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　超高齢社会で高齢者医療の需要が高まってい
るが、高齢者への医療提供は一筋縄ではいかな
い。その要因には①治療に対する反応が若年者
と異なる②複数の慢性疾患をもっている③薬剤
数が増え、相互作用や薬物有害事象（ポリ
ファーマシー）が起こりやすい―などが指
摘される。そうした状況を踏まえ、平成26年
から日本老年医学会は「老人保健施設管理医師
総合診療研修会」（以下、総合診療研修会）を
スタートさせ、全老健は運営に協力してきた。
　このほど日本老年医学会は新たに高齢者医療
認定医制度をつくり、そのなかに「老人保健施
設管理認定医」を創設した。この認定を受ける
には総合診療研修会の受講が必要であると同時
に、平成30年度介護報酬改定でも総合診療研
修会の受講が加算の要件に位置づけられること
になり、これを機に、研修会の中身も見直され、
さらに充実したものになった。
　高齢者医療認定医制度の創設や研修会に関
わってきた東京大学高齢社会総合研究機構の飯
島勝矢教授と全老健の大河内二郎常務理事が、
事業の重要性、展望などを語り合った。

老年医学は「治す医療」から 
「治し・支える」医療へ
―老年医学がますます重要になっています。

特別対談　日本老年医学会で老人保健施設管理認定医が創設される

「木と森」の眼力問われる 
認定医研修
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一般社団法人日本老年医学会 高齢者医療研修委員長

大河内二郎	 	�介護老人保健施設竜間之郷 施設長、�
全老健�常務理事

飯島　時代の変遷とともに医学は進歩してきまし
た。以前なら感染症で亡くなっていたケースも克
服されてきて、長寿社会がある程度実現できる国
になりました。そのなかで、治せる病気もあれば、
完全には治しきれない症状も必ず出てきてしまう。
その最たるものが、認知症や足腰が弱っていくロ
コモ（ロコモティブシンドローム、運動器症候
群）、日本老年医学会が啓発しているフレイル
（高齢者の加齢による虚弱）などです。治せるも
のを治しつつ、機能を落とさないという幅広い視
点が、医療に求められる時代になっています。
　日本人の死亡数の将来推計が出ていますが、
2039年から2040年には、その6割強は85歳以
上になります。いま、治す医療だけでなく、治
し・支える医療が大事だといわれています。いま
までは臓器別に、1つのターゲットを見据えて、
それを見逃さずにしっかり治療することが医学の
原点でした。これからはそれをやりつつも、もう
少し視野を広げ、いうなれば木だけでなく森を見
るという視点をもつこと、それが高齢者医療、老
年医学です。
　我々現役のドクターも、医者になりたての若手
も、医者の卵たちも、細かく木をしっかり見る視
点と、森全体を見る視点が大切になります。言い
方を換えれば、1人の人間をみる、家全体をみる、
地域全体をみるという話になります。そういう視

点をもった分野が老年医学です。
　このような教育は今までもなされてきましたが、
いままで以上に求められる。我々日本老年医学会
も、さらに力を入れて、医学教育体系の見直しや
研修などに取り組まなければならないと思います。
―時代の変遷のなかで老年医学も、進化して
きていますか。
飯島　以前よりは、学問的な面だけでなくスキル
も進んでいます。特に臨床研究が進化し、研究に
よるエビデンスも蓄積されてきています。
　ただ、高齢者といっても幅があり、85歳以上
になると、個人差が相当大きい。研究として地に
足をつけた“骨太”の研究がどこまでできている
のかというと、なかなか難しいです。前期高齢者
が対象の研究が多いなか、日本老年医学会として
は後期高齢者に何が最適なのかという研究を、
もっと仕組んでいかなければならないと思います。
　実際に着手しているものもあり、例えばフレイ
ルでいいますと、全国規模のレジストリ・システ
ム（症例登録）を行っています。ある病院で200
名分のデータを集めますというものではなく、
オールジャパンでフレイルの患者さん一人ひとり
のデータを蓄積し、流れを追いかけ、何ができる

のかを検証しています。そういうことをやらなけ
ればならない時代だと思います。

正しい薬の使い方を 
研修で習得したい
―今回の介護報酬改定で新設された所定疾患
施設療養費Ⅱの要件である「感染症対策に関する
研修を受講していること」に、総合診療研修会が
該当しますが、この研修会は、加算要件となる前
から行われてきたものですね。
大河内　総合診療研修会ができたきっかけは、4
年前、日本老年医学会と全老健が一緒になり、老
健施設の管理医師に対して総合的な研修があれば、
老健施設の質の向上が図れると考えたことです。
そのベースになったのは、平成22年に日本老年
医学会などが作成した「高齢者に対する適切な医
療提供の指針」です。
　そこで鳥羽研二・日本老年医学会老人医療委員
長（当時）、秋下雅弘・東京大学大学院加齢医学
教授、全老健幹部らが話し合い、この指針をもと
に研修会を立ち上げようということになりました。
　高齢者に対する適切な治療を現場に広めるとい
う意味では、いいものになるに違いないと思いま

大河内常務理事（左）と飯島教授（右）
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を受けている医師を報酬で優遇してはどうかとい
う意見が全老健にはありましたが、平成30年度
の改定で、感染症対策に関する研修を受講するこ
とが所定疾患施設療養費Ⅱの要件に入りました。
　平成30年度の総合診療研修会のカリキュラム
に感染症対策を組み込むことにしたこともあって、
本研修会が要件に該当する研修会となったわけで
す。実際の研修カリキュラムでは、正しい薬の使
い方、感染症対策、地域にどうやって高齢者を戻
すか、地域づくり、看取り、リハビリ、認知症ケ
アなど、老健施設の管理医師に必要なことは一通
り網羅されています。このカリキュラムでスター
トしたのは、網羅性という点ではよかったと思っ
ています。
―日本老年医学会の指針づくりに飯島先生は
参加されたのですか。
飯島　直接にはかかわっていません。秋下先生を
はじめとするメンバーが科学研究費助成事業でつ
くり上げたものです。
　高齢者医療は、いわば総合医的なものが問われ
ます。先ほど例にあげた、森だけ見ればいいのか、
または木だけを見ればいいのか、というものでも
ない。硬軟取り混ぜて、どこに無事着陸させられ
るか。高齢者医療は必ず硬軟あります。こちらを
押さえ込んだら、別のところで反応が出てしまう
ことがある。どれだけうまく見極められるか、眼
力が問われるし、総合診療研修会もそういうとこ
ろを学んでいくという趣旨になっています。

高齢者医療は 
「ひく」ことも必要
―高齢者医療においては必ずしも疾患の治癒
だけが目的にはならないのですね。
大河内　いままでの医療では、何を始めるか、ど
の治療を始めるか、ということが問題でした。で
も、老年医学では、何をいつ止めるかが課題です。
例えば、いつ抗血小板薬を止めるか、いつ抗血栓

した。また、指針に基づくカリキュラムもつくり
ました。
　その間、さまざまなことが起きました。1つは、
高齢者に対する薬剤の問題が大きく取り上げられ
たこと。もう1つは、平成28年開催のG7伊勢志
摩サミット（先進国首脳会議）で、薬剤耐性菌対
策として、日本政府は「抗生剤の使い方を見直さ
なければならない」と主張したこともあって、そ
ういうテーマを研修会に組み込んでいこうという
流れができました。
　全老健も平成28年に、感染症に対する調査・
研究を行いました。そのときに、しっかりした研
修をやらないと、薬の使い方はいつまでもよくな
らないと思ったのです。例えば、減薬の方法や抗
生剤の使い方などです。
　ただ、それだけではなく、老年医学として患者
さんの人間全体像を見つめつつ、細かい局地的な
ところはこういう治療がベターだ、ということを
患者さん、家族と話し合いながら進めることに相
当のニーズがあります。そうした問題について、
日本老年医学会、老健施設の先生方に講師として
集まっていただき、研修を行ってきました。
　その間、介護報酬改定が2回ありました。研修

剤を止めるか。尿路感染の患者さんの抗生剤治療
で、薬の投与をいつまで続けるのか。治療におい
てひかなければならないときが絶対あり、その判
断を総合的に行うことが大事です。攻めたからよ
くなるというだけの医療モデルではありません。
飯島　ある有名な先生が語った言葉です。病院で
ある患者さんが亡くなったとき、病気で亡くなっ
たのは病気に打ち克てなかった、敗北した、と
我々は思っていた。だけど、高齢者医療はもっと
多面的で、より奥深くて、単なる勝ち負けという
話ではない。その患者さんがどういう気持ちで最
期を迎えられたのかを、我々医療サービス側がう
まく演出できるようにすることだ、と。
　そこには「ひく医療」も必要となってきます。
―日本老年医学会は今年、老人保健施設管理
認定医制度のほかにも高齢者栄養療法認定医制度
を構築しました。また、高齢者地域包括診療認定
医制度も構築中です。
飯島　日本老年医学会で、すでに老年医学の専門
医制度はスタートしていて、毎年新たな方々が専
門医になられている。これはどんどん推し進めて
いきます。ただ、専門医をとれる指導体制、教育
施設はある程度限られています。とはいっても、
日本国中どこでも老健施設を含めて高齢者医療を
行わなければなりません。そうであるならば、も
う一回り門戸を広げ、専門医ではないけれども、
認定医という形で高齢者医療を専門的に学んでい
ただきたいという思いがあります。
　そこで、どういう設計をするかです。まず全老
健の研修システムを活用したい。あとは、高齢者
の栄養療法をしっかり学んで実践に反映させよう
という教育体系が日本老年医学会で立ち上がって
いますので、それと高齢者医療をセットで受けた
ならば、栄養療法の認定医にできないか、と考え
ました。
　あともう1つは、かかりつけ医を意識しました。
かかりつけ医の先生方は老年医学をめざしてきた

わけではないが、現場では高齢者医療をやらざる
を得ません。しかもかなりのボリューム感をもっ
てやらざるを得ない。そういう意味で、かかりつ
け医の方々にも門戸を広げることにしたい。
　老健施設管理認定医と併せ、計3つのシステム
を1個の大きな体系にできないかと考え、これを
日本老年医学会の認定制度にしていきます。一部
をホームページで公開していますが、今後、多く
の問い合わせが来るのではないかと思います。

研修の受講で老健施設の質を 
向上させることが目的
―今回の介護報酬改定で総合診療研修会が所
定疾患施設療養費Ⅱの算定要件として評価された
ことについてはどのようにお考えですか。
大河内　今回、厚労省側には感染症に対してなん
とかしたい、という意地があったようです。きっ
かけはG7伊勢志摩サミットで、多剤耐性菌を減
らすと宣言したことでしょうか。
　もう1つの背景は、全老健が、所定疾患施設療
養費の対象となる肺炎、尿路感染症、そして帯状
疱疹について2年前に行った調査研究の報告では、
政府がめざしているところと違う点がありました。
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例えば、抗生剤のニューキノロン系薬剤やセファ
ロスポリン系薬剤の使いすぎです。それに対する
耐性菌ができていることに厚労省も問題意識を
もっていたようです。
　そこで、「薬の使い方を学んでください」とな
り、総合診療研修会を受けた人は所定疾患施設療
養費Ⅱ（475単位／日）、受けていない人は点数
をその約半分（所定疾患施設療養費Ⅰ（235単位
／日））にする仕組みになりました。Ⅱをとるの
に必要なのがこの研修とされた形ですが、これは
高齢者医療全体について学んでくださいというこ
とでもあります。
　これまでもちゃんとした診断をカルテに書いて
いないと、所定疾患施設療養費（305単位）が算
定できなかった。今回は診断をカルテに記載して
も、この研修を受けて、よりよい薬の使い方をし
ないと、475単位を算定できない。
　もう1つ、データを積み上げてみえてきたのは、
研修に多く参加してくれる老健施設は、他の面で
もクオリティが高いということ。例えば、在宅復
帰率は、研修参加率の高いところが、高いです。
また地域の連携も重要で、管理医師が地域の医療
者と熱心に交流しているところは、やはり在宅復
帰率が高い傾向がありました。
　総合診療研修会では、単に老健施設のなかでの
医療だけでなく、地域とどう付き合っていくか、
薬の使い方、リハビリ、認知症ケアまで学ぶこと
ができます。そうすることで、受講者の施設のク
オリティが上がります。全老健としては、老健施
設全体のクオリティを上げることこそが目的なの
です。研修の受講を広げる上で、この研修が報酬
上も認められたことはよかったと思っています。
　介護保険法でも、老健施設は在宅支援施設と明
示されました。在宅支援に熱心な施設では、在宅
復帰率も高くなる。そういうことをめざして、会
員施設にはぜひ研修を受けていただきたい。
飯島　研修を受けられる方は、包括的に勉強した

後、包括的に実践していただくことが大事です。
おそらく向学心をもって参加されている方はこだ
わりがあり、漫然とではなく、細部にまで力を出
せるからこそ、結果として在宅復帰率が高いなど
よいところにつながっていくと思います。
大河内　研修会には、看取り、減薬、認知症、リ
ハビリなどがカリキュラムに入っている。そうい
う意味では、この研修が認知症短期集中リハビリ
テーション実施加算の算定要件となればいいので
すが、そうはなっていないため、研修の整理は今
後の課題です。次の介護報酬改定では、地域医療
との連携がもっと問われると思います。先を見通
すと、この研修会がベストの内容であるという気
がしています。
―診療報酬の総合評価加算（100点）がリン
クして入っていますが、それについてどう考えま
すか。
飯島　先ほど述べたように、1人の患者さんは複
数の病態をもっていると同時に、複数のバックグ
ラウンドがあります。それは回顧録であったり、
本人の感情面であったり、個々の臓器以外のとこ
ろが複雑に絡み合っていることが多くなっていま
す。ですから包括的にみることができる視点を養
わなければなりません。
　高齢者を臓器のピンポイントで評価するのでは
なく、総合的に評価する、その視点に対して重要
なものがCGA（高齢者総合的機能評価）です。
そのことに加算がついて、本人に適切な治療のナ
ビゲーションを医療者ができるので、この加算は
重要です。

総合診療研修会に申し込み殺到 
包括的な視点を学んでほしい
―最後に、総合診療研修会のカリキュラムと
プログラムについてお話しいただけますか。
飯島　大枠の話をしますと、老健施設の管理医師
の先生が、カリキュラムのタイトルにもあります

ように「多病と多様性」というところ、つまり細
かい部分と包括的にどうみるかというところをぜ
ひとも研修を通して学んでいただきたい（表）。
　あともう1つ、力を入れたいのは、薬物療法で
す。先ほど抗生物質の話が出ましたが、ある病態
だと思って対応する薬を処方したところ副作用が
出てきた。それを副作用と思わずに、また新しい
症状が出てきてしまったと思い、その症状を緩和
する薬を安易に処方する。気がついたら負の連鎖
になっている。これを処方カスケードといいます。
　こういったことは臓器単独の見方をしてしまう
と、気づかない。気がついたら症状が増えていた
となる。だから、いま服用している薬の副作用を
含めて疑う、そういう包括的な視点もこの研修で
学んでいただきたい。
　あと冒頭で話しましたが、完全に治しきれない
症状には、QOL、本人の生活の質の向上で対応
するという視点も入っていますので、いろいろ学
んでいただけると思います。
大河内　プログラムは1日8 時間講習を4日と

いうハードなものです。前期の2日間は総合的な
内容が多く、具体的には管理医師の役割、適切な
医療指針などです。感染症対策も総合的なものに
なります。後期には個別の問題が組まれ、例えば、
肺炎、尿路感染症、そして帯状疱疹といった皮膚
疾患対策が入っています。個別の神経疾患、腎不
全に対する薬をどうするか、などもあります。
　前期と後期の両方を受講してもらわないといけ
ません。どうしてこんなに必要かといいますと、
やはり総合的な視点が欠かせないからです。私も
受けましたが、本当にためになりました。
飯島　全カリキュラム受講者は、日本老年医学会
の会員になると、老健施設管理認定医の資格をと
ることができます。定期的、継続的に学ぶことが
できるほか、管理医師の先生方はエビデンスをつ
くる研究の大きなフィールドをもっているわけで
すから、日本老年医学会にエビデンスデータの蓄
積が見込めます。この認定医は、5年ごとの更新
制です。ぜひとも研修の全てを受けて、老健施設
管理認定医にもなっていただきたいと思います。

表　老人保健施設管理医師総合診療研修会カリキュラム（平成30年）
カリキュラム 内　容

１
日
目

老健管理医師について
高齢者の多病と多様性１
高齢者に対する適切な医療提供の指針について
高齢者に対する薬物療法の基本的な考え方
老健の役割について
グループワーク

施設内連携・施設外連携、老健における多職種協働、R4システム
高齢者の病態と生活機能、生活環境をすべて把握する；高齢者総合機能評価
高齢者に対する適切な医療提供の指針の説明
多剤併用の問題点など
老健の在宅復帰・在宅生活支援機能
老健管理医師の役割：高齢者の薬物療法

２
日
目

生活の場に即した医療提供
老健の認知症ケア1
老健における終末期医療

高齢者の多病と多様性2
生活の場に即した医療提供
グループワーク
個人ワーク

生活環境の変化に対応した医療提供、在宅医療（かかりつけ医との連携）
認知症について（総論）
終�末期医療（老年医学会の立場表明など）、老健の終末期ガイドラインの使用
方法

高齢者の栄養とフレイル・サルコペニア
感染症対策・薬剤耐性菌等について
老健における終末期医療
レポート・習熟問題

３
日
目

高齢者の生活習慣病対策
高齢者の多病と多様性3
高齢者の多病と多様性4
老健の認知症ケア2
高齢者の多病と多様性5
家族・介護者のケア
グループワーク

コストと効果のバランスを考慮したケア
老健の疾病の特性と早期介入（皮膚疾患、褥瘡、疥癬、帯状疱疹等）
老健の疾病の特性と早期介入（精神・神経疾患等）
認知症の非薬物療法
老健の疾病の特性と早期介入（排尿、排便、尿路感染症等）
家族をはじめとした介護者の負担を理解し、早期に適切な介入
高齢者総合機能評価（計画書の作成）、習熟問題

４
日
目

高齢者の多病と多様性6
QOL維持・向上を目指したケア1
QOL維持・向上を目指したケア2
老健の認知症ケア3
グループワーク

老健の疾病の特性と早期介入（発熱、肺炎、口腔ケア等）
在宅復帰のためのリハビリテーション
リハビリテーション処方箋の書き方
認知症の薬物療法（特にBPSDへの対応、向精神薬の適切な使用方法）
老健における認知症ケア
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