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Ⅰ　はじめに

　岡田浩佑は2012年４月に，高齢の原爆被爆者の特別養護ホーム神田山やすらぎ園の診療所所長に着任
した。神田山やすらぎ園から50ｍの至近距離にある神田山荘の医務室を利用する在宅高齢者について，
看護師の協力もあり，岡田浩佑，岡田正浩らは貴重な研究成果を報告することができた1）2）。
　神田山荘は原爆被爆者療養研究センターとして，広島市長直轄の施設であり，年間約３万人が利用し
ており，土曜日，日曜日には300人利用し，ベルトコンベアーの歩行訓練，エルゴメーター，プール等が
あり，在宅高齢者のトレーニングセンターとなっている。医務室には高額な仰臥位で利用する全身マッ
サージ器具が３台あり，足底のツボを揉む器具もある。
　この医務室で在宅高齢者に接している内に，利用者が現在被爆者と非被爆者が半々になっていること
を知った。我々二人は常々神田山荘の医務室利用者の研究を通じて，この被爆者療養研究センターに，
いずれ長寿療養研究センターを併設する必要があると考えてきた。
　2017年８月，広島大学医学部附属病院内において，内科医師の岡田が第92回医療と倫理を考える会・
広島に依頼されて行なった１時間の講演の記録，題名「超高齢社会の日本が抱える課題―日本人の死生観，
倫理，財政から見た」について，看護学統合研究に「広島原爆被爆者養護ホームにおける高齢者の医療
と生命倫理」（2018年）という題名で全文を，パワーポイントで作製したスライドと共に記録した3）。また，
このほか多くの記録を看護学統合研究に掲載して頂いた。その理由は，明治29年創刊の「広島医学」は
120数年の歴史があるにもかかわらず，オンラインではなく，広島県医師会の会員限定の機関誌となって
いるが，看護学統合研究は年２回発行の看護学部紀要であるが，オンラインのため広範な人々が読める
からである。以下，我々の課題に取り組んだ実践の軌跡を順次振り返り，特に高齢者の転倒骨折改善成
果を重点的に，今後如何に発展させるべきか考えたい。

Ⅱ　実践研究の延長線上の課題

（１）転倒骨折，ポリファーマシーおよび自律神経反応
　神田山荘では月に１回利用者を含む在宅高齢者を対象に「すこやか健康教室」を行なっている。診療
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所所長の岡田が依頼されて行なった「命の水を大切に－転倒予防③」もその一つであった。この「命の
水を大切に」というのは，2004年に日本転倒予防医学研究会というのができて，その代表世話人の武藤
芳照先生が掲げた「転倒予防７か条」の一つである。この会は2008年に「転倒予防医学百科」４）を発行
している。現在，日本転倒予防学会（理事長は武藤芳照先生）となり，2014年から毎年学術集会を開催
して，2021年10月23～24日には名古屋市で第８回の学術集会が開催された。また，日本転倒予防学会は「転
倒予防白書2019」5）を発行している。
　現在，超高齢社会の日本では，高齢者の各種の問題について多くの論議が行なわれている。しかし，
日本老年医学会の会員は多くはない。毎年開催されている日本老年医学会中国地方会の参加者を見ると，
ほとんど神経内科医で占められている。脳血管障害，認知症，パーキンソン病ほか神経難病については
多く論じられるが，循環器医師や整形外科医や特に特別養護ホームの医師などの参加がないところで，
これまで転倒骨折の改善策やエンドオブライフ・ケアなどについて報告してきたが議論がかみ合わなかっ
た。
　広島県女性の健康寿命は全国都道府県の中で最下位といわれ，平均寿命88歳と健康寿命76歳の12年の
差の縮小を図ること，健康寿命の延伸を図ることが必要であるというが，健康寿命の延伸の阻害要因の
第１位は脳梗塞，脳出血など，第２位は認知症であるが，第３位は寝たきりの原因の一つになる転倒で
ある。しかし，多くの医師達が「転倒予防医学百科」や「転倒予防白書」を読んでいるとは思われず，
日本老年医学会が編集した「老年医学」のテキストを読んでいるとは思えない。
　その「老年医学改訂第３版」には，高齢者の浮腫に対して利尿薬を使用する時は，少量隔日投与を勧
めている。利尿薬のどの種類を選ぶのか記述がない6）。これは愛知県大府市にある国立長寿医療研究セ
ンターの鳥羽研二理事長の記述であるが，研究所の附属病院の荒井秀典病院長（現在は理事長）に聞い
たところ，意外なことにループ利尿薬の Azosemide（薬品名ダイアート）を使用するという。この利尿
薬の効果持続時間は12時間である。
　一方，毎年１月１日発行の医学書院の「今日の治療指針」は約1300種類の疾患についての治療指針で
あるが，慢性心不全の項の使用される利尿薬の Spironolactone（薬品名アルダクトンＡ）は連日使用となっ
ており，米国の老年医学テキスト，米国の慢性心不全診療ガイドラインも日本のガイドラインも同様で
ある。それは，1999年にアルダクトンＡ研究グループの Pitt ら7）が，このミネラルコルチコイド受容体
拮抗薬（抗アルドステロン薬）が，心臓血管系の線維化の抑制作用があり慢性心不全重症例に効果があり，
利尿薬として連日使用する大規模研究の成果を，New England Journal of Medicine（NEJM）に報告し
たからである。
　内科医師の岡田はこの Spironolactone（アルダクトンＡ）を連日使用したことは一度もなく，常に隔
日使用をしてきた。それは効果持続時間が２日～３日（48時間～72時間）だからである。
　カリウム保持性利尿薬 Spironolactone の副作用である高カリウム血症のことはよく知られており，
Juurlink らのグループは2004年 NEJM に，高齢者は高カリウム血症のため心拍停止の恐れがあるから，
電解質チェックを行なうように注意を促す報告をした8）。
　日本老年医学会が発行した「高齢者の安全な薬物療法の診療ガイドライン」9）の利尿薬の項にも，この
カリウム保持性利尿薬の Spironolactone の副作用の高カリウム血症は明記されている。ループ利尿薬
Furosemide（薬品名ラシックス）の副作用の電解質異常の低カリウム血症はよく知られていたが，腎機
能低下，起立性低血圧と転倒が加えられている。
　ラシックスはアルダクトンＡに比べて遙かに強力な利尿効果があり効果発現時間も短いが，その効果
持続時間は６時間と短いことが知られている。
　神田山やすらぎ園の入園者は，入園前から利尿薬のラシックス１錠の連日使用あるいはアルダクトン
Ａ１錠とラシックス１錠の連日併用使用者がおり，入園後も継続使用している高齢者が定員100名の約半
数もいた。病名は慢性心不全や高血圧症がつけられていた。しかし，左心不全で救急搬送されたような
罹患歴のある者はいなかった10）。
　1962年４月に広島大学原爆放射能医学研究所（現在，原爆放射線医科学研究所と名称変更，略称，原
医研）の臨床第１部門（内科）で被爆者の外来・入院治療が開始された。岡田は被爆内科と称したこの
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内科の第１期生となり，２代目の京都大学出身の内野治人教授（後に京都大学に戻られて日本血液学会
理事長になられた）の指示で，米国癌診療の Founder の一人であり，ECOG（Eastern Cooperative 
Oncology Group）の臨床研究グループのChairmanであったThomas C. Hall 教授のもとへ留学するため，
厳しい資格試験の ECFMG（Educational Council for Foreign Medical Graduates）に合格して癌診療と
基礎研究に従事した。米国留学を終えて帰国後は造血器腫瘍の白血病，悪性リンパ腫の治療成績改善の
ため，抗癌化学療法，非特異的癌免疫療法，輸血医療や造血器幹細胞移植を推進する役割を担当した。
　内野教授は被爆者で急性白血病罹患者の血液標本を遡及的に検討し，白血病診断の８年も前からすで
に細胞学的な異常を認め，「前白血病 Preleukemia」と称した11）。岡田が米国癌部門で一緒に外来診察に
従事したことのある，細胞化学が専門の血液内科医で当時 Assistant Professor であった Dr.Jhon M.
Bennett は，フランスと英国の同じ細胞化学者の，血液内科医と共に，1976年に急性白血病の国際分類
となった FAB 分類12）を発表した後， 1982年に Myelodysplastic Syndrome （MDS, 骨髄異形成症候群）13）

として，Refractory anemia（不応性貧血）を含む５つの疾患を報告した。造血幹細胞レベルの異常があ
り，高率に白血病の出現をみる症候群であるとした。血液内科医として岡田は MDS の自験例を報告し
たが14）15），転倒骨折の改善策を探る意味で貢献した MDS の不応性貧血の１例があった。
　米国癌部門における正規の臨床腫瘍医としての修練を終えて帰国直後の1971年末から，当時の広島記
念病院の病院長の要請と内野教授の指示により，2012年３月末まで，41年間同病院で週１回の血液疾患
コンサルテーションを務めた。その期間に広島原爆被爆者検診で，末梢血液，骨髄検査で，MDS の中の
不応性貧血と診断され紹介された患者がいた。61歳から99歳で肝内胆管癌により死亡するまで38年間診
療した。Hb6.5g/dl の貧血があり，40歳代の事故による椎骨骨折の後遺症で，松葉杖で外来通院中，大
動脈弁狭窄症があり，急性左心不全で緊急入院して，右心不全による下腿浮腫もあり，また，脳血液循
環不全のために８回入退院を繰り返した。この患者の慢性心不全に対して利尿薬の spironolactone 半錠
12.5mg 隔日投与を80歳代後半から継続したが，患者の英文頭文字でこの利尿薬投与方法を NY 方式と称
した10）。NY は New York と間違われるので，Okada 方式，OK 方式とした方が良かったかも知れない。
　神田山やすらぎ園では，2012年４月～７月，毎月高齢女性の大腿骨近位部骨折が発生し，整形外科的
手術とその後のリハビリテーションを経て帰園していた。入園者の特に女性は骨粗鬆症の病名で入園前
から活性型ビタミンＤの内服を継続する者が多く，また骨密度測定も行なっていた。園内の多くの委員
会の一つに転倒防止委員会もあったが10年間転倒骨折の改善は見られず，ほとんど機能していなかった。

「転倒予防医学百科」に記載されていた転倒予防７カ条の一つである「命の水を大切に」に従って，高齢
者の身体内水分の保持に注意する必要があった。前記したように慢性心不全の診療ガイドラインに準拠
した利尿薬の使用法を改めて，NY 方式に変更した結果，高齢者に頻回発生する転倒骨折，特に大腿骨
近位部骨折が2012年８月から３年間０件になった1）。アルダクトンＡの後発薬は半錠が３円なので，１ヶ
月45円で済む NY 方式では，それまで高カリウム血症対策で１日３回のポリスチレンスルホン酸カルシ
ウム（薬品名アーガメイトゼリー）の服用は不必要となった。
　「転倒予防医学百科」4）には，転倒リスクのある薬剤が18種類挙げてあるが，不思議なことに利尿薬は
含まれて居らず，「命の水を大切に」という，転倒予防７カ条とは対応していないように思われた。リス
クが大きいのは睡眠薬を始めとする脳神経細胞に作用する薬剤が上位を占めている。しかし，ベッド数
の多い県立広島病院では，毎日のように発生する転倒に対して医師たちが睡眠薬の使用法で改善策を講
じたが改善効果はなかったという。ネガティヴデーターが学術誌に報告されることは少なく，院内のイ
ンシデントレポートに僅かに触れられているだけであった。神田山やすらぎ園の入園者の半数が睡眠薬
を使用しているが，共通トイレへの通路の廊下を歩いていて転倒することはほとんど無い。また，認知
症高齢者の転倒予防に関する研究報告もあるが16），神田山やすらぎ園の転倒は睡眠薬使用者や認知機能
低下とはほとんど関係の無い，居室のベッドサイドでの座り込みから始まり，転倒に至る場合が多いこ
とが，その実態調査で明らかとなった17）。
　骨粗鬆症学会は早くから立ち上がっており，骨粗鬆症診療ガイドライン18）もあるが，高齢者では加齢
にともない貯水槽の役割をする筋肉量の減少，筋力低下が問題で転倒の結果介護度も進むと思われた。「転
倒予防医学百科」の薬剤の項に利尿薬が含まれていないのは，転倒リスクと薬剤に関するメタアナリシ
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スで，利尿薬は睡眠薬ほかに比して遙かに比重が低いからであるが，身体成分の筋肉量や細胞内外の水
分量を測定した報告が乏しいためと思われた。県立広島病院の栄養士室に高齢者向きの坐位で身体成分
解析の可能な医療用器具の韓国製の InBodyS10（多周波数生体電気インピーダンス法）があった。
　在宅高齢者，車椅子生活者のいない自立できている一般養護ホーム高齢者と，神田山やすらぎ園高齢
者の身体成分解析による筋肉量，細胞内外水分量測定で，予測した通りの結果となり，日本老年医学会
の英文電子版（オンライン学術誌）の Geriatrics & Gerontology International（GGI）に，転倒骨折，特
に大腿骨近位部骨折の改善に，NY 方式の利尿薬使用法が相当役立ったこと，筋肉量，細胞内外水分量
測定結果を報告した1）。その日本老年医学会の英文電子版Geriatrics and Gerontology International（GGI） 
に掲載された論文は，米国の薬剤副作用の Annual Review の成書の転倒骨折の項に，ループ利尿薬が転
倒骨折の副作用があることと，Spironolactone12.5mg 隔日投与の利尿薬使用法が引用された19）。また，
Geriatric Physical Therapy の成書20）にも引用され，国外の研究者にはよく読まれている。
　転倒予防ガイドラインの成書21）の中にある転倒の要因に関する図を見ると，骨・関節の劣化，筋肉量，
筋力低下，ポリファーマシー，中枢神経障害，末梢神経障害などがあり，バランスの低下から環境要因
と加齢に伴う身体反応の低下が転倒リスクに関与する。末梢神経の中でも交感神経と副交感神経の自律
神経反応について測定出来る Heart Rater という医療用器具があり，健康度をチェック出来る簡便な器
具である。これを用いて神田山荘医務室の利用者の身体成分解装置で筋肉量，細胞内外水分量，脂肪量
などを測定後に，自律神経反応を検討した。その結果，高齢者トレーニングセンターで筋肉量，水分量
が20歳代若年者と同様であっても，自律神経反応は低下しており，加齢によるしなやかさは失われてい
ることが判明した。また，ポリファーマシーと自律神経反応低下の関係も判明した2）。100ml ずつ２回の
200ml の水分摂取時の自律神経反応から，身長・体重で算定される BMI（Body mass Index）が正常範
囲内の高齢者の自律神経反応が比較的良いことも判明した22）。
　めまいの要因の一つに椎骨脳底動脈循環不全によるものがあり，少量の輸液で改善されることによく
遭遇するが，高齢者では起立時に下半身の静脈血滞留に対して，若年者のような交感神経反応による心
拍出量の増加が瞬間的に起きず，ごく瞬間的な脳血液循環不全を生じるのかも知れない。このことが，
神田山やすらぎ園高齢者の大腿骨近位部骨折が居室のベッドサイドで，車椅子やポータブルトイレに移
乗する時や動作の開始時に起きやすいことに関係している可能性がある。転倒予防７カ条に，８カ条目
に動作変換時に一呼吸置いて動くことを追加する必要があるかも知れない。若年者と高齢者のちがいに
ついて，起立性調節障害に関する心拍解析と血圧変化を同時に測定する研究が必要となるであろう。
　神田山やすらぎ園（定員100名）の1982年～2017年，35年間の死亡680件と倉掛のぞみ園（定員300名）
の1992年～2017年，25年間の死亡1175件，計1855件の中に認めた48件腎不全死の検討を行なった結果，
２施設ともに慢性腎不全の死亡者が，一定期間に集中していること，その中に，ループ利尿薬の連日投
与あるいはミネラルコルチコイド受容体拮抗薬の併用連日投与が行なわれている者を認めた。また，２
施設の407名について，血清クレアチニンによる推算糸球体濾過量と自立度の関係を検討した結果，自立
度の低下した高齢者の推算糸球体濾過量は，加齢による低下とは逆に，筋肉量の低下により比較的高値
を示す者がいることを認めた。これらの結果は，筋肉量，水分量の低下した高齢者の利尿薬の使用法に
ついて，標準的使用法と NY 方式の比較対照試験が，転倒骨折の予防のみならず，腎臓の保護の観点か
らの必要性を示唆した23）。
　われわれはこれまでの転倒骨折の改善策を図る研究の軌跡24）25）から，効果持続時間が２日～３日，48
～72時間の Spiranolactone の使用が，Pitt らの慢性心不全に関する大規模調査ほか連日使用され，高齢
者の少量隔日使用と異なることから，標準的使用法と NY 方式の比較対照試験が必要と考えてきた。日
本老年医学会雑誌の Letter to the Editor にそのことを投稿したが，慢性心不全の利尿薬使用については
循環器専門医師の指示にしたがうべきであるということで掲載に至らず，2021年11月６日に広島市で開
催された第33回日本老年医学会中国地方会に図１～６などを使い疑義を唱えて，抄録の記録を遺すこと
にした26）。また，本論で国内外の医師の誰も提出しない慢性心不全高齢者に対する利尿薬治療について
の疑義を記述した。
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図１　慢性心不全に対する利尿薬治療　標準方式とＮＹ方式のちがい
文献25から引用

「今日の治療指針」 毎年1月1日に改訂版、第59版、2017年
日本循環器学会の慢性心不全ガイドライン ARB,ACEIに追加する
利尿薬使用時には、まずループ利尿薬、次に
ミネラルコルチコイド（アルドステロン）受容体（ＭＲ）拮抗薬
を追加
ループ利尿薬 ◯ （標準方式）
ＭＲ受容体拮抗薬 ●

◯
●
◯
●
◯
●
◯
●
◯
●
◯
●
◯
●

日本老年医学会のテキスト 改訂第3版 2008年
高齢者の浮腫に対して、利尿薬は少量、隔日に使用する

◐ ◐ ◐ ◐ (ＮＹ方式）
●効果持続時間が48－72時間のスピロノラクトン連日使用は薬理学的に非合理的である

図２　高齢者転倒骨折に関する研究。第１段階から第５段階まで
文献25から引用

第1段階 転倒骨折の改善
第2段階 身体成分解析用医療器具の活用
第3段階 大腿骨骨折患者の筋肉・水分量測定

および転倒リスク評価
第4段階 在宅、特養、骨折高齢者のポリファーマ

シーの比較
第5段階 フレイルとポリファーマシーについて

自律神経反応測定のためのHeart Raterの活用
高齢者のサルコペニア、フレイルと在宅、特養、大腿骨近位部骨折高齢者
のポリファーマシーの比較 (看護学統合研究 22（1）：1－13，2020）

図３　転倒に関する要因
文献21から引用
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（２）エンドオブライフ・ケアとエンディングノート
　岡田浩佑は神田山荘の「すこやか健康教室」で，「いきいきと生きて逝くために，元気な今エンディン
グノートの始め時」という題の話を依頼された。
　日本老年医学会中国地方会が岡山市で開催された時に，このエンドオブライフ・ケアの演題を発表し
て記録した27）。参加者に全国国民健康保険診療施設協議会（国診協）が作製した「いきいきと生きて逝
くために」28）の小冊子を配布した。36頁の高齢者に読みやすいように大きな文字で書いてある１部140円

図４　H eart Rater による健康度の測定
英文文献２から日本語に改変引用

• 年齢による変動
• 地域住民の健康度と変動（Framingham project)
• 手術後の変動
• 心筋梗塞後の変動
• ２型糖尿病の変動

• 高齢者のフレイルとポリファーマシーに関する
研究がない

図５　若年者と高齢者の心拍変動指数の比較
S DNN：心電図の R R 波間隔の標準偏差

英文文献２から日本語に改変引用
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図６　利尿薬の効果持続時間
1977年から毎年発行の「今日の治療薬」南山堂の利尿薬の表から抜粋

ループ利尿薬の効果持続時間

フロセミド（ラシックス） 6時間

アゾセミド（ダイアート） 12時間

ミネラルコロチコイド受容体拮抗薬

（抗アルドステロン薬）の効果持続時間

2日（48時間）～ 3日（72時間）
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のエンディングノートである。広島大学病院で「医療と倫理を考える会・広島」で講演した記録の「医
療と生命倫理」3）にも記載したが，このエンディングノートは北広島町の雄鹿原診療所で地域医療，特に

「看取り」に尽力されている東條環樹医師が作製されたものである。北海道から沖縄まで815箇所の国診
協の施設を中心に使用されており，広島県内にも26カ所あるが，全て郡部や田舎にあり，都会で活動し
ている医師や地域住民にはほとんど知られていない。
　神田山荘の医務室に置いて，自由に持ち帰っていただき，また，広島市の約800ある老人クラブの各地
区代表者が，１ヶ月に１回連絡会議を開いているので，その代表者達にこのエンディングノートの見本
を配布した。中区と西区では直ちに行動を起こして自分たちで国診協の本部からこの小冊子を多数注文
して取り寄せた。
　広島県地対協29）では，厚生労働省が推進しているアドバンス・ケア・プランニング（ACP）のリーフ
レットを作製して，人生会議と称して人生最終段階の医療の在り方，特に延命治療について考えさせる
活動を展開している。吉田松陰の「草莽崛起」の言葉のように，高齢者は草の根からエンディングノー
トを書き遺す普及活動を起こすべきであると考える。

（３）音楽療法，認知症
　岡田浩佑は神田山荘の「すこやか健康教室」で「シニアのためのミュージック・サロン」という音楽
療法関係の話を依頼された。
　看護学統合研究「音楽療法とハーモニカ」30）は，広島文化学園大学看護学部の大学祭のホーム・カミ
ング・デイにおける「老年看護・老年医学の実践」（2012年）と題する講演記録であり，音楽療法に関す
る書物の中でハーモニカの楽器に関する解説が乏しいためか，大変多くダウンロードされている。看護
学統合研究「原爆養護ホーム高齢者の認知症と音楽療法の現況」31）は，神田山やすらぎ園の入園者の3/4
が改定長谷川式知能評価スケール（HDS-R）20点以下で，入園前から抗認知症薬のコリンエステラーゼ
阻害薬を服用しており，入園後も惰性的に継続している。認知症に対する医療には限界があり，音楽療
法を行なっていることを記述した。しかし，この時期に広島原爆被爆者援護事業団に属する神田山やす
らぎ園（定員100名）より入園者の多い，特別養護ホーム倉掛のぞみ園（定員300名）の介護職者は，認
知症高齢者10名に対する「個別的音楽療法の効果」というより有益な研究を行なった。
　呉大学看護学部の公開講座に来てくださった日野原重明先生は，音楽療法学会会長をされて，音楽療
法入門の理論編，実践編の監修を含む多数の書物を出版し，また「新老人会」の活動など，実践行動の
優れた教育者・医療者であった。看護学統合研究「日野原重明先生の想い出と音楽療法による地域貢
献」32）に記述した。
　前記の「個別的音楽療法の効果」は，米国のドキュメンタリー映画「Personal Song」33）に触発された
介護職者が，ただちに実践行動を起こして介護福祉関係の広島大会で報告して選考されて中国大会でも
報告して受賞した研究だが，記録する介護職関係の機関誌がないことから，看護学統合研究の交流欄に

「記憶に残っている歌の魅力～個別的音楽療法の効果～」34）として掲載していただくことを支援した。
　広島市チューリッヒホテルで開催された第33回日本老年医学会中国地方会での「認知症高齢者に対す
る集団的と個別的音楽療法」（2021年11月６日）の報告35）の通り，今後音楽療法の普及とその効果の評
価法に関する研究を推進する必要がある。

（４）感染症対策や癌診療
　神田山やすらぎ園高齢者の発熱が出現した時は，誤嚥性肺炎36）の繰り返しから老人性肺炎の呼吸器感
染症，胆石症・胆嚢炎と寝たきりとおしめ使用者が多いことによる尿路感染症37）が多い。冬季には毎年
インフルエンザ，ノロウイルスなどの集団感染に悩まされる。この２年間はパンデミックの新型コロナ
ウイルス感染症対策が多く論じられた。しかし，死亡の原因にもなるサイトカイン・ストームという言
葉を聞くことがあるが，それにより引き起こされると思われる間質性肺炎と細菌による通常の実質性肺
炎の病態，症状，治療法のちがいなどについて，一般庶民に対するテレビそのほかの情報は乏しく，こ
れらについては別に論じる必要がある。
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　また，1962年の被爆内科の第１期生として出発した内科医の岡田は本来癌診療が専門領域であったは
ずであるが，長年のコメディカル教育や老人病の世界にどっぶり浸かる世界に入りこんだ。Geriatric 
Oncology の研究領域には，高齢者の悪性腫瘍の超早期発見法，抗癌化学療法－75歳以上高齢者に対する
ゆるやかな治療法，癌免疫療法－安価で副作用のない治療法など多くの研究が必要であり，これらにつ
いては別に論じる。

おわりに

　日本老年医学会に2012年入会して，これまで日本老年医学会雑誌，広島医学，看護学統合研究などに
老人病，老年医学関係の論文ほか多数掲載していただいた。神田山やすらぎ園の原爆被爆者は年１回胸
部Ｘ線検査，年２回血液検査を受けているため，貴重なデータの蓄積があり，そのため老人病，老年医
学に関する必要と思われる情報を発信することができた。また2012年以降，特別養護ホーム，在宅，介
護老人保健施設，大腿骨近位部骨折の高齢者の協力を得て転倒骨折改善策の検討ほか研究を遂行出来た。
特に，在宅高齢者が多数利用する神田山荘における検討は非常に役に立った。神田山荘は原爆被爆者療
養研究センターと共に，長寿療養研究センターとしての拠点として十分な役割を果たすことが期待される。
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