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０１ 

地域医療における超音波検査を用いた初期
診療〜虫垂疾患の２症例〜 

金素子【市立大森病院】 

へき地・地域病院勤務において、時間外・祝日日当

直帯に採血・レントゲンや CT 検査をすぐに施行で

きない環境である場合が多い。その点、身体所見や

超音波検査といった簡易的で即時性を持つ検査が

初期診療において有用と考える。腹部超音波検査

（US）が鑑別診断に役立った虫垂疾患２例を経験

したので報告する。症例 1：50 歳代女性。特記す

べき家族歴、既往歴なし。数か月間持続する心窩部

不快感を主訴に受診。腹部所見は認めなかった。US

では、腹部実質臓器に異常なし。しかし、右下腹部

に 8x3cm 大の嚢胞性病変あり、その性状と位置関

係から虫垂粘液腫を鑑別の上位に挙げた。その後の

CT 検査や摘出術施行し、診断に至った。症例 2:10

歳代女性。約１週間に及ぶ発熱(38-40 度)を主訴

に受診。10 日前に嘔吐、受診時軽度の右下腹部痛

あり。US 上、右後腹部に 8cm 大の膿瘍あり。虫

垂は根部がわずかに残る程度で融解していた。考

察：腹痛は、羅患臓器の伸展による心窩部不快感～

疼痛を呈する内臓痛、次いで、さらに進展し炎症が

周囲に波及し腹膜炎を生じた体性痛などに分類さ

れ、これらの臨床症状は患者診療を考える上で重要

である。多くの場合、これらの症状は US 所見と大

きく解離することはなく相互補足し得る。虫垂粘液

腫は通常、早期の無症状から、右下腹部痛へと進行

することが多く、数か月にかけて持続する心窩部不

快感が唯一の臨床症状という例はまれであり、診察

する上で留意が必要である。症例２の小児の急性虫

垂 炎 で は 、 Pediatric Appendicitis Score や

Alvarado score 等のスコアリングを行いその重

症度や CT 検査施行までの判断材料となるが、自覚

症状や身体所見が不明瞭なため診断の遅れにつな

がる場合がある。パワードプラを用いた超音波所見

も加味した上で、適切なタイミングで CT 検査施行

が望まれる。 

 

０２ 

当地域における急性胆嚢炎に対する経乳頭的
胆嚢ドレナージの有用性 

安次嶺 拓馬【北秋田市民病院 消化器内科】、藤原

純一【由利組合総合病院 消化器内科】 

【背景】急性胆嚢炎に対する治療は胆嚢炎の重症度

や患者の併存疾患, 全身状態の評価を指標に決めら

れ, その選択肢には抗生剤治療, ドレナージ, 早期胆

嚢摘出術などが挙げられる. しかし, 当地域では高齢

化率が 46.3%と全国平均と比して高く, 複数の併存

疾患を有するため抗血栓薬服薬を要する症例も多く, 

非観血的治療を行うことが望ましい症例も少なくな

い.  

【目的】当院で治療された急性胆嚢炎のうち, 非観血

的 ア プ ロ ー チ で あ る 経 乳 頭 的 胆 嚢 ド レ ナ ー ジ

(ETGBD)について症例検討し, 報告する.  

【対象】2019 年 7 月から 2022 年 3 月までに当

院で治療を要した胆石性急性胆のう炎 44 例のうち、

経乳頭的胆嚢ドレナージを行った 6 例を対象として

検討した. 年齢中央値は 86.5 歳(74-91 歳), 男性

25%, 抗血栓薬内服例は 83.3%であった. 重症度は

いずれも中等症であり, チャールソン併存疾患指数

は中央値 3(2-4)であった.  

【結果】手技的成功率は 83.3%, 臨床的成功率は

83.3%であった. 手技に伴う合併症は認めなかった. 

1 例は tube 留置困難のため内瘻化し, 4 例は経鼻的

に外瘻化して炎症改善後に抜去した. 1 例のみ待機的

胆嚢摘出術が行われ, 5 例では手術治療を行わないこ

とをご希望され保存的治療で終了となった. いずれ

の症例も再発なく経過した.  

【結論】経乳頭的胆嚢ドレナージは内視鏡手技や鎮

静による合併症への配慮を要し, 内視鏡治療に精通

した医師やスタッフがいるなど環境を整える必要が

あるため, 地域医療において実施の標準化とするに

は難しい点もある. しかし, 非観血的ドレナージを要

する症例に対する安全性と有用性は高く, 高齢化や

複数の併存疾患を有する症例が多い地域医療におい

ては有効な治療の選択肢となり得ると考えられる. 
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０３ 

名称カオス禍の総合医 〜髙久先生の思いを
引き継いで〜 

嶋本純也（国保一本松病院） 

背景：地域医療を実践していることは変わりないが

名称については混沌とした状況が続いている. 

目的：今後地域医療を担う関係者に(故)髙久史麿会

長の総合医像を共有する. 

方法：日本で実施されたオンラインアンケート, イ

ンタビュー, WONCA(世界家庭医機構), 日本専門

医機構及び厚生労働省の資料, 海外ジャーナル, ホ

ームページより情報を収集する. 

結果：日本では総合診療科という名称は決定してい

るが広告表示は不可である. 米国においても総合

診 療 科 (General Practionar) と 家 庭 医 (Family 

Physician)の違いが取り上げられているが, 現状

では万国共通の定義は存在していない. 髙久先生

は「総合診療医」ではなく,「総合医」が適切と述べ

られていた. 専門医機構によると総合診療科を選

択するものは希望者の中で約 2%前後である. 医師

対象のアンケート調査では総合診療医,家庭医,プラ

イマリ・ケア医の違いをあまり説明できないという

回答が 多の 42.7%である.  

結語：地域医療の中で診療だけでなく地域を診る総

合医を目指すという高久会長の教えを引き継いで

いきたい. 

 

０４ 

地域医療や保健指導の経験を医療者教育に生
かす －社会医学教育実践の振り返り－ 

田鎖愛理【岩手医科大学 衛生学公衆衛生学講座】 

【背景】医療の貧困を憂えた創始者により明治 40 年

に創設された岩手医科大学は、現在に至るまで地域

医療に密着した私立医科大学として歩み続けてい

る。演者は生粋の岩手県民で、自治医科大学卒業後、

岩手県で義務年限内に地域精神医療や産業医活動を

行い、義務終了後は岩手医科大学で社会医学を中心

とした教育を行っている。 

【目的】自治医科大学卒業生としての地域医療や保

健指導の経験が、地域医療に密着した岩手医科大学

での教育活動にどのように生かされているか自験例

をもとに検証し、地域での義務年限の経験を医療者

教育に生かすための資料とする。 

【方法】演者が着任した 2016 年度以降の教育活動

内容を経時的に精査した。「岩手医科大学の学生個人

情報の取扱要領」に従い、個人が特定されないよう倫

理的配慮を行った。 

【結果】2016 年着任以降、3 年前期「疫学・環境

医学」の実習担当となり、たばこ対策・アルコール健

康障害対策・労働衛生・自殺対策などの重要課題を、

保健医療などの現場を交えて網羅的に学修できるよ

うに工夫している。2017 年度以降、講義の担当が

大幅に増え、医師国家試験合格率低迷を受けて対策

が急務となり、試験改革や学修支援活動に参画した。

2019 年には 3 年後期で履修していた「予防医学」

の学修効果を高めるべく、5 年の地域医療実習直前

に履修するよう、医学教育学講座と共同してカリキ

ュラム変更を行った。また、2020 年に学生の要望

を受け 5 年後期～6 年前期の高次臨床実習「公衆衛

生学」を開講した。近年、医師国家試験合格率は改善

傾向にある。 

【考察】義務年限の経験が臨場感のある実習に生か

され、学修効果を高めるためのカリキュラム改変に

もつながった。コロナ禍で保健医療現場に触れる機

会の大幅な減少があり、より臨場感のある実習を模

索中である。 

【結語】地域医療や保健指導の経験は、医療者教育を

行う上で、特に社会医学領域では大きな強みとなる。
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０５ 

認知症の糖尿病患者にGLP-1受容体作動薬
を導入した一例 

武田卓也【公立置賜総合病院】 

へき地地域医療では高齢化、認知症の方の増加に

より、服薬アドヒアランスの低下が問題となるやす

い。服薬アドヒアランス不良の高齢糖尿病患者へ持

続型 GLP1 受容体作動薬を導入した一例を報告す

る。 

症例:89 歳女性。血糖 278、HbA1c14.2 で血

糖コントロール目的に入院となった。もともと近医

で糖尿病に対し内服薬を処方されていたが認知症

のため内服できていなかった。長女と 2 人暮らし

だが、日中本人は自宅に 1 人となっていた。入院

後は強化インスリン療法行い血糖は安定したが、退

院後の治療継続が課題となった。インスリン分泌能

は保たれており、内服薬で血糖管理するよりも週 1

回の注射製剤で管理する方が長女の協力も得られ

負担も少なく、持続的な治療につながると考えられ

た。インスリン治療から切り替えて持続型 GLP-1

受容体作動薬を導入したところ、血糖は年齢、認知

症を考慮すると概ね良好の推移が得られた。 

 

０６ 

南会津地方における肺炎球菌の血清型と薬剤
感受性の推移 

小野貴志【福島県立南会津病院 小児科】渡部真裕【福

島県立医科大学 小児科学講座】 

橋本浩一【福島県立医科大学 小児科学講座】細矢光

亮【福島県立医科大学 小児科学講座】 

【目的】肺炎球菌は、小児や高齢者において、中耳炎、

肺炎、敗血症、髄膜炎などを引き起こす主な原因菌の

一つである。小児に対して、2013 年 11 月から 13

価小児用肺炎球菌結合型ワクチン（PCV13）が定期

接種となった。小児、成人において PCV13 の定期

接種に伴い、ワクチンに含まれる血清型の肺炎球菌

感染症が有意に減少することが多くの研究で明らか

にされている。少子高齢化が進んだ南会津地方にお

いても肺炎球菌の血清型の変化を調査することで、

今後の肺炎球菌ワクチン政策に有用な知見になると

考えられる。【方法】2012 年 4 月から 2013 年 3

月、2014 年 1 月から同年 12 月、2016 年 1 月

から同年 12 月の 3 シーズンの期間に、福島県立南

会津病院での細菌培養検査で検出された肺炎球菌の

血清型を同定し、PCV13 の定期接種開始後に、小児

及び成人から検出された肺炎球菌の血清型がどのよ

うな変化をしたのかを明らかにした。【結果】2012

年シーズンと 2016 年シーズンに検出された肺炎球

菌の血清型を比較し、成人においては、2012 年は

ワクチンタイプの血清型の検出が多かったが、

2016 年には非ワクチンタイプが増加していた。小

児においては、2012 年は非ワクチンタイプの血清

型 6C(28 検体)を多数検出されたが、2016 年には

6C(1 検体)は激減し、非ワクチンタイプの血清型

15A(10 検体)や 35B(13 検体)の検出が多かった。

また、小児において、2012 年と 2016 年で検出さ

れた肺炎球菌の薬剤感受性を比較したところ、ペニ

シリン耐性肺炎球菌(PRSP)は、27.2%から 38.9％

に増加しており、特に血清型 15A や 35B での耐性

率が高かった。以上の結果より、肺炎球菌の血清型の

変化は、成人においては世界の報告と同様の傾向が

みられ、小児への肺炎球菌の定期接種は、成人への一

定の影響があったと考えられた。小児においては、地

域特性を持った肺炎球菌の血清型の流行が認められ

た。血清型が非ワクチンタイプで薬剤耐性率が高い

血清型 15A と 35B については、今後注意して動向

を追っていく必要がある。 
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０７ 

地域における C 型肝炎撲滅への取り組み 

山崎一美【国立病院機構長崎医療センター・臨床研

究センター】、田中敏己【小値賀町国民健康保険診

療所】、神田聡【長崎県上五島病院】、八坂貴宏【長

崎県対馬病院】、白濱敏【長崎県上五島病院】 

【目的】WHO は B 型、C 型ウイルス性肝炎の

elimination を 2030 年までに達成するロードマ

ップを示している。Razavi らは日本の HCV 

elimination 達成年を 2027 年と算出している

（Liver int. 2020）。我々は長崎県の小離島におい

て肝がん年齢調整死亡率は 27.3 人/10 万人と高

率で合った地域に、1990 年より地域住民を対象

に HCV 抗体スクリーニングを行った。IFN-free

治療が臨床応用された 2015 年以降積極的に導入

し、当該地域の HCV の撲滅を目指した。本研究で

は、その成果について検討した。 

【方法】1990 年から地域健診および職域健診で

HCV 抗体検査を毎年行った。また島内の唯一の医

療機関においても HCV 抗体未検査患者すべてを

対象にスクリーニングを行った。検査費用は医療機

関負担として受検者には無料とした。対象地域の人

口は、国勢調査において 1990 年 4,651 人、

2015 年 2,560 人であった。 

【結果】（1）2021 年までの受診者は 5,632 人

で、1990 年の人口を超えていた。このうち HCV 

RNA 陽性患者は 80 名であった。陽性率は 1990

年の人口に対して 1.7％であった。 

（2）HCV RNA 陽性患者 80 名中、IFN 導入症例

は 4 例（30 歳台 1 例、60 歳台 3 例）、IFN-free

治療は 7 例（50 歳台 1 例、60 歳台 1 例、70 歳

台 1 例、80 歳台 4 例）であった。Sustained viral 

responder（SVR）を達成した症例はそれぞれ 2

例（50％）、7 例（100％）であった。 

（3）観察期間中、転居した 19 例を除く 61 例に

おいて、1990 年から2015 年までの死亡例は46

例（75％）であった。その内訳は肝疾患関連死 16

例、他病死 30 例であった。2016 年時点の生存

例 16 例のうち、すでに IFN で SVR 達成した 2

例を除いた 14 例において 7 例（50％）に IFN-

free 治療を導入し全員 SVR を達成した。治療導入

しなかった 7 例はすでに進行肝癌または他の重篤

な疾病があり、2019 年までに死亡の転帰に至っ

た。IFN-free 治療 7 例目が 終内服を終えた

2020 年 6 月をもって当該地域の C 型肝炎患者数

はゼロになった。 

（4）2020-21 年の HCV 抗体検査において新規

感染者は確認されなかった。 

【結論】当該地域の C 型肝炎は撲滅され、 後に

治療した患者の 終内服日 2020 年 6 月が撲滅達

成の日となった。 

 

０８ 

【with コロナ】地域包括ケアの時代における
地域医療・多職種連携の重要性と ICT（地域医
療介護情報連携ネットワーク）活用について 

加藤久和（医療法人 豊生会 加藤クリニック 院

長） 

小林土巳宏（オフィス ピージーオー 代表） 

（１）事業目的・事業内容 

２０１６年度に奈良県が募集した「地域医療・介護連

携 ICT 導入推進事業施行モデル地区」のモデル地区

となり、２０１７年度から導入、２０１９年度１１月

から稼働が本格化し、２０２０年６月から病院（地域

連携）での利活用が本格化し、現在、宇陀けあネット

は医療介護連携に欠かせないものとなっている。 

宇陀市：奈良県の東和地区（大和高原の南端）に位置

し、平地を山が取り囲む地形で、その大半が森林。人

口 2 万 7 千人強。高齢化率は 42％を超える。旧榛

原町域の北側、旧室生村域の北側・南側、旧菟田野町

域の南側は標高が高い山岳部につながる。 

（２）へき地・山岳部の地域医療にどのように役立っ

たか。 

奈良県地域医療・介護連携 ICT 導入推進事業試行モ

デル地区の「宇陀けあネット」は、医療・介護従事者

とのスムーズな連携（医療情報の閲覧、連携情報の受

発信）を築いているため、多職種間のチームとしての

一体感を強くし、病院、地域医療機関、介護施設、行

政や福祉関係者で地域の方の生活を守り支える大き

な役割を果たすことができている。 

（３）導入効果はあったか。 

 ・医療者のメリット 

 ・介護事業者のメリット 

 ・地域住民のメリット 

（４）今後の目標 

 ・運営安定化 

 ・多職種連携強化 

 ・重要情報 適化 

 ・参加住民、参加施設充実 

 ・事業拡充（ICT 導入地域拡張） ※国策の「新経

済・財政再生計画 改革工程表 2021」を見据え、

国が目指す計画を念頭に、拡充を計画し、実現を目指

す。 

 



 

 

座長：遠藤 秀彦(国民健康保険葛巻病院)、鈴木 啓二(福島県立医科大学会津医療センター) 
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０９ 

高齢化率 40％超の三戸町における救急の現
状 

斎藤佳菜子【三戸中央病院】、葛西智徳【三戸中央

病院】、村上祐介【三戸中央病院】、松岡保史【三戸

中央病院】、藤原慈明【三戸中央病院】、三木祐澄【三

戸中央病院】 

現在日本の高齢化率（総人口における 65 歳以上

の割合）は 28％だが、2050 年には 37.7％まで

上昇すると言われている。青森県三戸町は現時点で

高齢化率は 41.7%であり、全国的に見ても少子高

齢化が進んでいる地域である。当院では主に二次救

急まで対応しており、平日および夜間・休日の救急

車も受け入れている。また片道 1 時間以内に高度

医療が可能な医療機関があるため、三次救急はそち

らへ搬送されることが多い。このような環境下にあ

る当院への救急搬送症例について検討し、今後の課

題を明らかにする。 

 

１０ 

ロコモティブシンドローム患者の臨床的特
徴：システマティックレビュー 
Clinical Characteristics of Locomotive 
Syndrome: A Systematic Review 
小林孝巨【佐賀大学医学部附属病院 整形外科】 

【背景】ロコモティブシンドローム（以下、ロコモ）

は運動器の低下を示唆する状態であり、地域・僻地・

離島でも頻繁に直面する問題である。ロコモの評価

方法として、ロコモ 25 は痛み・ADL・不安などを

25 個の質問項目にまとめた も有名な質問紙票で

ある。ロコモ 25 の解答率は 50–70%と低く、ロコ

モ評価困難例が多いと報告されている。本研究の目

的は、ロコモ 25 で評価されるロコモ患者の臨床的

特徴を調査することである。 

【方法】PubMed と Google Scholar の検索用語は

各々、 (locomotive syndrome[Title/Abstract]) 

と allintitle: "Locomotive Syndrome"とした。ロコ

モ 25 でロコモと診断される患者の臨床的特徴を調

査していない記事、総説、症例報告（n<3）、解説、

社説、洞察記事、または議事録は除外した。ロコモ 25

が 16 点以上をロコモと定義し、ロコモ 25 で評価

されるロコモ患者の臨床的特徴を質的に評価した。 

【結果】 328 論文（PubMed 284 論文、Google 

Scholar 44 論文）が検索され、そのうち 28 論文が

重複のために削除され、273 論文がスクリーニング

で削除された。13,281 人（ロコモ n=3,385、非ロ

コモ n=9,896）を含む 27 論文が対象となった。ロ

コモは高齢、女性、高 BMI、骨粗鬆症、うつ病、腰

痛、膝痛、上肢痛、アライメント不良、身体評価（握

力、背筋力、Maximum stride、Timed up-and-go、

片脚起立時間、歩行速度）の成績不良と関連を認め

た。ロコモ診断に対する感度・特異度は、握力 35 kg

（男）及び 23 kg（女）以下で 70％・52–58％、

背筋力 78kg（男）及び 40kg（女）以下で 59–63％・

76％–80％、Maximum stride 119cm（男）及び

104cm（女）以下で 65–71％・57–79％、Timed 

up-and-go 6.7 秒（男）及び 7.5 秒（女）以上で

73–81％・65–83％、片脚起立時間 21 秒（男）及

び 15 秒（女）以下で 69–71％・73–74％、歩行

速度≤1.8m/s（男）及び≤1.6m/ s（女）で 59–72％・

70–84％であった。 

【考察】ロコモティブシンドローム患者の臨床的特

徴を明らかにした。ロコモ 25 でのロコモ評価困難

例において、臨床的特徴から大まかにロコモ度を推

測し、それに応じた対策を実践する必要がある。 

 


