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慢性期とは 

現代の日本では、欧米化した食生活や車社会による運動不足、喫煙などによる生活習慣病にと

もない、「高血圧症」「糖尿病」「高脂血症」の慢性疾患にかかった方が脳卒中等を発症し、寝

たきりになる率が上昇しています。 

国民医療費も 1978 年に 10兆円を超えて以降、毎年 1兆円ずつ増加しているうえに、人口構造

はつぼ型であり、少子高齢化は社会保障制度にも大きな影響を与えています。 

日本の医療は「1.高度急性期」「2.急性期」「3.回復期」「4.慢性期」の 4つの機能に分けら

れ、高齢化率の上昇にともない、回復期から慢性期の病床数の不足が指摘されています。 

この結果、厚生労働省は「病院完結型」の医療から、地域全体で治し、支える「地域完結型」

の医療への転換を求めています。 

慢性期のとらえ方はさまざまですが、これらの背景を踏まえたうえで、ここでは重点的に療養

型施設について述べていきます。 

慢性期施設って？ 

慢性期の入院施設として「療養型病院」があり、医療措置の必要な「医療療養」と要介護認定

の必要な「介護療養」に分けられます。 

しかし、高齢化が進んでいることと、看護師不足などを理由に「介護療養」は廃止が決定し、

現在、大幅に減少しています。（新設は認められていないこともあり、私の近隣市では一施設の

みです。） 

医療療養病床の定義は、病院又は診療所の病床のうち、精神病床、感染症病床、結核病床以外

の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものとされて

います。 

つまり、急性期での治療後も、喀痰（かくたん）吸引のような医療措置が日常的・継続的に必

要な患者の入所を対象としているということですね。 

また、厚生労働省は規定により、日常生活動作（ADL）の自立度を以下の 3つに分けています。 

＜区分 3＞ 

24時間持続点滴や中心静脈栄養が必要か、人工呼吸器を装着している患者が対象。 

＜区分 2＞ 

経管栄養や気管切開などのケアが必要か、神経難病や肺炎の患者が対象。 

＜区分 1＞ 

区分 2・3に該当しない患者が対象。主に老人保健施設など介護施設に入所している。 

慢性期施設の患者の半数は脳卒中疾患であり、24時間体制での管理だけでなく、看取り・ター

ミナルケアも必要とされています。また、看護師の人員配置は 20対 1であり、患者の平均在院日

数は 170日前後と示されています。 

慢性期医療とは、本来、急性期治療を完了した、あるいは在宅療養中に状態が悪化した患者さ

んに対し、継続的な治療とリハビリテーションを行うことで、在宅復帰を目指すものです。 

しかし、慢性期医療の役割は時代の変化とともに拡大しつつあります。これからの慢性期医療

は、地域に密着し、あらゆる疾病の患者さんに対応する、いわば「高度急性期医療以外をすべて

担う」存在ともいえるでしょう。 

世界でも類をみない超高齢社会となった日本。2025 年には、後期高齢者（75歳以上）の人口が

2,179 万人にのぼると推測されています。このような変化に伴い、慢性期医療の重要性は高まり続

けています。 

高齢者は加齢に伴いさまざまな臓器の機能が低下しているため、病気にかかったときに主病名

の臓器の治療を行うだけでは、その他の臓器の随伴症状（低栄養・脱水など）はかえって悪化す

ることもあり、短期間では治らないケースも多くみられます。 
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慢性期医療では、急性期治療後の患者さんに対し、診療科にとらわれない幅広い知識と、リハ

ビリテーション・看護・介護・栄養など、職種横断的な総合診療医としての知識を用いて、患者

さんが持つ複数の疾患、社会的背景、生活面などを考慮し、「全人的な治療」を行います。 

また、私たちは急性期医療と慢性期医療の連携、すなわち急慢連携のさらなる強化に取り組ん

でいきたいと考えています。 

総務省の 2017年の救急出動件数等の報告によると、65歳以上の高齢者の全国救急搬送件数は、

330 万件を超え、全体の約 60％を占めます。このことから、軽症・中等症の患者さんの伸びが多

くなっていることがわかります。よって、慢性期病院では高齢者の軽中等度の患者さんや、在宅

療養患者さんの急性増悪など積極的に受け入れ、一方、救急病院では、本当に救急治療の必要な

重症患者さんを優先すべきであると考えます。 

これから地域での暮らしを支えていくためには、慢性期医療が中心となってリハビリテーショ

ンをはじめ、個々の患者さんの病態に応じた医療環境を整備し、認知症、ターミナル、在宅医療

なども担っていかなければなりません。「慢性期医療がなければ日本の医療は成り立たない」の信

念に基づき、私たちは慢性期医療のさらなる質の向上を図り、日本の未来を支えていく所存で

す。 

日本の高齢者比率は現在 27.3％で、過去最高値を更新し続けている。高齢者の増加は慢性期疾

患の患者が増えることを意味する。進む地域包括ケアシステムの中で、今後の慢性期医療、病院

のはどのように変わっていくのだろうか。日本慢性期医療協会の武久洋三会長に、慢性期医療と

病院の今後を聞いた。 

 

さらに、医療と介護の連携を深めながら独自の取り組みを行う先進的病院事例も紹介する。 

• 提言 これからの慢性期医療の担う領域・役割 

病院は今後、広域の高度急性期病院と、多機能型地域病院
に二分。慢性期病院は後者へと変革し総合的な医療を実践 

患者実態に合う病床改変を。慢性期充実で医療費も適正に 
内閣府調査では 75歳以上の後期高齢者人口は、2010年には 1407 万人だったが、2025 年には

2179 万人と予測される。後期高齢者増はそのまま、慢性期医療を必要とする患者増に繋がる。こ

のような状況を踏まえ日本慢性期医療協会の武久洋三会長は、「2025 年に向けて、現在は、医療

制度改革における革命前夜ともいえます」と語る。 

同協会の登録病院では、療養病床だけではなく、地域包括ケア病床も含め、幅広く地域医療に

対応するように変革が進んでいるという。そのなかで武久氏は、国全体の病床体制の問題点を指

摘する。 

「急性期病床は 2025年までに約 53万床まで減少する予測ですが、現在はまだ、長期入院に対

応する療養病床の３倍の数があります。また一般病床の特定除外制度は廃止にはなりましたが、

今でも、急性期病院の平均在院日数は外国と比べると何倍も長い。つまり、慢性期の患者が相当

数入院していると思われます」 

「急性期病院は急性期病院の役割に徹し、患者実態に合わせて慢性期病院を充実させる。それ

によって、患者は早期リハビリに取り組むことができます。生活への復帰も容易になり、元気で

活躍する年月が延びます。そうなれば老人施設も数が少なく済みます。これを実現すべく、協会

の   今年の目標は“日本の寝たきりを半分にしよう”としました」（武久氏）。 

病床の適正化は医療費削減にも大きく影響するという。高齢者が軽度中度の疾病で高度急性期

や急性期に入院すると、１日あたり約５万〜20万円の入院医療費がかかる。一方、慢性期なら２

万円程度で済むという。 

「例えば急性期病院の平均入院医療費を１日 4・５万円とし、それを慢性期病院に移して 1日約

２・5万円で見積もると２万円削減できます。75 歳以上の入院受療者約 70 万人のうち、高度治療

が必要な人を 20万人と仮定して、これを除く 50 万人分の効率化で、１年間で 3兆 6500億円を残



- 3 - 

 

すことができます。適性化によって医療費が効率化でき、それを高度急性期病院や在宅医療の充

実など、より必要な部分に活用することもできるわけです」 

病院機能が集約されるなか「総合診療医」がより重要に 

それでは今後の日本の病院体制、また慢性期病院の行方について、武久氏はどのように予測して

いるのか。 

「社会ニーズに合わせていくと、病院は、高度急性期病院（広域急性期）と、多機能型地域病院

に大別されていくと思います。多機能型地域病院とは、多様な疾患の患者さんに対応できる地域

に密着した病院のことで、慢性期病院はここをめざします。急性期からの転換も同様。また今後

は『重度長期慢性期』の機能も、より必要になるだろうと思います」 

さらに、医師の役割やスキルについては、「総合診療医の活躍が今以上に必要になる」という。 

「日本ではまだ“まず臓器別専門医”という価値観の医師が多いと思います。しかし、患者の相

当数を占める高齢者の多くは“この臓器だけが悪い”ではなく、複数の疾患を抱えています。さ

らに生活なども含め全人的に診察する必要もあります。総合医としての能力は非常に重要です。

思うより難しく、学ぶ必要も。だからこそやりがいもある、という。 

最後に、「今は患者さんが医療機関を選ぶ時代。機能や対応力が中途半端な病院は今後は難し

い。医師もしかり。総合力のある医師こそ、より必要とされるでしょう」と結んだ。 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 会長 武久 洋三氏 

図表 12025 年の医療機能別必要病床数の推移結果 

          現状            推計結果 

      （病床機能報告 123.4 万床）      （2025 年）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：日本慢性期医療協会平成 29 年年頭所感 発表資料より 

（平成 27 年 6 月 29 日 厚生労働省医政局 地域医療計画課 佐々木昌弘氏作成資料を一部改変） 
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※1 人当たりの医療費は、平成 26 年医療保険に関する

基礎資料（厚労省保険局）による平成 24 年度の数値 

※入院は、診療費及び食事療養・生活療養費（医科）

の費用額。外来は、診療及び調剤に費用額。歯科診療

費や訪問看護等は含まないため、合計額とは一致しな

い。 

75 歳以上の患者の入院費が平均 4.5 万円/日として、これから

2.5 万/日で済むとしたら、差は 2 万円/日 

平均 2.5 万円 平均 4.5 万円 
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※平成 26 年度医療給付実態調査（厚生労働省）の特別集計により作成。 

※医料入院について、患者単位で 1 日当たり医療費（入院＋食事・生活療養）階級別の医療費（平成 27年 3 月

診療分）の分布を集計したもの。出典：日本慢性期医療協会平成 29年 1月 12 日定例記者会見資料より 

（平成 28年 9月 29 日 社会保障審議会医療保険部会（第 97 回）資料より） 

 

• 事例 介護・生活領域まで視野に入れた先駆的挑戦 

“されたい医療、されたい看護、されたい介護” を現実にする“ナ
ラティブ・ホスピタル”。心の寄り添いが慢性期の患者を支える 

「1 ミリでもよくする」方法を高度先進慢性期医療で探す 
都心から 30 キロほどの埼玉県ふじみ野市にある富家病院は、202床の慢性期病院だ。病床の内訳

は療養病棟 89 床、特殊疾患病棟 29床、回復期病棟 28 床、障害者病棟 56 床。日本慢性期医療協会

による慢性期医療認定病院の審査で最高得点を得ている、その先駆的な内容を紹介する。 

「当院の理念である“されたい医療、されたい看護、されたい介護”とは、実にシンプルなもの

で、自分の親や家族が医療サービスを必要としているとき、どんな医療・看護・介護をしたいのか

ということです。これを、とことん追求し実践しています」 

そう話すのは、富家病院の富家隆樹理事長・院長だ。同院にはグループ内に病院ほか、サ高住( 

サービス付き高齢者住宅）、特養、在宅リハビリなどの施設があり、各施設が地域連携の形で運営

されている。 

「慢性期病院は現在、いろいろと難しい局面もあると思います。しかし慢性期医療も、医療であ

る以上治すことが前提になくてはならないと考えます。1ミリでもよくなることがないか常に探し、

それを患者さんや家族に示す。それが希望や信頼に繋がります。そのため、『高度先進慢性期医療』

にこだわっています」 

実際、富家病院では慢性期の中でも、重度医療、重介護の患者を積極的に受け入れている（図１、

図２）。そしてこれを支え、少しでも回復の可能性を探すために、自院用に開発したものも含め、

幾つもの最新医療機器を導入している。診療報酬上、難しい面もあるが、個人病院だからこそ理念

の実現を目指したという。 

 

 
富家病院資料より 

入院患者には「アートセラピー」も実践。作品は壁に飾られている。 

拘束・抑制ゼロ。そして患者の人生に寄り添

う〝ナラティブ〟 
同院で特筆すべき試みが、院長就任の平成 11年から取り組ん

だ「身体拘束・抑制の撤廃」だ。 

「最初は自分でも懐疑的なところはありました。しかし、

“縛る看護”を望む人はいません。こちらが必要だからするの

ではなく、“されたい”ことは何か？を考えての結果でした。徹底するのには職員の意識改革や

文化醸成で 10 年の年月が必要でした。でも結果、“縛らない看護”を実現することで、その後の

治療やリハビリ効果が全く違うものになりました」 

そして、“ナラティブ”に出会う。 

「重度慢性期の患者さんに接していると、認知症のため話が通じなかったり、どのように接してい

いかわからないことがありました。どうしたら患者さんに寄り添うことができるのか？ 
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そこで知ったのがナラティブホームの提唱者の佐藤伸彦医師の著書でした」と富家氏。 

“ナラティブ”とは英語で“物語”の意味。患者一人ひとりの人生に物語があることに着目し、

日々の会話、表情などを書き記し現場で共有する。 

「当院は平成 20 年より、著書をお手本にした“ナラティブ・ホスピタル”です。実践のために院

内にナラティブ委員会を作り、まずは患者さんの様子をノートに書くことを業務としました。 

例えば今日の顔色など小さな変化でも拾って物語に記します。それは検査やリハビリのスコアから

すると小さな変化かもしれませんが、当事者には大きなことです。ナラティブを通じて、患者さん

と私たちの関係は劇的に変わりました。家族のような絆を感じながら、医療、看護、介護に当たる

ことができます」 

富家氏は、“ナラティブ・ホスピタル”を支えるのは、患者さんの日々の変化を感じ取れる「院

内の文化の醸成」だと話す。そして医療・介護従事者の“やさしさのスイッチ”を入れたくなる仕

組みを作らなくてはならないという。こうしたナラティブ・ホスピタルの取り組みは、 「平成 27

年度グッドデザイン賞」を受賞、同グループの大井苑は「第 3回介護甲子園最優秀賞」を受賞し高

く評価された。 

「慢性期医療では、医師の原点に立たなくてはならないと思います。患者さんに寄り添う文化的

な面と、少しでも治す、ということです。そこにアンテナをよく張り、学び続けることが必要です。

慢性期だからこそ高い医療技術も求められます」 

“自分がその患者にとって最後の医師になるかもしれないのだから”と富家氏は力を込めて語っ

た。 

・「ナラティブの階段」と呼ばれる場所。患者の豊かな表情をとらえた写真で彩られている。 

・家族や看護師が記入する一人ひとりのナラティブ・ノート。 

・ナラティブ委員に証であるバッチが襟に光る。 

・暖かい季節には、テーブルと椅子が用意される広いテラス。 

・院内に作られた患者図書室「みどりの森」。自由に使える PCも用意されている。 

医療法人社団富家会 理事長・院長 

富家 隆樹氏 

1991 年帝京大学医学部卒業。同大学第二外科に入局。 

 

富家隆樹先生のこれまでの歩み 

母が苦労して富家病院を開設 

富家病院は、母が開設した病院です。当時は、女性が社会進出するには障壁が高い時代でし

た。医師ではない母が三重県から上京し、病院を設立するまでには、私の想像ではおよばないほ

どの苦労があったと思います。子どもながらに、その苦労は十分すぎるほど感じていました。長

らく無理を重ねたことも影響したのでしょうか。母は、59歳という若さで他界しました。私が医

師を志したことには、母の存在が大きく影響しています。 

医学部 6年生の頃、国家試験の準備の息抜きに、と手に取った『白い巨塔（山崎豊子 著）』

が、私の進路を決めました。手術という限られた時間に集中して人の命を救う財前五郎に憧れ、

外科医になろうと決意したのです。 

「患者さんと長くかかわれる医療を」との思いで病院を継ぐ 

このようにして、私は外科医の道に進みました。しかし「いつか自分が病院を継がなければい

けない」という思いから、とにかく早く技術を身に付けようと、休日を返上して病院で過ごす

日々を過ごしました。 

研修医時代を過ごした大学病院の外科病棟には、次々と患者さんがやってきては、手術を終え

て帰っていきます。あるとき、指導医の方が「患者さんの顔は覚えていないけど、自分が切った

傷は覚えている」と口にしました。きっとその方はよい意味でそういったのでしょう。しかし、

私はどうも腑に落ちませんでした。 
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患者さんがまるでベルトコンベアに乗せられた部品のように次から次へと運ばれてきて、医師

たちは一人ひとりの顔を覚えることもないまま、とにかく治療して退院させる。そのような日々

を過ごすうちに、私は、徐々に「もっと患者さんと長くかかわっていける医療に携わりたい」と

思うようになりました。そして、母の病院を継ぐことを決意したのです。 

母の病院は、いわゆる「老人病院」でした。当時、大学病院の上司に「お前の病院は、死んでい

く人ばかり入院しているのだろう？」とひどいことをいわれました。 

私はそれがとても悔しかった。死んでもよい患者さんがいるわけがない。慢性期医療は、そんな

ふうにバカにされるような医療ではない。社会になくてはならない医療なのだ、と。 

病院を継いだとき、まず「当院でしかみられない患者さんをみていこう」と考えました。医療

の必要性が高く、施設ではみることが難しい方でも、きちんと受け入れることのできる場所をつ

くりたい。この思いが「高度先進慢性期医療」につながっているのだと思います。 

 

慢性期医療は楽しくてやりがいがある 

富家病院は「高度先進慢性期医療」を目指して、重度の患者さんを数多く受け入れてきました。

慢性期医療に携わるなかで、少なからず苦労することもありますが、それよりも楽しさややりがい

のほうが格段に多く、あのとき病院を継いで本当によかったと思います。 

もしあのとき違う選択をしたとしても、きっとどこかのタイミングで慢性期医療に転身してい

たでしょう。 

先述のとおり母は 59 歳という若さでこの世を去りましたが、当院で看取ることができました。

今でも、「物語の階段」に写真を飾っています。自分たちで母の看取りをできたことを、とても幸

せに思います。 

 

臨床家として−印象的だった患者さんについて 

• 患者さんの「最後の 10年」にかかわるということ 

あるとき、当院に 10年入院されていた患者さんが亡くなり、ス

タッフと共に葬儀に参列しました。会場に集まったのは、ほとんど

が患者さんのご親族と病院のスタッフでした。 

それが、「患者さんの人生のある時期、そのほとんどを病院で過

ごせば、自ずと病院が居場所になり、人間関係も病院のなかに凝縮

されていく」ということを、初めて実感した瞬間です。 

患者さんが入院されてから亡くなるまでの時間、人生における「最

後の 10 年」ともいえる時間に、私たちはかかわっていたことになります。 

そのとき私は、患者さんとそのような深いかかわりを持てる慢性期医療に携わることができて

幸せだと思い、同時に、患者さんやご家族にとっての大切な時間を私たちが共につくっていくの

だという意識を強く持ちました。 

 

経営者として−富家先生の思い 

• 「富家病院でしか診ることができない患者さんを診ていく」 

病院を継いだときから変わっていないことは「富家病院でしか診ることができない患者さんを診て

いく」という信念です。医療の必要性が高く施設では診ることができな

い方や、ほかの病院で断られてしまうような重度の患者さん、あるいは

在宅でみることが難しいケースであっても、当院がきちんと受け皿にな

ろう。そう決めて、さまざまな取り組みを行ってきました。当院は、地

域医療においても、救急病院で重度の患者さんを救命したあと、安心し

て当院に患者さんを送っていただけるような存在になりたいと考えて

います。結果、地域医療のなかで「最後の砦」のような存在に思っていただけたらとても嬉しいで

す。 


