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コロナ禍の医療介護事業所事情

JA愛知厚生連 海南病院

医療ソーシャルワーカー 末藤和正
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病院概要

愛知県弥富市 愛知・岐阜・三重の県境/名古屋市まで電車で15分

病床数 540床 救急・ICU・NICU・緩和ケア 計534床 / 感染病床 6床

診療科 31科 外来患者約1200名/日 従業員約1100名

地域包括支援センターを含む、各種在宅介護サービス事業を併設

各種指定（抜粋）

2

救急告示病院 第二種感染症指定医療機関

救命救急センター 地域医療支援病院

高度救命救急医療機関 地域がん診療連携拠点病院

地域中核災害拠点病院 愛知県DMAT指定医療機関
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第二種感染症指定医療機関

3

二次医療圏 病院名称 病床数

名古屋・尾張中部 名古屋市立東部医療センター 10

海部 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 6

尾張東部 公立陶生病院 6

尾張西部 一宮市立市民病院 6

尾張北部 春日井市民病院 6

知多半島 愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院 6

西三河北部 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 6

西三河南部東 岡崎市立愛知病院 6

西三河南部西 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 6

東三河北部・南部 豊橋市民病院 10

計 10ヶ所 68

2021/5/25時点
18名

愛知県全体
入院 1023名
自宅待機 4158名
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本日紹介すること

①各種医療機能に制限がかかる

②面会できず、みんな情報不足

③退院先に条件がつく

④介護事業所の不安
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①各種医療機能に制限がかかる

保健所から「陽性者です」と言われて入院
するのが原則。それ以外の患者や、職員
が陽性となり、医療機能を制限した病院が
一定数ある。

報道される病院、自ら公表する病院、公表
しない病院など、様々ある。
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2020.12.24 ホームページ （抜粋）
新型コロナウイルス感染症院内感染の発生（第1報）

12月24日午前1時の時点で、看護職員3名、リハビリ技師2
名、入院患者3名程度の感染者を確認しております。

現在接触者の調査を行い、さらに検査を進めております。
感染状況が判明するまで、やむを得ず以下のような診療
体制とさせていただきます。

•救急患者の受け入れを休止

•新規入院、退院、転院の休止

•外来患者につきましては、可能な限り診察を行います
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2021.01.05 ホームページ （抜粋）
救急患者の一部制限解除、予約外診察休止等の制限

•救急車の受け入れ再開

•３次救急患者さんの受け入れ再開

•全身麻酔が必要な緊急手術対象患者さんの受け入れ再開

•紹介予約患者さん以外の外来初診の休止
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結果

県内遠方、他県の病院へ救急搬送され
た患者さんもいらっしゃった。

時間を要したことが病状に影響したか
は把握しきれない。

家族が遠出を余儀なくされた。
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救急医療に限らず、

•産科機能がマヒするとお産に困る

•麻酔科機能がマヒすると手術できない

•透析機能がマヒすると他透析患者を巻き込む

•リハビリ病院がマヒすると、救急病院が満床
になる
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陽性は、後から判明する
入院1週間前 入院前コロナ検査 陰性

入院1日目 入院当日コロナ検査 陰性

入院2日目 本人が手術

入院3日目 東京在住の息子が陽性になり、本人へ電話

入院4日目 本人が入院2日前に息子と会っていたことを吐露

本人が熱発 本人のコロナ検査 陽性

主治医・担当看護師・手術スタッフ等と、

その接触者や空間共有者、同室の患者にコロナ検査

マスク・ゴーグル等していたにも関わらず、複数が陽性

陰性であっても、自宅待機となる職員
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②面会できず、みんな情報不足

ほとんどの病院が原則禁止している。

病棟にコロナウイルスを持ち込まない。

厳格な病院は、職員会議もオンライン化、
業者の立入区域指定などもしている。
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面会許可の基準例

•最期が近い時に個室で、2親等内1名10分を1日2回

•面会専用室でビニール越し10分を月に1回2名まで

•オンライン面会専用室で15分を月に1回

•主治医が認めたときに、大部屋ではない場所で1名

病棟や大部屋に家族を入室させない、対面は15分を
超えないなどを踏まえて、人数・親等・回数・時間・場
所等を指定している病院が多い。
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オンライン面会体制の整備に躊躇

•病院がWifi等を提供するには、医療シス
テムとは別回線を用意する必要がある

•従来の面会では不要であったサポート
に手を割けない病院が多い

•自分の携帯端末を利用できる患者はし
ている
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家族が情報不足

•入院前・入院時・退院時に、本人・家族へ
できるだけまとめて説明・署名する

•入院後の家族への説明は、電話による病
状説明が主流となる

•「検査データがよくなってきたので点滴終
了しました」「あと1週間で退院できます」

•「運動できる靴を持ってきて下さい」「お部
屋を変わります」
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家族が情報不足

•本人が発した言葉、動きも知りたい

•退院準備に情報不足

•認知症が進んでいないか心配

•治療専念に安心を与えたい

•認知症予防に刺激を与えたい
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本人も情報不足

•家族は元気にしているか

•家業はどうなっているか

•治療方針や退院先を勝手に決められてい
ないか

•元気であることを伝えたい
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医療者も情報不足

•入院前の状態像を知りたい

•段差などの住環境を知りたい

•リハビリの様子を伝えたい

•医療手技指導・看護指導・栄養指導したい

•退院先を一緒に考えたい
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結果

患者の寂しさ、認知症の増悪はあり得る。

家族の寂しさ、不安の増大はあり得る。

情報不足に理解を示していただける方
が多数派だが、怒る方や嘆く方もいらっ
しゃる。
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③退院先に条件がつく

第４波の収束傾向にはいった2021年6月
時点では、受けてくれるところがなくて困
ることはないが、自宅最寄りとはいかな
いことはある。

愛知県・名古屋市ではアフターコロナ患
者の受け入れ可能医療機関がリスト化
されている。
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高齢アフターコロナ患者の状態例

•元通り回復

•筋力が低下して歩行能力低下

•肺機能が低下して在宅酸素導入

•せん妄から認知能力低下
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高齢アフターコロナ患者の退院後

•回復して自宅退院

•低下して介護サービス導入

•廃用してリハビリ病院

•元の施設・病院へ戻る
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退院基準 （厚労省 2021年2月25日）
有症状者の場合

① 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過

② 症状軽快後24時間経過した後、24時間以上間隔をあけ、２
回のＰＣＲ検査で陰性を確認

無症状病原体保有者の場合

① 検体採取日から10日間経過

② 検体採取日から６日間経過後、24時間以上間隔をあけ２回
のPCR検査陰性を確認
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受入条件の例

•受入直前に再度PCR陰性を確認

•有料個室対応のみ

•受入後PCR陰性を再確認するまで個室

•発症後14日経過している

•転院時の付添は1名、愛知県民は不可

•酸素吸入制限、人数制限 等
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コロナ対応力の向上

•急性期病院以外の病院は、病床数・職
員数・機器等が相対的に少なく、コロナ
経験が少ない

•職員の離職に繋がりかねない

•各医療機関の経験の積み重ねや、やむ
なしがあって、コロナ対応力が向上する
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コロナ対応の積み重ね

•陽性者発生し、個室隔離後、指定病院が受けて
くれた。この個室をアフターコロナ部屋にしよう

•複数発生し、大部屋に集約し、 指定病院が受け
てくれた。この個室をアフターコロナ部屋にしよう

•クラスター発生し、ある区画に集約し、指定病院
が一杯。この一区画をコロナ病床にしよう

等をきっかけにコロナ対応病床が拡充される。
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コロナ対応の積み重ね

•当初は、医療機関もマスクの確保に苦労したが、
資材も情報も整備が進んだ

マスク N95マスク ゴーグル 手袋 エプロン

手指衛生材料 ゾーニング 手指衛生 陰圧室

換気装置 サーモグラフィー

感染レベルに応じた使い分け
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④介護事業所の不安
中小規模の通所サービスの場合

•緊急事態宣言下でサービス継続・中止してよいか

•この感染予防対策で十分か

•食事・入浴・レクリエーション環境の工夫

•利用者のサービス継続への期待

•経費がかかる

•介護報酬にコロナ対策費用が加算され、自己負担が
あがった利用者の不満対応
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陽性者等が発生した時の苦労
•濃厚接触得者の洗い出し

•検査キットの配布

•関係事業所への伝達

•従業員一人欠けただけで人員に苦労

•利用者離れ、減収

•利用者・家族からのクレーム

•事業所が近隣から冷ややかな仕打ちに遭わないか

•利用者が近隣から冷ややかな仕打ちに遭わないか
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医療・介護・福祉職の願い
お話を伺った元陽性者や元濃厚接触者の方が20名を超えました。自身の罹患や近
親者にうつしてしまった後悔、家族の居場所が一時バラバラになった不安、自身や
家族の死を予感したこと等をおっしゃいます。また、職場復帰や介護サービスに戻る
際に不安を感じた一方で、戻ってみたら温かく迎えてくれた喜び、あるいは、介護
サービスを休業せざるを得なかった悔しさの一方で、再開に漕ぎ着けた喜びなど、内
容はそれぞれですが、悲喜こもごもであることも共通していらっしゃいました。

医療に携わる我々は、命の危険にある方、痛み苦しみを抱える方、それを心配する
方々に安心を提供したいと考えています。

介護や福祉に携わる我々は、高齢者や障がい者の暮らしを支えることはもちろん、
家族が仕事や学校に出かける安心を提供したいと考えています。

コロナ感染時のリスクが高い方々を、我々の感染予防が不十分なせいで危険にさら
すわけにはいきません。医療介護業務はテレワークが難しく、感染リスクも高い業種
です。相談職の私でさえ、毎日検温記録し、手洗いや消毒は10回以上です。外部と
の会議や交流はオンライン、会食・娯楽を自粛し、黙食、自分が保菌者かもしれない
と考えて行動します。家庭へコロナウイルスを持ち込む心配よりも、外から病院へ持
ち込まない使命感が先行します。
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医療・介護・福祉職の願い

応援メッセージ、激励の寄付品、各種支援金等が
寄せられ、我々は元気づけられています。

我々こそ、皆さんに支えられているのだと改めて実
感しています。

感謝申し上げます。

引き続き、ともに取り組みましょう。
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国⽴⻑寿医療研究センター 在宅医療・地域医療連携推進部⻑
三浦 久幸

⾼齢者・障がい者分野における新型コロナウイルスに関する連続学習会
（第６回）

⽇本弁護⼠連合会
2021年7⽉13⽇（⽕）オンライン開催

「新型コロナウイルス感染症流⾏期において⾼
齢者が最善の医療およびケアを受けるために
ー⽇本⽼年医学会の提⾔を中⼼にー」
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⾼齢者・障がい者分野における新型コロナウイルス
に関する連続学習会

ＣＯ Ｉ 開⽰

国⽴⻑寿医療研究センター
在宅医療・地域医療連携推進部

三浦久幸

発表に関連し、開⽰すべきCO I 関係にある企業など
はありません。
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COVID-19の感染状況
や治療薬等の現状
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はじめに
• COVID-19とは感染症の名称
• ウイルス名︓ SARS-CoV-2
• ⼀般的な⾵邪の10-35％はコロナウイルスによる
• 重篤化するものは、 SARS-CoV, MERS-Cov, 

SARS-CoV-2
• 通常は家畜から⼈へ感染する
• 基本再⽣産数は1.3-5.4(推定)、インフルエンザは2-
3、はしかは16-21

• エンベローブウイルス(⽯鹸やアルコールによる破壊
が可能）

• 2019年11⽉に中国武漢で確認され、同年12⽉31⽇
にWHOに報告された。

Wikipediaより
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国内の感染状況（新規感染）

厚⽣労働省ホームページ：「国内の発⽣状況など」から
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新規感染患者の国別⽐較
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COVID-19の典型的症状

厚⽣労働省「新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の⼿引き第５版」から引⽤
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COVID-19の⼀般的な経過

厚⽣労働省「新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の⼿引き第５版」から引⽤
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COVID-19の致命率

厚⽣労働省「新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の⼿引き第５版」から引⽤
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基礎疾患との関係

厚⽣労働省「新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する１１の知識」から引⽤
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重症度分類

厚⽣労働省「新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の⼿引き第５版」から引⽤
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重症度別治療

厚⽣労働省「新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の⼿引き第５版」から引⽤
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⼈⼯呼吸器の効果

⽇本COVID‐19 ECMO net（⽇本集中治療医学会など）によるCRISISのデータより
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14

出典：COVID‐19急性呼吸不全への人工呼吸とECMO基本的注意事項（日本COVID‐19 ECMO net（日本集中治療医学会など））
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体外式膜型⼈⼯肺ECMOの効果

15
日本COVID‐19 ECMO net（日本集中治療医学会など）によるCRISISのデータより
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死亡数の⽐較
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「新型コロナウイルス 感染症
(COVID 19) 流⾏期 にお いて
⾼齢者が 最善の医療 および
ケアを受けるための ⽇本⽼年
医学会からの提⾔―ACP 実施
のタイミングを考える」を発
出した背景

出典：新型コロナウイルス感染症（COVID‐
19）流⾏期において⾼齢者が最善の医療およ
びケアを受けるための⽇本⽼年医学会からの
提⾔―ACP実施のタイミングを考える―（⼀
般社団法⼈⽇本⽼年医学会）
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Our World in Dataから

【報道記事】
2020年4⽉21⽇
「新型肺炎で⾼齢者治療後回し，命の選択が始まった」（JBpress）
URL： https://jbpress.ismedia.jp/articles/‐/60231
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2021年4⽉30⽇
「⼤阪府幹部『⾼齢者の⼊院優先順位下げざるをえず』府は撤回」(NHK)
URL：
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210430/k10013005951000.html#:~:text=
%E6%84%9F%E6%9F%93%E8%80%85%E6%95%B0‐
,%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%B9%B9%E9%83%A8%E3%80%8C%
E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E3%81%AE%E5%85%A5%E9%99%A2%20
%E5%84%AA%E5%85%88%E9%A0%86%E4%BD%8D%E4%B8%8B%E3%81%92,%
E3%81%88%E3%81%9A%E3%80%8D%E5%BA%9C%E3%81%AF%E6%92%A4%E5
%9B%9E&text=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E3%81%AE%E5%8C%BB
%E5%B8%AB%E8%B3%87%E6%A0%BC,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%
E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%
80%82
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Copyright ©一般社団法人日本老年医学会

「高齢者の終末期の医療とケア」に関する
日本老年医学会の「立場表明」改訂 (2012)

基本的立場

人の「老化」と「死」は生殖，発生，誕生，成長といった生命現象の
一過程であるが，特有の意味を持つ重要な局面である．生命科学
はこのような「老化」あるいは「死」を含めた生命現象を扱いながら，
自然科学だけでなく，人文科学や社会科学の発展とともに進歩し
てきた．人の「老化」と「死」に向かい合う高齢者医療は，人文科学・
社会科学・自然科学で得られた幅広い成果に基づく生命科学を基
盤にした，「生命倫理」を重視した全人的医療であるべきであると考
える．国連の提唱する「高齢者のための五原則」（国連総会、1991 
年）である「自立」，「参加」，「ケア」，「自己実現」，「尊厳」は，日本
老年医学会の基本的立場でもある

三浦久幸（国立長寿医療研究センター）
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Copyright ©一般社団法人日本老年医学会

「立場表明」における用語の定義

「立場表明」における「最善の医療およびケア」とは，

「単に診断・治療のための医学的な知識・技術のみではなく，

他の自然科学や人文科学，社会科学を含めた，すべての

知的・文化的成果を還元した，適切な医療およびケア」とする

「終末期」

「立場表明」における「終末期」とは，「病状が不可逆的かつ

進行性で，その時代に可能な限りの治療によっても病状の

好転や進行の阻止が期待できなくなり，近い将来の死が

不可避となった状態」とする

「最善の医療およびケア」

筑波大学大学院人間総合科学研究科 飯島 節先生ご提供資料から作成
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Copyright ©一般社団法人日本老年医学会

立場−１
年齢による差別（エイジズム）に反対する

いかなる要介護状態や認知症であっても，高齢者

には，本人にとって「最善の医療およびケア」を受

ける権利がある

【論拠】すべての人にとって，「最善の医療およびケア」を

受ける権利は基本的人権のひとつである．どのような療養環境
にあっても，たとえ高齢で重い障害があっても，「最善の医療
およびケア」が保障されなくてはならない．ただし，胃瘻造設を
含む経管栄養や，気管切開，人工呼吸器装着などの適応は，
慎重に検討されるべきである．すなわち、何らかの治療が，
患者本人の尊厳を損なったり苦痛を増大させたりする可能性が
あるときには，治療の差し控えや治療からの撤退も選択肢として
考慮する必要がある

三浦久幸（国立長寿医療研究センター）
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提⾔の各項⽬

出典：COVID‐19急性呼
吸不全への⼈⼯呼吸と
ECMO基本的注意事項
（⽇本COVID‐19 ECMO
net（⽇本集中治療医
学会など））
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提言1．「最善の医療およびケア」の提供と共同意思決定の推
進
提言1.1.「最善の医療およびケア」を受ける権利を保障すべき
である

前略
COVID-19のような感染症の流⾏期においては医療崩壊を招か
ない対策がまずは重要であるが、万が⼀そのような医療現場
でトリアージをする場合にも、暦年齢だけを基準としたトリ
アージはエイジズムそのものであり、最⼤限の努⼒を払って
避けるべきである。
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共同意思決定(Shared Decision Making; SDM)とは

共同意思決定 SDM: shared decision making)︓本⼈・家族等と医療・ケア従事
者等が、医療・ケアにおける意思決定の分岐点において、情報を共有し 、よく話
し合い ⼀緒に考えるコミュニケーションのプロセスを通して、皆が納得できる合
意形成・意思決定をする
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提⾔1．「最善の医療およびケア」の提供と共同意思決定の推進
提⾔1.2「最善の医療およびケア」を⼈⽣の最終段階まで受ける権利を保障
するためにACP を推進すべきである
COVID-19流⾏期では医療機関・介護施設に⼊院・⼊所している場合、感染の有無
にかかわらず家族の⾯会制限があり、本⼈と家族で話し合う機会が奪われること
になる。さらに、感染が判明すると、本⼈と家族はコミュニケーションの機会を
⼗分もつことができなくなり、ACPの実施は困難となる。なによりもCOVID-19は
特に⾼齢者では急性肺炎や⾎栓症を合併し、急速に重症化するケースが多い。そ
の際に⼈⼯呼吸器の使⽤など、本⼈に負担をもたらす恐れのある集中治療を実施
するか否かなどの様々な医療・ケアの選択を短時間で決断することは困難である。
その場で本⼈の意思を確認することが難しい場⾯も多く、多くは家族にその判断
がゆだねられるが、その際も時間的余裕はない。従って、COVID-19発症後に適切
にACPを実践することは困難である。
⼈⽣の最終段階における本⼈の価値観や意向について事前に話し合っていなかっ
た場合、COVID-19流⾏期にACPを⾏うとしても、その意思決定が、感染症流⾏の
恐怖に伴う情緒的変化により影響を受けてしまうことも報告されている。
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アドバンス・ケア・プランニングの国際的定義

• アドバンス・ケア・プランニングは将来の医療に関しての
個人の価値観、人生のゴール、治療選好を理解し、共有す
ることで、全ての年齢層の成人、すべての健康ステージを
支えるプロセス

• アドバンス・ケア・プランニングのゴールは、その人が重
篤な慢性疾患に罹患したときに、その人の価値観、目標や
治療選好に一致した医療が受けられることが確実になるよ
うにサポートすること

• 多くの人にとっては、そのプロセスには、もはや自分では
意思決定できない事態において、代わりに意思決定してく
れる信頼できる人を選び、準備することが含まれる

Sudore RL, et al. Journal of Pain and Symptom Management 53:821-832, 2017

4
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■ ACP（advance care planning）の定義
「ACP は将来の医療・ケアについて、本⼈を⼈として尊重した
意思決定の実現を⽀援するプロセスである」

＊ ACP の実践のために、本⼈と家族等と医療・ケアチームは対
話を通し、本⼈の価値観・意向・⼈⽣の⽬標などを共有し、理
解した上で、意思決定のために協働することが求められる。
ACPの実践によって、本⼈が⼈⽣の最終段階に⾄り意思決定が
困難となった場合も、本⼈の意思をくみ取り、本⼈が望む医
療・ケアを受けることができるようにする。

■ ACP の⽬標
本⼈の意向に沿った、本⼈らしい⼈⽣の最終段階における医
療・ケアを実現し、本⼈が最期まで尊厳をもって⼈⽣をまっと
うすることができるよう⽀援することを⽬標とする。

⽇本⽼年医学会の定義

出典：ACP推進に関す
る提⾔（公益社団法⼈
⽇本⽼年医学会）
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アドバンス・ケア・プランニングの愛称・
ロゴマーク

厚⽣労働省「ACP（アドバンス・ケア・プランニング）の愛称
を「⼈⽣会議」に決定しました」より引⽤

厚⽣労働省「⼈⽣会議のロゴマークを選定しました」よ
り引⽤

59 / 109



ACPとSDMの関係

プ
ロ
セ
ス

ステップ 対応する専⾨職

1 話題の導⼊と情報提供 主治医他

2 話し合いを促進 主治医（不可⽋）
他の職種がサポート

3
事前指⽰書の記載、あるいは話し合
いの内容の記録、代弁者の指名、周
知

主治医（不可⽋）
他の職種がサポート

4 事前指⽰書や記載内容の振り返りと
書き換え、周知

主治医他。主治医は変
更点を確認

5 本⼈の希望内容を実際の現場に適応
する

代弁者と協調して、主
治医が実践する

Emanuel et al. JAGS 43: 440-446, 1995から改変

チーム形成
＆

組織的活動

Shared 
Decision 
Making: 

SDM
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アドバンス・ケア・プラニングのエビデンス

対象：309人の法的に判断能力のある80歳以上の入院患者を6ヶ月間あるい
は死亡するまでフォロー。
介入：ランダム化してACPを行った群とコントロール群に分けた。
結果：
・介入群では患者の人生の最終段階の希望が有意に周知された。
・遺族のストレス、不安、うつ症状は少なかった。
・入院中の患者、家族満足度は有意に高かった。
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通常のACP実施時期

死

アドバンス・ケア・プランニング

１ 年２３４５６７８９１０

事前指⽰書、Let Me Decide、尊厳死宣⾔書

DNAR, POLST

後期⾼齢者の意思決定能⼒

⽣命維持処置のより詳細なインフォームド・コンセントの必要性

本⼈の気持ちの揺らぎ、家族等代諾者の役割

Goals of Care
ディスカッション

フレイル 慢性疾患 要介護 看取り

死
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COVID-19(重篤化後死亡例）における
意思決定⽀援時期

アドバンス・ケア・プランニング
死

１ 週

事前指⽰書、Let Me Decide、尊厳死宣⾔書

DNAR, POLST

後期⾼齢者の意思決定能⼒

⽣命維持処置の選択の話し合いの必要性

Goals of Care
ディスカッション

インフォームド・アセント

★COVID-19 ★重篤化

死

２４

慢性疾患＆高齢者

本人・家族との話し合い(Telemedicine)

３

63 / 109



肺炎から回復した事例
2020年X⽉
Y⽇ 38度台の発熱。最寄りの病院受診し、PCR検査でSARS-

COV-2感染陽性。病院から保健所に連絡。当⽇は⾃宅待機。
Y+1〜3⽇ 保健所の指⽰で指定のホテルで待機。
Y+4⽇ 朝、呼吸困難感あり、保健所の指⽰で感染症指定病院受診。

新型コロナ肺炎認め、中等症として⼊院。
Y+7⽇ 安静時低酸素⾎症となり、ステロイド剤を開始。
Y+10⽇ 低酸素⾎症継続。39度台の発熱あり。激しい頭痛、悪寒戦

慄伴い、集中治療室(ICU)⼊室。家族と万が⼀に備えた⼼づ
もりをした。同⽇よりレムデシベル内服開始。

Y+13⽇ レムデシベル開始後、3⽇間体温36度台。レムデシベル、ス
テロイド継続。

その後、肺炎改善し、レムデシベル、ステロイド中⽌後、低酸素⾎症改
善傾向。
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ACPを⾏うタイミングについて

 ⼈⽣の最終段階における本⼈の価値観や意向について事
前に話し合っていなかった場合、COVID-19流⾏期に
ACPを⾏うとしても、その意思決定が、感染症流⾏の恐
怖に伴う情緒的変化により影響を受けてしまう

・Lapid MI, Koopmans R, Sampson EL, Van den Block L, Peisah C. Int 
Psychogeriatr 2020: 1-18. doi: 10.1017/S1041610220000836
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ニューヨークにおける新型コロナウイルス⼤流⾏と緩和医
療：Advance Care Planningの役割（⽇⽼医誌 2021:58:41~46）
URL：
https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics/58/1/58_58.41/_pdf
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 COVID-19 の 進 ⾏ 期 に お い て も 、 意 思 決 定 能 ⼒ が あ れ ば 、 GOC
Discussionにおいて、患者の価値観や⼈⽣の⽬標を早めに引き出した上
で、DNARなどの意向を確認するべきである。

 急性疾患については、従来のインフォームド・コンセントでは患者・家
族が意思決定できず、たとえ医学的に積極的な治療の適応がないと思わ
れる場合も、延命治療を選択する傾向が強くなる。このため、患者に決
定責任を負わせるのではなく、患者の価値観や⽬標をもとに、医師が決
定責任を負い、治療⽅針を提⽰して、患者・家族が追認するインフォー
ムド・アセントによる意思決定を勧める。

・Curtis JR, Kross EK, Stapleton RD. JAMA 2020doi: 10.1001/jama.2020.4894

⽶国におけるインフォームド・アセント

67 / 109



インフォームド・アセントの推奨コンポネント

①患者の価値観や⼈⽣の⽬標を評価
治療やその結果についての患者の価値観や⼈⽣の⽬標を患者や代弁者としての指名を受けた家族
患者から引き出し、全体の治療ゴールを策定する

患者の価値観が、QOL重視よりも、⻑く⽣き
ることですか

インフォームド・アセントを進める インフォームド・アセントは適応せず

②⼼肺蘇⽣術(CPR)について話し合い
・端的にCPRはどのように、いつ、およびなぜ施⾏しなければならないのか説明

③CPRの役割を要約
・以前に評価した患者の⼈⽣の⽬標を達成するためにはCPRは役に⽴たないという状況を説明

③最終的な、同意してほしい内容(assent statement)を提⽰する
・患者あるいは家族にCPRは提供されないことを患者あるいは家族に情報提供する

③理解しているか確認し、異議を受け⼊れる
・同意して欲しい内容(assent statement)や意思決定がなされたことが理解されているか、異議内
容について患者、家族と話し合う

No Yes

Curtis JR et al. JAMA 323, 1771‐1772, 2020から著者改変
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インフォームド・アセントについての⼀考察

パターナリスティック
モデル

インフォメーション
モデル

共有意思決定
(SDM)

医療者 患者
決定主体

 SDMは医療者と患者が最も利用可能なエビデンスを利用しながら一緒に決定す

るアプローチである。

 患者は利用可能なスクリーニング、治療、管理方法の選択肢およびその個々の

選択肢それぞれのメリット、デメリットについて考えることが推奨される。このた

めには患者が自らの治療選好を伝えることができ、最も良い治療過程の選択が

できるように支援することが必要である。

 SDMは患者の自律を尊重し、患者の参加を促進する。

Kon A et al. JAMA 304:903-904, 2010から著者改変

100%

0%

100%

0%

医
療
者
主
導

患
者
主
導

対
等
の
パ
ー

ト
ナ
ー

Elwyn G et al. BMJ 341:c5146, 2010から著者改変
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COVID-19におけるアドバンス・ケア・プランニング(ACP)

欧⽶の先進国では、COVID-19によって、ACPの重要性
が平常時よりもさらに増している。

・Curtis JR, Kross EK, Stapleton RD. JAMA 2020doi: 10.1001/jama.2020.4894

・National Institute for Health and Care Excellence (NISE). BMJ 2020; 369: m1461. doi:

10.1136/bmj.m1461
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 英国のNICE ガイドラインでは、治療決定においてACPにより話し合われた内容
を考慮するように記載されている。

・ National Institute for Health and Care Excellence (NISE). BMJ 2020; 369: m1461. doi:
10.1136/bmj.m1461

 英 国 緩 和 医 療 協 会 は COVID-19 の 治 療 ガ イ ダ ン ス の 中 で 、 同 様 に GOC
Discussionの必要性を強調している。

・Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland. COVID-19 and Palliative, End of
Life and Bereavement Care in Secondary Care.

 COVID-19におけるGOC Discussionにおいては感染予防のために、マスクや
フェイスシールド越しに、あるいは家族に対しては電話やインターネットを⽤
いての対話を余儀なくされ、⼗分な対話が困難な状況であり、コミュニケー
ション能⼒の⾼い緩和ケアチームの協⼒を得ることなどが提案されている。

・ Humphreys J, Schoenherr L, Elia G, et al. J Pain Symptom Manage 2020doi:
10.1016/j.jpainsymman.2020.04.001
・Mottiar M, Hendin A, Fischer L, et al. Can J Anaesth 2020doi: 10.1007/s12630-020-01699-0

COVID-19におけるACP 続き
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提言1．「最善の医療およびケア」の提供と共同意思決定の推
進
提言1.3.本人が希望するエンドオブライフ ・ ケアを保障す
べきである

COVID-19が重度化した際、医学的な状態に鑑みて⼈⼯呼吸器の使⽤など負担の重
い医療を希望しない⾼齢者に、⼗分な意思決定の⽀援と共に、可能な限り苦痛を低
減する緩和ケアと、QOLおよびquality of death (QOD) を尊重したケアを受ける
ことを保障すべきである。平常時の医療・介護環境とは異なるCOVID-19の流⾏時
にも、可能な限りその権利を保障するよう努めるべきである。
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COVID-19肺炎患者の⼈⽣の最終段階におけ
る症状
 重症化した患者のうち、治療後に死亡した例では、発熱、咳嗽、呼吸困難、倦

怠感、筋⾁痛、頭痛、嘔吐の症状が認められた。
・Yang X, Yu Y, Xu J, et al. Lancet Respir Med 2020; 8: 475-81. 

doi: 10.1016/S2213-2600(20)30079-5

 ⼈⼯呼吸器を希望せず緩和ケア病棟に⼊棟した患者の症状としては、呼吸困難、
せん妄、疼痛、不安がみられた。

・Sun H, Lee J, Meyer BJ, et al. J Am Geriatr Soc 2020
doi:10.1111/jgs.16507

 70歳以上のスイス、イタリア、フランスの⽼⼈ホームから提出されたデータを
解析し、⾼齢者におけるCOVID-19は、通常の状態からの変化（普段と違う）、
せん妄、転倒、無気⼒、倦怠感など、症状の出⽅が違う可能性があることを報
告しており、⾮典型的な症状に注意すべきとしている。

・Nguyen S, Major K, Cochet C., et al. Rev Med Suisse 2020 ; 16 : 835-8
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COVID-19感染者の緩和ケア、エンドオブラ
イフ・ケアの役割
 COVID-19における緩和ケア、ホスピスの役割についての系統的レビューでは、

抽出されたのはすべて観察研究であったが、以下の8つの役割が重要であるとし
ている。

1）迅速かつ柔軟な対応
2）症状マネジメントのプロトコルを策定し、その利⽤を確実にすること
3）トリアージの際に関わること
4）病院⼈材を地域⽤に配分すること
5）⼼理的サポートや遺族ケアのためにボランティアを雇⽤すること
6）スタッフ間の信頼関係を促進し、互いのストレス軽減策を講じること
7）患者と介護者が連絡を取れるような新しい技術を⽤いること
8）運⽤⾯での変更の必要性を把握でき、ケアを改善するための標準的なデータ収
集システムを採⽤すること

特に短期間で死亡に⾄るケースもあり、通常の緩和ケアよりもさらに迅速な対応が
必要となる。
・Etkind SN, Bone AE, Lovell N, et al. J Pain Symptom Manage 2020
doi: 10.1016/j.jpainsymman.2020.03.029
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COVID-19感染者の緩和ケア、エンドオブラ
イフ・ケアの役割 続き

 緩和ケアの実施においては、COVID-19に対しての専⾨の多職種による
緩和ケアチームの形成が必要である。

・ Feder S, Akgün KM, Schulman-Green D. Heart Lung 2020doi:
10.1016/j.hrtlng.2020.04.001

・ Ferguson L, Barham D. J Pain Symptom Manage 2020doi:
10.1016/j.jpainsymman.2020.03.026

 症状マネジメントと患者家族との熟練したコミュニケーション技能は不
可⽋である。

・Bowman BA, Back AL, Esch AE, Marshall N. J Pain Symptom Manage 2020doi: 
10.1016/j.jpainsymman.2020.03.028

 COVID-19においては直接対話の制限があるため、本⼈、家族、スタッ
フ間のコミュニケーションにおいてはインターネット等を⽤いた遠隔医
療（telemedicine）の活⽤が有⽤である。

・ Humphreys J, Schoenherr L, Elia G, et al. J Pain Symptom Manage 2020doi:
10.1016/j.jpainsymman.2020.04.001

・ Mercadante S, Adile C, Ferrera P, et al. J Pain Symptom Manage 2020doi:
10.1016/j.jpainsymman.2020.04.025
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提⾔2 COVID-19流⾏期におけるACPの具体的実践
提⾔2.2.本⼈と家族および医療・ケア従事者とのコミュ
ニケーションの確保が必要である

COVID-19 流⾏時には介護施設・病院などに⼊所・⼊院中の⾼齢者への⾯
会⾃体が制限される 場合がある 。⾼齢者にとっては、家族と会えないこと
による精神⼼理的な動揺、不安、ストレスは健康障害にもつながる。また、
本⼈と家族および 医療・ケア従事者とのコミュニケーションの不⾜は、⾝
体・⼼理状態に関する迅速な情報収集の遅延を来すのみならず、ACPの実
践にも⽀障をきたす。介護施設や病院は、感染予防への⼗分な配慮をしな
がら、本⼈と家族や医療・ケア従事者との⾯接や会話が可能な範囲で実施
できる環境を整備する必要がある。もし、直接⾯談することが許されない
ようであれば、電話やICT（Information and Communication 
Technology︓情報通信技術）を活⽤した⾯談やコミュニケーションの⽅法
を構築すべきである。また医療・ケア従事者も専⾨職として感染予防に⼗
分配慮しながら、本⼈および家族・介護者との適切なコミュニケーション
を維持するよう努める必要がある。流⾏時に想定される困難な状況におけ
るコミュニケーションについては、COVID-19流⾏下の状況に応じた会話
例を⽰すバイタルトークと呼ばれるコミュニケーション・アドバイスのサ
イトが紹介されており、救急・集中治療に携わる医療・ケア従事者を中⼼
に利⽤されている。
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新型コロナウイルス⽤︓VITALTALK コミュニケー
ション

47
新型コロナウイルス⽤︓VITALTALK コミュニケーション・アドバイス
HTTPS://COVID19-JPN.COM/VITALTALK/から引⽤
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48

新型コロナウイルス⽤︓VITALTALK コミュニ
ケーション 続き

新型コロナウイルス⽤︓VITALTALK コミュニケーション・アドバイス
HTTPS://COVID19-JPN.COM/VITALTALK/から引⽤
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VITALtalk: Talking Map (外来）

49

・NURSE(S) ):responding 

to emotions

・Advance Care 
Planning
for low risk patient

・Serious Illness 
Conversation Guide
for moderate risk patients

・Remap Goals of 
Care
for High risk patients

出典：Outpatient COVID‐19 Talking Maps(Connections Palliative Care, Oregon Region Home and Community Care Providence St. Joseph Health)
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50

出典：Outpatient COVID‐19 Talking Maps(Connections Palliative Care, Oregon Region Home and Community Care Providence St. Joseph Health)
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VITALtalk: Talking Map (救急外来・⼊院）

51

・NURSE(S):responding to 
emotions
・Guide: Delivering Serious 
news about COVID-19 and 
Anticipatory Guidance
・Remap: For Goals of Care
・Remap:-Informed Assent 
for Goals of Care

出典：Emergency Department and Inpatient COVID‐19 Talking Maps(Connections Palliative Care, Oregon Region Home and Community Care Providence St. Joseph Health)
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52
出典：Emergency Department and Inpatient COVID‐19 Talking Maps(Connections Palliative Care, Oregon Region Home and Community Care Providence St. Joseph Health)
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COVID-19感染者のEOL期における症状マネジメント

53

 英国ではCOVID-19のEOL期における症状マネジメントが実践されている。
 NICE ガイドラインでは、咳嗽、発熱、息切れ（呼吸困難）、不安、せん妄、興奮それぞれ

に対する⾮薬物、薬物療法を明⽰している。
咳嗽機能の低下︓仰臥位を避けることで分泌物の喀出を促す⼀⽅、咳嗽の症状緩和のために
⼩さじ1杯の蜂蜜の摂取を試み、それでもなお苦痛の強いときには、コデイン、モルヒネの
使⽤を推奨している。
発熱︓⽔分摂取と抗炎症薬としてはアセトアミノフェンの使⽤を推奨している。
息切れ（呼吸困難）︓ポジショニング、⼝すぼめ呼吸、呼吸訓練などの⾮薬物療法に加え、
オピオイドや不安を伴う場合はベンゾジアゼピン系薬剤の使⽤を推奨している。
不安、せん妄、興奮︓効果的なコミュニケーションを取ること、低酸素⾎症や尿閉、便秘な
どの治療可能な原因に対処することを推奨し、それでも持続するときにはベンゾジアゼピン
系薬（ロラゼパム、ミダゾラム）、抗精神病薬（ハロペリドール、レボプロマジン）の使⽤
を勧めている。

 英国緩和医療協会も同様に、息切れ（呼吸困難）に対してオピオイドやベンゾジアゼピン系
薬の使⽤を明記しているが、⾝体症状への対応のみでなく、聖職者（牧師・神⽗など）によ
るスピリチュアルペインへの対応を勧めている。

・National Institute for Health and Care Excellence (NISE). Managing COVID-19 
symptoms (including at the end of life) in the community: summary of NICE 
guidelines. BMJ 2020; 369: m1461. doi: 10.1136/bmj.m1461
・Association for Palliative Medicine of Great Britain and Ireland. COVID-19 and 
Palliative, End of Life and Bereavement Care in Secondary Care.
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悲嘆（グリーフ）ケア、遺族ケア

54

 COVID-19流⾏期の患者・家族においては、⾯会制限により外部との連絡
が遮断され、亡くなる際にも家族が⾯会を辞退するなど、本⼈と最後の瞬
間を⼀緒に過ごすことができない状態となる。

・Wallace CL, Wladkowski SP, Gibson A, White P. J Pain Symptom Manage 2020doi: 
10.1016/j.jpainsymman.2020.04.012

 葬式や埋葬の際に本⼈の顔を⾒ることもできないなど、家族にとって⼀層
の悲嘆を⽣じる。患者本⼈・家族だけではなく対応する医療従事者にとっ
ても、フェイスシールド越しに患者と対⾯し、コミュニケーションを取ら
ざるを得ないなど、⼗分なケアができないジレンマや、多くの⼈が急速に
死に⾄る状況に対する、無⼒感や悲嘆が⽣じている。

・Pattison N. Intensive Crit Care Nurs 2020; 58: 102862. doi: 
10.1016/j.iccn.2020.102862
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悲嘆（グリーフ）ケア、遺族ケア 続き

55

 特に遺族ケアは重要であるとして、本⼈の⽣前より、家族の悲嘆ケアに対応し、
死亡後も電話や⾃宅への訪問などによる遺族ケアを⾏うことが重要である。

・ Selman LE, Chao D, Sowden R, et al. J Pain Symptom Manage 2020doi:
10.1016/j.jpainsymman.2020.04.024

・ Morris SE, Moment A, Thomas JD. J Pain Symptom Manage 2020doi:
10.1016/j.jpainsymman.2020.05.002

 対応としては本⼈の⽣前からの質の⾼いコミュニケーション、Telemedicineの活
⽤、ACP、医療従事者のセルフケアが悲嘆を軽減する⽅策として有⽤である。

・Wallace CL, Wladkowski SP, Gibson A, White P. J Pain Symptom Manage 2020
doi:10.1016/j.jpainsymman.2020.04.012

 スイスでは、患者が⾃宅でケアを受けるときには、親族は適切な防護処置を講じ
た上で患者と⼀緒にいる機会を与えられ、別れの挨拶ができるように配慮されな
ければならないとされ、悲嘆・遺族ケアへの対応を求めている。

・Yardley S, Rolph M. BMJ 2020; 369: m1472. doi: 10.1136/bmj.m1472
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⽼⼈保健福祉施設における⼊所中COVID-19クラスター

56

第６３回日本老年医学会学術集会 大河内二郎先生ご発表資料より作成

期間 施設数 感染者数 死亡数 死亡率

2020年３月－７月 17 268 55 20.1%

2020年８月－１２月 22 635 57 9.0%

2021年１月－５月 66 1753 226 13.0%

計 95 2656 338 12.7%

介護施設における課題

86 / 109



COVID流⾏期の⾼齢者、介護・福祉施設、在宅におけるEOLC

57

 COVID流⾏期においても⾼齢者に対する質の⾼いEOLCが提供される必要があ
る。急速な感染の拡⼤期は、世界的に⼊院病床や重症化した場合のICUのベッ
ドが確保できないなど、医療資源が不⾜する状態が⽣じている。このような事
態においても⾼齢者は公平に必要な医療・ケアを受け、積極的な治療の適応が
ない場合には質の⾼いEOLCを受ける権利がある。資源不⾜の状態においても、
倫理原則（与益、無危害、⾃律、正義）を規範として、可能な選択肢の中で、
積極的治療か保存的治療を選択することとなる。

 特に介護、福祉施設に⼊所している⾼齢者に積極的あるいは保存的治療を提供
するかどうかの判断は重要であるが、英国、オランダ、ベルギーを中⼼に
Clinical Frailty Scale（CFS︓１から９点満点で⾼い点数ほど虚弱を表す）の点
数を参考に、本⼈、家族と話し合う、という試みがされている。例えば、ベル
ギーではCFSが６点以下なら⼊院治療、７点は話し合い、８点か９点は緩和ケ
アを基準としてトリアージをしている。英国でも同様のトリアージをしている
が、患者団体からは⼗分な検証が得られていないなどの理由でCFSによるトリ
アージに反対する動きがある。

・Lapid MI, Koopmans R, Sampson EL, Van den Block L, Peisah C. Int Psychogeriatr 2020: 1-18.
doi: 10.1017/S1041610220000836
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ACPを開始するタイミング
臨床フレイルスケールを利⽤

1．
壮健

2．
健常

3．
健康管理し
つつ元気な
状態を維持

4．
脆弱

5．
軽度の

フレイル

6．
中等度の
フレイル

7．
重度の

フレイル

8．
⾮常に重度
のフレイル

9．
疾患の終末期

頑強で活動的であり、精⼒的で意欲的。
⼀般に定期的に運動し、同世代の中で最
も健康状態がよい

疾患の活動的な症状を有していないが、
上記のカテゴリ1に⽐べれば頑強では
ない。運動の習慣を有している場合も
あり、機会があればかなり活発に運動
する場合も少なくない

医学的な問題はよく管理されているが、
運動は習慣的なウオーキング程度で、
それ以上の運動はあまりしない

⽇常⽣活においては⽀障を要しない
が、症状によって活動が制限される
ことがある。「動作が遅くなった」
とか「⽇中に疲れやすい」などと訴
える事が多い

より明らかに動作が緩慢になり、IADL
のうち難易度の⾼い動作（⾦銭管理、交
通機関の利⽤、負担の重い家事、服薬管
理）に⽀援を要する。典型的には、次第
に買い物、単独での外出、⾷事の準備や
家事にも⽀援を要するようになる。

屋外での活動全般および家事
において⽀援を要する。階段
の昇降が困難になり、⼊浴に
介助を要する。更⾐に関して
⾒守り程度の⽀援を要する場
合もある

⾝体⾯であれ認知⾯であれ、
⽣活全般において介助を要
する。しかし、⾝体状態は
安定していて、（半年以内
の）死亡リスクは⾼くない。

全介助であり、死期が近づい
ている。典型的には、軽度の
疾患でも回復しない

死期が近づいている。⽣
命予後は半年未満だが、
それ以外では明らかにフ
レイルとはいえない。

出典︓Morley J.E., et al.: Frailty consensus: A call to action. 
J Am Med Dir Assor. 2013;14(6)392-397. 会⽥薫⼦訳.
このスケールは、Rockwood K らの研究報告を改編したもの

5
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COVID流⾏期の⾼齢者、介護・福祉施設、在宅にお
けるEOLC 続き

59

 ⽶国⽼年医学会は、その指針の中で、ナーシングホーム⼊所者の⼊院については、
GOC discussionによる事前指⽰書の記載内容、医学的必要性、施設で医療提供
が可能かの３点を考慮すべきとしている。提⽰される医療・ケアの選択肢につい
ては不確定な要素が多く、また病状が急速に進⾏するため、ACPは重要であり、
病状進⾏期での話し合いは難しいため、早い時期からの本⼈の価値観や意向確認
の把握が重要であるとしている。施設における医療提供を判断するにあたり、多
職種を束ねる⽼年病専⾨医を招聘し、ACPを含めての実践を⾏うことと、緩和ケ
アについても専⾨医の招聘を勧めている。

・ Society AG. American Geriatrics Society (AGS) Policy Brief: COVID-19 and Assisted Living
Facilities. J Am Geriatr Soc 2020doi: 10.1111/jgs.16510

 施設で看取る場合においてもPPE（個⼈防護具）対応や⾯会制限、死後の葬式や
埋葬などで、家族が最期の不⼗分な看取りについての悔悟の念をいだくこともあ
り、家族への悲嘆ケア、遺族ケアは重要である。

 ⽶国や豪州では在宅での緩和ケアが⾏われている。⼊所タイプのホスピスではな
く、⽶国で⾏われているような地域ホスピスへの移⾏が、COVID-19流⾏期にお
いては重要で、病院緩和ケアスタッフが、これからは地域に出て⾏くという、⼈
材のシフトを考える必要がある。

・Lapid MI, Koopmans R, Sampson EL, Van den Block L, Peisah C. Int Psychogeriatr 2020: 1-18.
doi: 10.1017/S1041610220000836

89 / 109



2021年4⽉11⽇
「認知症の⼈にワクチン，同意確認『丸投げ』で現場混乱 副
反応リスク『責任取らされると怖い』」（京都新聞）
URL： https://www.kyoto‐np.co.jp/articles/‐/545581

コロナワクチン接種と施設における認知症対応
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厚⽣労働省「新型コロナワクチンQ＆A」より引⽤
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出典：認知症や意思疎通が困難な⼈の新型コロナワクチン接種のための意思決定の⼿引き（⽇本臨床倫理学会ワーキンググループ）
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考察
Pandemicで医療機器が不⾜した場合、もっとも重症化しやすい⾼齢

者が、年齢によるトリアージにあうリスクが常にある。年齢により⼊
院拒否となった事例も現場から報告されているが、個々（保健所の管
轄毎）に⾏われており、その実態は明らかではない。

国内ではVITALtalkなどの対話法や緩和ケア技術は確⽴していない。
→本⼈の意向に沿った医療・緩和ケアが実践されているとはいいがた
い。

施設⼊所中の認知症者が必要なワクチンを打ってもらえないなど、⾼
齢者が、必要な予防的治療を受けられるよう留意すべき。

⽇頃からのACPの重要性に鑑み、啓発をさらに進める必要がある
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ご清聴ありがとうございました
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