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　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が全世
界で拡大している。2020年11月30日現在で全世界
の感染者数は62,730,726人、死亡者数は1,459,317人
となっている１）。国内でも11月に入ってから患者数が
急増しており、11月30日現在で感染者数148,373人、
死亡者数2,136人となっている。欧米に比較してわが
国は感染者数、陽性者数ともに少ないが、今後、感
染による重症化率と死亡率の高い高齢者に感染拡
大が進めば、医療現場の崩壊やそれによる死亡者
数の急増が起こる危険性は否定できない。
　こうした状況下で、COVID-19感染の拡大が
介護サービスの現場にも大きな影響を及ぼしてい
る。これまでの研究によると、高齢であることは
COVID-19感染による死亡の重要なリスクファク
ターであることが明らかとなっており、また糖尿
病や悪性腫瘍、呼吸器疾患の罹患、肥満、低栄
養、ADL障害も死亡に有意に関連する要因として
指摘されている２）。そのため、高齢者が集まる介護
サービスの現場が、リスクの高い場所と認識され、
COVID-19感染の拡大とともに要介護高齢者のサー
ビス利用が低下しているという報告がある３）。
　要介護高齢者にとっては介護サービス、特に
ADLの支援やリハビリのサービス量が減少すると、
要介護度の悪化が生じる恐れがある。
　また、零細事業所の多い介護産業において、事
業者の経営が立ち行かなくなれば、COVID-19感
染収束後のサービス提供体制に支障をきたすことに
もなりかねない。したがって、要介護高齢者、介護
事業者を対象とした施策を講ずることが、政府には
求められている。

　適切な対策を計画、実行するためには現状に関
する適切なデータが必要である。要求されるデータ
が複雑すぎれば迅速な収集と分析ができないし、
簡単すぎれば感染者数や死亡者数はわかったとして
もそれを対策に活用することはできない。
　わが国の場合、情報収集に関しては感染経路の
疫学的調査に重点が置かれた。主要な感染経路を
明らかにして、リスクの高い行動様式等を制御する
ことで、感染の拡大を防止することに重点が置かれ
たのである。その目的は間違っていない。しかしな
がら、感染者数が急増した場合、わが国のように情
報の収集と整理を人的労力に大きく依存した状況で
は、いずれ行き詰まってしまう。行政システムのデジ
タル化の遅れが、大きな阻害要因となっているので
ある。
　根本的な問題として、わが国では情報のデジタル
化を行うための情報フォーマットの標準化が行われ
ていない。また、制度が異なれば収集される情報
の内容も異なる。極端な場合は、同じ項目を集めて
いても、定義や単位、区分が異なるという事態が常
態化している。その結果、HER-SYS（新型コロナ
ウイルス感染者等情報把握・管理支援システム）も
COCOA（新型コロナウイルス接触確認アプリ）も期
待どおりには動いていない。
　2020年９月11日に、第15回アジア太平洋ヘルスサ
ポート学会が開催された４）。筆者はその企画に関わ
り、今年度はCOVID-19感染症対策に焦点をあて、
国内外の関係者から対策の状況についてシンポジウ
ム形式で情報を提供していただくという試みを行っ
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た。
　シンポジウム「世界各国は新型コロナウイルス感染
にどのように対応したか」では、ドイツの対応を吉
田恵子氏（在独ジャーナリスト）、フランスの対応を
立花祥太郎氏（Hôpital de la Pitié-Salpêtrière理学

療法士）、タイの対応をDr. Sakchai Kanjanawatana
（National Health Security Office, Secretary-

general）、中国の対応を董亜峰氏（Beijing Diamond 
Medical Technology Service　CEO）が紹介して
くれた。
　まず、中国の対応であるが、初期に爆発的な感
染拡大があった中国では、その時点で大規模な隔
離政策をとったことがその後の拡大防止につながっ
たこと、そしてソーシャルディスタンスの状況をICT
を用いて管理する仕組みが特に有効であったことが
報告された。
　プライバシーに係る考え方の彼我の差があるため、
わが国において中国や韓国が採用したスマートフォ
ンを使ったトラッキングシステムをそのまま採用する
ことは難しいだろう。こうした制限を踏まえて開発さ
れたのがCOCOAであった。しかしながら、いくつ
かの不具合が生じ、それがネガティブに報道された
こともあり、国の想定どおりには活用が進んでいな
い。
　感染経路不明例が半数以上を占めるような状況に
なった現状において、無症状の若者からリスクの高
い高齢者への感染伝搬を防ぐためにもCOCOAのよ
うなトラッキングシステムが稼働していることが不可
欠である。少なくとも、ハイリスク高齢者のケアにあ
たる医療・介護サービス従事者は、解決すべきバグ
があったとしてもCOCOAの利用を積極的に行うべ
きだろう。
　また、吉田氏から、ヨーロッパにおける
COVID-19感染による犠牲者のかなりの数が高齢
者施設で生じているという報告があった。例えば、
ドイツの場合、４月の段階で死亡者の３分の１が施
設入居高齢者であり、累計死亡者の６割が介護サー
ビスを受けている高齢者であったことが報告された。
また、施設職員の陽性率が一般市民の６倍であるこ
とが報告された。フランスの場合は、高齢者施設に
おける死亡が把握しきれていない可能性が指摘され
ており、追加の調査が行われていることが立花氏か

ら報告された。
　このようなハイリスクグループとしての要介護高齢
者という位置づけは、わが国も同様のはずである。
しかしながら、わが国の場合、これに関する全国レ
ベルあるいは都道府県レベルの公的なデータが、こ
の文章を書いている2020年11月30日時点で出されて
いない。COVID-19の問題が２月から大きなものに
なっていたことを考えると、この情報化対応の遅れ
は先進国として深刻である。本来、こうしたデータ
はHER-SYSから出されるべきものなのだろう。しか
しながら、入力する項目数の多さや登録の複雑さの
ために、国が当初期待していたような利用状況になっ
ていない。
　全くの私見であるが、HER-SYSが稼働するまで
のつなぎとしてDPCやレセプトデータの活用を行うべ
きではないかと考えている。
　COVID-19で今、最も重要視されるべきは、医
療崩壊の防止、死亡者の増加の防止である。中等
症および重症者を含めて入院患者のほとんどは、
DPC対応病院で治療を受けているはずである。そ
れらの病院では入院単位で様式１という入院サマリ
を、そして月単位でE・Fファイルという診療内容に
関するデータ、Hファイルという医療・看護・重症度
に関するデータを共通のフォーマットで電子的に作成
し、厚生労働省に提出している。
　様式１には入退院の状況（経路など）や併存症を
含めた傷病名、A-DROP（肺炎重症度分類）など
の重症度、転帰に加えて、要介護高齢者について
は要介護度が入力されることとなっている。こうした
データを使えば、COVID-19患者にどのような治療
が行われ、その転帰がどうであったのか、という情
報に加え、要介護度別の転帰を把握することが可
能になる。
　筆者の教室では2020年度２月および３月分の
DPCデータを用いた予備的な分析を行っているが、
80歳以上の高齢者で死亡率が高いこと、重症者は
５％程度で、多くの患者で意識は清明で軽症である
こと、治療薬としてはカレトラ、オルベスコがそれぞ
れ10％程度の患者に利用され、その死亡率は20％
程度であること（全体の死亡率は約５％）、ECMO
使用患者は１％未満であったこと、約20％の患者は
居住する医療圏以外の地域の病院に搬送されてい
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入院 
契機 
DPC

入院契機DPC名称 人　数
相対 
割合 

（％）

累積 
（％）

女性 
割合 

（％）

平均 
年齢 

（歳）

年齢 
標準 
偏差

平均 
在院 
日数

在院 
日数 
標準 
偏差

救急 
入院 
割合 
(％ )

救急車 
搬送 
割合 

（％）

死亡 
退院 
割合 

（％）

24時
間以内 
死亡 
割合 

（%）

全体（男女計） 612,782 64.9 84.3 11.3 24.8 44.2 55.9 38.4 13.9 3.1 

040081 誤嚥性肺炎 86,712 14.2 14.2 53.8 85.6 9.1 29.4 44.4 64.5 46.0 17.4 1.8 

040080 肺炎、急性気管支炎、
急性細気管支炎 55,322 9.0 23.2 58.0 85.6 10.6 26.8 45.0 60.2 36.9 17.3 1.8 

160800 股関節大腿近位骨折 44,967 7.3 30.5 82.8 86.9 7.7 28.6 25.2 58.9 41.3 2.5 0.1 

110310 腎臓または尿路の感染症 34,177 5.6 36.1 71.3 85.1 9.7 22.9 30.0 48.6 30.4 7.0 0.3 

050130 心不全 32,491 5.3 41.4 73.2 88.5 7.1 26.8 34.8 74.8 45.4 21.3 2.7 

010060 脳梗塞 24,638 4.0 45.4 72.6 86.3 7.9 30.4 51.8 75.8 57.7 10.9 0.7 

該当なし 16,010 2.6 48.0 65.4 83.6 11.8 22.1 39.8 60.0 50.4 14.7 3.3 

060340 胆管（肝内外）結石、胆管炎 14,792 2.4 50.4 69.2 86.3 8.6 19.3 32.3 51.7 25.8 5.5 0.4 

100380 体液量減少症 14,718 2.4 52.8 73.2 86.8 8.5 25.9 36.5 71.3 21.2 14.5 1.0 

060210 ヘルニアの記載のない腸閉塞 12,855 2.1 54.9 57.6 81.5 12.8 22.6 34.8 57.9 37.7 11.1 3.0 

050210 徐脈性不整脈 12,854 2.1 57.0 64.8 85.6 9.7 7.3 17.7 79.8 76.8 67.7 60.3 

060130 食道、胃、十二指腸、
他腸の炎症（その他良性疾患） 11,860 1.9 58.9 68.6 84.5 10.9 18.0 29.3 56.4 42.4 8.4 1.7 

010230 てんかん 9,269 1.5 60.4 55.4 75.6 16.4 19.6 32.6 76.0 79.2 4.3 0.3 

010040 非外傷性頭蓋内血腫
（非外傷性硬膜下血腫以外） 7,943 1.3 61.7 68.1 83.3 9.1 30.2 42.3 86.8 75.7 24.1 8.4 

180010 敗血症 7,875 1.3 63.0 60.9 84.1 9.9 25.8 32.1 80.1 60.2 27.5 8.2 

ることなど、COVID-19の臨床や診療体制を考える
上で貴重な情報を提示することが可能である。

　さらに、医療レセプトと介護レセプトを連結すれ
ば、死亡に関するハイリスク者の推察やCOVID-19
の医療・介護サービス提供体制への影響なども検
討することが可能である。例えば、筆者らの教室で
国内の一自治体の医療レセプトと介護レセプトを個
人単位で連結して分析した結果を見ると、ドイツの
場合と同様、死亡者の約60％は要介護高齢者であ
ること、20％は施設入所者であることが明らかとなっ
た５）。
　在宅要介護高齢者の医療・介護サービス利用に
ついては、通所リハビリ、通所介護、ショートステイ、
福祉用具貸与などのサービスの利用量が減少する一
方で、訪問介護やグループホーム、特定施設生活
介護などのサービス利用量の増加が観察された。ま
た、医療に関しては訪問診療や往診が増加する一
方で外来受診が要介護度、傷病の有無とその種類、

年齢によらず大きく減少していることも明らかとなっ
た。他方、老健施設や特別養護老人ホームなどの
施設系サービスにおいては、サービス利用量の有意
な低下は観察されなかった。
　こうした通所系サービスおよび外来の利用量の低
下は、機能訓練やリハビリの低下につながっている
と考えられる。外出制限などによる日常生活活動量
の減少に加えてこうした機能訓練の減少が、要介護
高齢者の自立度や健康にマイナスの影響を与えるこ
とが危惧されており、これについても現在、医科レ
セプト・介護レセプトの連結分析によりフォローアッ
プを行っているところである。この分析の結果につ
いても、できるだけ早期に公表していきたいと考えて
いる。

　わが国におけるCOVID-19の流行に関しては、楽
観論もある。日本人はすでに他のコロナウイルスへ
の感染を通して交叉免疫をもっており、そのために
軽症で済むという説明もある。しかし、いずれも仮

COVID-19感染拡大と
老健施設の役割

医療・介護レセプトから見た
サービス利用量の変化

図表1 介護施設・福祉施設からDPC調査対象病院に入院した患者の入院契機病名別に見た年齢、救急入院割合、救急車搬送割
合、死亡退院割合、24時間以内死亡割合
（平成28年度DPC研究班データ）
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説の域を出ていない。症例数の積み上げにより、治
療方法も徐々に確立しつつある。例えば、中等症以
上では初期にアビガンを投与し、炎症反応が進行
し重症化のリスクが出てくればステロイドなどの抗炎
症剤を投与するというような治療方針が一定の治療
効果を上げていることが明らかとなっている。このよ
うな現場での努力もあり、2020年11月30日時点でわ
が国における発症者に対する死亡率は１％台にとど
まっている。
　しかしながら、筆者は楽観はできない状況にある
と考えている。筆者らの分析結果が示しているよう
に、仮に、わが国における死亡者もヨーロッパにお
ける知見と同様、60％が要介護高齢者であるとい
う状況があるのならば、今後高齢者施設や介護の
現場におけるクラスターの発生をいかに抑えるかが、
わが国の死亡者数に決定的な影響を与えると考えて
いるからである。
　図表１は、2016年のDPCデータ（筆者の属する研
究班データ）を用いて、介護施設・福祉施設から
DPC対象病院に入院した患者の入院契機病名を調
べた結果を示したものである６）。傷病名を上位から
列挙すると誤嚥性肺炎（14.2%）、肺炎・急性気管支
炎・急性細気管支炎（9.0%）、股関節大腿近位骨折

（7.3%）、腎臓または尿路の感染症（5.6%）、心不全
（5.3%）、脳梗塞（4.0%）となっていた。
　COVID-19流行以前の状況においても、肺炎が
介護施設・福祉施設からDPC病院への入院の５分
の１以上を占めているのである。こうした患者が大き
く減ることは考えにくく、したがって、こうした患者
を受け入れる医療機関側は常にCOVID-19への感
染の可能性を考慮に入れながら診療を行うことを求
められる。そのような心身のストレスは非常に大きい。
こうした状況が続けば、医療者のバーンアウトによ
り、受け入れ態勢が厳しい状況になり得る可能性が
ある。
　こうした事態を防ぐために、介護サービス事業者
側は、COVID-19か否かにかかわらず感染予防に今
まで以上に配慮することが必要だろう。筆者は老健
施設で口腔ケア管理加算の対象となっていた430名
について、退所後の状況を分析したことがある。そ
の結果、138名（32.1％）が退所後肺炎を発症して
いたが、口腔ケアを継続的に受けている者では、そ

のリスクがハザード比で0.68（p=0.001）と有意に低
下していることを報告した７）。この結果は、施設から
居宅へサービスを受ける場所を変わる際、ケアマネ
ジメントの継続性が保たれていない可能性を示唆す
るものである。要介護高齢者に対する口腔ケアの必
要性については多くの文献があるが、この分析結果
はそうしたエビデンスが実際の介護現場に十分活か
されていない可能性があることを示唆している。い
ずれにしても、これも情報共有という情報化の問題
である。
　さらに、COVID-19治療の現場では、治療により
状態が落ち着いた高齢患者の受け入れ先が見つか
らないという問題が起こっている。施設から搬送さ
れた患者についても、搬送元の施設に帰れないとい
う事態が生じている。これは介護施設側の医療対
応力の問題に起因する。
　筆者らが介護施設から肺炎でDPC対応病院に入
院した患者の退院先を分析した結果では、元の施
設に帰れたのが老健施設で58.5%、特別養護老人
ホームで22.3%という状況であった。また、平均在院
日数を見ると、同じ施設に帰れた高齢者の場合、老
健施設28.3日、特別養護老人ホーム28.3日であるの
に対し、帰れなかった場合はそれぞれ56.0日と75.0
日と統計学的にも有意に長くなっていた（p<0.001）８）。
　COVID-19ではない肺炎でもこのような状況で
あるので、COVID-19の場合、状況はより深刻だ
ろう。退院できる患者が退院できなければ、急性
期病院は新しく入院させなければならない状況の
COVID-19患者を受け入れることができず、また
それ以外の重篤な傷病の受け入れもできないとい
う、医療崩壊の状況に陥ってしまう。その結果、
COVID-19のみならず他の重篤な傷病による死亡も
増加してしまう可能性がある。
　上記のような事態を防ぐためには、介護側の医療
対応力を高めることが必要となる。医師、看護師、
リハビリ職、栄養士等多くの医療職が勤務する老健
施設は、こうした状況に対応しなければならない介
護サービス側のフロンティアに位置している。感染
予防に加えて、治療終了後のCOVID-19患者の受
け入れを行うことが期待されているのである。もし、
仮に要介護高齢者のCOVID-19感染が拡大した場
合、軽度の患者については、介護施設、とりわけ老
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健施設でケアを行うことが求められるようになるだろ
う。
　病院ほど人的資源のない老健施設をはじめとする
介護施設がこうした状況に対応できるためには、地
域の医療機関との連携が不可欠になる。具体的に
は図表２に示したような体制づくりが必要になるだろ
う。ここで協力医療機関は、患者のケアに関して協
力するだけでなく、入所している高齢者の健康管理、
勤務する職員の健康管理という面でも協力を行うこ
とが望ましい。
　筆者らの教室では、「あまびこ（AMABIKO）」と
いうLINEを用いた健康管理ツールの開発に協力し
た９）。このツールでは、対象者の毎日の体温、健康
状態がLINEで収集され、スプレッドシートに管理
単位当たり（例えば、病棟）で閲覧できるようになっ
ている。こうしたモニタリングシステムを活用しなが
ら、管理にかかる負荷を軽減しつつ、職員が時間

的余裕をもってケアサービスにあたれる体制づくりが
必要である。

　スペイン風邪がそうであったように、今回の
COVID-19の世界的流行が収束するまでには３年
程度はかかるのではないかと筆者は考えている。爆
発的な感染拡大が収まった後も、散発的に国内外
のどこかで患者は発生するだろう。COVID-19感染
のリスクが常にあるということを前提にサービス提供
を行うことが常態となる。また今後、介護の現場で
も医療の裏付けがあることが、重要になるだろう。
その意味で老健施設のあり方は、今後の介護サー
ビスのあり方を規定する重要なものになる。医療と
介護をつなぐ中間施設としての老健施設の役割を再
定義することが求められている。この意味でも全老
健の役割が重要になっているのではないだろうか。
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