
第102回　北海道医学大会
プログラム・抄録

Program of the 102nd Hokkaido Medical Congress

開催期間
　　総　会　　　令和 4年10月 1 日（土）
　　分科会　自　令和 4年 9月 3日（土）
　　　　　　至　令和 4年11月26日（土）
会　　頭　　　　西　川　祐　司

主　催　旭 川 医 科 大 学
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　　　　北海道大学医学研究院

　　　　北 海 道 医 師 会

⎭
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
⎫

⎩
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
⎧

プライマリ・ケア分科会
（日本プライマリ・ケア連合学会北海道ブロック支部第 7回学術集会）

（第10回北海道プライマリ・ケアフォーラム）
日　時：令和 4年11月19日㈯　12：30～19：20
会　場：かでる 2・ 7（一部ハイブリッド）
　　　　札幌市中央区北 2条西 7丁目
　　　　（011）204‒5100
会　長：日本プライマリ・ケア連合学会北海道ブロック支部
　　　　支 部 長　木佐　健悟
幹　事：日本プライマリ・ケア連合学会北海道ブロック支部
　　　　副支部長　佐藤　弘太郎

基調講演
　「家庭医に未来はあるか？」
　講師：NGO「クロス」代表　楢戸　健次郎　先生
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プライマリ・ケア分科会
（日本プライマリ・ケア連合学会北海道ブロック支部第 7回学術集会）

（第10回北海道プライマリ・ケアフォーラム）
日　時：令和 4年11月19日㈯　12：30～19：20
会　場：かでる 2・ 7（一部ハイブリッド）
　　　　札幌市中央区北 2条西 7丁目
　　　　（011）204‒5100
会　長：日本プライマリ・ケア連合学会北海道ブロック支部
　　　　支 部 長　木佐　健悟
幹　事：日本プライマリ・ケア連合学会北海道ブロック支部
　　　　副支部長　佐藤　弘太郎

基調講演
　「家庭医に未来はあるか？」
　講師：NGO「クロス」代表　楢戸　健次郎　先生

一般演題は 1題あたり発表 6分、討論 3分です。
プライマリ・ケアフォーラムでは上記以外の企画もあります。
発表方法や企画の詳細は日本プライマリ・ケア連合学会
北海道ブロック支部のウェブサイトでご確認ください。

お問い合わせ
美唄市西 2条北 1丁目1-1
市立美唄病院内
TEL　0126-63-4171
E-mail：hpca.jimukyoku@gmail.com
プライマリ・ケア連合学会北海道ブロック支部事務局

33_プライマリ・ケア抄録.indd   933_プライマリ・ケア抄録.indd   9 2022/07/27   11:59:492022/07/27   11:59:49



10

プライマリ・ケア分科会
（日本プライマリ・ケア連合学会北海道ブロック支部第 7回学術集会）

（第10回北海道プライマリ・ケアフォーラム）
日　時：令和 4年11月19日㈯　12：30～19：20
会　場：かでる 2・ 7（一部ハイブリッド）
　　　　札幌市中央区北 2条西 7丁目
　　　　（011）204‒5100
会　長：日本プライマリ・ケア連合学会北海道ブロック支部
　　　　支 部 長　木佐　健悟
幹　事：日本プライマリ・ケア連合学会北海道ブロック支部
　　　　副支部長　佐藤　弘太郎

一般演題 1（16：10～17：20） 座長 濱本　　航（ ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院）
1． 多疾患併存に対して治療負担や社会的サポートを改善する介入を行い、希望していた自宅退院を叶えるこ
とができた事例
○ 菰田　　淳1,2，堀　　哲也1,2，今江　章宏1,3（北海道家庭医療学センター1，北海道社会事業協会帯広
病院2，寿都町立寿都診療所3）

2 ． 認知症終末期患者のケアについて家族の真の望みを理解し，解決することで本人，家族にとってより良い
最期を迎えることが出来た1例
○ 古賀　千夏（医療法人北海道家庭医療学センター　本輪西ファミリークリニック）

3 ． 多職種カンファレンスが認知症の意思決定支援に繋がった1例
○ 藤本　誠也（函館稜北病院　総合診療科）

4 ． 最期まで自宅で家族と過ごす事を希望するパーキンソン病患者を自宅で看取った1例
○ 浅倉　由香1,2，重原　良平1,2，平野　嘉信1,2（北海道家庭医療学センター1，上川医療センター2）

5 ． 在宅医療のリソースに乏しい中で希望通りに在宅看取りを行った事例
○ 重原　良平1,2,3，浅倉　由香2，平野　嘉信2（更別村国民健康保険診療所1，上川医療センター2，耳原
総合病院3）

6 ． 若手家庭医が意思決定プロセスに困難さを感じた在宅筋萎縮性側索硬化症患者の1例
○ 長谷川　優1，勝俣　元都1,2，鳥山　敬祐1，草島　邦夫1，中川久理子1，中川　貴史1（北海道家庭医療
学センター　栄町ファミリークリニック1，聖母病院2）

一般演題 2（16：10～17：20） 座長 中島　　徹（ 北海道家庭医療学センター　向陽台
ファミリークリニック）

7． 致死量を内服したジフェンヒドラミン（トラベルミン®）中毒の1例
○ 大井　利起，木佐　健悟（JA北海道厚生連倶知安厚生病院総合診療科）

8 ． 白玉の窒息により陰圧性肺水腫とたこつぼ型心筋症を併発した1例
○ 田尻　　巧1,2，堀　　哲也1,2，小寺　祐貴3（北海道社会事業協会帯広病院　総合診療科1，北海道家庭
医療学センター2，北海道社会事業協会帯広病院　呼吸器内科3）

9 ． 第6波期間における当院のCOVID-19在宅療養患者の隔離解除後の再診実態の検討
○ 勝俣　元都1,2，草島　邦夫1，中川久理子1，鳥山　敬佑1，長谷川　優1,2，中川　貴史1（医療法人　北
海道家庭医療学センター　栄町ファミリークリニック1，社会福祉法人　聖母会　聖母病院2）
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10． 診療所における緩和ケア認定看護師による緩和ケア外来設置の診療への影響について
○ 加藤　利佳1，松本　美奈2，河原　広明3，郡　美代子4，大塚　亮平1（医療法人渓仁会　手稲家庭医療
クリニック　診療科1，医療法人渓仁会　手稲家庭医療クリニック　看護科2，医療法人渓仁会　手稲
家庭医療クリニック　経営管理課3，医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　看護部4）

11． ITと医療クラークを用いたプライマリケア外来の効率化とコロナ禍における運用報告
○ 稲熊　良仁（緑町診療所）

12． 総合診療専門医/家庭医療専門医と救急科専門医のダブルボード取得に向けた、専攻医研修の取り組みと今
後の展望
○ 鈴木　喬之1，草島　邦夫2，中川　貴史2，早川　峰司1（北海道大学病院　救急科1，北海道家庭医療学
センター　栄町ファミリークリニック2）

13． 継承開業を志向する専攻医の支援事業活動の報告
○ 八嶌　　駿1,2，西村　真子2,3，植木　千代2,4，栗原　史帆2,5，山田　康介1（北海道家庭医療学センター　
更別村国民保険診療所1，日本プライマリ・ケア連合学会専攻医部会2，恵寿家庭医療研修プログラム3，
岡山協立病院総合診療プログラム4，亀田ファミリークリニック館山5）

基調講演（17：50～19：10） 座長 湯浅　　駿（ 第10回北海道プライマリ・ケアフォー
ラム実行委員長）

「家庭医に未来はあるか？」
講師：NGO「クロス」代表　楢戸　健次郎　先生
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１ ．�多疾患併存に対して治療負担や社会的サポートを改善する介
入を行い、希望していた自宅退院を叶えることができた事例

○�菰田　淳１，２，堀　哲也１，２，今江章宏１，３（北海道家庭医療学セン
ター１，北海道社会事業協会帯広病院２，寿都町立寿都診療所３）

【背景】複数の慢性疾患が併存し、中心となる疾患を特定できない状
態を多疾患併存状態と呼ぶ。事例を通して、患者の自宅退院希望を
叶えるために多疾患併存の観点から治療負担を考慮した内服調整や
社会的サポートの介入を行う重要性を学んだため報告する。【症例】
85歳、女性。当院から車で1時間離れたA町に夫と二人暮らしで、歩
行器歩行だがその他のADLは自立し介護認定は受けていない。糖尿
病、糖尿病性網膜症、労作性狭心症、神経因性膀胱などで当院のあ
るB市の複数のクリニックへ定期通院していた。B市の内科主治医
の定期通院時に意識障害を認め、精査目的に当院へ紹介受診となっ
た。諸検査から急性腎盂腎炎による敗血症性ショックと診断し、入
院で抗菌薬治療や血糖管理を開始した。入院時にはHbA1c13.6%を
呈していたが、入院後は少ない単位量で血糖値が安定した。本人は
認知症を罹患しており、入院前のインスリン自己注射が指示通りに
行えていなかったと考えられた。施設入所も考慮されたが、本人が
希望する自宅退院を叶えるために多疾患併存の観点から介入を行っ
た。1.薬剤管理に関して、内服薬削減により内服回数と注射回数を
減らした。2.介護環境に対しては、地域包括支援センターに情報提
供を行い、要介護認定の申請と訪問看護導入を勧めた。3.通院負担
に対しては、B市の内科主治医がA町の病院へ出張している時に定期
受診できるよう依頼した。【考察】高齢糖尿病患者では認知症などの
複数の慢性疾患を合併しやすく、ポリファーマシーとなるが服薬管
理や栄養管理が困難となりやすい。そのため、多疾患併存のバラン
スモデルを用いて患者のCapabilityと治療負担を評価する必要があ
り、本事例では問題点に対して1.～3.の介入を行うことで本人の望む
自宅退院を叶えることができた。以上のように、多疾患併存患者で
は、治療負担を考慮して介入を行うことが重要である。

２ ．�認知症終末期患者のケアについて家族の真の望みを理解し，解
決することで本人，家族にとってより良い最期を迎えること
が出来た1例

○�古賀千夏（医療法人北海道家庭医療学センター　本輪西ファミ
リークリニック）

【セッティング】病床300床の総合病院　総合診療科�【現病歴】84�歳，
女性．夫と2人暮らしだったが夫が脳梗塞で当院脳神経外科へ入院
し，本人はその2日後に転倒し左大腿骨骨折にて当院整形外科へ入
院，手術が行われた．術後に嚥下機能低下を認めリハビリが行われ
ていたが入院42日目に発熱を認め誤嚥性肺炎疑いとして当科へ転科
となった．【併存症】認知症【患者背景】夫と2人暮らし，長女夫婦
が市内在住，本人・夫は尊厳死協会の会員だが具体的な処置内容の
記載なし【経過】発熱に関しては炎症反応上昇なく画像所見も乏し
く経過観察とした．ST評価では嚥下機能は廃絶し改善の見込みはな
かった．患者は認知症があり意思決定能力は乏しく，夫も入院後に
認知機能低下を認め意思決定は難しかった．認知症，ADL低下，本
人の尊厳死の希望などを ４分割表で整理すると今後の栄養法は末梢
静脈栄養が望ましいと考えられた．informed�consent（IC）では長
女は中心静脈栄養を希望したが，夫婦で過ごす時間が持てていない
という家族の懸念が尊厳死への障壁となっている印象を受けた.� 夫
婦どちらかを転棟させ両者が再会できるよう調整してはとの意見が
あり，本人を転棟させ夫は当科へ転科とし再会できた．夫婦が会え
たことで長女の望みも叶い長女としても自身の意向で望まない延命
を強いるのは良くないのではと考えが変わり，末梢静脈栄養を行う
方針となった．【考察】�本症例では患者にとっての最良の選択と家族
の望みが一致しなかったが，転棟することで夫婦の再会が叶い本人
の不安感を和らげることができ，家族の望みも満たせた．またICを
重ねるうちに家族は患者の死を受容でき，患者にとって何が一番良
いのかを考えられるようになった．人生の最終段階の際に代理意思
決定が必要な場合，医療者の考える本人にとってのベストと家族の
考えるベストが異なる場合は家族の真の望みを探ることで本人，家
族にとってより良いケアを進めることができる．

３ ．�多職種カンファレンスが認知症の意思決定支援に繋がった1例
○�藤本誠也（函館稜北病院　総合診療科）

【症例】93歳男性　【生活】小規模多機能施設利用、週末のみ自宅（他
県在住の長男が週末のみ介護）【経過】尿路感染症で入院し抗菌薬治
療を行ったが、経口摂取量低下が遷延した。器質的な異常はなく認
知症に伴う食事意欲低下から生じる摂食障害と思われた。人工的・
水分栄養補給法（artificial�hydration�and�nutrition：以下AHN）を
含め栄養摂取について検討したが、認知症で意思確認が困難であっ
た。代理意思決定者の長男は入院前と同じ環境への退院を望んだが、
低栄養が生命予後に関わるため医療者として葛藤があった。最善の
意思決定支援を行うことが自分だけでは困難と感じ、病棟看護師・
リハビリ技師・ケアマネージャー・MSW・上級医を集め臨床倫理
四分割法を用いて多職種カンファレンスを実施した。臨床倫理四分
割法は医学的適応・患者の意向・QOL・周囲の状況から成るが、本
症例では低栄養が患者の予後規定因子でありAHNで改善が見込め
る一方で自己抜去リスクが高くTPNや経鼻胃管では身体抑制が必
要であった。認知症で部分的な会話しか成立しないが「家がいい」
「息子や妻に会いたい」という言葉は一貫していた。家族内の重要な
決定は長男の意向が強く、経済的には施設入所が可能な状況であっ
た。ケアマネージャーの情報で詳細な生活状況が明らかとなり、入
院する以前から食事量は低下していたこと、自宅にいる間の介護力
が不安視されていたことが分かった。これらを踏まえ、胃瘻造設の
上で腹帯使用して自己抜去を防ぎ、身体抑制なしに過ごせるように
し、家族で過ごす時間を作れるようにアクセスしやすい施設入所を
提案する方針と決まった。長男へは医療者からの意見の押し付けに
ならないよう注意を払い、状況を整理しながら話すよう努めたとこ
ろ理解が得られた。患者本人にも可能な限り平易な言葉でゆっくり
説明をしたところ「わかった。頼む。」と返答あり自分の中のモヤモ
ヤ感もなくなった。胃瘻を造設し身体抑制が解除された患者は、家
族の希望した特別養護老人ホームへ退院し穏やかに過ごしている。

４ ．�最期まで自宅で家族と過ごす事を希望するパーキンソン病患
者を自宅で看取った1例

○�浅倉由香１，２，重原良平１，２，平野嘉信１，２（北海道家庭医療学セン
ター１，上川医療センター２）

訪問診療の主治医として、前年度からの情報の継続性・地理的継続
性・家族の継続性・患者医師関係における継続性を生かし、最期ま
で自宅で家族と過ごす事を希望した本人の意思を家族と協力して叶
えたため報告する。�【症例】86歳女性【セッティング】人口3400人の
郡部の有床診療所【現病歴】X－4年脳神経内科でパーキンソン病と
診断され、X－3年に前医への通院が困難となり当院へ転院した。X
－1年に当院通院困難となり訪問診療に切り替え、X年6月に前年度
の医師から引き継いで診療を開始した。【内服薬】レボドパ100mg・
カルビドパ配合錠（1－1.5－0.5－1－1）,ゾニサミド錠100mg� 0.5錠1
×【経過】87歳の夫・60代の長女との3人暮らしで、訪問時本人は明
るく話すことが多かったが、家族は時折言葉を濁す場面があり医療
者に伝えきれない不安があるのではないかと気がかりだった。X＋1
年1月に長女から電話で「ここ一週間食事量が少ないです。本人の前
では本当のことを話せませんでした」と言われた。往診すると、飲
水量は減少して固形物は摂取困難だった。L-dopa調整のためにも入
院を勧めたが、本人は家族と一緒に居たいと入院を断固拒否された
ため、看護師やケアマネージャーと協力して在宅で可能な限りのケ
アを提案した。徐々に身体能力が低下する経過の中で飲水後にむせ
込み、長女が救急要請し当院へ搬送された。長女は苦しむ母の姿を
見ることが辛く、入院させて欲しいと涙した。家族の努力を理解し
ており入院も選択肢の一つと感じたが、その時に本人が家で家族と
共に過ごすことを望んでいたことが思い出された。本人の気持ちを
長女に代弁すると、長女は決意の表情をみせて本人とともに帰宅し
た。救急搬送から6日後、家族に見守られる中自宅で死去した。【考
察】当院へ救急搬送された時に帰宅の判断を出来た事は継続性の賜
物と考える。長期的な継続性の中で医師の責任感が培われ、患者や
家族をより深く理解して最適なケアを提供することが患者の癒しに
繋がることを学んだ。
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５ ．�在宅医療のリソースに乏しい中で希望通りに在宅看取りを
行った事例

○�重原良平１，２，３，浅倉由香２，平野嘉信２（更別村国民健康保険診療
所１，上川医療センター２，耳原総合病院３）

【背景】訪問看護の導入が困難であるなど在宅医療を行うための資源
が限られた地域において、合併症を発症しやや急激な経過を辿った
がん終末期患者の在宅看取りを経験した。急激な経過の中で家族や
医療スタッフと合意形成を行いながら患者や家族の希望するケアを
かなえることが出来たため報告し考察する。
【症例】数年前に肝細胞がんを指摘され、胆管ステント留置の上で積
極的な治療は行わない方針となり経過観察となっていた88歳女性。
認知症があり近隣市のグループホームで生活していたが、大腸憩室
出血による他院入院中に肝細胞癌の拡大を指摘されたことをきっか
けにもともと住んでいた町内の特別養護老人ホームへ入所された。
入所されて4日後に発熱、意識障害を認め、胆道感染症による敗血症
と診断し入院加療を開始した。治療により小康となったが、画像検
査により胆管ステントの閉塞を認めたため、今後の治療方針につい
て家族と相談した。認知症が進む前に本人が自宅へ帰りたいと言っ
ていたため胆管ステントの入替えは行わず看取りを目的に自宅での
在宅医療を希望された。院内でも治療方針の妥当性を話し合い、代
替意思決定者である次男の意見を尊重することになった。在宅医療
を行う上でそれを支援するリソースが不足していたが、家族やケア
マネージャーの協力を得ながら退院8日目に亡くなられた。
【考察】在宅医療を行うためのリソースに乏しい中で本人、家族の希
望通りに看取りを行った。過去の文献では在宅医療を継続するため
の要因について療養者のADLや病状などの療養者側の要因、同居家
族数などの介護者要因、医療機関の体制などの環境要因が挙げられ
ている。本事例と先行文献を比較して、在宅診療を中止せずに自宅
で最期を迎えることができた要因について考察する。

６ ．�若手家庭医が意思決定プロセスに困難さを感じた在宅筋萎縮
性側索硬化症患者の1例

○�長谷川優１，勝俣元都１，２，鳥山敬祐１，草島邦夫１，中川久理子１，
中川貴史１（北海道家庭医療学センター　栄町ファミリークリ
ニック１，聖母病院２）

【背景】筋萎縮性側索硬化症（以下ALS）の経過には多数の意思決定
プロセス（気管切開，胃瘻等）が存在し，それは在宅診療の場でも
同様である．在宅医はそのサポートを行うが，関係者間での共通の
理解基盤形成は必ずしも容易ではない．この”困難さ”は在宅ALSに
携わる医療者の疲労感，ひいてはburn�outへつながる可能性もある
と推察される．今回，医師5年目の報告者がこの”困難さ”に直面した
症例について，家庭医の視点から振り返りを行ったため，報告する．
【症例】68歳男性，妻と長女と3人暮らし【病歴】発症から10ヶ月，
診断から6ヶ月の時点で訪問診療を開始し，約4ヶ月間診療を行った．
症状の進行は速く，訪問開始時点で胃瘻・中心静脈ポートは留置済
みであった．1日中ベッド上で過ごしていた．患者・家族は病状の
受容が追いつかず，本人は「病気のことは聞きたくない」という状
況であった．家族は本人の意志を尊重したが，介護負担のため疲労
が重なっていた．様々な意思決定の機会に本人・家族を含めた関係
者で頻回に対話を行い，日々指導医とも振り返りを行ったが，最終
的に全員に納得する形での意思決定にたどり着くことが困難であっ
た．最終的に嚥下性肺炎を発症し，加療開始後3日目に死亡確認し
た．【考察】結果的に家族には納得していただいたものの，報告者に
とっては意思決定の”困難さ”や疲労感を感じた一例であり，同僚や
指導医，訪問看護ステーションと振り返りを行なった．その結果意
思決定プロセスにおいて，関係者全員が疲労感を感じていたことが
明らかになった．その原因について議論した結果，共通の理解基盤
を見出すための相互の自己開示の欠如が疲労感を助長させ，チーム
形成の不十分さに原因があったと推察された．また，上記以外にも
在宅ALS患者特有の要因があることも推察され，他医師へのインタ
ビューや文献を用いて考察を行ったため，報告する．

７ ．�致死量を内服したジフェンヒドラミン（トラベルミン®）中毒
の1例

○�大井利起，木佐健悟（JA北海道厚生連倶知安厚生病院総合診療
科）

【症例】20代男性【主訴】動悸、口喝、発汗【現病歴】生来健康で
あったが人事異動後から職場に馴染めず約6ヶ月前から塞ぎがちと
なった。同時期にインターネットの自殺サイトを閲覧し「楽に死ぬ
事が出来る」という記載からジフェンヒドラミン（トラベルミン®）
約100錠を購入した。受診前日の午後9時に約40錠を内服し30分後か
ら動悸、口喝、発汗が出現した。症状が改善せず上司に相談し同伴の
もと翌日午前10時に当院外来を受診した。来院時BP133/85mmHg、
HR105回/分、BT37.8℃、RR30回/分、GCS� E4V5M6、SpO2� 96%
（室内）であった。診察で口腔内は乾燥しており全身に大量の発汗
を認め非常に興奮していた。CT検査で尿閉を認めた。なお簡易尿
中薬物検査は陰性であった。内服量は致死量に達していたが血中半
減期の約2倍の時間が経過していた。第2病日には補液のみで自覚症
状やvital� signsが改善した。最終的に明らかな障害を残さず第16病
日に自宅退院となった。【考察】ジフェンヒドラミンはヒスタミン
H1受容体拮抗薬で中枢性制吐薬や鎮暈薬に用いられる。OTC医薬品
で広く流通している。中毒症状は抗ヒスタミン作用であり中枢（眩
暈、興奮、昏睡）、循環器（頻脈、心室性不整脈）、消化器（口喝、
嘔気、嘔吐）、その他（尿閉、発熱）と全身に及ぶ。血中半減期は3
～10時間であり急性期を過ぎれば比較的予後は良好である。致死量
は20～40mg/kgとされておりトラベルミン®1錠あたりに40mg含有
する。本症例では体重が60kgであり内服した40錠で致死量に達して
いた。特異的治療はなく対症療法が中心となる。簡易尿中薬物検査
では検出不能のため診断には注意が必要である。インターネットの
自殺サイトにも「服薬自殺可能な薬剤」として紹介されており本症
例のような急性中毒症例は増加する可能性がある。本症例では自己
申告があったため診断する事が出来たが、薬剤購入状況について市
販薬も管理する事が大切と考えられる。

８ ．�白玉の窒息により陰圧性肺水腫とたこつぼ型心筋症を併発し
た1例

○�田尻　巧１，２，堀　哲也１，２，小寺祐貴３（北海道社会事業協会帯広
病院　総合診療科１，北海道家庭医療学センター２，北海道社会
事業協会帯広病院　呼吸器内科３）

【症例】66歳女性【主訴】窒息後失神【現病歴】生来健康で定期通
院なし。当院搬送の約30分前、白玉をよく噛まずに飲み込もうとし
て窒息し失神した。家族による背部叩打法で白玉は排出され、意識
回復した状態で当院へ救急搬送された。意識回復後は前胸部違和感
を除いて無症状であった。【患者背景】定期内服なし。喫煙なし、機
会飲酒。認知機能低下なくADL自立。【診察所見】意識清明、BT�
36.6℃、BP�126/82mmHg、HR�95/min・整、RR�18、SpO2�90%（室
内気）。両肺野に軽度の湿性ラ音を聴取する。全身に浮腫なし。【検
査結果】WBC�10850/μl（Neu�75%）、CRP�0.6mg/dl、CK�113U/l、
NT-proBNP�60pg/ml、ほか一般血液検査に特記所見なし。動脈血液
ガス（室内気）でpH�7.41、PaCO2�31mmHg、PaO2�57mmHg、HCO3-�
19mEq/l。心電図に特記所見なし。胸部X線で両肺上葉有意に浸潤影
を、胸部単純CTで両肺にびまん性間質性陰影を認める。心臓超音波
で心基部を除いて全周性に収縮低下ありEF�30%台、IVC�7mm扁平、
TRPG�26mmHg、E/A＜1、有意な弁膜症なし。【経過】たこつぼ型
心筋症（症候群）が疑われるものの急性心不全を来しているとは考
え難かった。軽度の低酸素血症や肺野異常影については嚥下性肺臓
炎の疑いとして入院としたが、入院翌朝に呼吸器内科医より陰圧性
肺水腫の可能性を指摘された。患者は入院翌朝には酸素を離脱して
胸部X線上の浸潤影も消失し、入院3日目に退院した。退院2週間後
の外来診察で心臓超音波上も正常化しており終診となった。【考察】
陰圧性肺水腫は異物等による気道閉塞後に生じる肺水腫であり、吸
気努力による胸腔内圧低下が静脈還流を増加させること等が病態と
される。12～48時間で完全に回復することが多いが、呼吸状態が悪
化して陽圧換気等が必要になることがある。窒息後の両側肺雑音や
肺野浸潤影では肺炎に加えて陰圧性肺水腫を鑑別に挙げ、進行性の
呼吸状態悪化に備えながら慎重に経過観察する必要がある。
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９ ．�第6波期間における当院のCOVID-19在宅療養患者の隔離解除
後の再診実態の検討

○�勝俣元都１，２，草島邦夫１，中川久理子１，鳥山敬佑１，長谷川優１，２，
中川貴史１（医療法人　北海道家庭医療学センター　栄町ファミ
リークリニック１，社会福祉法人　聖母会　聖母病院２）

【目的】COVID-19罹患後の遷延する症状が報告されているが、主に
入院患者、重症者での検討であり、自宅療養の対象となる軽症者の
罹患後の臨床像は不明である。当院は札幌市内に位置し、常勤医師6
名が総合診療科外来と訪問診療に従事する無床診療所である。�2021
年5月よりCOVID-19患者（以下、患者と略する）の自宅死亡を防ぐ
ため、札幌市保健所と協力し発熱外来、電話等を利用したオンライ
ン診療、往診により在宅療養支援を行っている。本研究は、第6波
期間（2022年1月15日以降）に、当院で在宅療養支援をした患者のう
ち、10日間の隔離解除後に当院外来を再診した者（以下、再診者と
略する）について検討した。
【方法】2022年1月15日から2022年6月15日発症の患者を対象に、急性
期診療の内容や患者情報と、隔離解除基準の発症10日目以降の受診
について、診療録から検索し、基礎疾患、重症化危険因子、重症度、
罹患後症状についてデータを抽出した。最終追跡日は2022年7月3日
とした。
【成績】351人に在宅療養支援診療を行った。男性が�144人（41%）で、
年齢分布は15歳未満�104�（30%）、15歳以上65歳未満�206�（59%）、65
歳以上�41�（11%）だった。軽症者が95%を占め、経過中に入院した
者は9�（3%）だった。再診者は、27�（7%）だった。男性が�9�（41%）
で、年齢分布は15歳未満�8�（30%）、15歳以上65歳未満�15�（59%）、65
歳以上�4�（11%）だった。療養中の重症度は大半（93%）が軽症で、
入院後の者は2�（3%）だった。隔離解除後の初回受診日は、発症20
日目以内が81%だった。受診回数は1回が59%であった。受診した理
由となった症状は、咳嗽が59%と最多だった。
【結論】第6波期間における当院のCOVID-19在宅療養患者351人のう
ち、隔離解除後に再び当院外来を受診した者は27人（7%）で、その
多くは療養中から軽症だったが、遷延する咳嗽を主な受診理由とし
て隔離解除後10日以内に受診していた。

１０．�診療所における緩和ケア認定看護師による緩和ケア外来設置
の診療への影響について

○�加藤利佳１，松本美奈２，河原広明３，郡美代子４，大塚亮平１（医療
法人渓仁会　手稲家庭医療クリニック　診療科１，医療法人渓
仁会　手稲家庭医療クリニック　看護科２，医療法人渓仁会　
手稲家庭医療クリニック　経営管理課３，医療法人渓仁会　手
稲渓仁会病院　看護部４）

【目的】
早期からの緩和ケアが予後や生活の質へ良い影響があると言われるよ
うになり、緩和ケア外来患者のニーズは増加している。家庭医療科を
標榜する当院において、がん終末期患者のための緩和ケア外来を行っ
ているが、医師数減少に伴い多くの外来ニーズに応えるためには新た
なシステム作りの必要性に迫られた。そのシステム作りの流れと実績、
工夫などを一考する。
【活動の概要】
外来予約、症状マネジメントやオピオイドの説明、患者・家族の
Advance�Care�Planingも含めた療養に関する話を全て医師が行ってお
り1人の患者の診察に多くの時間を要した。そこで業務分担をするべ
く、2020年4月から緩和ケア認定看護師の外来を設けた。1枠1時間とし
て、患者・家族の病状認識、治療に関する思い、価値や希望の確認、多
職種連携調整などを行った。同日あるいは後日医師が診察を行った。
【成果】
緩和ケア外来患者数、訪問看護導入率ともに増加し、在宅への移行など
患者の希望する療養場所の増加、在宅・緩和ケア病棟での看取りが増
えた。医師、ソーシャルワーカーのアンケート結果より、良い点は療
養意向について話が早い、方針を多職種で話せるようになった、がん
終末期のマネジメントに不慣れな専攻医教育に貢献したなどが挙げら
れたが、改善点としては、一人の認定看護師が担当しており過重な負
担がかかりうる、看護師のみの外来に患者・家族に戸惑いが見られる、
初診時の医学的評価が疎かになる危険性があるというものが挙げられ
た。
【考察】
限られたスタッフの中で多くのがん終末期患者の外来受け入れをする
ために、緩和ケア認定看護師の外来設置をすることも一つの方法であ
る。その効果は患者ケアだけではなく、多職種連携、がんのマネジメ
ント教育にも大きく寄与することが分かった。

１１．�ITと医療クラークを用いたプライマリケア外来の効率化とコ
ロナ禍における運用報告

○�稲熊良仁（緑町診療所）

【目的】�日本の外来診療の効率化と労働生産性向上【方法】�外来診療
の業務フローを分析し、必要なITツールと医療クラークを組み合わ
せた。【成績】・医師1人で3診察ブース（一般診察 ２、発熱外来 １）
で １日最大９０人を診療時間内に診察した。・コロナ禍において １日
最大５０人の有症状者を診察でき、エリアで最も診察した発熱外来を
行った。・診察において、非接触領域を増やすことができ、職員の安
全確保に寄与した。・医療クラークを有効に使うことにより、医療記
録の充実と診療から派生する医師の作業を軽減できた。【結論】�ITと
医療クラークを用いた外来診療の業務改善は有効である。

１２．�総合診療専門医/家庭医療専門医と救急科専門医のダブルボー
ド取得に向けた、専攻医研修の取り組みと今後の展望

○�鈴木喬之１，草島邦夫２，中川貴史２，早川峰司１（北海道大学病院　
救急科１，北海道家庭医療学センター　栄町ファミリークリ
ニック２）

【背景】2018年度に始まった新専門医制度で、総合診療専門医および
救急専門医はともに19ある基本領域の一つである。日本専門医機構
は、2つ以上の基本領域の専門医取得（いわゆるダブルボード）を制
限していない。そのため研修施設の理解や専攻医個人の努力によっ
て、複数の専門医資格を取得することが可能である。例えば、救急科
専門医取得に必要な3年間の研修期間のうち、初めに1-2年間の救急
科プログラム研修を行い、その後他領域のプログラム研修を数年間
で完了し、再び残りの研修期間を救急科プログラムで行うことで救
急科専門医とその他の領域の専門医を取得することが可能である。
筆者は、多様な患者や疾患を重症度に囚われず、かつ患者の背景に
踏み込んで診療していくために救急科専門医と総合診療専門医を取
得することを望み、北海道大学病院救急科（以下、北大病院と略す
る）と栄町ファミリークリニック（以下、SFC）との勤務体制や契
約を含めた連携によって上記を達成するための研修を開始すること
ができたため、報告する。【活動報告】北大病院に所属し、週2日の
24時間勤務と週3日の市中病院での日勤帯勤務を行い、週に1日SFC
で外来診療と訪問診療を行っている。今後は2年間北大病院で研修を
行った後に、北海道家庭医療学センターの専門研修プログラムで4年
間研修を行い、総合診療専門医ならびに新・家庭医療専門医を取得
する。その後、1年間救急科専門医プログラムへ戻り救急科専門医を
取得する見込みである。実際にダブルボード研修を開始し、救急外
来を繰り返し受診する患者の中に心理社会的なアプローチが必要で
ある可能性がある者がいることに気が付き、総合診療科の統合ケア
の視点が救急科でも有用であると考えた。実際の事例を含めて、ダ
ブルボード研修の内容を報告する。
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１３．�継承開業を志向する専攻医の支援事業活動の報告
○�八嶌　駿１，２，西村真子２，３，植木千代２，４，栗原史帆２，５，山田康介１

（北海道家庭医療学センター　更別村国民保険診療所１，日本プ
ライマリ・ケア連合学会専攻医部会２，恵寿家庭医療研修プログ
ラム３，岡山協立病院総合診療プログラム４，亀田ファミリーク
リニック館山５）

【背景】日本プライマリ・ケア連合学会専攻医部会（以下専攻医部
会）が部会員に対して行うアンケート調査において、ロールモデル
が不在で不安を感じる専攻医の割合は毎年4割から5割と非常に高
い。また、キャリア支援事業による調査では、同じキャリア志向の
専攻医や先輩医師とのコミュニティ形成の希望があること、先輩医
師の経験や現況を知りたいというニーズがあることや一部の専攻医
が継承開業を自身のキャリアとして考えていることが明らかになっ
た。専攻医部会ではキャリア支援事業の １つとしてこのようなニー
ズに応え支援することを目標とする企画を立案し筆者が担当して実
行した。【活動内容】企画立案段階において過去継承開業に関する研
究を行った若手医師グループの医師からも専攻医と関わりを持ちた
いという要望が得られたため、最初の活動として継承開業を志向す
る専攻医と先輩医師をつなぐことを目的とした事業を計画した。事
前に専攻医から募集した疑問を中心に、先輩医師らに筆者がインタ
ビューを行い、記事として公開する形での事業開催とした。インタ
ビューでは継承にまつわる経験談やその当事者としての感情など、
先輩医師だからこその語りや、具体的に専攻医の間に準備すること
など専攻医にとって貴重で有用な助言や意見も得られた。【課題と今
後の展望】筆者自身、親が地域医療を提供する開業医であり診療所
継承を念頭に専攻医となったことから、継承に到るまでの経験談に
は非常に共感できた。また、専攻医として不安に感じていたことの
解消にも寄与し、非常に参考になった。今後双方向の事業への発展
でその他の専攻医と先輩医師との対話からさらに新たな知見が得ら
れる可能性がある。尚、本発表に際して、事前にインタビューに回
答した先輩医師2名全員、専攻医部会の許可を得ている。
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