老人保健施設　アロンティアクラブ 山越 弘德 こうぜんかい・はうす生野 北村 久美

矢木脳神経外科病院 篠原 健悟

介護老人保健施設　アロンティアクラブ 宮山 紘一

あろんてぃあ・はうす住之江 栗栖 和智

弘善会クリニック 桑原 志麻

訪問看護ステーションアロンティア住之江 山本 祐子

グループ事業部 楠本 千裕

矢木脳神経外科病院

表紙となったデザイン画と優劣をつけがたいデザイン画を

皆様にご紹介させて頂きます。

タイトル：「未来の創造」　福山　聖佳　作

矢木脳神経外科病院

矢木脳神経外科病院

矢木脳神経外科病院

矢木脳神経外科病院

梅田 麻由

半田 亜弥子

平山 明

南谷 美紀

山口 眞徳

協賛企業ご紹介
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