
その他、感想を自由に書いてもらいました。 昨年、今年と実施してみて、いくつか課題もありま
したが、子どもたちはもちろん、見守る保護者も、
私たち医療者も、うれしい気持ち、元気をたくさん
もらえる、とても有意義な企画でした。
今後も続けていきたいと思います。
ありがとうございました。

以上です。ありがとうございました。

 
   
        
         
 
          

                           
      

                               
                      
        
 
 
                        

 
 
                     

                                       
                    

                    
                  
 
 
 

 

 「ただいま！」 そんな居場所になれたらいいな 
 

         ＜診療所のその他の取り組み＞          
 

 

  【看護師と養護教諭の兼任】       【いのちの授業】 

 

 

 

 

 

                                                   ☆妊婦体験☆      ☆抱っこ体験☆   

 

 

 

                                                                                                            ☆離乳食体験☆ 

まとめ 

  ①子どもたちの様子やアンケート結果から、 

     おおむね満足してもらえたと考える 
 
 

  ②今後に向けて、いくつかの課題が見つかった 
 
 

  ③子どもたちだけでなく、保護者、医療者も一緒 

     に楽しめる、みんなが楽しめる企画であった 
 
 

  ④これからも続けていきたい 

今後に向けて 
～気付いたこと、反省点～ 

①血圧測定が難しかった → 下級生は自動血圧計を 

              使用した 
 

②予測した以上に時間が   「体温」、「往診」は 

 かかり、終了時刻が大 → 口頭での説明のみとし 

 幅に遅れた        た 
 

③人気の高いプログラム   満足度・理解度の低い 

 と、そうでないものが → ものは、無理に時間を 

 よくわかった       割かずに別のプログラ 

              ムでも!? 

演  題
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山間部診療所における高齢者診療の実情

発　表　者 遊佐　昌樹 長野県　木曽みたけ診療所

共同研究者 向井　淳子、淡野　高子、下牧　めぐみ

地域の診療所では、高齢者診療が中心となるなかで
も、近年はいわゆる後期高齢者が増加、さらには
85歳を超える方々も数多くなってきた。慢性疾患
をお持ちの超高齢者ともいうべき方にどのような医

療を提供するのが最適なのか、未だ系統的な解はな
いのであろう。このたび5年前まで遡り、当診療所
にかかりつけであった方の現状を明らかにし分析す
ることで、今後の日常診療に役立てるべく検討を

山間部診療所における 
高齢者診療の実情 

 

長野県 木曽町木曽みたけ診療所 
遊佐昌樹、向井淳子、淡野高子、下牧めぐみ 

目的・方法 

慢性疾患にて当診療所を定期的に受診する高齢者の診療
内容と生命予後等を調査して、今後の診療に資することを
目的とした。 

 

2007年4月1日で75歳以上の定期的受診者100名の診療
状況と5年後の生命予後と生活場所を、主に高血圧症、高
脂血症との関連から調べた。 
治療すべき慢性疾患は有しないが、かぜなどで何度か受診
する30名、当診療所が嘱託医である特別養護老人ホーム
入居者43名についても調査し、比較検討した。 
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行った。調査対象は2007年4月において75歳以上
で、慢性疾患等にて当診療所へ定期的に受診する
100名である。主に高血圧症と高脂血症との関連か
ら5年後すなわち2012年4月時点までの生命予後
や、生活場所等につき調査した。併せて不定期なが
ら、風邪や季節的疾患等でしばしば訪れる30名、
当診療所が嘱託医である特別養護老人ホーム入居者
43名についても調査し比較検討した。

木曽みたけ診療所は長野県南西部、木曽郡木曽町三
岳地域（旧三岳村）に立地する。木曽川支流のいく
つかの狭い谷に沿って小集落が散在する。2012年4
月現在人口は1500名であるが、この5年で10% 以
上の人口減少あり。65歳以上は587名、75歳以上
は371名、85歳以上は138名である。

対象者の概要を表に示す。定期的通院群100名の当
初の平均年齢は83歳、男女比は約1：4となっている。
結果のあらましを表に示す。通院患者群では、5年
生存割合は70歳代で約9割、80歳代で7割弱、90歳
代では1割台で、総じては約7割であった。特別養
護老人ホーム入居者ではその様相が非常に異なった。

高血圧症、高脂血症の治療効果を検証するため、
各々治療の有無、すなわち当該疾患につき当初から
治療を続けていた方と、全く薬物治療を行わなかっ
た方で生存割合を比較した。当初の患者数を分母に、
5年後の生存者数を分子に示した。治療群で若干の
割合上昇を認めたが治療効果は明確とはならなかっ

木曽町三岳地域の概況 

長野県南西部を占める木曽地方にあ
り、御嶽山山麓のいくつかの谷筋のわ
ずかな平地に集落が散在する。 
2005年11月周辺３町村と新設合併し、
三岳村は木曽町の一部となる。 

2012年4月の人口は1506名、5年間で164名減少。高齢化
率は38.7％。主産業は観光、農林畜産業である。みたけ診
療所は三岳地域の中央部に立地し、主たる連携病院の県
立木曽病院までは約８Ｋｍ、くるまで15分程度。 
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全般結果 －５年生存割合－ 
年齢区分 75～79 80～84 85～89 90～ 合計 

定期的通院 26/30 28/40 14/19  2/11 70/100 

機会的通院 11/11  7/12 2/5 0/2 20/30 

小計（％） 90% 67% 67% 15% 69% 

高齢者施設 2/4 4/14 0/8 4/17 10/43 

同上生存割合 50% 29% 0% 24% 23% 

2007年4月時点75歳以上で5歳毎に区分した。分母は当初
の患者数、分子は5年後の生存者数である。 
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対象者概要 

男：女 年齢（平均） 
在宅(施設内) 
死亡割合 

定期的通院 ２１：７９ ７５～１００（８３） １３/３０ 

機会的通院 １２：１８ ７５～９１（８１）   ２/１０ 

高齢者施設    ６：３７ ７６～９９（８７） ２９/３３ 

総計 ３９：１３４ ７５～１００（８４） 

定期的通院群：調査開始時点では平均年齢が８３歳、 
男女比は４に近かった。 
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特別養護老人ホームの特殊性 
－高血圧、高LDLの有無からみた生命予後－ 

高血圧 非高血圧 高LDL 非高LDL 全体 

3/9 7/34 5/9 5/34 10/43 

ここでは全体として５年後の生命予後が不良であるなか、 
高血圧状態、高LDL状態は、相対的にやや生命予後が良
好な印象であった。そこで、LDL値１２０を境に検討したの
が下表である。低LDL群で生命予後不良傾向を認めた。 

LDL ～119  120～LDL 
2/24 8/19 
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高血圧症と高脂血症の治療効果 
―５年間生存割合― 

治療の有無 治療あり 内）十分な降下あり 治療なし 

高血圧症 
140 or/90以上 

５２/７３ 
７１％ 

２３/３６ 
６４％ 

６/１０ 
６０％ 

高脂血症 
LDL 140以上 

１７/２１ 
８１％ 

９/１１ 
８２％ 

９/１５ 
６０％ 

調査期間を通じての治療の有無で患者数を分けて分母に
示し、５年後の生存者数を分子に示す。いずれも治療ありの
群で若干の生存割合上昇があるが、有意とは認められない。 
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た。なお、「十分な降下あり」とは血圧では139/89
以下を概ね維持するもの、脂質では LDL コレステ
ロールが139以下を保つものである。
特別養護老人ホームの入居者とは、現在ではすべて
要介護認定を受けた方々であろう。全体として生命
予後がよくないことは予想されたところである。そ
のなかでも低 LDL 群ではとりわけ生命予後不良の
傾向が認められた。

ADL 維持の観点からは、端的に居宅生活が続けら
れているかどうか、で集計し検討した。ここでは調
査開始時に90歳未満の方を対象とした。居宅継続
率は総体では64% となった。高血圧症治療群、高
脂血症治療群、それぞれ測定値階層別に居宅継続割
合を調べて非治療群と対比した。これはすべての階
層で各々の治療群が高い割合を示した。

いわゆる後期高齢者において、慢性疾患の管理はど
こまで厳格になされるべきかは難しい問題である。
ある一定の年齢を超えたならば、ADL を維持し
QOL の充実を優先させるという治療方針も成り立
つのではないだろうか。今回の検討では特に5年生
命予後に関し、降圧治療、高脂血症治療の有用性を
明確には示せなかった。が、高齢者に対し定期的に
医療者として関わりを持つことはやはり大切と感じ
られた。

当診療所にかかりつけの75歳以上高齢者の5年生
命予後や5年後居宅生活継続割合を検討した。高血
圧症、高脂血症に対する薬物治療効果は不明確なが
ら、ADL 維持などにおいて一定の有用性があるも
のと推測された。特別養護老人ホーム入居者におい
て、低コレステロール群では生命予後短縮の傾向を
認めた。そして ADL に支障をきたしている方では、
血圧や脂質数値にはあまりとらわれることなく、
QOL を主視点とした対応が重要と考えられた。

５年後居宅生活の継続は？(１) 
－ADL維持の観点、高血圧－ 

血 圧 
治 療 

139and/89 
以下 

140/90～
159/99 

160or/100 
以上 合計,％ 

な し 6/12 50% 3/6 50% 0/2 0% 9/20 45% 

あ り 21/32 66% 15/19 79% 11/16 69% 47/67 70% 

調査開始時90歳未満の方で5年後の居宅生活継続割合を、
期間を通じての治療の有無で比較し分数と百分率で示した。 
全体では76/118、64％となっている。 
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５年後居宅生活の継続は？(２) 
－ADL維持の観点、高脂血症－ 

LDL 
治 療 

～119 120～139 140～ 合計,% 

な し  19/32 59% 12/21 57% 8/14 57% 39/67 58% 

あ り 5/6 83% 4/5 80% 7/10 70% 16/21 76% 

血圧に関しては、いずれの血圧階層でも、降圧薬治療群で
居宅生活を維持する割合が高かった。高脂血症治療群は症
例総数が少ないが、治療効果は上がっているものと考えた。 
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考 察 －治療効果は？－ 

いわゆる後期高齢者において、慢性疾患の管理はどこまで
厳格になされるべきかは難しい問題である。 
ある一定の年齢を超えたならば、ＡＤＬ維持やＱＯＬ充実を優先
させるという治療方針も成り立つのではないだろうか？ 

今回の検討では特に５年生命予後に
関し、降圧治療、高脂血症治療の有用
性を明確には示せなかった。が、高齢
者に対し定期的に医療者として関わり
を持つことはやはり大切と感じられた。 
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ま と め 
当診療所にかかりつけの、75歳以上高齢者の5年生命

予後や5年後居宅生活継続割合を検討した。高血圧症、

高脂血症に対する薬物治療効果は不明確ながら、ADL維

持などにおいて一定の有用性があるものと推測された。 

特別養護老人ホーム入居者において、低コレステロール

群では生命予後短縮の傾向を認めた。 

ADL低下者では、血圧や脂質の数値にはあまりとらわれ

ることなく、QOLを主視点とした対応が重要と考えられた。 
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