
 

 

第２６回 

長崎県国保地域医療学会抄録集 

 

「With コロナ時代の健康づくりと地域包括ケア」 

 

 

日時 令和４年１１月５日（土）10：00～16：３０ 

会場 長崎県国保会館（Web にて開催） 

 

 

 

 

 

 

 

主催  長崎県国民健康保険診療施設協議会 

長崎県国民健康保険団体連合会 
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第２６回長崎県国保地域医療学会 
 

メ イ ン 

テーマ  

 
国保診療施設は、地域社会における保健・医療・福祉サービスの 

連携の拠点として重要な役割を担っている。 

      こうした中、地域住民のニーズに応じた包括医療を強力に実践 

するとともに、地域保健の新たな役割を果たすため、 

国保診療施設をはじめ国保・保健・福祉関係者が相互研鑽を 

図り緊密な連携のもと、地域における保健活動の積極的推進に 

寄与することを目的とする。 

 
令和４年１１月５日（土） 

 
長崎県国保会館（Web 開催） 

 
長崎県国民健康保険診療施設協議会 

長崎県崎県国民健康保険団体連合会 

 
長崎県                 長崎県栄養士会 

           長崎県医師会           長崎県理学療法士協会 

           長崎県歯科医師会       長崎県作業療法士会 

           長崎県薬剤師会         長崎県歯科衛生士会 

           長崎県社会福祉協議会   長崎県言語聴覚士会 

           長崎県市町村保健師会   長崎大学公衆衛生学分野 

           長崎県看護協会         長崎大学公衆衛生看護学分野 

 

平戸市立生月病院            院長   山下 雅巳 

 

国民健康保険平戸市民病院  名誉院長 押淵   徹 

 

「With コロナ時代の健康づくりと地域包括ケア」 

期 日 

主 催 

会 場 

共 催 

学会長 

副学会長 

目 的 
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時　間

9:30 〇受付開始

10:00 〇主催者・学会長挨拶　　〇来賓挨拶

10:20 フレイル予防はお口から
　　～コロナ禍の地域ふれあい館でのオーラルフレイル予防の取組～
　

長崎県歯科衛生士会

　P.5

長崎県失語症者向け意思疎通支援事業への取り組み
　　～県士会所属言語聴覚士へのアンケート調査より～
　

長崎県言語聴覚士会
　P.7

若年層に対する睡眠アドバイスの取り組み
　　～長崎県作業療法士会の取り組み～
　

長崎県作業療法士会
　P.9

COVID-19患者対応病棟で勤務する看護師のストレス軽減を試みて
　　～マインドフルネス「3分間呼吸空間法」を使用して～
　

長崎県看護協会
11:05 　P.１1

11:05
　

長崎県理学療法士協会
　P.１4

長崎大学公衆衛生看護学分野
　　　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻　

　P.１6

　　～大村市版人生ノートの改訂に向けて～

長崎県市町村保健師会
　P.19

長崎県栄養士会
11:50 　P.21

13:00 　演　題

　講　師 　P.２3

14:10

14:15

長崎県歯科医師会
　P.２5

平戸市病院事業

　P.２6

長崎県理学療法士協会

　P.27

長崎県薬剤師会

　P.28

●全体討議

16:20 〇シンポジウム総括

16:25 〇全体総括　〇閉会挨拶

Withコロナと薬局

道ノ尾みやた整形外科（理学療法士）　石井　瞬　氏

　平戸市立生月病院　（看護師）　船津　真寿美　氏　

えがしら歯科医院　院長（歯科医師）　江頭　聡　氏　

在宅療養及び施設入所時における口腔管理の問題点について

歯みがき粉から見直す　～Withコロナの新生活スタイル～

整形外科外来におけるフレイル対策の現状と課題

働き世代へのACP・人生会議に関するアンケ―ト結果から見えたこと

大村市地域包括支援センター　保健師　矢嶋　佳子　氏

介護老人保健施設　みどりの里　管理栄養士　鵜瀬　彩夏　氏

withコロナの食事対応～パワーライスの導入～

　  昼　食

第２6回長崎県国保地域医療学会日程表
日時/令和４年１１月５日（土）　会場/長崎県国保会館（Web開催）

内　　　　　　容

  開　会

  研究発表　（第１部）　　　座長　国民健康保険平戸市民病院　総看護師長　山浦　和子　氏

  研究発表　（第２部）　　　長崎大学公衆衛生学分野　教授　青柳　潔　氏

　閉　会

大村東彼歯科医師会　大村市歯科連携室　歯科衛生士　岩本　和美　氏

医療法人常葉会　長与病院　通所リハビリ　言語聴覚士　飛永　典子　氏

医療法人永寿会　真珠園療養所　作業療法士　福田　健一郎　氏

佐世保共済病院　6階北病棟　看護師　吉水　晴紀　氏

  特別講演

　「地域×女医＝ジョイフル♪ 松浦市の多職種連携～DVD「モコちゃんに看取られる」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医療法人社団志恩会 押渕医院　　医師　　押渕　　素子　氏　

シンポジウム　　＜テーマ＞「Withコロナ時代に工夫していること」

株式会社さわせ薬局　代表取締役（薬剤師）　澤㔟　瑞城　氏

重症COVID-19肺炎患者に対する体位呼吸療法の取り組みについて

長崎みなとメディカルセンター　理学療法士　本郷　廉　氏

長崎市における高齢者のフレイルの社会的側面と身体的側面

保健師養成コース２年次生　古川　翔子　氏
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研  究  発  表 

 
 

＊座 長＊ 

 
国民健康保険平戸市民病院 

総看護師長 山浦 和子  氏 

 

＊演 題＊ 

 
1.フレイル予防はお口から  

～コロナ禍の地域ふれあい館でのオーラルフレイル予防の取組～ 
 

2.長崎県失語症者向け意思疎通支援事業への取り組み 
～県士会所属言語聴覚士へのアンケート調査より～  

 

3.若年層に対する睡眠アドバイス 
   ～長崎県作業療法士会の取り組み～  

 

4.ＣＯＶＩＤ-１９患者対応病棟で勤務する看護師のストレス軽減を試みて 
  ～マインドフルネス「3 分間呼吸空間法」を使用して～ 

第 １ 部 
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フレイル予防はお口から 

～コロナ禍の地域ふれあい館でのオーラルフレイル予防の取組～ 
 

                                                                長崎県歯科衛生士会 

研究発表者  岩本 和美（大村市歯科連携室・歯科衛生士） 

                       共同研究者  中ノ瀬 順子（大村市地域包括支援センター・管理栄養士） 

村木 敏子（大村市地域包括支援センター・作業療法士） 

川嶋 富久（大村市地域包括支援センター・理学療法士） 

川﨑 紀子（大村市地域包括支援センター・保健師） 

井口 由貴（大村市地域包括支援センター・保健師） 

角野 章子（大村市地域包括支援センター・保健師） 

【はじめに】 

大村市では、介護予防の場として、地域住民運営による「地域ふれあい館」を 12 か所の公民館等

で開催しており、歯科衛生士も地域リハビリテーション活動支援として介護予防の啓発に取り組んで

いる。 

コロナ禍となり、マスク生活や外出の減少等による口腔機能のささいな衰え（オーラルフレイル）から、

全身の衰え（フレイル）につながってしまうことを危惧し、「地域ふれあい館」においてオーラルフレイル予

防についての啓発活動に取り組んだので、その結果について 

報告する。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改変） 
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【方  法】 

対 象 者：大村市内１２か所の「地域ふれあい館」参加者 

実践期間：２０２１年１月～３月 

具体的方法：「オーラルフレイルのスクリーニング問診票」の記入を介入前後の 2 回行い、オーラルフレ

イル予防の自主訓練法の指導の効果を判定した。「毎日のチェックシート」（4 週間分）の配付、説明を

行い、終了時に回収した。なお、介入期間中には、歯科衛生士が個別に電話連絡を行い、自主訓練の

実施状況の確認を行った。 

〈オーラルフレイルスクリーニング問診票〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果】 

 スクリーニング数：１回目 163 名、２回目 167 名 参加者の平均年齢：76.4 歳 

 ２回を同人比較した結果から改善した者 32 名（29.1%）、 

維持 46 名（41.8％）、悪化した者 32 名（29.1％）となった。 

       

 

【考察】 

  オーラルフレイルスクリーニングを行うことで、口腔機能への関心が高まった。自主訓練の継続や歯

科医院の受診など歯科保健行動の促進に効果があることと推測した。 

 

【今後の取り組み】 

 オーラルフレイルリスクが高く、歯科医院がない地域の「地域ふれあい館」では、口腔体操指導を継

続して行うこととした。今後はより詳細な口腔機能の検査方法も活用しながら口腔機能の低下のアセ

スメントを行い、個人の特性に配慮したオーラルフレイル改善プログラムの実施体制づくりに努めたい。

今回の取り組みでは、市民への啓発の必要性の声も多く上がった。「地域ふれあい館」の協力で「オー

ラルフレイル予防啓発 CM」を作成できた。こちらも活用しながら、オーラルフレイル予防の啓発活動に

取り組んでいく。 

 

 

 

はい いいえ

半年前と比べて、かたいものが食べにくくなった 2 0

お茶や汁物でむせることがある 2 0

入れ歯を使用している（＊） 2 0

口の渇きが気になる 1 0

半年前と比べて、外出が少なくなった 1 0

さきいか・たくあんくらいの硬さの食べ物を噛むことができる 0 1

１日に２回以上、歯をみがく 0 1

１年に１回以上、歯科医院を受診している 0 1

合　計

東京大学高齢社会総合研究機構：田中友規・飯島勝矢：作表

質問事項

（大村市公式 YouTube） 
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長崎県失語症者向け意思疎通支援事業への取り組み 

～県士会所属言語聴覚士へのアンケート調査より～ 

                                                                 

長崎県言語聴覚士会 

研究発表者  飛永 典子（長与病院 通所リハビリ 言語聴覚士） 

共同研究者  田中 美紀（長崎リハビリテーション学院 言語聴覚士） 

太田尾 有美（長崎こども女性障害者支援センター 言語聴覚士） 

                            草場 謙至（長崎みなとメディカルセンター 言語聴覚士） 

【はじめに】 

これまで、我が国における意思疎通支援は視覚・聴覚障害者を中心に取り組みが行われていた。し

かし、失語症者に対する支援は一部の先進的自治体において地域生活支援事業や独自事業として取

り組みが行われるのみであった。平成２３年の障害者基本法の一部改正により、「全ての障害者は可

能な限り言語、その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保される」と改訂され、失語

症のある方への意思疎通支援の在り方について具体的な検討が始まった。そして、平成３０年、厚生労

働省より全国一律で、地域生活支援事業の中で意思疎通が困難な失語症者に対しコミュニケーショ

ンを支援する者（意思疎通支援者）を養成し、外出等の派遣を行う事業として、失語症者向け意思疎

通支援事業が始まった。そこで長崎県で本事業を立ち上げるにあたり、意思疎通支援者の養成研修

を担う長崎県言語聴覚士会所属の言語聴覚士（以下 ST）でワーキンググループを発足し、県士会会

員及び事業主体となる行政に本事業の周知を行い、県内の失語症者の数や失語症者の日常生活上

でのニーズを把握するため、アンケート調査を行ったので報告する。 

【方法】 

調査期間：２０２１年４月１日～５月２７日であった。  

対   象：長崎県言語聴覚士会に所属している１１２施設（成人部門対象）とし、各施設代表の  

言語聴覚士に回答を依頼した。 

地域区分：長崎（長崎市内）、県北（佐世保・東彼杵郡）、県央（諫早・大村）、県南（島原半島）、離島

（五島、壱岐、対馬） 

調査方法：Excel シートによる調査方法。県士会名簿に登録されている施設へメールにて配信、 

回収した。 

【結果】 

アンケート対象施設数：112 件、回収施設数：66 件であり有効回収率は 58.9％であった 

（長崎地域２６件、県北地域１７件、県央地域１１件、県南地域８件、離島地域３件）。 

地域別でのＳＴの人数調査は長崎地区が多く、次いで県北、県央、県南の順であった。ＳＴが所属し

ている施設は全体の半数が長崎地区に属しており、部門別では病院に所属しているＳＴが多く、回復

期、急性期に多かった。病院に比べて介護保険領域や福祉領域のＳＴはまだ少ない。離島は施設数、 
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ＳＴ数が共に少なく、多くの部門を兼務している状況にあった。 

失語症者の数は全体で８８名。年代別に見ると、７０～８０歳代に多かった。入院、施設入所は５１名、

外来、通所リハ、訪問リハを受けている者は３７名と、全体の４割程度は在宅であった。また、重症度は、

軽度２２名、中等度３４名、重度３２名であり、全体の６割は軽度～中等度であった。入院、外来、通所リ

ハでは、重症度によって人数の大きなばらつきはみられなかったが、入所施設では重度の方が多い傾

向にあった。 

失語症者の抱えている不安は、家族等との日常会話や電話対応が大部分を占めていた。 

失語症友の会への参加の調査では、未記入のものもあり、正確な数は算出できていない。調査対象

の施設が把握している失語症者については、友の会へ参加している者は少なく、その理由としては、移

動手段がない、交流を求めていないという理由であった。 

失語症者向け意思疎通支援者の認知度調査は、ＳＴの半数が「事業名は聞いたことがあるが内容

は知らない」という回答だった。事業内容まで理解しているＳＴは１４%と少なかった。本事業を失語症

者に紹介したいと思うかの調査は「積極的に紹介したい」「患者さんによっては紹介したい」が８割だっ

た。紹介しないという理由には、重度の失語症であることや家族の支援で現状の生活が行えているこ

となどの回答があった。失語症者向け意思疎通支援者の事業はどのような場面で利用できると思うか

の問いでは、医療機関の受診や診療内容の理解、買い物、役所や銀行などでの手続き等、生活におけ

る支援への期待が多くなっていた。 

【考察】 

このアンケート調査では、長崎県内でＳＴが勤務する施設においての失語症者の数は８８名であった。

全国の失語症者は推計２０万人～５０万人とされており、人口比から推測される長崎県での概数は２,６

００人とされる。今回の調査では病院に所属しているＳＴが回答の大半を占めていた。この結果から、医

療領域に比べ、介護保険・福祉領域においてＳＴの数が少ないため、ＳＴとの関わりがない失語症者が

多く存在することが推測される。これは地域包括ケアシステムの推進の中で、失語症当事者の声が潜

在化しているケースが多いことが考えられる。 

県士会会員の本事業に対する認知度においては、まだ十分とは言い難い。今後も事業の理解を図る

ため、研修会や広報等で周知を拡大していくことが大切である。 

現在、コロナ禍により失語症者にとっては今まで以上に人とのつながりが制限されている現状にあ

る。地域生活における活動や参加を支援するため、失語症者への意思疎通支援事業の取り組みが必

要である。 

そのためには事業の主体である自治体と支援者養成研修を担う県士会、そして失語症当事者との連

携を図りながら、養成から派遣まで持続可能な事業の構築が求められる。 

 

【引用・参考文献】 

NPO 法人全国失語症友の会連合会『「失語症の人の生活のしづらさに関する調査」結果報告書』２０１３ 

一般社団法人日本言語聴覚士協会『厚生労働省令和元年度障害者総合福祉推進事業 失語症者向け意思疎通支援者の

効果的な派遣実施に向けた調査研究』2020 
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若年層に対する睡眠改善アドバイス 

～長崎県作業療法士会の取り組み～ 

 

長崎県作業療法士会 

研究発表者 福田 健一郎（医療法人栄寿会 真珠園療養所・作業療法士） 

共同研究者 荒木 一博 （長崎医療技術専門学校・作業療法士）         

杉村 彰悟（医療法人仁祐会 小鳥居諫早病院・作業療法士） 

鎌田 秀一（日見中央病院・作業療法士）                  

吉原 司（医療法人英仁会 愛野ありあけ病院・作業療法士）  

日南 雅裕（医療法人成蹊会 佐世保北病院・作業療法士）   

沖 英一（医療法人和仁会 和仁会病院・作業療法士）       

 

【背景】 

平成２９年版自殺対策白書では、自殺者数および自殺死亡率共に、ここ数年はどの年齢階級も減

少傾向にあるものの、15～３９歳の各年代の死因の第１位は「自殺」となっている。また、日本の国立大

学の学生の死因を調べた調査（２０１７年）では１９９６年から２０１２年までの１６年間自殺が第１位で

あり、児童・青年期の自殺対策が重要とされている。 

自殺予防には自殺ハイリスク者の精神疾患を特定するよりも睡眠障害を特定するほうが有用（小高

ら，２０１４）で、睡眠と自殺には有意な関係があることが二つのメタ分析（Pgeonら，2012）（Malikら，

2014）で示されている。自殺リスクの減少に効果的な睡眠問題の治療法は「不眠の認知行動療法

（以下、CBTi）」などがある（小高、2015）。 

 

【目的】 

長崎県作業療法士会精神保健予防班は２０１１年より県士会内に組織を作り、精神保健分野へ貢

献するため、さまざまな取り組みを始めた。これまで「中学校への ARMS 啓発活動」「MCI の早期発

見」「うつ病の早期発見」に取り組んできており、当会でも報告している。 

今回はうつ病や自殺を防ぐにはまず不眠を「CBTi」などを用いて改善することが望ましいとされて

いることから、２０１８年より若年の不眠者に対して、不眠を改善し将来のうつ病発症を抑制する目的か

ら睡眠改善のアドバイス（CBTi）を行なっている。 ２０１８年の取り組みは集計するには不明データが

あるため、２０１９年と２０２０年の取り組みを集計し報告する。なお、本事業は「長崎県自殺対策事業補

助金」にて実施した。 
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【方法】 

Ａ学校に通う学生で同意が得られた合計１３０名に対し「日本語版不眠重症度質問票（以下、ISI-

J）」を実施した。ISI-Jがカットオフ値１０点以上であった者は４２名であり、うち、本人が面接を希望し、

かつ直接聴取し不眠状態と思われた者は計２１名（男女比１４：７）平均年齢２０．５歳であった。若年層

への対応は「選択的・個別的介入」が重要（勝又，2015）とされていることからアドバイスは学校に出

向き、1 対 1 で個室にて行なった。アドバイスの実施者は県士会主催の CBTi 研修を修了した民間病

院に勤める県士会会員が延べ１４名で担った。 

CBTi の方法は「自分でできる不眠克服ワークブック（渡辺範雄著）」を参考に簡易的に実施した。

また、CBTi の中核となる刺激制御法・睡眠制限法・睡眠日誌を４週間取り組むよう促し、４週間後に再

度、ISI-J の回答を求めた。不眠症者の非機能的な認知と態度を評価する質問票である「日本語版

睡眠に対する非機能的な信念と態度質問票（以下、DBAS-J）」も実施した。DBAS-J についても４週

間後に再度、記入を求めた。 

統計処理は Stat View を使用し、Wilcoxon 符号付順位和検定を行なった。なお、対象者には事業

の目的を文書にて説明し、署名にて同意を得た。  

 

【結果】 

介入前の ISI-J 平均点１３．２点が介入後、平均４．７点に有意に減少し（P=0.0001）、DBAS-J も

平均８４．９点が介入後、平均５０．６点に有意に減少した（P<0.0001）。 

 

【考察】 

不眠状態にある若年者に対し簡易な CBTi を実施したところ、不眠の改善と睡眠に対する認知の変

容が示唆された。RCT による簡易的な介入の報告もあり、簡易的な介入でも効果がある可能性が示

された。依然として日本の大学生の死因は自殺が最も多いことから、引き続き、睡眠に着眼した若年層

の自殺対策事業に尽力したい。 
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COVID-１９患者対応病棟で勤務する看護師のストレス軽減を試みて 

-マインドフルネス「３分間呼吸空間法」を使用して- 

      

長崎県看護協会 

                          研究発表者    吉水 晴紀（佐世保共済病院6階北病棟・看護師） 

共同研究者    丸田  愛  ・野田 亜紀子 

黒崎 由美子・本田 憲吾 

（佐世保共済病院 6 階北病棟・看護師）  

      

【はじめに】 

Ａ病棟は、COVID-１９（以下コロナと称す）の感染拡大に伴い２０２０年５月よりコロナ患者対応病棟

となった。病棟編成後、救急外来で発熱患者などの対応も担うようになり、病棟と救急外来を兼務する

状況となった。またＢ市の感染状況によって、一般患者病棟とコロナ患者病棟へ変動を繰り返すため

日々の業務内容が変化する事態となった。病棟看護師からは、コロナ患者の対応や自身が感染する恐

れ、救急外来での勤務、感染状況によって変化する業務などのストレスの訴えが多く聞かれた。そこで

ストレスケアの一つであるマインドフルネス「３分間呼吸空間法」（以下マインドフルネスと称す）を行う

ことで病棟看護師のストレスを軽減することができるのか、ストレス反応尺度を使用し検証した。 

 

【方法】 

1．対象者：Ａ病棟で勤務する看護師１９名 

2．方法・期間：臨床心理士協力のもとマインドフルネスを２０２１年７月１２日～８月８日まで勤務時に 

１回実施 

3．対象者属性調査：性別・看護師経験年数・コロナ病棟配属年数・夜勤回数・同居家族の有無・ 

介護者の有無・未就学児の人数を調査 

4．ストレス反応尺度：大野太郎氏らのストレスマネジメントワークブックより許可を得て使用。身体、 

精神、行動からなる１５項目を５段階で評価。マインドフルネス実施前と実施２週間後と４週間後に 

調査。 

5．患者推移調査：入院患者数・救急外来対応人数を調査 

 

【結果】 

属性調査とストレス反応尺度の回答及び回収率１００％。対象者１９名に対しマインドフルネスを１ヶ

月間実施した。ストレス反応尺度の平均点は、マインドフルネス実施前２６．６点、実施２週間後２３.１点、 

４週間後２１．２点と減少を示した。マインドフルネス開始から実施２週間後と比較し実施４週間後が 

Ｂ市の感染レベルは４で入院患者数、救急外来対応人数が増加傾向を示した。 
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【考察】   

ストレス反応尺度は、男性２８点以上、女性３０点以上でストレスが高いと判断される。病棟編成時、

未知のウイルスに対し全員が手探りの状態で心身共に強いストレスがあったと考えるが、実施前の平

均値は２６．６点だった。これは、当研究がコロナ患者対応病棟になり約１年２ヶ月経過しており、スタッフ

の背景として中堅看護師が多く、勤務異動がなく同じスタッフで勤務していたことが要因の１つと考え

る。マインドフルネス実施２週間後から４週間は、感染拡大傾向となり、入院患者数が増加し業務状況

は煩雑になっていたにも関わらず、ストレス反応尺度は減少しており、４週間実施することで有意差がみ

られたことはマインドフルネスの効果があったと考える。このことは、マインドフルネスを煩雑な業務の合

間に行い継続することで、気分が有意に快方向に変化しストレス軽減効果がみられたと考えられ、セル

フケアの重要性が認識できた。いつ、どのような患者が来るのか分からない未来への不安、緊張を強

いられる中でストレス反応尺度を測定することで漠然としたストレスを数値で表すことにより主観的に

捉えることができ、マインドフルネスを行うことでストレスを軽減することができた。コロナの感染拡大に

より 

Ａ病棟の業務は激変し、現在に至るまで収束の目途がたたず長期化している。そのためストレスが軽

減できるよう日常的に継続できるストレス対処法を行えるよう積極的なセルフケアを行う必要がある。 

 

【結論】 

・マインドフルネス「3 分間呼吸空間法」はＡ病棟で勤務する看護師のストレス軽減に効果があった。 
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重症 COVID-１９肺炎患者に対する体位呼吸療法の 

取り組みについて 
 

 長崎県理学療法士協会  

研究発表者 本郷 廉（長崎みなとメディカルセンター） 

共同発表者 呉林 潤・夏井 一生 

（長崎みなとメディカルセンター） 

 

【はじめに】 

新型コロナウイルス（以下ＣＯＶＩＤ-１９）肺炎の重症度は typeＬ型（比較的軽症）と typeＨ型（重症）

に分類され、その重症度によって呼吸療法や肺保護戦略の対応が異なる。重症例においては病理学

的には間質性浮腫が発生し、急性炎症が高度になると肺水腫、急性呼吸窮迫症候群(acute 

respiratory distress syndrome:以下 ARDS)に至ると報告されている。ＣＯＶＩＤ-１９関連の ARDS

は従来のＡＲＤＳと類似する肺の形態と機械的特性を有していることから、治療手段として従来の腹臥

位療法を推奨する報告は多く、近年の疫学調査においても約７６%の重症ＣＯＶＩＤ-１９患者への実施

が報告されている。当院では、重症のＣＯＶＩＤ-１９肺炎患者の入院数は第４波で増加傾向にあり、挿

管人工呼吸器管理を要する患者への体位呼吸療法の機会は増加した。今回当院でのＣＯＶＩＤ-１９ 

患者に対する体位呼吸療法の取り組みとその効果について報告する。 

【方法】 

２０２１年４月～５月にＣＯＶＩＤ-１９陽性で入院し、挿管人工呼吸管理が必要となった患者５例を対象と

した。調査項目は、年齢、性別、PaO2/FiO2（ＰＦ比）、血液検査データ（LDH,CRP,WBC,DD,Plt）、

挿管期間、合併症の有無（人工呼吸関連肺炎：VAP,褥瘡,事故抜管,せん妄,血栓症,関節機能障害）

とし、各項目について、体位呼吸療法開始日と抜管日の２点で比較した。 

【体位呼吸療法の取り組み】 

当院では重症ＣＯＶＩＤ-１９肺炎患者は集中治療病棟ではなく一般病棟で対応している。安全で円滑

な呼吸療法を行うためには病棟看護師（Ns）の協力は不可欠であるが、その多くは各病棟から招集さ

れた呼吸療法について経験が少ない者であった。そのため、初期は PT３名で介入し、Ｎｓは補助的に

実施した。介入において個人防護服（ＰＰＥ）の着脱を確実に安全に実施するためにチェックリストを用

いて担当スタッフ間で確認を行った。事前にＰＴの訪棟スケジュールを病棟Ｎｓへ周知することで、事前

準備や人員確保の依頼を円滑にし、体位呼吸療法は、腹臥位と同等の効果が得られる前傾側臥位を

選択した。適切な感染対策を講じたうえで、PT３名と Ns２名で、回路やルート類の管理、体位変換を動

画撮影して一律の方法で実施した。実施時間は、１６時から９時の計１７時間の前傾側臥位を実施、夜

間はＮｓにて適宜除圧を実施。翌朝９時に仰臥位とし１６時までの間に理学療法、Ｎｓケア、褥瘡の確認、

効果判定、その他検査がおこなわれた。 
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【結果】 

年 齢 ：73±4.1、性 別 ：男 ２女 ３、体 位 呼 吸 療 法 開 始 日 （前 ）/抜 管 日 （後 ）として、P/F は

145.6 ± 21.4/202.8 ± 71.2 、 DD は 12.7 ± 14.2/3.1 ± 3.0 、 LDH は 427 ±

109.8/283.2±30.7、CRP は 8.9±9.3/3.2±3.6、WBC は 8.9±1.7/9.7±2.2、Plt

は 171±44.2/209.8±74.2、挿管期間は 12.4±5.5 日、合併症は、VAP０例、褥瘡１例、

事故抜管０例、せん妄３例、血栓症１例、関節障害０例であった。 

【考察】 

医療スタッフに適した PPE の着用を管理し、かつ一般病棟において呼吸療法の経験が少ないスタッフ

で挿管人工呼吸管理中の患者の体位呼吸療法を行うには十分なトレーニングが必要である。腹臥位

療法に関しては、１２～１６時間の実施が P/F の改善、死亡率の低下の効果を示すことが多く報告さて

いる。しかし実践においては医療スタッフの感染や事故抜管など様々な配慮を要する中での実践とな

る。今回は、経験豊富な理学療法士が３名と人員確保に重点を置き、医師やＮｓと連携し、スケジュール

を立てて実行したことが、事故抜管や抜管後の関節障害といった問題を回避するなど患者の良好な管

理を可能とし、かつ医療スタッフの感染も生じさせていない要因と思われる。凝固系異常においては本

疾患の特徴的病態であり対象者においてもＤＤは高値を示し 1 例の血栓症発症も認めている。体位

呼吸療法との因果関係は不明であるが、凝固系異常の推移は今後も体位呼吸療法の可否における

重要な指標であると思われる。抜管後せん妄発症は３例と予防効果としては課題を残す結果となって

いる。前傾側臥位を実施する際には、事故抜管などを予防するために深めの鎮静を要する。RASS

（Richmond agitation-sedation scale）を用いた適切な鎮静薬の調整とせん妄評価は今後の課

題であると思われる。 

【今後の展望】 

第５波以降、現在に至るまで当院入院患者においてＣＯＶＩＤ-１９肺炎患者の重症度は軽症～中等症

の症例が多くを占めているのが現状である。しかし高齢者や呼吸器疾患を要する患者の場合、様々な

要因で重症化を招く可能性は強く危惧される。近年、中等症患者の HFNC（Ｈigh-flow nasal 

cannula）管理中の腹臥位療法が挿管率や死亡率を低下するという報告も散見されており、今後重

症化や挿管回避を目的とした体位呼吸療法が重要であると考えられる。そのためにも各患者の重症

化のリスクを多職種で情報共有し、より早期介入を円滑に行うための取り組みが必要であると考える。 
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長崎市における高齢者の 

フレイルの社会的側面と身体的側面 
長崎大学公衆衛生看護学分野 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻   

保健師養成コース２年次生         古川 翔子   

【はじめに】 

近年、高齢化が進む社会において、「フレイル」の予防が重要視されている。「フレイル」とは、加齢と

ともに環境因子やストレスに対する脆弱性が高まった状態であり、要介護状態に至る前段階として位

置づけられる。このフレイルは、「身体的」、「社会的」、「精神・心理的」側面から包括的に捉えることが

望ましいとされているが、これまでの研究では「フレイルの身体的側面」に注目が集まり、「フレイルの社

会的側面」の実態については検討がなされていない。そこで、 「フレイルの社会的側面及び身体的側

面」の実態を明らかにし、フレイルの予防策を検討する必要があると考えた。 

 

【目的】 

本研究の目的は、フレイルの社会的側面及び身体的側面の実態を明らかにし、高齢者のフレイルの

予防・改善のための支援策を検討することである。尚、本研究における「フレイルの社会的側面」とは、

①高齢者に出現している状態であり、かつ予防可能な段階であること、②「経済的状況」、「同居家族

形態」、「ソーシャル・サポートの授受（社会的な支援関係）」、「ソーシャル・ネットワークの種類・量・交

流頻度」、「社会的活動・参加」の５つの要素から構成されると定義した。 

 

【方法】 

長崎市内の高齢者が自由に利用できる施設において、施設利用者や高齢者サロン、介護予防教室

（総合事業）に参加している６５歳以上の高齢者を対象とした。質問紙を用いて基本属性および「フレ

イルの社会的側面」に関する聞き取り調査を実施し、「フレイルの身体的側面」に関する筋力 (握力) 

とバランス力 (開眼片足立ち保持時間) を測定した。分析方法は、基本属性ごとに、フレイルの社会的

側面及び身体的側面について記述統計を行った。 

本調査は令和４年５月から６月にかけて実施した。尚、本研究は長崎大学大学院医歯薬学総合研

究科保健学系倫理委員会の承認を得て実施した。(許可番号 Ｒ３ 保学-35) 

 

【結果】 

 調査施設に来所した５２名(男性１８名,女性３４名)から回答を得た。 

1. 男女別にみた基本属性に関する記述統計(表１) 

  調査対象者の特徴として、平均年齢（±標準偏差）は男性７６．８（±5.2）歳、女性８０．０（±5.7）歳

であり、女性の方が年齢が高かった（p=0.05）。家族形態は、男性に比べて女性の方が独居が多い
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傾向がみられた（ｐ=0.0８）。教育年数は、女性と比べて男性の方が教育年数が長いことが分かった 

(ｐ=0.01)。主観的な経済状況の回答には差はみられなかった。 

 

2. 男女別にみたフレイルの身体的側面に関する記述統計(表２) 

握力の平均（±標準偏差）は、男性３１．４（±6.2）㎏、女性１９．９（±3.7）㎏であり、男性の方が握

力の平均値が有意に高かった(ｐ=＜0.01)。開眼片足立ちの平均時間には差がみられなかった。 

 

3. 男女別にみたフレイルの社会的側面に関する記述統計(表３) 

  男性に比べて女性の方が、親しくしている家族や友人等の人数や会う頻度を示す「ソーシャル・ネッ

トワーク」の平均点が有意に高かった(p=0.03)。また、周囲の人との助け合いの授受を示す「ソーシャ

ル・サポート」の平均点も、男性よりも女性の点数が高い傾向がみられた（p=0.07）。一方で、「外出

頻度」の平均点は、女性に比べて男性の点数が高い傾向がみられた（p=0.08） 
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【結論】 

  男性と女性でフレイルの社会的側面及び身体的側面に関する結果が異なっていた。男性では、フレ

イルの社会的側面を表す「ソーシャル・サポート」、「ソーシャル・ネットワーク」の点数が女性よりも低値

であった。女性では、フレイルの身体的側面、特に筋力を表す「握力」の値が低値となっていた。また、フ

レイルの社会的側面を表す「外出頻度」の点数が男性よりも低値であった。そのため、男性に対しては

フレイルの社会的側面に関する支援の必要性が高く、女性に対してはフレイルの身体的側面に関する

支援の必要性が高いことが考えられた。今後は、性別以外の基本属性ごとに分析を進め、それぞれの

対象に効果的なフレイルの介入策を検討していく必要があると考える。 
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働き世代へのＡＣＰ・人生会議に関するアンケート結果から 

見えたこと～大村市版人生ノートの改訂に向けて～ 
 

長崎県市町村保健師会 

研究発表者 矢嶋 佳子（大村市地域包括支援センター・保健師） 

共同研究者 角野 章子・井口 由貴・川﨑 紀子 

           （大村市地域包括支援センター・保健師） 

【はじめに】 

 大村市では、平成２７年度に介護予防を主な目的として、大村市版人生ノートを作成しており、発行か

ら７年が経過している。その間に、ＡＣＰや人生会議、終活等の言葉が広まっていることを受け、ノートの

改訂へ向けて検討をしているところである。これまで、配布者の多くは 65 歳以上の高齢者であったが、

ＡＣＰに取り組むために必要である「家族で話し合う」という観点では、若い世代への普及啓発が必要

であると考える。 

そこで、若い世代のＡＣＰや終活等に関する意識等を把握し、大村市版人生ノートの改定内容に反

映させることを目的とし、大村市職員を対象にアンケート調査を実施した。 

 

【方法】 

対象者：大村市職員（１０代～６０代）７３７名 ＊休職者、休暇取得中の者も含む 

実施期間：２０２２年２月７日～２０２２年２月２５日 

実施方法：職員向けイントラネットのアンケート機能を利用 

 

【結果】 

・回答者数は６３３名で、対象者の８６％から回答があった。 

・回答者の２９％が自分や家族の終活について考えたことがあると回答していた。 

・自分の最期の迎え方について、実際に誰かに伝えたことがあると回答した人は、回答者の１５％と少

数で、書いて残していると回答した人はさらに少なかった。しかし、回答者の３８％が家族へ伝えたいと

回答していた。 

・自分の想いや最期の迎え方を残す手段としては、手書きで書きたいと回答した人が５６％、パソコンや

スマートフォン等を利用したいと回答した人が３７％であった。 

・自分の最期の迎え方について、何かしらの形で家族へ伝えたいと回答した人は３８％であったが、自

分が家族の立場では、何らかの形で残して欲しいと回答した人が８８％であった。 

・人生ノートに記す項目について、病気になった時の治療や介護に関することや金銭的な内容について

は、自分が記し残す側と残される側（家族）のどちらの立場でもニーズが高かった。一方、大切な人へ

の感謝の気持ちやメッセージは、自分が記し残す側でのニーズが高かった。 
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【結論】 

今回のアンケート調査から、自分の最期の迎え方や人生ノートに記す内容について、当事者側、家族

側とそれぞれの立場によって意識やニーズが異なることが明らかになった。人生の最期まで自分らしく

生きるためには、元気なうちから周囲の人と「これからの人生」について話し合いをし、大切にしたい自

分の思いを伝えていくことが求められる。そのためには、当事者だけでなく、家族など周囲の人にも同

時に普及啓発をしていく必要がある。今回の調査では、家族の立場に近い若い世代からの意見を聞く

ことができたため、この調査結果を参考に人生ノートの内容を見直し、改訂版へ反映させたい。 
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ミキサー粥280ｇ パワーライス150ｇ

エネルギー 182kcal 179kcal

たんぱく質 3.1g 3.5g

脂質 0.3g 6.8g

炭水化物 44.0g 27.2g

Ｗｉｔｈコロナの食事対応～パワーライスの導入～ 
長崎県栄養士会 

介護老人保健施設 みどりの里   

管理栄養士 鵜瀬彩夏   

【はじめに】 

ここ数年でマスク生活が当たり前となり、コロナウイルス感染対策として多くの高齢者施設で療養者

の外出・外泊、家族との面会等の制限を余儀なくされてきた。そのため楽しみが減り意欲の低下がみら

れ、それが食欲低下へつながり食事摂取量へも影響があっている。また職員がコロナ陽性者や濃厚接

触者に該当し出勤停止の措置をとっていたことで、食事介助の場面で手薄になり時間がかかることで

療養者様の疲労につながってしまうことが考えられた。これをふまえ少量でエネルギーやたんぱく質を

確保できるパワーライスを導入する運びとなった。パワーライスは全粥をミキサーにかける際にＭＣＴオ

イルやプロテインを添加し、自施設厨房で調理したミキサー粥だ。このパワーライス導入によってどのよ

うな変化があったかを報告する。 

【方法】 

ミキサー粥２８０ｇをパワーライス１５０ｇへ変更し２０２２年２月～毎食提供。６月末までの摂取量と体

重の変化、排便回数、アルブミン値の変化を調査した。 

対象者：ミキサー粥を食べられていた方４名 

A さん：９０歳女性 要介護５ 認知症あり 嚥下調整食３ 食事一部介助 

B さん：９１歳女性 要介護２ 認知症あり 嚥下調整食３ 食事の自力摂取可能 

C さん：８４歳女性 要介護５ 認知症あり 一口大 食事摂取全介助 

D さん：８９歳女性 要介護５ 認知症あり 嚥下調整食３ 食事摂取全介助 

 

パワーライス内容：全粥１４０ｇ（75℃ 以上）、 

ＭＣＴオイル 6.5ｇ、エンジョイプロテイン 1.5ｇ、 

スベラカーゼ 1.5ｇを一緒にミキサーにかけ調理したもの。 

 

【結果】 

1、 摂取量（表１ 参照） 

A、B さんは以前と変化なく毎食全量摂取できていた。C さんは認知症による口腔内ため込みや拒

否継続してみられ摂取量の大きな変化みられなかったが摂取量の維持はできていた。D さんは覚醒状

態によって摂取にムラがある方だが徐々に摂取量増えており、全量摂取できる日が増えている。 

2、体重の変化（表２ 参照） 

A、B さんは２月～大きな体重の変化なく維持できている。C さんは約５カ月で 2 ㎏の体重減少みら

れた。D さんも 1.2 ㎏の体重減少みられているが D さんは４月頃に体調不良みられ摂取量が減った

ことが影響していると思われる。 

3、排便回数（表３ 参照） 
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A B C D

1月 100% 100% 86% 78%

2月 100% 100% 84% 89%

3月 100% 100% 85% 80%

4月 100% 100% 82% 53%

5月 100% 100% 82% 86%

6月 100% 100% 83% 83%

A B C D

1月 16（10）28（0）18（1）21（0）

2月 14（10）25（0）16（1）16（1）

3月 17（12）30（0）15（0）13（4）

4月 13（11）28（1）17（1）10（7）

5月 17（9） 30（0）14（0）14（4）

6月 16（9） 30（0）17（0）12（3）

A B C D

2月以前 3g/dl 3.6g/dl 3.5g/dl 3.6g/dl

6月26日 2.9g/dl 3.6g/dl 3.3g/dl 3.2g/dl

   ４名とも排便回数に大きな変化は見られていないが、坐薬の使用頻度は減少傾向である。 

4、アルブミン値の変化（表４ 参照） 

   ４名とも改善はみられなかった。 

【考察】 

以前のミキサー粥の量から毎食 130ｇ主食の量が減ったことにより食べる方の負担が減り、疲労感

軽減になったと考えられる。そのため若干だが食事摂取量アップにつながったかたもいたと考えられ

る。体重減少においては全体の摂取量においては大きな変化みられなかったため、対象者の個々の要

素による体力消耗の可能性が考えられる。主食の量が減ってもＣさん以外は体重の大きな増減なく体

重維持できており、パワーライスにおいてエネルギー量充足できていたのではないか。排便回数に関し

ては大きな回数の変動見られていないが、坐薬の使用頻度が減少したことはパワーライスに含まれる

ＭＣＴオイルが多量摂取により下痢を引き起こすリスクもあるため排便コントロールになんらかの影響

があったかもしれない。アルブミン値は今回のパワーライス摂取にて改善はみられなかったため、栄養

状態改善のためにはパワーライスのエネルギー量やたんぱく質量だけでなく、食事全体のビタミンやミ

ネラルもアップするよう考慮して提供する必要があったと考える。 

【結論】 

 パワーライスを導入したことにより、全身状態を大きく低下させることなく食べる方の負担が減り疲労

感軽減につなげることができたが栄養状態の改善のためにはパワーライスの導入だけでなくもっと工

夫が必要だったことを改めて考えさせられた結果だった。今後の栄養管理につなげられるよう勉強して

いきたい。主食を 140ｇ減らせたことにより、介助する側の負担も少し減ったとの声も聞かれた。在宅に

帰ってからも介護者の大きな負担にならず、なおかつ食事を楽しみ栄養状態を維持できる方法の提案

を日々模索し取り組んでいきたい。 

 

 

 

 

 

  

表 1（6 か月間の摂取量の変化）                  表 2（6 か月間の体重の変化） 

 

 

 

 

 

                                                    表 4（アルブミン値の変化） 

表 3（排便回数の変化（）内はビサコジル坐薬使用回数） 

A B C D

1月 55.9kg 42.4kg 59.8kg 34.2kg

2月 55.6kg 41.8kg 59.1kg 34.9kg

3月 55.7kg 42.4kg 58.3kg 34.5kg

4月 54.8kg 41.7kg 57.5kg 32.7kg

5月 54.8kg 42.3kg 56.7kg 33.4kg

6月 55.1kg 42kg 57.1kg 33.7kg
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特 別 講 演 
 

       地域×女医＝ジョイフル♪ 
松浦市の多職種連携～DVD『モコちゃんに看取られる』 

 

    医療法人社団 壮志会 押渕医院  

医師   押渕 素子 氏 
 

              

 

平成１０年  長崎大学医学部卒業 

平成１０年  長崎大学医学部附属病院第二外科研修医 

平成１２年  長崎大学医学部付属病院麻酔科研修医・医員 

平成１３年  県西部浜松医療センター麻酔科専修医 

平成１８年  長崎大学大学院医歯薬総合研究科侵襲防御学卒業 

平成１９年  長崎大学医学部付属病院麻酔科医員（女性医師復帰支援機構） 

平成２０年  押渕病院勤務 

平成２６年  押渕医院 （有床診療所）へ転換 

                
             長崎県北にある松浦市は人口減少(人口２万２０００人)と高齢化（高齢化率３８％） 

が進む中、住み慣れた地域で、その人らしく生ききる「aging in 松浦」を実現すべく、 

医療・介護・行政が連携しながら地域包括ケアに取り組んでいる。 

当院は有床診療所をベースに外来、入院、施設管理、訪問診療、在宅看取りまで、 

かかりつけ医として地域に求められることを出来る限り提供するようにしている。NBM 

（Narrative Based Medicine）に重きをおき、患者さんの人生のストーリーにかかりつ 

け医が寄り添い、最期まで関わることが、患者さんにとってもかかりつけ医にとっても 

幸せなことだと思う。 

地域によって医療資源には格差があるが、医療資源が充足していれば、患者さんや 

家族の満足度は高くなるのか？ 医療資源が乏しくても、多職種で連携して患者さん 

に良い時間を過ごしてもらうことが出来るのではないか？松浦市の多職種で作成した 

DVD「モコちゃんに看取られる」を視聴してもらい、それぞれの地域の今後の取り組み 

につなげてほしい。                                                     

 

押渕医院 医師 押渕 素子 

演 題

的  

講  師 

経  歴 
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           Ｗｉｔｈコロナ時代に工夫していること 

 
       ・在宅療養及び施設入所時における口腔管理の 

問題点について 
                            長崎県歯科医師会 

えがしら歯科医院 院長 江頭 聡 氏 

 
       ・歯磨き粉から見直す 
         ～Ｗｉｔｈコロナの新生活スタイル～ 
                      平戸市立生月病院 看護師 船津 真寿美 氏 

 

・整形外科外来におけるフレイル対策の現状と課題 

                      長崎県理学療法士協会 
道ノ尾みやた整形外科 理学療法士 石井 瞬 氏 

 
・Ｗｉｔｈコロナと薬局 

                      長崎県薬剤師会 

                                 株式会社 さわせ薬局代表取締役 澤㔟 瑞城 氏 

 
         

       長崎市平戸市民病院 名誉院長  押淵 徹 

 

 

 

 

 

テ ー マ

的  シンポ

ジ ス ト 

シ ン ポ ジ ウ ム 

座 長 

新型コロナウイルス感染症の流行から３年が経過し、現在感染予防対策を講じながら元の社会生活を再

開していかなければならない時代に突入している。その中で感染症とうまく共存しながら行っている対患者の

取り組みや施設内・職員間で行っている取り組み等を発表していただき、今後の私達の活動の参考にしてい

きたいと思います。 

 参加者の皆様からも、活発な問題提起、議論をお願いいたします。 

平戸市立生月病院 院長 山下 雅巳 
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在宅療養および施設入所時における 

口腔管理の問題点について 
 

長崎県歯科医師会 

えがしら歯科医院 院長 江頭 聡 

 
令和３年度、長崎県よりの委託事業「生涯を通じた口腔機能に関する多職種連携調査研究事業」

を行った。これは、多職種から適切な口腔機能管理の相談を行うことができる連携体制を構築するた

めに必要な多職種から求められるニーズ調査行う事業で、その中で、長崎県内高齢者入所施設（４４

７施設回答）と訪問看護ステーション（７９施設回答）にてアンケート調査を行い、興味深い知見を得た。 

口腔の困りごとについては、施設入所者では、食事時のムセ、誤嚥性肺炎、義歯の不具合、口腔乾

燥が多く、在宅療養者では、義歯の不具合、食事のむせ、誤嚥性肺炎、口腔乾燥、歯ぐきの痛みが多か

った。 

状態にあった口腔ケア方法の選択ができるかという質問に対しては、ともに約６～７割の割合ででき

ないとの回答だった。歯科受診の必要性についてはともに半数以上で判断がつかないとの回答であっ

た。 

入所者や在宅療養者に口腔問題があると判断した場合、歯科医師に相談するかどうかでは、施設

の場合ほぼ全てで歯科医師に相談しているのに対し、在宅療養者では約半数しか相談していなかっ

た。 

以上のことより、施設入所者、在宅療養者ともに、食事に関する問題（ムセ、誤嚥性肺炎、義歯の不

具合）と口腔乾燥、歯肉に関する困りごとがあること。状態にあった口腔ケア方法では多数が困ってい

ること。歯科受診の要否についても半数以上で判断がつかないことが分かった。 

今後、長崎県歯科医師会では、食事に関する悩みや口腔ケアの方法に対応するため、安全でおいし

く食べるための支援とした「食支援マニュアル」の作成を行い、高齢者施設や介護事業所等への配布

を行う予定である。また、訪問歯科診療の依頼システム「デンタルネット」および歯科受診や相談が必

要かどうかを判断する「お口のチェックシート」を作成しており、この普及、啓発を行いたいと考えている。 

 

～Profile～ 

平成 ４年３月 長崎大学歯学部卒業 

平成 ４年４月 長崎大学歯学部歯科保存学第一講座入局 

平成１０年４月 長崎市 カリタス外海診療所 歯科診療部長 

平成１７年３月 西彼時津町にてえがしら歯科医院開設 

平成２９年６月 長崎県歯科医師会 理事 

現在に至る 
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歯磨き粉から見直す 

～with コロナの新生活スタイル～ 

 

  平戸市立生月病院                   

                                  看護師 船津 真寿美   

 
               

 新型コロナウイルス感染症（COVID-１９）は、２０１９年１２月初旬に中国で報告されてから、各国で

も感染が報告されるようになり数か月ほどの間でパンデミックと呼ばれるほど世界的な流行になりまし

た。日本では２０２０年１月に国内初の感染を確認し、その後全国に感染者は拡大、４月には緊急事態

宣言も発出されました。また、マスク生活が主流になり新型コロナウイルス感染症に伴い、私たちの日

常生活スタイルは大きく変化していきました。現在も新型コロナウイルス感染症は猛威をふるっており、

家庭内感染やクラスターが全国で報告されています。 

 平戸市立生月病院では院内独自でフェーズ表を作成し、感染状況に合わせた、外来、救急、訪問、入

院においての面会方法、職員の行動等を図式化しています。また、職員や家族に新型コロナウイルス感

染症の陽性者が確認された場合の対応が迅速に行えるよう対応表を作成し活用しながら感染予防に

取り組んでいます。また入院時の対応として院内独自で問診票を作成し、院内への感染を防ぐ取り組

みを行っています。 

 ２０２１年９月、長崎新聞の一覧に新型コロナウイルスと歯磨きとの題で日常の歯磨き・ケアについて

歯磨き粉の共有は避ける、歯ブラシは接触しないように間隔をあけ、しぶきがかからない場所に保管す

る、３密は避ける、洗面所はいつもきれいな状態である必要があるとの記事を拝見しました。職場だけ

でなく日常生活の中での感染対策の重要性を深く感じました。 

 そこで平戸市立生月病院の職員の日常生活の中の洗面所での感染対策について意識調査を行い

ました。意識調査を元に洗面所での感染予防行動の有用性、どのような事が必要なのか職員へ教育

を行いました。また、教育後に日常生活での感染対策に対する意識の変化、行動変容があったのか再

度意識調査を行いました。 

今回のシンポジウムでは、この研究結果をご報告させていただきます。 

 

～Profile～ 

平成２６年３月 独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター付属岡山看護助産学校卒業 

平成２６年４月 国立病院機構 岡山医療センター 勤務 

平成２８年８月 平戸市立生月病院 勤務 

                                         現在に至る 
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整形外科外来におけるフレイル対策の現状と課題 
 

                                長崎県理学療法士協会 

道ノ尾みやた整形外科  石井 瞬 

             
 

新型コロナウイルス感染症（以下，COVID-19）予防の一環として促されている活動自粛が原因と

なり、緊急事態宣言発出中には高齢者の身体活動時間が感染拡大前と比較して約３割も減少してい

ることが報告されています。そのような顕著な生活不活発を基盤とする，フレイル化およびフレイル状態

の悪化が問題視されており、高齢者のフレイル予防の重要性が認識されています。 

一方で、変形性関節症をはじめとした運動器疾患やそれに伴う疼痛を有する高齢者は、フレイル状

態に陥りやすいことが報告されています。要介護、要支援となった原因においても、骨折、転倒、関節疾

患といった整形外科領域に関連するものが上位に挙がっています。つまり、運動器疾患あるいは運動

器の障害が原因で、生活に支援が必要な状態となる場合が多く、そのような患者が対象となる整形外

科外来リハビリテーションは、フレイル予防において重要な役割を担っていると考えられます。しかし、整

形外科外来において、COVID-１９拡大後のフレイルに関する調査や報告は皆無に等しく、不明な点が

多い現状です。そこで、当院では COVID-１９拡大前後におけるフレイルの実態を調査し、Ｗｉｔｈコロナ

時代におけるフレイル対策への取り組みを行なっておりますので、ご紹介させていただきます。 

さらには、社会的フレイルといった社会活動への参加や社会的交流に対する脆弱性が増加している

状態も問題視されております。整形外科外来の場面でも、そのような問題を抱えている患者さんへ対応

する機会も増えておりますが、整形外科外来単独での介入では、社会性といった問題まで改善すること

が難しい症例も少なくありません。そのような場面においては、地域包括ケアシステム内での整形外科

外来と生活支援・介護予防との連携の必要性を感じておりますが、その連携方法は確立できていない

現状です。整形外科外来のフレイル対策における地域連携必要性といった今後の課題についても議

論させていただければと思います。 

 

～Profile～ 

平成１８年  長崎大学医学部保健学科理学療法学専攻 卒業 

   同  年    長崎大学病院リハビリテーション部 

平成３０年  道ノ尾みやた整形外科リハビリテーション科 

                                                 現在に至る 
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With コロナと薬剤師 

 

長崎県薬剤師会  

株式会社さわせ薬局            

代表取締役  澤㔟 瑞城           
 

２０１９年に端を発した私たち人類と covid-１９との戦いは長崎においても大きな影響をもた

らし、生活は一変しました。 

長崎においても緊急事態宣言、まん延防止宣言が発出され、会社員のリモートワークの導入

やコンサートや部活動などの各種イベントの中止、病院においては病床の逼迫・外来の制限な

ど市民の生活は経済活動・社会活動に大きな支障をきたす中で、私たち薬局も例外ではなく、

流行初期からのマスク・消毒液などを求める需要に供給が追いつかず現場は混乱することと

なりました。また通常の外来におけるマスクの着用や体温測定、covid-１９陽性患者や０４１０

対応の患者への薬の配送など今までにない対応をする場面も出てきた。 

そのような中で薬局薬剤師も変化に対応して行く必要があり、感染初期からのこの３年間で

薬局の様子は様変わりしました。 

今回は弊社、株式会社さわせ薬局で取り組んだ内容についてご紹介したいと思います。 

①  （一社）長崎県薬剤師会が長崎県から依頼を受けて募集したワクチン接種補助業務へ

の協力 

② 長崎県の募集による P C R 検査・抗原検査の実施施設として多くの検査を実施した。 

③ covid-１９陽性患者や０４１０対応の患者への薬の配送 

④ 薬局の感染対策 カウンターのパーテーション・消毒液の配置・体温測定機の設置・使い

捨てマスクの備蓄・会計時のキャッシュレス化・感染待合室の設置（さわせ薬局大村店） 

⑤ 薬局の I C T 化 各種研修会・会議のオンライン化・オンライン服薬指導の実施 
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～Profile～ 

平成１５年 長崎大学 薬学部 卒業 

平成１５年 株式会皇漢堂入社 

平成１７年 同 取締役に就任 

平成２０年 同 取締役副社長兼営業本部長に就任 

平成２４年 株式会社皇漢堂退職 

平成２４年 株式会社さわせ薬局設立 さわせ薬局オープン（長崎市籠町にて） 

平成２６年 さわせ薬局岩屋町へ移転 

平成３０年 さわせ薬局道ノ尾駅前店 

平成３１年 さわせ薬局松浦公園店 

令和 ２年 さわせ薬局大村店    

 現在に至る 
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●国保平戸市民病院 

●平戸市国保度島診療所 

●平戸市立生月病院 

●平戸市国保大島診療所 

●五島市国保久賀診療所 

●五島市国保玉之浦診療所 

●五島市国保三井楽診療所 

●五島市国保岐宿歯科診療所 

●佐々町国保診療所 

●国保直営松浦市立福島診療所 

●国保直営松浦市立鷹島診療所 

●西海市国保江島診療所 

●西海市国保平島診療所 

●西海市国保松島診療所 

●小値賀町国保診療所 

●新上五島町若松国保診療所 

●新上五島町新魚目国保診療所 


