
 

 

第 21 回日本クリニカルパス学会学術集会 

鶴岡地区からの演題抄録 

  

  



 

 

 

 

 

 

シンポジウム 
 

  



シンポジウム 3 癌の地域連携パス－なぜ軌道にのらないのか－ 

 

オーガナイザー／座⾧：若月 俊郎 松江市立病院  

オーガナイザー／座⾧：川口 清  済生会山形済生病院  

 

がん拠点病院が指定され、がん連携クリニカルパスの整備・運用が求められてから 10

年以上が経過した。各都道府県のがん連携協議会が中心となり、連携パスを整備しつつあ

るが、その運営体系や普及には地域差があるのが現状のようである。連携システムがうま

く活用されれば、がん医療全体の質の向上が得られ、患者への恩恵がもたらされるが、そ

のためには患者と医療者側の双方で地域連携の有用性が実感されなければならない。医療

者側としては患者への啓蒙と PDCA サイクルによるパスの洗練が必須である。当セッショ

ンでは連携が軌道にのっている地域の運営・活動状況・工夫点を拠点病院、行政（組織作

り）の面から提示していただき、また連携医療機関側からみた問題点（手間や保険点数な

ど）、 できれば患者側の満足度も表出させ、今後連携パスをさらに推進するためには何が

求められるのかを浮き彫りにし、全国的ながん地域連携の向上につなげたい。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

当院における「がんの地域連携パス」導入の取り組みと課題 

坂口 清（美済生会熊本病院 集学的がん診療センター） 

 

がん地域連携パスの実績と課題 ーパス導入後 11 年間を振り返ってー 

北村 嘉隆（兵庫県立がんセンター 呼吸器外科） 

 

なぜ軌道にのらないのか ーがん連携の調整機能を経験してー 

舩田 千秋（東海国立大学機構） 

 

愛知県がん地域連携パスの現状と課題 

稲葉 一樹（藤田医科大学 先端ロボット・内視鏡手術学 教授） 

 

岐阜県におけるがん地域連携パス－運用 8 年 目での改定を終えて－ 

山田 誠（岐阜市民病院 外科） 

 

●人生 100 年時代のがんパスを考える 

三原美雪（庄内南部地域連携パス協議会 パスアドバイザー） 

  



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

人生 100 年時代のがんパスを考える 

三原 美雪（みはら みゆき）1 、坂本 薫 2 、遠藤 貴恵 3 、 菅原 和也 4  

1 庄内南部地域連携パス協議会 パスアドバイザー、  

2 鶴岡市立荘内病院、 

3 鶴岡地区医師会 ほたる、  

4 ストローハット社 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

【はじめに】山形県がん地域連携パス部会では、平成 22 年から県内統一の 5 大がん地域連

携パス（以降「がんパ ス」とする）を運用してきた。令和 1 年までの総運用数は 1,640 件、

連携医療機関数は 192 施設（約 40%）である。この 10 余年の間、がんを取り巻く医療も大

きくパラダイムシフトしている。治療の進歩もさることながら、地域連携から地域包括ケア

システムへ、人生 100 年、がんのみならず複数の疾病を抱えながら生きていくという時代

に、がんパスはどのような立ち位置にあるべきだろうか。現状を踏まえ今後望まれるがんパ

スについて考察する。  

【活動】平成 27 年、全県の患者と連携医療機関を対象 にアンケート調査を実施した。患者

数 438 名、回収率 68.8%。連携医療機関数 262 施設、回収率 49.5%であった。アンケート

調査の結果から、80%の患者が「私のカルテ」を診察や検査に役立てており、今後も二人主

治医制でみてもらいたいと思っていることが分かった。課題は、継続した主旨の理解とフォ

ローアップ、形式や対象の見直 し、パス絶対数の増加、IT による情報共有などであった。 

鶴岡地区では、更に地域特性を生かしたパスへの改善が必須ととらえ、当地区の強みである

IT による情報共有を盛り込んだ独自の大腸がんパス作成を試み、令和 1 年 7 月から運用し

ている。 

【考察・結論】地域包括ケア時代、県内統一からのシフト、 地域特性を生かしたパスへの

改善、IT による情報共有とデータ分析からの疾病管理、告知から緩和まで一貫したがんパ

スという概念へのギアチェンジ、介護も含んだ多職種連携、がんに特化せず一本化した「私

のカルテ」の実現などが必要ではないかと考える。 

  



シンポジウム 5 地域包括ケアシステムにおける地域連携パス 

－多職種・多施設での共有－ 

 

オーガナイザー／座⾧：石井 政次 済生会山形済生病院          

座⾧：重田 由美 日本地域統合人材育成機構  

 

 

団塊の世代が 75 歳となる 2025 年を目途に住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最

後まで続けられるよう医療・介護・予防・住まい・生活支援の包括的確保の実現が地域包括

ケアシステムです。そのため病院・かかりつけ医・介護福祉施設・訪問看護ステーション・

ボランティアグループ等が協働してサービスの一体的提供を調整します。そして全国中学

校区程度の生活圏での活動が推奨されています。しかし地域によって、サービス内容は限界

があり活動はまちまちです。またサービス提供者間の連絡も難しい。我々医療・介護従事者

の観点からみると徐々にシステム構築が進んでいるようにみえますが、はたしてそうでし

ょうか。生活周辺つまりは老人クラブ・ボランティア・自治会から見た観点は、理解してい

ません。このシンポジウムは、地域連携パスのデータ活用と各職種の観点からみたシステム

の問題点を挙げ、よりよい地域包括ケアシステムへの提言ができればと考えます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

●地域包括ケアの変容と地域連携パスが 目指すべき深化の方向性 

鈴木 哲（㈱ストローハット 代表取締役） 1 

 

●地域包括ケアにおける ICT の活用 

三原 一郎（山形県鶴岡地区医師会 理事） 

 

地域包括ケアシステム   かかりつけ医の立場から 

岡田 晋吾（北美原クリニック 外科） 

 

地域包括ケアシステムにおける福祉施設の役割 

森田 亜希（済生会特別養護老人ホーム・ケアハウスめずら荘 生活相談室） 

 

地域包括ケアシステムにおける 住民主体のサービス 

土井原 奈津江（慶應義塾大学 SFC 研究所） 

  



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

地域包括ケアの変容と地域連携パスが 目指すべき深化の方向性 

  

鈴木 哲（すずき さとし）1,2,3  

1（株）ストローハット 代表取締役、 

2 慶應義塾大学 SFC 研究所、  

3 特定非営利活動法人全国連携実務者ネットワーク 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

【目的】元来地域連携パスは、地域医療連携のためのツールとして開発され運用されてきた。

一方で少子高齢化社会の進展の中で、日本の医療政策は地域医療連携から地域包括ケアの

時代へと移り変わり、医療介護連携が地域連携の主軸となっているが、今後は福祉や子育て

をも包摂した地域共生社会、全世代社会保障の実現に向けて、地域連携の在り様もさらなる

変容が予想される。変容していく地域包括ケアの現状や展望を整理することで、地域連携パ

スの今後の深化の方向性を探る。  

【方法】地域包括ケアの歴史と変遷を整理するとともに、地域包括ケアと地域包括ケアシス

テムの違いを整理することで、地域医療連携と地域連携パスの関係性、地域連携パスと地域

包括ケアシステムの差異を抽出する。その差異を明確化することにより、地域連携パスの深

化すべき方向性を導き出す。 

【結果】地域連携パスと地域包括ケアシステムとでは、以下の点等における差異が認められ

た。・連携目的・連携範囲、職種・運営組織体制・運営予算、インセンティブ。  

【考察・結論】特に重要な差異はすなわち連携目的であ る。具体的には、地域包括ケアシ

ステムが重症化予防・ 再発予防・発症予防のための疾病管理・フレイル対策を目的として

いることに対して、地域連携パスは主として 単一疾病の治療計画・リハビリテーション方

針の共有を目的としている。ただし、地域連携パスの目的として重症化予防・再発予防のた

めの地域疾病管理に主眼を置いている地域は少なくない。地域疾病管理ツールとして連携

範囲、職種を拡大し、運営組織体制を柔軟に変容させていくことが、これからの地域包括ケ

アの時代に適用する地域連携パスの深化の方向性と考える。 

  



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

地域包括ケアにおける ICT の活用 

 

三原 一郎（みはら いちろう）  

山形県鶴岡地区医師会 理事 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

【はじめに】【活動内容】山形県鶴岡地区では 2006 年に庄内南部地域連携パス推進協議会

を設立し、現在 6 つの地域連携パスを運用している。大腿骨近位部骨折、脳卒中に関して

は、ほとんどの患者が地域の中核病院へ搬送されることを利用し、全例登録を原則とし、疾

患データベースを構築している。蓄積されたデータは様々な視点から分析し、学会や論文で

の報告、年間集計表の作製など疾病管理を目指した活動を行ってきた。退院後の生活期に関

しては、病院と診療所間でのパス情報の共有が実践されているものの、看護師、薬剤師、リ

ハ職、介護職 などとのパスを介しての連携はできていないのが現状である。一方で、当地

区では 2001 年から全国に先駆けて地域電子カルテ「Net4U」を運用し、主に在宅医療の分

野での多職種間情報共有・コミュニケーションツールとして活用されている。Net4U ユー

ザは年々増加しており、 参加職種として看護師、介護職（おもにケアマネジャー）、 医師

の順であり、近年看護師、介護職、リハ職の増加が顕著である。しかし、Net4U には該当患

者のオーバー ビューパスを参照できる機能が実装されてはいるものの医師以外の職種で

はパス情報が有効に活用されていないのが現状である。  

【考察】【結論】これからの地域連携パスには、病院退院後の生活期における介護職を含む

多職種協働を支援～推進する仕組みが求められている。幸い当地区には Net4U というすで

に定着した多職種間情報共有ツールがあり、今後は地域連携パスとどう組み合わせて利用

していくか、その普及のための戦略を模索する時期にきている。 

  



シンポジウム 7 認知症のある人が、本当に地域で生き生きと暮らしていく 

ためにできることとは－クリニカルパスの視点から－ 

 

オーガナイザー／座⾧：三原 美雪  庄内南部地域連携パス協議会          

座⾧：下村 裕見子 北里大学大学院医療系研究科 

 

 

我が国は世界でも有数の⾧寿国となり、類をみないスピードで高齢社会を迎えています。

そのなかで 認知症のある人は増え続け、2015 年には約 700 万人に上ると推計されていま

す。認知症ケア加算など国の手厚い認知症施策により、認知症のある人への医療者の対応

能力も向上してきました。しかし依然として多くの課題があるように思います。さらに新

型コロナウイルス感染症流行により、面会の禁止やデイサービス参加方法などに戸惑いが

ある日々です。認知症があっても、暮らしのなかで張り合いや楽しみを感じながら過ごす

ためには多くの支えが必要です。病院と地域での暮らしをつなぐサポーターであり、パー

トナーであるべき私たちは、どのような情報を共有し、どのような連携をすべきでしょう

か。チーム全員が協同して同じゴールを目指すクリニカルパスの視点から、一緒に考えて

いきましょう。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

基調講演 

認知症のある人が安心して暮らせるために 求められること 

大石 智（学校法人北里研究所北里大学 医学部精神科学） 

 

認知症のある人を支援するために共有すべき課題 

姜 善貴（北里大学 医学部精神科学） 

 

●認知症高齢者の在宅支援パス構築に向けて －本人の思いをつなぐ－ 

富樫 千代美（鶴岡市立荘内病院 看護部） 

 

認知症地域連携パスに始まる荒尾市の地域包 括ケアシステム 

中村 光成（医療法人成風舎西原クリニック 管理部） 

 

いまだけではなく 2040 年の日本を考えた 地域共生社会の準備 

加藤 忠相（（株）あおいけあ 本部 代表取締役）  



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

認知症高齢者の在宅支援パス構築に向けて －本人の思いをつなぐ－ 

富樫 千代美（とがし ちよみ） 鶴岡市立荘内病院 看護部 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

【はじめに】急性期病院で認知症看護認定看護師（以下、 DCN）として、在宅、外来、入

院棟で入退院支援を横断的に行っているが、認知症ケアでは、個別性が高くバリアンス発生

が多い為、パス導入は難しいと考えていた。 ここでは、DCN 自身が入退院支援を行った再

入院事例から、バリアンスを振り返り、在宅支援パス構築の課題を述べる。 

【活動内容】退院前・退院後訪問指導実践例は、家族の介護不安や介護保険未申請、サービ

ス未導入、入院前に BPSD が見られていたケースが多い。再入院に至る要因には、服薬管

理、食事摂取、疾患増悪、医療依存度の高いケアの困難さ、家族の介護疲弊がある。ここで

紹介する慢性心不全の 1 事例は、担当ケアマネジャーが 2 回目退院後の在宅チームメンバ

ーを拡充し、患者の願いを支え在宅看取りを行った。家族、循環器の在宅往診医、訪問薬剤

師、訪問看護師、訪問理学療法士、ヘルパー、DCN 各々が役割を発揮した。意思決定支援、

家族メンタル支援も行い、必要な情報を ICT で共有した。  

【考察】筆者は、「認知症の人や家族の個別的なケアを多職種で専門的な視点で支え『つな

ぐケア』を考え、提案し 続けること」の重要性を述べていたが、バリアンスの検討はなか

った。バリアンスに丁寧に対応する事で、在宅生活の質改善や満足度向上に繋がると思われ

た。  

【結論】認知症の人や取り巻く人々の残存能力の早期アセスメントは必要なケア構築の為

に重要である。家族を含む在宅チームメンバーが強みを最大限に活用し、協働しながら同じ

目標へ向かう指標がある事は、在宅療養期間延⾧に有効である。バリアンスの振り返りによ

り、認知症のある高齢者の個別的な在宅支援パスが導入できる可能性がある。 

  



シンポジウム 10 地域で活躍するメディカルスタッフ 

－地域連携パス、退院支援、在宅医療－ 

 

オーガナイザー／座⾧：岡田 晋吾 北美原クリニック  

オーガナイザー／座⾧：宮﨑 美子 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院  

 

クリニカルパスは日本の医療界にチーム医療、多職種協働という考え方を広く普及させ

た。今では病 院では多職種が参加するチーム医療は当たり前になっている。その後在院日

数の短縮、病院の機能分化の流れに従って医療は病院内だけではなく地域全体で行うもの

となっており、さらに最近では在宅や施設での看取りを含めて医療だけでなく介護を含め

た多職種によるチーム医療が必要とされるようになっ ている。しかしいつでも集まること

ができる病院内とは違い地域で質の高い医療・介護を提供するためにはしっかりとした連

携システム、確実な情報共有、多職種協働のためにアイデアやツールが必要となる。このシ

ンポジウムでは各地域で地域連携パス、退院支援、在宅医療などに関わりながら活動してい 

るメディカルスタッフにそのノウハウや課題について紹介していただき今後の発展につい

て議論したいと思っている。是非いろいろな職種の方々に積極的に参加していただきたき

たいと考えている。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

薬薬連携における連携シートの活用 

金谷 法好（（株）アインファーマシーズ 北関東支店 次⾧） 

 

在宅がん療養患者への関わりと 在宅看取りにおけるチーム医療 

星 利佳（新庄ほし薬局 調剤部） 

 

●たべるをあきらめない －食支援を通じた社会連携の取り組み－ 

小川 豊美（（株）とよみ 認定栄養ケア・ステーション とよみ） 

 

ICT システム『道南 Medika』を活用した 退院調整 

木下 優子（函館五稜郭病院 在宅療養支援室） 

 

 

  



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

たべるをあきらめない －食支援を通じた社会連携の取り組み－ 

 

小川 豊美（おがわ とよみ）  

（株）とよみ 認定栄養ケア・ステーション とよみ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

【はじめに】地域医療が抱える課題を「たべる」にフォーカスした解決の取り組みを紹介す

る。フレイル予防・病状 の重症化予防を行い地域で活力ある暮らしを継続することが大き

な課題の一つでもあると考える。しかし、現状は何らかの疾患で病院に入院すれば院内のチ

ーム医療が関わるが、退院はその関りはほぼ皆無となる。退院後在宅生活を支える地域の医

療・福祉・異業種のサポート体制とその活用ができるシステムと環境が必要となってくる。

いわゆる包括的な社会連携が必要になってくる。  

【活動内容】当地区では 2018 年から南庄内たべるを支援し隊の活動を行っている。法人を

超えたメンバーがチームを組み在宅訪問の活動を実践している。システム構築がほぼ完成

し実践に移行した中での新型コロナ感染の影響で訪問の制限がかなりあったが、ZOOM を

使った症例検討・会議を継続している。また、当地域の医療連携ネットワーク「Net4U」の

活用を行い情報の収集・共有を 図っている。（症例：脳梗塞後遺症による食事低下：詳細当

日にて）  

【考察】症例：介護者から「咽もあり誤嚥性肺炎にならないか心配」「どんな食べ物が（食

形態）いいのかわからない」と不安の声が聴かれた。チームを組みアドバイスを行った。 

【結論】症例を通して、実践型の介入で普段の生活の相談事も受けるようになり関係すると

ころへ情報発信しさらに連携を図り問題解決へ繋がった。介護者の精神的負担の軽減にも

なった。法人を超えた多職種がチームを組み在宅へ出向きサポートすることで病状の重症

化予防や、 地域の社会資源を有用に活用しつつ、本活動の運用を強化実践することで在宅

生活が安心して暮らし続けられる「まちづくり」に繋げたい。 

  



 

 

 

パネルディスカッション 
  



パネルディスカッション 3 大腿骨頚部骨折地域連携パスにおける多職種連携 

－2 次骨折予防に向けて－ 

 

オーガナイザー／座⾧：伊藤 博紀 能代厚生医療センター  

オーガナイザー／座⾧：遠藤 武秀 済生会山形済生病院  

 

大腿骨近位部骨折地域連携パス（以下、連携パス）が運用されてから 15 年以上経過

し、入院期間の短縮および退院時の ADL 向上など一定の効果が報告されている。近年で

は骨折の連鎖を断ち切ることも連携パスの重要なアウトカムとされ、達成に向けて術後早

期から骨粗鬆症治療および機能回復訓練を進め、さらには回復期・維持期まで骨粗鬆症治

療と、日常生活動作訓練や転倒予防を含めた運動療法、また薬剤・栄養指導等各職種の専

門性を生かした質の高い医療を継続していくことが重要である。こうした包括的な治療体

系において、連携パスは重要な役割を果たしている。 

本パネルディスカッションでは、大腿骨近位部骨折診療における地域連携パスの運用

例、二次骨折予 防に向けて成果を上げている各職種の実例を紹介し、連携パス活用の実

際と課題、発展について議論したいと考える。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

地域連携パスから見る大腿骨近位部両側骨折症例の特徴 

原田 義史（青森県立中央病院 整形外科） 

 

現状報告と看護師としての関わりについて 

林 綾野（済生会横浜市東部病院 看護部） 

 

●大腿骨近位部骨折地域連携パスの現状と課題  病病から病診パスへ 

渡部 美穂（鶴岡市立荘内病院 リハビリテーションセンター） 

 

現状報告と薬剤師としての関わりについて 

市橋 直子（笹菊東明薬局 薬局） 

 

大腿骨頚部骨折を含む二次骨折予防における 臨床支援士の取り組み 

大芝 彩子（医療法人社団英志会 富士整形外科病院 事務部） 

  



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

大腿骨近位部骨折地域連携パスの現状と課題  病病から病診パスへ 

渡部 美穂（わたなべ みほ）1 、三原 一郎 2 、遠藤 貴恵 3 、 菅原 早苗 4  

1 鶴岡市立荘内病院 リハビリテーションセンター、  

2 鶴岡地区医師会、 

3 鶴岡地区医師会 地域医療連携室、  

4 鶴岡市立荘内病院 地域医療連携室 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

【はじめに】山形県庄内南部地域では 2006 年より、1 急性期病院、2 回復期病院による

大腿骨近位部骨折地域連携パス（以下、連携パスとする）を運用してきた。当地区の特徴

は、地域の骨折患者のほとんどが急性期病院に搬送されることを利用して原則全例登録し

ている。2020 年度までに 3,460 例のデータが蓄積され、クリニカルパ ス学会などでさま

ざまな角度から分析しその結果を報告してきた。  

【病診パスへの取り組み】一方で病診パスは作成されておらず、回復期病院退院後のフ

ォローが十分ではない 実情があったため、2016 年退院後の転帰に関するアン ケート調査

を実施した。その結果として受傷前と比較し ADL や認知機能が低下する事例が散見さ

れ、骨粗鬆症薬の服用状況は 25%に留まり、複数回の転倒事例が 10%程度にみられ、さら

には約 9%の再骨折が確認された。以上のことから連携パスを生活期へ拡大することが望

まれた。そこで 2020 年、骨粗鬆症薬の継続と再骨折 予防をアウトカムとした新たな病診

パスシステムを再構築した。  

【今後の課題】生活期においてかかりつけ医と連携することで再骨折を予防するシステ

ムが構築された今、確実な運用に向けて取り組んでいる。また、再骨折予防のためには骨

粗鬆症の薬物療法だけでなく運動療法、食事療法 なども重要とされている。大腿骨近位

部骨折患者は要介 護者が多いことを考慮すると、ケアプランに組み入れるなど、多職

種、特に介護との連携は今後の大きな課題である。  



パネルディスカッション 4 これからの緩和ケアとクリニカルパス 

 

オーガナイザー／座⾧：菅原 早苗 鶴岡市立荘内病院   

座⾧：神谷 浩平 一般社団法人 MY wells 地域ケア工房  

 

がんや慢性心不全などの様々な難治性疾患の治療・症状緩和、フレイルの状態を含む療養上

の問題は、これからの緩和ケアのテーマであると同時に、地域包括ケアを考えるうえでの課

題となっています。また、多職種チームでの介入は緩和ケアの基盤であり、クリニカルパス

の最大のアウトカムは「チーム介入の点を線につなげること」です。 そこで今回のパネル

ディスカッションでは、緩和ケアにおけるクリニカルパスの運用について緩和医 療専門医

の神谷医師より話題提供を行い、症状緩和についてのクリニカルパス、病状の変化に合わせ

た意思決定支援（ACP を含む）、地域連携パスなどについて討論を行います。 第 19 回の本

学術集会において「地域包括時代における緩和ケア」と題して先進地域の発表が行われま 

した。さらに新たな変化の時代を迎え、その人らしさを支える治療やケアの進め方について、

共に考える場にしたいと思います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

緩和ケアとクリニカルパス －主観から客観、そして共感へ－ 

神谷 浩平（一般社団法人 MY wells 地域ケア工房 代表） 

 

●在宅がん患者の QOL 向上に向けた取り組み －つらさ PATH の導入－ 

上林 沙希子（鶴岡市立荘内病院 看護部） 

 

看取りのクリニカルパス導入時の 多職種カンファレンスの効果 

工藤 葵（医療法人社団 三喜会 鶴巻温泉病院 緩和ケア病棟） 

 

緩和ケア分野の地域連携パス推進に必要なこと 

小林 美貴（福井大学医学部附属病院 がん診療推進センター） 

  



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

在宅がん患者の QOL 向上に向けた取り組み  

－つらさ PATH の導入－ 

上林 沙希子（かんばやし さきこ）  

鶴岡市立荘内病院 看護部 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

在宅療養中のがん患者は病状の進行により症状が悪化することもありますが、医療者が関

わる機会は限られています。緩和ケアにおいては患者の声を聴くことを大切にされており

患者報告型アウトカム（PRO: Patient Reported Outcome）が推進されています。しかし、

施設や事業所によって用いられる評価指標は様々であり、在宅での評価が主治医や医療者

まで伝わらないことも多いと感じます。そこで、在宅療養患者の QOL の向上を目的に、地

域で共通した評価を実施・共有したいと考え、つらさ PATH を作成しました。当地域では

「緩和ケア普及 のための地域プロジェクト（OPTIM）」介入終了以降も「庄内プロジェク

ト」と名称を変え、病気の時期や療養の場所を問わずいつでもどこでも緩和ケアが提供され

ることを目指して地域の多職種で連携して活動が続けられています。地域で利用している

医療連携型電子カルテ Net4U （the New e-teamwork by 4Units）は医療の連携に留まらず、

近年では介護系事業所にも広く利用されつつあります。そこで評価シートを Net4U 内で運

用することで、 在宅療養患者の状態が医療者にスムーズに報告され、患者のより良い療養

につながるのではないかと考えシステムを検討しましたのでご紹介いたします。評価指標

に国際的に普及している IPOS（Integrated Palliative care Outcome Scale）を用いることで、

症状だけでなく全人的なアセスメントができるようになっており、より包括的に患者の状

態を把握できると考えています。通常のクリニカルパスとは異なりますが今回の討論で今

後の運用に向けてご意見をいただければと思います。 

  



 

 

 

一般演題（Web 口演） 



OP-060 

回復期リハ病棟退院患者の転帰先による日常生活動作能力の変化  

鶴岡協立リハビリテーション病院 リハビリテーション技士部  

佐藤 浩（さとう こう）、茂木 紹良 

 

【はじめに】退院先によっての日常生活動作の実態や変化を把握するために調査を行った。 

【方法】対象者は 2016 年度から 2020 年度までに庄内南部地域連携パスにおける連携医療

機関を退院し、発症後 1 年で連携医療機関へ受診、さらに発症前生活場所から連携医療機

関退院後の転帰先で上位 4 つに多い生活場所に移行した脳卒中患者 354 名。基本統計、各

期、病前 BI・連携医療機関退院時 BI（以下、退院 BI）・発症 1 年後 BI（以下、1 年 BI）を

求め、各々検定で有意差を求めた。  

【結果】病前生活場所が同居、連携医療機関が同居の群（以下 A 群） 260 名、病前生活場

所が同居、連携医療機関が施設の群（以下 B 群） 27 名、病前生活場所が独居、連携医療機

関が独居の群（以下 C 群）27 名、病前生活場所が独居、連携医療機関が施設の群（以下 D

群）10 名。 年齢は A 群 73 歳、B 群 76 歳、C 群 66 歳、D 群 76 歳（中央値）。各期におけ

る 4 群の有意差はクラスカルウォリス検定で病前 BI 以外では有意差が認められた（病前 BI

群は各群共に中央値 100）。各群の 3 期の有意差はフリードマン検定で D 群以外は有意差が

認められた、また Scheffe の対比較で A 群は全ての比較で有意差（病前 BI＞1 年 BI＞ 退院

BI）、B、C 群は退院 BI と 1 年 BI の比較以外は有意差（病前 BI＞ 退院 BI、病前 BI＞1 年

BI）が認められた。退院 BI における同居患者は 90、独居患者は 95（中央値）。  

【考察】退位後に独居患者は、発症後 1 年後での BI で変化はないが、退院時の数値が元か

ら高いこともあり、天井効果で有意差が認められていないと思われる。同居では、発症 1 年

後においても BI の数値は上がっており、今回の対象では、在宅での生活指導が適切にいっ 

ていることが推測できると思われる。 

 

  



OP-124 

改訂した循環型脳卒中地域連携パスにおける再発予防効果  

1 鶴岡市立荘内病院 神経内科、 

2 同 脳神経外科、 

3 同 リハビリテーション科、    

4 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院、 

5 鶴岡協立リハビリテーション病院、 

6 鶴岡地区医師会  

丸谷 宏（まるや ひろし）1 、佐藤 和彦 2 、渡部 美穂 3 、武田 憲夫 4 、 茂木 紹良 5 、

三原 一郎 6 

 

 

【目的】脳卒中地域連携クリニカルパス（以下パス）は連携ツールとして様々な効果が期待

されるが、再発予防への直接的効果は明らかにされていない。当地区では生活期 ICT パス

を 2009 年より運用。デー タ分析から再発因子となる疾病管理の問題点を明らかにし、2016

年にパス改訂を行なった。今回新たなパスの再発予防効果や疾病管理状況について検証し

た。  

【方法】2016 年から 2 年間にパス登録された 80 歳以下の 414 名（平均 年齢 66.7 歳）を

対象とした。生活期医療機関をパス参加機関＋管理病院（A 群）、パス参加機関（B 群）、パ

ス非参加機関＋管理病院（C 群）、 パス非参加機関（D 群）の 4 群に分け、発症から 3 年

間の再発率を分析。A, B, C 群では生活期血圧と血糖管理状況の解析を行なった。  

【結果】再発率は A 群 1.6%、B 群 5.8%、C 群 6.9%、D 群 8.6%であり A 群が有意に低い

結果であった。再発群の収縮期血圧は非再発群と比べ高い傾向（141 vs 128 mmHg）を認め

たが、目標血圧達成率は各群で差はなかった。血糖管理は C 群の目標達成率が低い傾向で

あった。  

【考察】先行研究からは血圧管理基準の見直しと、糖尿病管理が課題とされたが、本研究よ

り推奨される厳格な血圧管理（収縮期血圧 130 mmHg 未満）の達成率は全体で 56%にとど

まり、さらなる血圧管理の徹底が必要と考えられた。糖尿病管理についてはパス参加機関で 

良好な結果であった。また A 群のみ再発率が低く循環型パスの有効性が確認された。  

【結論】再発予防を目標とする地域連携パスは疾病管理を通じて医療の質を向上させる取

り組みであり、かかりつけ医と専門医の循環型連携パスが目標達成につながると考えられ

た。 

  



OP-172 

フレイルは大腿骨近位部骨折地域連携パス在院日数延⾧の原因  

1 鶴岡協立リハビリテーション病院 リハビリテーション科、 

2 鶴岡地区医師会、 3 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院  

茂木 紹良（もてぎ あきら）1 、三原 一郎 2 、武田 憲夫 3 

 

【目的】当地区のパスは、2006 年に開始され現在の使用率は横ばいである。一方、併存疾

患増悪による中止、術後の在院日数が増加した。この原因の一つが受傷前のフレイルであ

り、可逆性への介入が回復期・生活期の課題である。今回、フレイルと要介護の境界を基

礎的 ADL の自立とし、フレイルを含む集団を定義した。そして手術などの侵襲で術後

ADL 低下が大きい特性を活用し、フレイルの影響を明らかにした。  

【対象】2008 年度から 2019 年度登録 2,797 件のうち 65 歳以上でパス 転院し逸脱を除く

1,929 件、欠損値のない 1,755 件。  

【方法】受傷前 Barthel Index（BI）= 100 点の対象者を 6 年ごと前期と後期の 2 群とし、

アウトカムに影響する受傷前の要因で調整した傾向スコアマッチング（PSM）を用い比較

した。 

【結果】前期/後期、標本数 323/279、年齢 80.7/82.7、入院から手術までの期間中央値 0

日/1 日、および骨折型が有意。PSM の結果、219 組、術後在院日数 79 日/92 日、術後 1

週 BI 50 点/45 点、1 週 BI 利得（退院時 BI－1 週 BI）40/45、術後 4 週 BI 70 点/65 点、4

週 BI 利得（退院時 BI－4 週 BI）20/20 が有意差（p＜0.01）あり。1 週効率（1 週 BI 利 

得/1 週から退院までの日数）0.56/0.52、4 週効率（4 週 BI 利得/4 週から退院までの日

数）0.40/0.36、退院時 BI 90 点/90 点で有意差なし。  

【考察】後期において術後 ADL 低下が大きく、年齢等で調整しても影響は残存した。す

なわち前期に比較してフレイルの影響が大きいと考えられる。また、BI の効率に有意な差

がないことより後期の在院日数の延⾧はフレイルより大きく低下した ADL への対応の結

果と考えた。  

【結論】フレイルは、大腿骨近位部骨折地域連携パス在院日数の増加要因であることが示

唆された。  



OP-174  

当院における排泄パスの運用状況と排泄自立に関与する要因分析 

1 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院 看護部、             

2 同 リハビリテーション課、 

3 同 脳神経外科  

成澤 真理（なりさわ まり）1 、菅原 順 1 、齋藤 美栄子 1 、佐藤 尚哉 2 、  

武田 憲夫 3 

 

【はじめに】当院では、2006 年から排泄障害の評価と改善を目的とした「排泄クリニカル

パス（以下パス）」を運用し、入院時の排泄能力を評価、その後パスを利用した排泄障害

患者の自己排泄能力を向上さ せる取り組みを行っている。この度、本パス（2013 年改

訂）を使用した当院の取り組みの評価と問題点の検討を行ったので報告する。  

【方法】2017 年 4 月～2018 年 3 月までに当院の回復期、療養病棟に入院した患者を対象

に、入院当日から本パスの運用状況と、その後の経過を解析、患者の退院時の排泄確立状

況を分析。当初から失禁の無い症例、膀胱カテーテルを挿入してきた症例、遷延性の寝た

きり状態の症例（計 412 例）を除外し、その他の症例（230 例）を常時排泄障害のあるグ

ループ（34 例）、排泄障害のある時とないときが混在しているグループ（117 例）、尿意あ

るなしにかかわらず介助量が多く、トイレが使用できない例（79 例）に分類。患者の排泄

パターンから、 以後の排泄誘導に向けての看護・介護計画を組み入れた。最終的に、排

尿障害が改善された症例と、改善されない症例を、平均値の t 検定、比率は χ 二乗検

定、ノンパラメトリックデータに対し MannWhitney U 検定、また排尿獲得の有無に関し

ての多変量解析（ロジス ティック回帰分析）で解析した。  

【結果】230 例の中で、常時排泄障害のあるグループ（34 例）、退院時には排尿機能を獲

得できた 24 例、獲得できなかった 10 例の因子を分析すると、「退院時の歩行能力」が重

みのある要素として挙げられた。その他 230 例の分析、評価、報告を行う。  

【結論】排尿自立への取り組みは、QOL 向上に繋がる重要な取り組みである。そのため

には、ADL 全体の向上が重要な要素と思われた。 

  



OP-176  

歩行が入院時非自立かつ退院時自立患者の入院期間別の特徴 

1 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院 リハビリテーション課、      

2 同 脳神経外科  

佐藤 尚哉（さとう なおや）1 、佐藤 恵太 1 、佐久間 岳 1 、大沼 三冬 1 、 佐藤 俊 1 、

武田 憲夫 2 

 

【目的】近年、回復期病棟では実績指数改善が求められている。当院回復期病棟で歩行に絞

り、転院時非自立かつ退院時自立の患者の入院期間に影響する要因を検討した。  

【方法】対象：2009 年 1 月～2021 年 4 月に庄内南部地域連携パスを使用した当院退院者

1,523 例中、歩行が発症前 BI 15 点、FIM：入院時 1～4 点、退院時 6～7 点、回復期日数 61

～150 日の 264 例（73.4± 11.3 歳、男性 128 例、女性 136 例）。調査項目：年齢、発症前･

急性期入院時 BI、入院時･退院時 FIM（運動項目（以下、mFIM）･認知項目（以下、cFIM）、

実績指数、急性期･回復期日数。統計学的分析：回復期日数を 1.61～90 日、2.91～120 日、

3.121～150 日の 3 群に分け 1 元配置分散分析を行い、有意差のあった項目に多重比較検定

を実施。統計解析：SPSS v23、有意水準 5%。  

【結果】各入院日数群の人数は 1.78 例、2.103 例、3.83 例。1 元配置分散分析：年齢、急性

期入院時 BI、入院時･退院時 mFIM、実績指数に有意差あり。発症前 BI、入院時･退院時

cFIM、急性期日数に有意差なし。多重比較検定：年齢、急性期入院時 BI、入院時 mFIM、

実績指数で 1.と 3.間および 2.と 3.間、退院時 mFIM で 1.と 3.間に有意差あり。  

【考察】歩行が入院時非自立かつ退院時自立の患者の入院期間別の要因を比較した。回復期

日数が 61～120 日より 121～150 日で、年齢、 急性期入院時 BI、入院時 mFIM、実績指数

がそれぞれ低かった。1. 若い患者でいわゆるプラトーまでの期間が⾧くなる、2. 脳卒中後

初期の重症度が入院期間に関わる、3. 入院期間が⾧いと実績指数が低くなる可能性が示唆

された。  

【結論】入院時非自立かつ退院時自立の患者の入院期間の影響要因は、年齢、急性期入院時

BI、入院時 mFIM、実績指数だった。上記を踏まえ歩行再獲得に向けた期間を設定する必要

がある。 

 

 

 

 

  



OP-179 精神科病院でラモトリギン導入パスを作成してみて  

大類 美和 

山形県立こころの医療センター クリニカルパス委員（おおるい みわ） 

 

【はじめに】双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制に用いるラモトリギンは

中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis: TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens 

Johnson 症候群）、薬剤性過敏症症候群等の全身症状を伴う重篤な皮膚障害があらわれるこ

とがある。処方プロトコールの順守が強く求められるとともに副作用の早期発見に努める

必要性が高い薬剤であるため新規にパスを作成した。 【作成】ラモトリギンが導入される

患者に対し、医療者パスには事前に副作用に準じた症状が無いことや併用薬を確認する項

目を設定し た。患者用パスには副作用チェック表を添付した。 【運用】2020 年 11 月より

試し運用を開始し外来部門やパス委員会の多職種の意見を取り入れてパスの改良を重ね、

2021 年 1 月から正式に運用を開始した。入院・外来を合わせ月 1～2 名がパス適応されて 

いる。ラモトリギン維持用量に至ってから 2 週間までを目安に入院患者は主に病棟看護師

と、外来通院患者は外来受診時に主治医および外来看護師と副作用チェック表を確認して

いる。 【考察】薬剤師による服薬指導だけでなく患者用パスに副作用チェック表を添付し

たこと、医療者と一緒に副作用が出ていないか確認する項目を盛り込んだことにより患者

のアドヒアランスの向上への足がかりとなった。それだけでなく、患者と共に安全な治療を

目指すという同じゴールを意識させるスタッフ教育的な効果も得られ、結果として普遍的

な業務としてのパスの使用への定着にも繋がった。 【結語】今後、使用患者数と共に使用

医療者数も増加していくことで、さらに改訂を繰り返し、パスの普及と質向上をめざしたい。 
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