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インタビュー開催日 2022年3月5日

―	喘息の診断における問診の工夫などを教えてください。
　基本的には『喘息予防・管理ガイドライン』における診断の目安
と鑑別すべき他疾患に基づいて問診を行います。急性の咳か、少
なくとも2週間以上続く咳かに分け、感染症を疑う症状が明確で
あれば感染症の治療を、感染症の疑いがなく、長期間、反復する
症状があれば喘息の疑いが強くなります。当院は、他院の治療で
喘息コントロールが得られず来院される患者さんもおり、その経

過からも推し量るようにしています。型どおりのことを聞いていく
ことが大切なのですが、そこに抜けや漏れがあると精度の高い
診断はできません。きめ細かい問診を行うためにはかなりの時間
を必要とします。そこで、当院では、日常的に私が行っている問診
方法をある程度マニュアル化し、スタッフと共有することで、診察
前にほぼ鑑別診断がついている状態になります。これはスタッフ
教育ももちろんですが、スタッフ自身の日常的な努力も大きいと
感じます。
　検査機器は総合病院と同程度のことができるようにそろえて
いますが、検査自体を最重要と考えているわけではありません。

マニュアルの共有化による的確な問診と丁寧な聴診、
ならびに薬局との密接な連携で治療効果の最大化を図る

今回は、コロナ禍における喘息診療の現況と各施設の感染症対策などについて、今回は、コロナ禍における喘息診療の現況と各施設の感染症対策などについて、
伊勢丘内科クリニックとJA北海道厚生連	帯広厚生病院を取材しました。伊勢丘内科クリニックとJA北海道厚生連	帯広厚生病院を取材しました。

伊勢丘内科クリニック
効率的かつ的確な診断と徹底した感染症対策によって、
安心・安全で質の高い医療をすべての患者さんに届ける
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あるいは大きく吸うことができていないといったこともあるた
め、それを看護師にフィードバックして吸入指導の質を高めてい
くようにしています。また、当院は基本的には院内調剤ですので、
本来は薬剤師に吸入指導を協力いただいたほうがいいのかもし
れません。他地域での成功事例なども聞いていますので、その点
については今後の課題となっています。

―	十勝エリアにおける地域連携について教えてください。
　当院は令和元年に地域医療支援病院の承認を受けました。帯
広を含む十勝管内19市町村、約35万人が居住する広大なエリ
アを医療圏としており、地域医療の中核を担っています。地域医
療連携室を通じて、地域のクリニックからの紹介、あるいは逆紹
介、医療機器や病床の共同利用の推進、救急医療の提供、各種講
習会・症例検討会の開催などを行っています。
　外来患者さんの受け入れについては、この地域連携室を経由
して紹介いただくかたちです。一方、逆紹介については、症状の
コントロールが得られた時点で、患者さんのご意向も伺い、紹介
元あるいは患者さんのお住まいに近いクリニックで治療をお願
いするようにしています。また、その後も紹
介元や逆紹介先とは、患者さんの状況に応
じてやり取りを重ねるようにしています。

―	新型コロナウイルス流行下における
	 呼吸器診療について教えてください。
　当院は新型コロナウイルス感染症指定
医療機関として指定されています。新型コ
ロナウイルスの診療において最も大切な
ことは、いわゆる中等症以上の患者さん
の救命をいかに行うかということです。地
域の医療機関とも密接に協力し、積極的に
これらの患者さんを受け入れるというの
が当院のスタンスです。一方で、第5波の

際には軽症の患者さんも当院に紹介されてくることが多々あり、
現場に混乱をきたしました。さらに続く第6波では比較的重篤化
する患者さんが少なかったものの、一時は病床が満床寸前にま
でなりました。現在は若干の余裕が生まれましたが、当院の役割
上、あくまでも救命の必要な重症患者さんが優先になってしまう
ことがジレンマです。
　新型コロナウイルス流行下においても、喘息診療には大きな
影響はないように思います。もちろん、感染対策を十分に行った
うえではありますが、呼吸機能検査も実施していますし、患者さん
からの抵抗もありません。これは、当院に紹介されてくる患者
さんが、喘息の症状自体にかなり困っているということもあるの
かもしれません。一方で、大学病院からの依頼で行っている臨床
試験における、呼吸機能の定期的なスクリーニングにおいては、
被験者の方からお断りされることはありました。
　新型インフルエンザ、MERSなど、これまでもさまざまな新興
感染症の流行がありましたが、今回のCOVID-19のように長期
にわたることは正直なところ想定していませんでした。われわれ
呼吸器内科医は、こうした予期せぬ感染症に正面から取り組むこ
とが少なくありませんので、今後も身を引き締めて日常診療に取
り組んでいきたいと考えています。

広大な十勝エリアの住民の健康を守る地域医療
支援病院としての役割と、コロナ禍における喘息診療
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取材へのご協力をいただきありがとうございました

明るく開放的なエントランスホールは
たくさんの太陽光を取り込むよう設計されている。

洗練された雰囲気のラウンジで診療までの時間を
リラックスして過ごすことができる。
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的確な問診によっておよそ鑑別はできますので、その裏付けを
患者さんに目にみえる形として示すために使用しています。
　特に私が重視しているのが聴診です。息を吐く際に咳が出な
いか、かすかにヒューという音が認められるかなど、しっかりと聴
診を行うことで喘息の所見を見逃さないようにしています。

―	個々の患者さんの症状や重症度に従って治療を行っていく
	 際のポイントを教えてください。
　来院する患者さんのほとんどは喘息の症状に毎日苦しんでお
り、それを何とか抑えたいと切実に思っています。その意味では
すべての患者さんは重症といえます。
　喘息コントロールについては患者さんごとにみていく必要が
あります。前述のとおり、聴診が重要です。患者さんに繰り返し深
呼吸をしていただくことで、咳が出そうになることを我慢してい
ないか観察します。私は聴診で何回目の深呼吸で咳が出たかを
必ず数えるようにしています。そうすると、前回の診察時には最
初から咳が出ていたのが、今回は8回目で咳が出たなどと具体的
に患者さんに示すことができます。そうすると、前回と同じで咳
が治らないと訴えていた患者さんが、そういえば夜寝られるよう
になった、上司や同僚、お客さんから咳のことで責められなかっ
たなどの変化を語ってくれます。つまり、咳は出ていてもその頻
度が激減し、かなり改善してきていることをお互い確認できま
す。こうして、咳の出る原因が分かり改善傾向にあることを伝える
と、患者さんは納得して治療を継続してくれます。
　日常臨床において気を付けていることは、個々の患者さんの
ライフスタイルを考慮し、1日のうちのどの時間に咳や発作が出
ると困るのかを把握することです。例えば会社員なら朝から夕
方まで咳が出ないようにしたり、中高生を対象とした塾講師で
あれば、講義のある夕方から夜にかけて咳が出ないようにする
ことが望まれます。このように生活リズムの中で最も咳を抑え
たい時間帯で治療効果が最大限に得られるよう、薬剤やデバイ
スの選択をすることが大切だと考えています。少し改善すると
治療をさぼりがちになる患者さんに対しては呼気中一酸化窒素
濃度（FeNO）測定を行います。具体的な数値を示しつつ、最新
のエビデンスも交えながら説明をします。きちんと吸入するよう
になったとか、NO濃度が下がったなどの改善がみられた場合に
は、一緒に喜んであげると治療への意欲が再び高まります。

　吸入指導については隣接する薬局と密接に連携しながら行っ
ています。特に、吸入手技のエラーが多いとされる高齢の患者さ
んにおいては、必ず2回目の確認・指導も行うようお願いしていま
す。また、治療効果が不十分だと感じる場合には、当院のスタッフ
が立ち会い、当院の陰圧スペースにて吸入指導を行ってもらい
ます。吸入手技のエラーのほとんどは、デバイスを十分にくわえ
ていない、しっかりと息を吐いてから吸わないなどといった理由
ですから、どのような手技で吸入したか確認したうえで欠けた手
技を加えて指導します。

―	先生のご施設では新型コロナウイルス発生以前から、
	 感染症対策に力を入れていたと伺いました。
　当院は2011年に開業しました。開業当初から陰圧室を備えて
はいましたが、新型コロナウイルス発生以降に改修工事を行い、
陰圧を強化して、より安心・安全な吸排気ができるようにしまし
た。この代表的な設備が感染対策待合室です。これは、咳や発熱
など感染症が疑われる患者さん専用の全4席の待合室で、肺結
核入院病棟の約3倍の陰圧（機械排気）となっており、隣席の空気
をお互いに吸うことなく、約2分間で室内の空気がすべて入れ替
わります。また、入り口は一般患者さんの待合室とは別になって
おり、診察室までの導線も通常の待合室とは別になっていますの
で、他の患者さんと接することなく診察が可能です。
　診察室は感染対策待合室と同等の陰圧、さらに肺機能検査室
は肺結核入院病棟の基準をはるかに超えて陰圧可能な後付けの
システムを整流板とともに設置しました。
　これらの設備は感染症流行下でも診察の質を維持するために
私自身が考案しました。呼吸器内科はオンライン診療が困難な
診療科です。問診だけでなく、しっかりと聴診を行い、患者さんを
十分に観察することが最重要です。特にコロナ禍にあっては、十
分な診療ができないと思われる事例が少なくないうえ、患者さん
自身も症状のつらさを我慢してしまって、重大な疾患が見過ごさ
れる可能性もあります。つらい思いをしている患者さんが安心し
て質の高い診療を受け、満足できるように日々努力を続けてい
ます。

―	喘息の診断における問診のポイント、治療の考え方などを
	 教えてください。
　基本的には他院と同様、初診時には患者さんには問診票に症
状を記入いただき、それをあらかじめ確認して、症状を把握しま
す。そのうえで、咳が激しく出る時間帯や、痰が絡むのか、あるい
は乾いた咳なのかといった問診票に記載のないことを聞いてい
きます。初診の時点ですべてを把握することは時間的にも難しい
ため、まずは主症状を明らかにしてから、それについてアプロー
チをしていきます。このように進めることで、逆に重篤な副症状
や、他疾患の疑いなどが浮き彫りになるように思います。
　他疾患では、まず上気道感染をはじめとした感染症、心不全な
どの循環器関連を疑うようにしています。また、慢性閉塞性肺疾
患（COPD）については、喘息とCOPDのオーバーラップ（ACO）
も多いため、喫煙歴やX線検査所見も含めて、喘息と合併してい
るか否かを意識しながら診察を進めますが、その過程で治療方
針を柔軟に再検討していくことも必要です。喘息は明確な診断
基準がなく、鑑別の難しい疾患でもありますので、このように常
に他疾患の可能性を考慮しながら診断をしていくことが大切だ
と考えています。
　当院に紹介されてくるのは、前医での治療にもかかわらず、頻
回に発作を起こし喘息コントロールに難渋している患者さんが

ほとんどです。したがって、治療にあたっては、まず治療薬やデバ
イスを変更してみるなど、視点を変えながら進める必要がありま
す。そのうえである程度症状が治まってくれば、薬剤の減量など
も考えていきます。吸入薬の変更については、あまり躊躇せずに
試みるようにしています。これは定期的に詳細な喘息コントロー
ル状態の評価を行って経過観察をすることが困難という事情も
ありますが、まずは患者さんが苦しんでいる状態を軽減すること
が重要と考えているからです。変更するまでの期間は患者さんご
とに異なりますが、2～3ヵ月程度で良好なコントロールが得られ
なかった場合に検討します。なお、生物学的製剤への変更につい
ては経済的な面を含めて慎重に検討していくようにします。

―	喘息治療におけるチーム医療をどのように行っていますか。
　喘息の吸入指導については、看護師の役割は大きなウエート
を占めています。吸入薬やデバイスがどのようなものなのかは
担当医が患者さんに説明していますが、具体的な吸入方法など
については看護師に行ってもらっています。このように看護師が
うまく患者さんとのコミュニケーションをとってくれるおかげで、
たとえば高齢の患者さんなどで使用する薬剤に迷ったときでも、
この患者さんでは、このくらいの操作であれば可能といった助言
をもらうことも少なくありません。なお、治療を開始した後、処方
した薬剤の効果が期待したほどではなかったような場合、われわ
れ担当医が患者さんにデバイス使ってもらいながら手技を確認
するようにしています。そうすると、やはり何らかの操作エラー、

感染症の流行を見据えた安心・安全な施設づくりで、
患者さんが満足できる質の高い診察を実現
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インタビュー開催日 2022年3月24日

常に他疾患の可能性を考えながら診断を進め、
治療においては薬剤の変更もためらわない

JA北海道厚生連 帯広厚生病院
広大な医療圏をカバーする地域医療の要として
35万人の健康を支える

院内は、院長自らの考案による強制排気システムや、パーティション
などにより感染防止対策が重視されている。

肺機能検査室の陰圧は特に強力で、約30秒で室内の空気が入れ
替わるようになっている。

髙村	圭	先生
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医ほか。



的確な問診によっておよそ鑑別はできますので、その裏付けを
患者さんに目にみえる形として示すために使用しています。
　特に私が重視しているのが聴診です。息を吐く際に咳が出な
いか、かすかにヒューという音が認められるかなど、しっかりと聴
診を行うことで喘息の所見を見逃さないようにしています。

―	個々の患者さんの症状や重症度に従って治療を行っていく
	 際のポイントを教えてください。
　来院する患者さんのほとんどは喘息の症状に毎日苦しんでお
り、それを何とか抑えたいと切実に思っています。その意味では
すべての患者さんは重症といえます。
　喘息コントロールについては患者さんごとにみていく必要が
あります。前述のとおり、聴診が重要です。患者さんに繰り返し深
呼吸をしていただくことで、咳が出そうになることを我慢してい
ないか観察します。私は聴診で何回目の深呼吸で咳が出たかを
必ず数えるようにしています。そうすると、前回の診察時には最
初から咳が出ていたのが、今回は8回目で咳が出たなどと具体的
に患者さんに示すことができます。そうすると、前回と同じで咳
が治らないと訴えていた患者さんが、そういえば夜寝られるよう
になった、上司や同僚、お客さんから咳のことで責められなかっ
たなどの変化を語ってくれます。つまり、咳は出ていてもその頻
度が激減し、かなり改善してきていることをお互い確認できま
す。こうして、咳の出る原因が分かり改善傾向にあることを伝える
と、患者さんは納得して治療を継続してくれます。
　日常臨床において気を付けていることは、個々の患者さんの
ライフスタイルを考慮し、1日のうちのどの時間に咳や発作が出
ると困るのかを把握することです。例えば会社員なら朝から夕
方まで咳が出ないようにしたり、中高生を対象とした塾講師で
あれば、講義のある夕方から夜にかけて咳が出ないようにする
ことが望まれます。このように生活リズムの中で最も咳を抑え
たい時間帯で治療効果が最大限に得られるよう、薬剤やデバイ
スの選択をすることが大切だと考えています。少し改善すると
治療をさぼりがちになる患者さんに対しては呼気中一酸化窒素
濃度（FeNO）測定を行います。具体的な数値を示しつつ、最新
のエビデンスも交えながら説明をします。きちんと吸入するよう
になったとか、NO濃度が下がったなどの改善がみられた場合に
は、一緒に喜んであげると治療への意欲が再び高まります。

　吸入指導については隣接する薬局と密接に連携しながら行っ
ています。特に、吸入手技のエラーが多いとされる高齢の患者さ
んにおいては、必ず2回目の確認・指導も行うようお願いしていま
す。また、治療効果が不十分だと感じる場合には、当院のスタッフ
が立ち会い、当院の陰圧スペースにて吸入指導を行ってもらい
ます。吸入手技のエラーのほとんどは、デバイスを十分にくわえ
ていない、しっかりと息を吐いてから吸わないなどといった理由
ですから、どのような手技で吸入したか確認したうえで欠けた手
技を加えて指導します。

―	先生のご施設では新型コロナウイルス発生以前から、
	 感染症対策に力を入れていたと伺いました。
　当院は2011年に開業しました。開業当初から陰圧室を備えて
はいましたが、新型コロナウイルス発生以降に改修工事を行い、
陰圧を強化して、より安心・安全な吸排気ができるようにしまし
た。この代表的な設備が感染対策待合室です。これは、咳や発熱
など感染症が疑われる患者さん専用の全4席の待合室で、肺結
核入院病棟の約3倍の陰圧（機械排気）となっており、隣席の空気
をお互いに吸うことなく、約2分間で室内の空気がすべて入れ替
わります。また、入り口は一般患者さんの待合室とは別になって
おり、診察室までの導線も通常の待合室とは別になっていますの
で、他の患者さんと接することなく診察が可能です。
　診察室は感染対策待合室と同等の陰圧、さらに肺機能検査室
は肺結核入院病棟の基準をはるかに超えて陰圧可能な後付けの
システムを整流板とともに設置しました。
　これらの設備は感染症流行下でも診察の質を維持するために
私自身が考案しました。呼吸器内科はオンライン診療が困難な
診療科です。問診だけでなく、しっかりと聴診を行い、患者さんを
十分に観察することが最重要です。特にコロナ禍にあっては、十
分な診療ができないと思われる事例が少なくないうえ、患者さん
自身も症状のつらさを我慢してしまって、重大な疾患が見過ごさ
れる可能性もあります。つらい思いをしている患者さんが安心し
て質の高い診療を受け、満足できるように日々努力を続けてい
ます。

―	喘息の診断における問診のポイント、治療の考え方などを
	 教えてください。
　基本的には他院と同様、初診時には患者さんには問診票に症
状を記入いただき、それをあらかじめ確認して、症状を把握しま
す。そのうえで、咳が激しく出る時間帯や、痰が絡むのか、あるい
は乾いた咳なのかといった問診票に記載のないことを聞いてい
きます。初診の時点ですべてを把握することは時間的にも難しい
ため、まずは主症状を明らかにしてから、それについてアプロー
チをしていきます。このように進めることで、逆に重篤な副症状
や、他疾患の疑いなどが浮き彫りになるように思います。
　他疾患では、まず上気道感染をはじめとした感染症、心不全な
どの循環器関連を疑うようにしています。また、慢性閉塞性肺疾
患（COPD）については、喘息とCOPDのオーバーラップ（ACO）
も多いため、喫煙歴やX線検査所見も含めて、喘息と合併してい
るか否かを意識しながら診察を進めますが、その過程で治療方
針を柔軟に再検討していくことも必要です。喘息は明確な診断
基準がなく、鑑別の難しい疾患でもありますので、このように常
に他疾患の可能性を考慮しながら診断をしていくことが大切だ
と考えています。
　当院に紹介されてくるのは、前医での治療にもかかわらず、頻
回に発作を起こし喘息コントロールに難渋している患者さんが

ほとんどです。したがって、治療にあたっては、まず治療薬やデバ
イスを変更してみるなど、視点を変えながら進める必要がありま
す。そのうえである程度症状が治まってくれば、薬剤の減量など
も考えていきます。吸入薬の変更については、あまり躊躇せずに
試みるようにしています。これは定期的に詳細な喘息コントロー
ル状態の評価を行って経過観察をすることが困難という事情も
ありますが、まずは患者さんが苦しんでいる状態を軽減すること
が重要と考えているからです。変更するまでの期間は患者さんご
とに異なりますが、2～3ヵ月程度で良好なコントロールが得られ
なかった場合に検討します。なお、生物学的製剤への変更につい
ては経済的な面を含めて慎重に検討していくようにします。

―	喘息治療におけるチーム医療をどのように行っていますか。
　喘息の吸入指導については、看護師の役割は大きなウエート
を占めています。吸入薬やデバイスがどのようなものなのかは
担当医が患者さんに説明していますが、具体的な吸入方法など
については看護師に行ってもらっています。このように看護師が
うまく患者さんとのコミュニケーションをとってくれるおかげで、
たとえば高齢の患者さんなどで使用する薬剤に迷ったときでも、
この患者さんでは、このくらいの操作であれば可能といった助言
をもらうことも少なくありません。なお、治療を開始した後、処方
した薬剤の効果が期待したほどではなかったような場合、われわ
れ担当医が患者さんにデバイス使ってもらいながら手技を確認
するようにしています。そうすると、やはり何らかの操作エラー、

感染症の流行を見据えた安心・安全な施設づくりで、
患者さんが満足できる質の高い診察を実現

〒080-0024　北海道帯広市西14条南10丁目1番地
https://www.dou-kouseiren.com/byouin/obihiro/index.html

インタビュー開催日 2022年3月24日

常に他疾患の可能性を考えながら診断を進め、
治療においては薬剤の変更もためらわない

JA北海道厚生連 帯広厚生病院
広大な医療圏をカバーする地域医療の要として
35万人の健康を支える

院内は、院長自らの考案による強制排気システムや、パーティション
などにより感染防止対策が重視されている。

肺機能検査室の陰圧は特に強力で、約30秒で室内の空気が入れ
替わるようになっている。

髙村	圭	先生
JA北海道厚生連	帯広厚生病院
呼吸器内科	診療部長/感染対策室長
1994年 富山大学医学部卒業。北海道大学病院 第一内
科（現 呼吸器内科）を経て、2002年よりJA北海道厚生
連帯広厚生病院呼吸器内科勤務、現在に至る。
日本アレルギー学会アレルギー専門医、日本呼吸器学
会呼吸器専門医・指導医、日本呼吸器学会インフェク
ションコントロールドクター、日本内科学会総合内科専門
医ほか。
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〒721-0915　広島県福山市伊勢丘3丁目3-1
https://isegaoka-naika-clinic.com

インタビュー開催日 2022年3月5日

―	喘息の診断における問診の工夫などを教えてください。
　基本的には『喘息予防・管理ガイドライン』における診断の目安
と鑑別すべき他疾患に基づいて問診を行います。急性の咳か、少
なくとも2週間以上続く咳かに分け、感染症を疑う症状が明確で
あれば感染症の治療を、感染症の疑いがなく、長期間、反復する
症状があれば喘息の疑いが強くなります。当院は、他院の治療で
喘息コントロールが得られず来院される患者さんもおり、その経

過からも推し量るようにしています。型どおりのことを聞いていく
ことが大切なのですが、そこに抜けや漏れがあると精度の高い
診断はできません。きめ細かい問診を行うためにはかなりの時間
を必要とします。そこで、当院では、日常的に私が行っている問診
方法をある程度マニュアル化し、スタッフと共有することで、診察
前にほぼ鑑別診断がついている状態になります。これはスタッフ
教育ももちろんですが、スタッフ自身の日常的な努力も大きいと
感じます。
　検査機器は総合病院と同程度のことができるようにそろえて
いますが、検査自体を最重要と考えているわけではありません。

マニュアルの共有化による的確な問診と丁寧な聴診、
ならびに薬局との密接な連携で治療効果の最大化を図る

今回は、コロナ禍における喘息診療の現況と各施設の感染症対策などについて、今回は、コロナ禍における喘息診療の現況と各施設の感染症対策などについて、
伊勢丘内科クリニックとJA北海道厚生連	帯広厚生病院を取材しました。伊勢丘内科クリニックとJA北海道厚生連	帯広厚生病院を取材しました。

伊勢丘内科クリニック
効率的かつ的確な診断と徹底した感染症対策によって、
安心・安全で質の高い医療をすべての患者さんに届ける

髙尾	和志	先生
伊勢丘内科クリニック	院長
1992年 滋賀医科大学医学部卒業。岡山大学医学部附
属病院第二内科、国立療養所山陽病院内科（現 独立行政
法人国立病院機構山口宇部医療センター）、福山市民病
院内科長を経て、2011年に伊勢丘内科クリニックを開院
し現在に至る。
日本内科学会認定総合内科専門医、日本呼吸器学会認
定呼吸器専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専
門医ほか。

あるいは大きく吸うことができていないといったこともあるた
め、それを看護師にフィードバックして吸入指導の質を高めてい
くようにしています。また、当院は基本的には院内調剤ですので、
本来は薬剤師に吸入指導を協力いただいたほうがいいのかもし
れません。他地域での成功事例なども聞いていますので、その点
については今後の課題となっています。

―	十勝エリアにおける地域連携について教えてください。
　当院は令和元年に地域医療支援病院の承認を受けました。帯
広を含む十勝管内19市町村、約35万人が居住する広大なエリ
アを医療圏としており、地域医療の中核を担っています。地域医
療連携室を通じて、地域のクリニックからの紹介、あるいは逆紹
介、医療機器や病床の共同利用の推進、救急医療の提供、各種講
習会・症例検討会の開催などを行っています。
　外来患者さんの受け入れについては、この地域連携室を経由
して紹介いただくかたちです。一方、逆紹介については、症状の
コントロールが得られた時点で、患者さんのご意向も伺い、紹介
元あるいは患者さんのお住まいに近いクリニックで治療をお願
いするようにしています。また、その後も紹
介元や逆紹介先とは、患者さんの状況に応
じてやり取りを重ねるようにしています。

―	新型コロナウイルス流行下における
	 呼吸器診療について教えてください。
　当院は新型コロナウイルス感染症指定
医療機関として指定されています。新型コ
ロナウイルスの診療において最も大切な
ことは、いわゆる中等症以上の患者さん
の救命をいかに行うかということです。地
域の医療機関とも密接に協力し、積極的に
これらの患者さんを受け入れるというの
が当院のスタンスです。一方で、第5波の

際には軽症の患者さんも当院に紹介されてくることが多々あり、
現場に混乱をきたしました。さらに続く第6波では比較的重篤化
する患者さんが少なかったものの、一時は病床が満床寸前にま
でなりました。現在は若干の余裕が生まれましたが、当院の役割
上、あくまでも救命の必要な重症患者さんが優先になってしまう
ことがジレンマです。
　新型コロナウイルス流行下においても、喘息診療には大きな
影響はないように思います。もちろん、感染対策を十分に行った
うえではありますが、呼吸機能検査も実施していますし、患者さん
からの抵抗もありません。これは、当院に紹介されてくる患者
さんが、喘息の症状自体にかなり困っているということもあるの
かもしれません。一方で、大学病院からの依頼で行っている臨床
試験における、呼吸機能の定期的なスクリーニングにおいては、
被験者の方からお断りされることはありました。
　新型インフルエンザ、MERSなど、これまでもさまざまな新興
感染症の流行がありましたが、今回のCOVID-19のように長期
にわたることは正直なところ想定していませんでした。われわれ
呼吸器内科医は、こうした予期せぬ感染症に正面から取り組むこ
とが少なくありませんので、今後も身を引き締めて日常診療に取
り組んでいきたいと考えています。

広大な十勝エリアの住民の健康を守る地域医療
支援病院としての役割と、コロナ禍における喘息診療

髙尾	和志	先生
伊勢丘内科クリニック	院長

髙村	圭	先生
JA北海道厚生連	帯広厚生病院
呼吸器内科	診療部長/感染対策室長

取材へのご協力をいただきありがとうございました

明るく開放的なエントランスホールは
たくさんの太陽光を取り込むよう設計されている。

洗練された雰囲気のラウンジで診療までの時間を
リラックスして過ごすことができる。
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