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【病院理念】
社会福祉法人病院として、地域に密着した医療を行ってきた歴史を守り、
『 救急から在宅まで 』を
目標に、患者さんが満足し、職員も満足する病院づくりを実現することにより、地域住民の保健・医療・
福祉の向上に貢献する。
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報告

「急性期病院（当院）におけるフレイル高齢者の
残暑お見舞い申し上げます。
実態について」
山口 晃樹
リハビリテーション科

理学療法士

今回は私が十善会病院にて実施している臨床研究の一部をご紹介させていただきます。

病院長
急性期病院の高齢入院患者の特性

笠

伸年

近年、急性期病院においては高齢入院患者が増加していることが報告されており、特に 75 歳以上の高齢
者が今後増加することが予想されています（厚生労働省 患者調査）。しかし、これらの高齢入院患者では、入院
震や津波、火山噴火、集中豪雨など自然災害に
８月下旬にこの原稿を書いております。朝晩
期間中に歩行能力などの身体機能が低下することや、入院と退院を繰り返しやすい特徴を有することが示さ
対して、多くの人によって研究されておりますが、
は幾分涼しくなってきましたが日中はまだまだ
れており、高齢者における入院は生活機能の低下を引き起こす要因であることが明らかとなっています。さら
まだまだ 解 明、制 圧にはほど遠い のが 現 状で
暑い日が続いています。皆様体調は如何でしょ
に、急性期病院は、周術期や全身状態の悪化などに伴う安静が必要な入院患者が多く、更にはこれらの安静が
しょう。人類の叡智、文明科学の目覚ましい進
うか？７月には、福岡県朝倉市、大分県日田市
必要な患者以外にも、ベッド上生活が中心の低活動な高齢者（約 58％）も多く存在する特徴を有しています。
歩と言っても大自然に対して人類はまだまだ無
を中心とした九州北部豪雨がありました。久留
その為、急性期病院における高齢者では、下肢筋力や全身の持久力などの身体機能や心肺機能の低下を生じ
力な存在です。経済競争や宗教対立などから武
米出身の私にとって杷木町、日田市などは身近
やすく、
入院に伴い徐々に身体活動性が低下していくことが推察されます。
な 街、子 供 の 頃 の思い出が 数多く残る街 です。 力衝突している場合ではなく、地球環境改善に
向かって一致団結して協力すべきであることは、
被災された方々に心からお見舞い申し上げます
フレイルの実態調査
地球のためではなく人類存続のために必須のこ
とともに一日も早い復旧をお祈りいたします。
２年前より当院で行っているフレイル（※１）の実態調査について一部ご紹介します。
とと思いますが、昨今のニュース報道をみても、
近年は毎年のように各地で豪雨災害が起こっ
対象は、在宅より当院に入院した 65 歳以上の患者 198 名（平均年齢：76.1 歳）です。
フレイルは 25 項
現実には多くの困難な問題があるようです。
ているように感じます。
「ゲリラ豪雨」とか「線
目から構成された基本チェックリストを用いて評価し、その該当合計数より対象者を正常群（3 項目以下）、プ
人間を集団で見ればその小ささ、愚かさが目
状降水帯」など新しい言葉や「５０年に一度の
レフレイル群（4 ～ 7 項目）、フレイル群（8 項目以上）の 3 群に分類しました。
立つこともありますが、個人個人に眼を向けれ
大雨」「これまで経 験したことが無い豪 雨」な
その結果、65 歳以上の高齢者のうち、プレフレイル群は 37.9％、フレイル群は 33.8％であり、急性期病院
ば、その 優しさ、素 晴らしさに感 動することは
どの 聞 き 慣 れな いフレーズがニュースで 飛び
においてフレイルを有している高齢入院患者は多いということが分かりました。
また診療科ごとの特徴では、
多々あります。政治家やグローバル企業の経営
交っています。これも地球温暖化が関係してい
フレイル群は内科
（44.5％）や整形外科（40.8％）の患者に多いことが明らかとなり、さらにこれらの急性期
者ではない私たち医療人は、その素晴らしい個
るのでしょうか？地球環境問題は全人類が直面
病院に入院してくるフレイル高齢者は、
高年齢で女性、
低栄養状態のリスクが高く、
服薬数も多い特徴を有す
する喫 緊 の問 題であると改めて強く思います。 人の幸せのお手伝いが出来るという点に於いて、
ることが明らかとなりました。
恵まれた職業であると思います。医療とは端的
近年の文明の発達、科学技術の進歩は目覚まし
その為、
今後 65 歳以上の高齢者に対し、
上記のポイントに着目しながらフレイル高齢者を抽出し、
入院期
に言えば「人間の生 涯において、その苦痛を少
いものがありますが、
一方で地球温暖化の大き

予備能力

しでも和らげ幸せな人生の手伝いをすること」
な要因となっていることは皆様ご承知の通りで
間中の身体機能や生活能力が低下しない為の
Ns とリハビリの協働した介入や、退院時の
MSW による地域
す。しかし人間が如何に環境汚染を進めようが、 と考えます。私ども十善会病院も長崎地区にお
包括支援センターへの情報提供は重要な取り組みになると考えます。
いて、皆様の幸せのお手伝いが出来るように微
それで地球を完全に破壊することはないのだそ
※１ フレイルの概念
力ながら貢献していきたいと考えています。時
うです。
「地球に優しく、地球環境を守れ」とい
代のニーズ、
長崎の現状に合わせるべく、
今年８
う言葉はある意味、
人間の驕りなのだそうです。
近年、
健康寿命の延伸を企てることを目的に
「フレイル」
という概念が注目されています。
そのフレイルと
月から地域包括ケア病床を増やしました。これ
人類が文明の進歩と引き換えに環境汚染を極
は、日本老年医学会が提唱したもので、
「高齢期において生理的予備機能が低下してストレスに対する脆弱性
まで以上に地域連携の輪を強化すべく新しい取
めても、
その当然の帰結として我々が滅亡して
が亢進し、不健康を起こしやすい状態」と定義されており（図１）
、適切な介入により再び健常な状態に戻ると
り組みも試みています。
数年後の移転新築を目
しまったら、
地球環境、
自然は数千万年で原状
いう可逆性が包含されています（図２）。Shimadaらが日本でのフレイルの実態調査を行っており、
65歳以上
指して、
長崎の皆様により一層信頼される、
長
復帰するであろうと何かの本で読んだことがあ
では11.3%がフレイルに該当し、80歳以上になると34.9%がフレイルに該当したと報告しています。つまり、
りま す（ 数 字 は正 確には 覚 えて いませんが）。 崎 地 域に貢 献 で きる 病 院になるべく、更に頑
今後人口の増加が見込まれる75歳以上の高齢者の多くは、フレイルという中間的な段階を経て、徐々に要介
張っていきたいと思っておりますので今後とも
人類はたったの数百万年、我々の直接の祖先で
護状態に陥ることが推察されます。
何卒宜しくお願い申し上げます。
あるホモサピエンスはまだ僅か数十万年しか地
Aging
これからすごしやすい季
節、実りの秋、食欲
球 上に存 在していない、
４６億年の地 球の、３
（加齢）
Criteria of Cardiovascular
Health
Study
（CHS）
の秋を迎えますが、この「じゅうぜん通信」
を手
８億年の生物の歴史の中での一瞬のきらめき
疾患・ストレス
No Frailty
① 体重減少
3 項目以上該当
に取られる頃はまだ残暑厳しい日々かも知れま
なのです。人類とは地球に比べて如何に小さな
（健康）
Frailty
② 筋力低下
（フレイル）
フレイル
せん。皆様のご自愛ご健勝をお祈りいたします。
存在であるか、その謙虚な思いを常に忘れずに
③ 疲労感
1～2
項目以上該当地
おくことが重要だと思います。
更に言えば、
④ 歩行速度の低下
プレフレイル
⑤ 身体活動の低下

Disability
（身体機能障害）

要支援・要介護の危険が
高い状態

Linda P.Friend 2001

図１. フレイルの判定基準
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要支援・要介護
の状態

健康寿命
生命学的寿命
佐竹
（MB Med Reha 2014）

図 2. フレイルの位置づけ

カテーテル関連
血流感染症について

内科

津山

頌章

この度、院内感染対策の一環としてカテーテル関連血流感染 症について講義をさせて頂きました。
その内容について一部抜粋して、説明をさせて頂きたいと思います。
カテーテル関連血流感染 症 (catheter-related blood stream infections、以下 CRBSI) は
末梢静脈、中心静脈どちらも含めたカテーテル ( 末梢静脈ルートや中心静脈カテーテルなど ) に関
連した菌血症 ( 血 液の中に菌がいること ) のことです。当院でも中心静脈カテーテルを入れている患
者さんが熱発したり、末 梢静脈 ルートの刺入部や静脈に沿った発 赤を見たことがあるかもしれませ
ん。では、この CRBSI はどの程 度発生しているのでしょうか？ 2009 年から 2010 年の間、国立大
学の ICU で発生した CRBSI は 41109 病日中 47 例に起こっています 1) 。1 人の人が一日入院して
観察した期間を 1 病日と数えます、2 人が 3 日だと 6 病日です。一概に比較は出来ませんが、当院に
入院している患者が 100 人程 度とすると 40 日に 1 回程 度発生する程 度となります。多いと思いま
すか？それとも少ないと思いますか？
では、CRBSI の診断をどのようすれば良いのでしょうか？そうです、いちばん大 切なのは血 液培
養 の採取です。血 液培養を採取する際にはいくつか注意する点がありました。そうです、まずは消毒
ですね。消毒にはヨードやクロルヘキシジン、アルコールなど選択 肢が多くあります。まずクロルヘキ
シ ジ ン で す が 米 国 感 染 症 学 会で は 0.5% 以 上 の も の を 推 奨 すると書 か れて い ま す が 日 本 に は
0.5% のものしかありません

2)

。アルコールによる消毒でもヨードとアルコールで消毒してもコンタ

ミネーション ( 皮膚の菌が間違って培養されてしまうこと ) の割合が変わらないとも言われています
3)

。ただし、当院で実践するならばヨードによる消毒を行った後、滅菌手袋を使い採取する方が確実

と思います。あっ、血 液培養は 2 セットですね。1 セットだけでは陽 性率は 70% 程 度ですが、2 セッ
トで 90% まで達するんでしたね

4)

。ですので、血 液培養は必ず 2 セット必要です。

次に予防について考えてみましょう。アメリカの ICU にて挿入前の手洗い、中心静脈カテーテル挿
入時のマキシマムバリアプレコーションの励行 ( 帽子、ガウン、清潔手袋、マスク、滅菌ドレープの使
用 )、クロルヘキシジンでの消毒、大 腿静脈を使用しない、必要のないカテーテルの抜去というプロト
コールを用いて研究を開始したところ CRBSI の発生が 3 ヶ月間 0 になるなど大きな効果を挙げま
した。また、経済的にも 2 億円程 度の費用削減にもなりました

5)

。ということで挿入時は前述のよう

な予防が必要と考えられますね。
最後になりましたが、中心静脈カテーテルは中心静脈 栄 養
や、ICU での薬 剤投与になくてはならないものです。また、末
梢静脈カテーテルも抗 生 剤投与や脱 水の補正など、こちらも
なくてはならないものです。しかし、常に CRBSI のリスクが
あると認識し、毎日抜去出来ないかどうかを考えることも必要
になりそうですね。
1) 国立 大学附属病院 感 染 対 策 協議 会
2) Mermel L A et al : Clin Infect Dis 49 : 1- 45,2009.
3) Kiyoyama T et al : J Clin Micobiol 47 : 54 -58,2009.
4) Lee A et al : J Clin Microbiol 45 : 3546-3548, 2007.
5) Berenholtz S et al : Crit Care Med 32 : 2014 -2020, 2004.
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地域包括ケア病棟とは、病状や身体状況が安定しつつある患者様を対象に、医師・看護師・
薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・社会福祉士などが在宅復帰を
目標により質の高いチーム医療を提供する機能を持っています。
具体的に対象となる患者様は、

1．当院にてもう少し経過観察が必要な方
2．在宅復帰に向けてリハビリテーションが必要な方
3．在宅復帰や施設入所までに準備が必要な方
となります。
地域包括ケア病棟の入院期間は 60 日が限度と
なりますので、医師・看護師・薬剤師・理学療法士・
医事課スタッフ・社会福祉士が毎日ベッドコント
ロール委員会を開催し、患者様のお受け入れにつ
いて検討しています。（地域包括ケア病棟への直
入院をご希望されても医師やベッドコントロール
委員会の判断でご 希望に添えない 場合もありま
す。）
地域包括ケア病棟では、各専門職がチームとなり在宅復帰に向けての治療や支援を行ってい
きます。また病棟専任の社会福祉士（医療ソーシャルワーカー）が関係機関と連携し、在宅サー
ビスや施設入所の調整などを行います。よりよい支援ができるよう「地域包括ケア病棟入院診
療計画書」に基づき、週 1 回病棟カンファレンスを開催しています。
転院のご相談は地域連携室が担当しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。スムー
ズなお受け入れができるよう努めてまいります。

地域包括ケア病棟の流れ

十善会病院

○○医院

急性期病棟

転院相談窓口

退院

○○医院

＊在宅復帰支援＊
リハビリの継続
退院に向けた準備

自宅・かかりつけ医・施設

3

地域包括ケア病棟 退院

地域包括ケア病棟

自宅・かかりつけ医・施設

地域連携室 辻本
TEL.095-821-1214 FAX.095-818-5388

地域包括ケア病棟の病床数が増えました
2017 年 8 月 1 日より、3 階病棟は急性期病棟から地域包括ケア病棟へと移行しました。
これにより十善会病院の地域包括ケア病床数は全体で 59 床となりなります。
3 階病棟は、整形・形成外科病棟から地域包括ケア病棟へと移行しました。病床数は 39 床
となり、まだ出発したばかりの病棟です。
急性期治療を受ける病棟で病状が安定し、治療も一通り終了した患者さんに地域包括ケア病
棟へ移っていただき、ご自宅に安心して退院できるようにリハビリや在宅サービスの調整を行な
います。また自宅で長期に療養されている方の入院を受け入れ、入院中は患者さんがより生活
しやすくなるようにリハビリを行ないながら、ご家族には休息をとっていただく社会的入院も行
なっています。
杉山先生を中心に、看護スタッフ 21 名、
看護補助者 7 名に加え、専任のリハビリ
スタッフや医療ソーシャルワーカー・薬剤
師・栄養士らスタッフ一丸となり、患者さ
んが退院されたあとも、その方らしく地
域で暮らしていくためには何が最善なのか
を常に考え、毎日カンファレンスを行なっ
ています。自宅でおくられていた 生 活に
近い状態へと安心して在宅復帰していた
だけるように、身 体 的・精 神 的なケアに
努めています。
まだ始まったばかりで、全スタッフが模索しながらの状況ではありますが、いかにして 60 日
以内に患者さんを社会や在宅復帰出来るかは、急性期病棟の入院時からの退院支援を見据えて
の関わりがとても重要となっており、急性期病棟の看護師とも協力して支援を行なっていく必要
があります。
患者さんが笑顔で在宅に帰られることが、スタッフ全員の喜びと次への活力へと繋がります。
「笑顔で傾聴・思いやり」を大切に一人ひとりの心に届く看
護に努めていきたいと思います。
患者さんの「住み慣れた家で暮らしたい」という思いに
応えられるように、またそのご家族が身体も心も良い状態
でお世話ができるように、地域の方々とともに協働し、入院
生活から安心して自宅での生活に移行できるようお手伝いさ
せていただきたいと思っています。どうぞよろしくおねがい
します！
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「急性期病院（当院）におけるフレイル高齢者の
実態について」
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今回は私が十善会病院にて実施している臨床研究の一部をご紹介させていただきます。

急性期病院の高齢入院患者の特性
近年、急性期病院においては高齢入院患者が増加していることが報告されており、特に 75 歳以上の高齢
者が今後増加することが予想されています（厚生労働省 患者調査）。しかし、これらの高齢入院患者では、入院
期間中に歩行能力などの身体機能が低下することや、入院と退院を繰り返しやすい特徴を有することが示さ
れており、高齢者における入院は生活機能の低下を引き起こす要因であることが明らかとなっています。さら
に、急性期病院は、周術期や全身状態の悪化などに伴う安静が必要な入院患者が多く、更にはこれらの安静が
必要な患者以外にも、ベッド上生活が中心の低活動な高齢者（約 58％）も多く存在する特徴を有しています。
その為、急性期病院における高齢者では、下肢筋力や全身の持久力などの身体機能や心肺機能の低下を生じ
やすく、入院に伴い徐々に身体活動性が低下していくことが推察されます。

フレイルの実態調査
２年前より当院で行っているフレイル（※１）の実態調査について一部ご紹介します。
対象は、在宅より当院に入院した 65 歳以上の患者 198 名（平均年齢：76.1 歳）です。
フレイルは 25 項
目から構成された基本チェックリストを用いて評価し、その該当合計数より対象者を正常群（3 項目以下）、プ
レフレイル群（4 ～ 7 項目）、フレイル群（8 項目以上）の 3 群に分類しました。
その結果、65 歳以上の高齢者のうち、プレフレイル群は 37.9％、フレイル群は 33.8％であり、急性期病院
においてフレイルを有している高齢入院患者は多いということが分かりました。また診療科ごとの特徴では、
フレイル群は内科（44.5％）や整形外科（40.8％）の患者に多いことが明らかとなり、さらにこれらの急性期
病院に入院してくるフレイル高齢者は、高年齢で女性、低栄養状態のリスクが高く、服薬数も多い特徴を有す
ることが明らかとなりました。
その為、今後 65 歳以上の高齢者に対し、上記のポイントに着目しながらフレイル高齢者を抽出し、入院期
間中の身体機能や生活能力が低下しない為の Ns とリハビリの協働した介入や、退院時の MSW による地域
包括支援センターへの情報提供は重要な取り組みになると考えます。
※１ フレイルの概念
近年、健康寿命の延伸を企てることを目的に「フレイル」という概念が注目されています。そのフレイルと
は、日本老年医学会が提唱したもので、
「高齢期において生理的予備機能が低下してストレスに対する脆弱性
が亢進し、不健康を起こしやすい状態」と定義されており（図１）、適切な介入により再び健常な状態に戻ると
いう可逆性が包含されています（図２）。Shimadaらが日本でのフレイルの実態調査を行っており、65歳以上
では11.3%がフレイルに該当し、80歳以上になると34.9%がフレイルに該当したと報告しています。つまり、
今後人口の増加が見込まれる75歳以上の高齢者の多くは、フレイルという中間的な段階を経て、徐々に要介
護状態に陥ることが推察されます。

①
②
③
④
⑤

体重減少
筋力低下
疲労感
歩行速度の低下
身体活動の低下

図１. フレイルの判定基準
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3 項目以上該当

フレイル
1～2 項目以上該当

プレフレイル

Aging
（加齢）
予備能力

Criteria of Cardiovascular
Health Study（CHS）

疾患・ストレス

No Frailty
（健康）

Frailty
（フレイル）
要支援・要介護の危険が
高い状態

Disability
（身体機能障害）

要支援・要介護
の状態

健康寿命
生命学的寿命

Linda P.Friend 2001

佐竹
（MB Med Reha 2014）

図 2. フレイルの位置づけ

CT造影検査時のお願い
～造影剤と糖尿病薬について～
ビグアナイド系糖尿病薬服用者に対してヨード造影剤を投与する場合の注意として極めて稀ですが、
乳酸アシドーシスを来す可能性があることを考慮する必要があります。原因として、ビグアナイド系糖尿
病薬服用者において、ヨード造影剤の投与により一過性に腎機能が低下した場合、ビグアナイド系糖尿
病薬の腎排泄が減少し、乳酸の血中濃度が上昇することで乳酸アシドーシスを来す危険性があると考え
られます。乳酸アシドーシスとは乳酸が蓄積された結果、血液が大きく酸性に傾いた状態のことです。
初期症状は消化器症状(悪心、嘔吐、下痢)、筋肉痛、倦怠感などの非特異的な症状です。乳酸アシドーシ
スの発症は急激で症状が進行して数時間放置すると昏睡状態に陥ります。乳酸アシドーシスを来す頻度
は高くないものの、しばしば予後不良で迅速かつ適切な治療が必要となります。
当院では、ビグアナイド系糖尿病薬服用者に対して、検査当日及び検査後48時間内のビグアナイド系
糖尿病薬の服用を中止しています。造影CT検査をご依頼の時は、検査当日及び検査後48時間の服薬を
中止していただく様お願いします。また安全に検査を行うために、患者様の腎機能を把握する必要があ
りますので、お手数をおかけしますが造影CT検査をご依頼いただく際は、問診票に血清クレアチニン値
のご記入及びビグアナイド系糖尿病薬服用者に対しては一時的に服薬の中止をお願いします。服薬の中
止が確認出来なかった場合、造影検査を延期させて頂く場合がありますので、あらかじめご了承くださ
い。ただし、緊急の場合は除外させて頂きます。ご不明な点等ございましたら下記までご連絡下さい。
メトグルコ錠
メタクト配合錠
ネルビス錠

ビグアナイド系
糖尿病薬一覧
十善会病院

メトホルミン塩酸塩錠
ジベトス錠
メデット錠

095-821-1214

放射線科

グリコラン錠
ジベトン S 腸溶錠
エクメット配合錠

内線 205

「平成29年度 第１回褥瘡対策委員会院内研修会」開催しました。
文責

褥瘡対策委員

栄養部課長

大下

正美

８月２４日（木）、院内６４名、院外６名の参加者のもと、当委員会研修会を開催しました。
＊日本褥瘡学会・演題発表予行
５階病棟

原口

翔伍

＊褥瘡と栄養管理について
ネスレ日本株式会社

北口

祥一郎先生

＊褥瘡発生に伴うコスト
スミス・アンド・ネフュー株式会社

松尾

克己先生

褥瘡対策委員会では、院内褥瘡及び対策を検討し、褥瘡発生リスクの高い患者様に対し、質の高
い医療・看護を提供し、褥瘡の発生を限りなくゼロに近付けるように取り組んでいきたいと思います。
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