
 

 

 

 

オンライン開催 : 令和 4年 6月 25日（土）13：50～15：00 

一  般  演  題 : ７題（発表 6分、質疑応答 3分） 

 

＜第１部＞ 座長：若林 崇雄 先生（JCHO札幌北辰病院） 

 

 口演１ 「急性期病院医師のバックベッドに対する認識の現状」 

○安達 ひろむ¹）、佐藤 弘太郎 2） 

1）社会医療法人母恋 日鋼記念病院／北海道家庭医療学センター 

2）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 

 

 口演２ 「認知機能低下を有する施設入所者への意思決定支援の現状と課題」 

○田尻巧 1)2)、村井紀太郎 1)3)、佐藤弘太郎 1)4) 

1）医療法人 北海道家庭医療学センター 

2）帯広協会病院 総合診療科 

3）北星ファミリークリニック 

4）本輪西ファミリークリニック 

 

 口演３ 「長期的な全人的関係に基づくケア」ポートフォリオ発表－逆転移に関す

る考察を付して－」 

○田尻巧 1)2) 

1）医療法人 北海道家庭医療学センター 

2）帯広協会病院 総合診療科 

 

  

第 ９ 回 北 海 道 地 方 会 
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＜第２部＞座長：大久保 彩織 先生（勤医協札幌病院） 

 

 口演４ 「アルコール使用障害に対する共通の理解基盤に立ったことが治療に繋が

った症例」 

○浅倉由香 1）、重原良平１）、平野嘉信１） 

1）北海道家庭医療学センター /上川医療センター 

 

 口演５ 「アルツハイマー型認知症と診断し、その診断を共有し治療・教育的支援を

進めた事例」 

○重原良平 1)2)、浅倉由香 1)、平野嘉信 1) 

1）北海道家庭医療学センター/上川医療センター 

2）耳原総合病院 

 

 口演 6 「介護施設職員に対し講習を行うことでプライマリ・ケアチームの構成を

試みた例」 

○久保成彦 1) 

1）医療法人恵心会 北星ファミリークリニック 

 

 口演 7 「糖尿病網膜症の患者調査と受診啓発運動を行った事例」 

○茂又 章徳 1）、安藤 高志 2) 

1）本輪西ファミリークリニック 

2）ホームケアクリニック横浜港南 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 口演１  「急性期病院医師のバックベッドに対する認識の現状」 

 

○ 安達ひろむ 1)、佐藤弘太郎 2) 

1) 社会医療法人母恋 日鋼記念病院／北海道家庭医療学センター 

2) 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 

 

【目的】在宅医療を行う上でバックベッド  は不可欠である。にもかかわらず、主に急性期病院

で行われる退院前カンファレンスにて病院主治医と在宅医の間でバックベッドについて議論が噛

み合わないことを時に経験する。また、バックベッドの医師の認識に関する先行研究は乏しい。

そこで、急性期病院医師の在宅医療におけるバックベッドに対する認識について調査を行った。

またその認識と関連する医師の要因についても探索的に検討した。 

 

【方法】対象は 479 床の総合病院勤務医師のうち、47 名。研究デザインは質問紙調査による記述

研究。質問項目は、バックベッドの認識、医師の特性、在宅医療との公的、私的な連携経験の有

無とした。当該病院の総合企画調整会議  での承認を得て実施した。 

 

【結果】対象 47 名中、回答は 30 名であった(回収率 64%)。バックベッドの認識に対する回答は

｢正しい認識｣が 6 名(20%)、｢正しくない認識  ｣が 11 名(37%)、｢よく知らない｣が 13 名(43％)で

あった。｢外科系医師｣｢外来枠数が多い｣という要因が「正しい認識」と統計的に有意な関連を認

め（p<0.05）、｢当該病院の勤務年数が多い｣｢同僚医師の助言が無い｣という要因が正の関連のある

傾向を認めた（p<0.1）。医師側の要因｢外科系医師｣と｢外来枠数が多い｣の間には統計的に有意な

関連を認め（p<0.05）、両者は独立していなかった。また｢外科系医師｣と正の関連ある他の項目と

して｢退院カンファレンスにでない(P=0.02)｣｢当該病院勤務年数(P=0.06)｣が挙げられた。 

 

【考察】バックベッドについて正しい認識をしている医師は全回答者の 20％であった。退院カン

ファレンスに参加している急性期病院医師は、そもそもバックベッドについての理解が乏しい、

あるいは理解していないまま、バックベッドについて議論している可能性が示唆された。また概

念的に「バックベットの正しい認識」と関連がある医師の要因についても考察した。正しい認識

をしている医師の特性である｢外科系医師｣と、正の関連ある傾向を持つ項目としての｢当該病院勤

務年数｣については、勤務年数の長い内科医からの回答が少なかった事が選択バイアスとして結果

に影響したと考えた。 

 

【結論】バックベッドについて在宅医とは異なった認識をしている急性期病院医師は比較的多い

可能性がある。バックベッドの正しい認識とその影響する医師側の要因については、より大規模

な更なる研究が求められる。 

  



 口演２  「認知機能低下を有する施設入所者への意思決定支援の現状に関する一報告」 

 

○田尻巧 1)2)、村井紀太郎 1)3)、佐藤弘太郎 1)4) 

1）医療法人 北海道家庭医療学センター 

2）帯広協会病院 総合診療科 

3）北星ファミリークリニック 

4）本輪西ファミリークリニック 

 

【目的】認知機能低下を有する施設入所者の意思決定支援につき現状を記述する。 

 

【方法】旭川市の家庭医療診療所（機能強化型在宅療養支援診療所）において 2017 年 4 月から

2020 年 9 月の間に訪問診療を開始した、認知機能低下を有する施設入所者を対象とした。当院に

おいて訪問診療開始時に行っている「医療行為に関する意思決定面談（以下、意思決定面談と略

す）」での発言内容や事前指示、および転帰等に関して、後方視的診療録調査を行った。なお、意

思決定面談における発言内容は①価値観、②希望、③療養の意向、④代弁者の 4 項目に分類し、

記載のある項目数を「面談内容のカテゴリ数」として記録した。加えて「面談内容のカテゴリ

数」が 1 以上である症例に限って、療養場所に関する事前指示と転帰（施設看取り、入院）の一

致率を解析した。 

 

【結果】対象期間内に訪問診療を開始・終了した 92 人の患者から、意思決定面談が実施されなか

った 5 人と認知機能正常の 4 人を除外し、83 人の特性を記述・解析した。対象者の訪問終了時年

齢は 70-104 歳で、入所施設の種別は住宅型有料老人ホーム 64%（n=83、以下同）、グループホー

ム 30%であった。意思決定面談は 82%で経過中に 1 回しか行われておらず、37%で本人が 1 回も意

思決定面談に同席していなかった。意思決定面談での発言内容のうち 54%は家族や職員による本

人意思の推定であり、上記「面談内容のカテゴリ数」は 4 項目が 0%、3 項目が 7%、2 項目が

13%、1 項目が 37%であった。残る 42%では 1 項目も記録がなく、診療録上は単なる事前指示や家

族の希望等しか把握できなかった。内訳として最も多く記録されていたのは療養の意向で 46%に

記録されていた一方、本人意思による代弁者の選定が明確に記載されているのは 3%のみであっ

た。療養場所の意向は施設志向と入院志向が拮抗しており、高齢患者で施設志向が強まる傾向が

あった。最終転帰は施設看取りが 46%、入院が 54%であり、「面談内容のカテゴリ数」が 1 以上で

ある症例の 81%で療養場所の意向と一致していた。 

 

【考察】上記結果を「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」に沿っ

て見直すと、患者本人の参加の制限、プロセスとしての不備、プロセスの強制的な開始の 3 点が

課題として明らかになった。「認知機能低下」と「施設入所」の 2 つの要素が、意思決定支援を日

常的に行う障壁となり、患者不在の面談や訪問診療導入時のみ単回の面談などとして現れている

と考えられた。また最終転帰と療養場所の意向の一致率も算出したが、患者の真の希望を反映し

ているかの評価は困難であった。 

【結論】当院の訪問診療において、認知機能低下を有する施設入所者の意思決定支援につき現状

を報告した。認知機能低下者の意思決定支援に関し、実臨床における制約や患者の真の希望の評

価に留意した研究が今後望まれる。  



 口演３  「長期的な全人的関係に基づくケア」ポートフォリオ発表－逆転移に関する考察を付

して－ 

 

○田尻巧 1)2) 

1）医療法人 北海道家庭医療学センター 

2）帯広協会病院 総合診療科 

 

【セッティング】人口約 3000 人の村に唯一の有床診療所。 

【現病歴】78 歳、男性。X-1 年に他院で骨髄異形成症候群と多発性骨髄腫の合併と診断された。

腹水貯留などもあって積極的治療は困難と判断され緩和ケアを目的に当院へ逆紹介されて以降、

定期的な輸血で全身状態は維持されており、X 年春に外来担当医として初対面した。 

【併存症】C 型肝硬変、軽度認知障害（MMSE 23 点）など。 

【内服薬】トルバプタン、スピロノラクトン、フロセミド、ドネペジルなど。 

【患者背景】元農家。ADL 自立、要介護 1、訪問看護（1 回/週）。妻と 2 人暮らし。奔放な生活

を送った結果 2 人の娘とは疎遠になり、農業を継いだ長男（同敷地内）も壁を感じさせていた。 

 

【経過】定期外来はほぼ筆者が担当した。同年夏には今後の輸血に関する家族面談を本人同席で

設定し、面談を機に本人の信頼がより厚くなったと感じた。息子の手伝いやパチンコ通いをしな

がら夏が過ぎ、受診時に様子を聞くことは筆者の楽しみとなっていた。 

 同年冬に 41℃を超える発熱があり、筆者が提案し入院加療を行った。病状は改善し本人の強い

希望を受けて入院数日で退院、再燃なく経過したが、この頃から腹水が再燃し活気は乏しくなっ

た。指導医や訪問看護師と相談して家族面談を設定したが、筆者は発言力の強い長男嫁を巻き込

むことに抵抗感を抱いていた。面談予定日、患者は重症肺炎を発症しており、面談のため招集し

た家族や多職種と緊急で方針を相談した。家族は在宅療養を望まれ、筆者も今まで垣間見た患者

の人生を鑑み、看取りも覚悟で在宅療養の選択を決断した。幸い病状は回復したものの衰弱が進

行し、本人からも悲観的発言が多く聞かれるようになった。一方、長男夫婦は積極的に介護に関

わるようになっていった。X+1 年春、妻や長男夫婦と相談して輸血中止基準を設定、筆者の最終

診察時には患者は意思疎通困難な状態であり、筆者の異動後ほどなく輸血中止が決定され、家族

に見守られて自宅で死亡した。 

 

【考察】患者と築いた個人的な継続性は、患者が衰弱していく過程で筆者の判断にも活かされた

一方、患者への思い入れにより診療のバランスを崩しかねない危うさもあった。その危うさの背

景には「上手くやらねばならない」という間接的逆転移があったように思われる。筆者は患者の

心情を汲み良好な関係を築ける“有能な”専攻医であろうとしていて、筆者にとって好ましい存

在であった患者や妻の受診を楽しみにする一方、その関係を崩しかねない長男夫婦を苦手と感じ

て遠ざけようとしていた。指導医との議論を経て感情を自認することで、長男夫婦を巻き込みな

がら更に患者主体で判断できるようになったと感じられた。 

 

【学びのエッセンス】患者の思いに配慮し長期的な全人的関係を築くことは、困難な状況におけ

る判断に有用である。また医師は省察を通じ、患者への逆転移を常に監視する必要がある。 

  



 口演４  「アルコール使用障害に対する共通の理解基盤に立ったことが治療に繋がった症例」 

 

○浅倉由香 1）、重原良平１）、平野嘉信１） 

1）北海道家庭医療学センター /上川医療センター 

 

患者中心の医療の方法を意識し、disease/illness/health を統合してアルコール使用障害の治療

が必要という共通の理解基盤に立ったことで治療継続の合意に達した症例である。共通の理解基

盤に立つと治療目標が明確になると学んだため報告する。 

  

【症例】61 歳男性 

【現病歴】2010 年ごろから前医で高尿酸血症や高血圧症、不眠症に対し内服治療を継続していた

が 2020 年 X−7 月に前医が閉院したことをきっかけに治療が途絶えた。2021 年 X 月、痛風発作を

発症したため当院初診した。 

【既往歴】51 歳：うつ病, 不眠症, 高尿酸血症, 高血圧症, 脂質異常症 

【家族構成】独居（就業しているホテルの寮） 

【職業】ホテルフロント 

【生活歴】飲酒：ハイボール 500ml 3 缶/日、喫煙：20 歳～現在 15 本/日 

【検査所見】Hb 11.8 g/dl, MCV 105.2 FL, BUN 30.4 mg/dl, UA 17.1 mg/dl, Cre 1.98 mg/dl, 

TG 290 mg/dl. AST 39 U/L, ALT 30 U/L, γ-GTP 251 U/L 

【経過】当院初診時は右第一中足趾節関節に発赤・腫脹・熱感を認め痛風発作と考えたが、待ち

時間が長いことに苛立っており詳細な問診は困難だった。その後何度か通院する中で飲酒の話題

で発語が不明瞭になるという非言語的なメッセージがあり、X＋1 か月の血液検査で肝機能障害や

TG 1719 mg/dl と上昇を認めた。アルコール使用障害の可能性を考え、飲酒状況を詳しく問診す

ると就業しているホテルが COVID-19 の影響を受けて従業員の離職が相次ぎ、長時間労働のストレ

スから飲酒量が増加していた。「仕事につかれました。」と吐露されることも増え、「頑張っていま

すね。」と指示的に応じると温和な表情を見せた。再診時に待ち時間を利用して問診表記入をお願

いしたところ、AUDIT は 22 点、ICD-10 は 3 項目以上とアルコール使用障害の基準を満たした。こ

の際「先生にはすべてを見透かされています。」と言い、父や兄もアルコール依存症で父は飲酒後

に突然死しており、兄は 1 年以上精神病院に入院していることを自ら話し始めた。10 年前に職場

の部署変更を契機にうつ病を発症し、離職や離婚に追い込まれてからストレスのはけ口をアルコ

ールに求めており、アルコール使用障害の指摘を受けたことで人生がすべて繋がっていると認識

したと話された。この会話をきっかけにアルコール使用障害が高尿酸血症/不眠症等の悪化要因と

なっていることを医師・患者ともに理解し、身体疾患の治療において根本的な問題となっている

不適切な飲酒への対処が必要という共通の理解基盤に立った。その後は治療として週 1～2 回の休

肝日を設けたことで肝機能は著明に改善し、高血圧や不眠が改善することを患者自身も実感し

た。 

【考察】患者自身の解釈として、アルコール使用障害が自身の疾患と関わっていることは自覚し

ていたものの、それについては考えないようにして飲酒することでストレスを紛らわせていた。

診察中の共感から構築された良好な医師患者関係を基に、アルコール使用障害に対する治療が必

要という共通の理解基盤に立ち、身体疾患の更なる悪化を防ぐという目標を共有して治療を継続

できた。  



 口演５  「アルツハイマー型認知症と診断し、その診断を共有し治療・教育的支援を進めた事

例」 

 

○重原良平 1)2)、浅倉由香 1)、平野嘉信 1) 

1）北海道家庭医療学センター/上川医療センター 

2）耳原総合病院 

 

【報告しようと考えた理由】 

アルツハイマー型認知症の診断を行い、患者、家族、コミュニティと診断を共有し、教育的アプ

ローチをすることで家族の態度や言動に変化をもたらし、要介護者への直接的な影響だけでなく、

介護者の負担軽減に繋がるような家族員の交流の促進をもたらし、現在の治療だけでなく将来的に

病状が進行した際にも介護者が自律的に病気と向き合えるような関わりができたので報告する。 

 

【セッティング】 

3000 人程度の町にある郡部有床診療所 

 

【症例】 

74 歳女性 

 

【既往歴】 

 高血圧症、C 型肝炎、下肢静脈瘤 

 

【薬歴】 

 アムロジピン、ミラベグロン 

 

【事例の経過】 

 定期外来での診察時に、物忘れをして夫から怒鳴られるので調べてほしいという相談があった。

改定長谷川式簡易知能スケールを行ったところ 20/30 点と認知機能の低下を認めた。家族や看護

師からも認知機能を疑うようなエピソードが聞かれた。DSM-5 の Major Neurocognitive Disorder

の診断基準を満たし、アルツハイマー型認知症の診断基準にも当てはまったため、アルツハイマー

型認知症の軽症と診断し治療を進めていくことにした。軽症と診断したので、現時点であれば病状

説明を本人が理解できる可能性が高く、病状説明により生活面でのサポートも受けられやすくなる

と考えて、本人と家族に対して病名や今後の見込み、今後の方針について病状説明を行う方針とし

た。病状説明後は家族内部での問題が明確となり、家族員による自発的に問題を解決する関わりや

主介護者と家族間の交流が促された。 

 

【考察】 

 家族への心理的な支援や教育的な支援を行うことで、行動心理徴候への適切な対応を行ない易く

なり、家族員間の交流を促すことは介護負担感を軽減する効果があるといわれている。病状説明を

行うことは認知症の初期治療において重要なことであると分かった。 

  



 口演６  「介護施設職員に対し講習を行うことでプライマリ・ケアチームの構成を試みた例」 

 

○久保成彦 1) 

1）医療法人恵心会 北星ファミリークリニック 

 

【発表しようと考えた理由】実際の症例や講習会依頼で介護施設職員が誤嚥やそれによる窒息（以

下誤嚥・窒息）対策を知る必要性を感じ取り、施設を一つのコミュニティととらえて調査をおこな

い、その結果に基づいて職員に対して講習会を開催し、患者の安心安全のため誤嚥・窒息対策への

職員の知識、技術、自信度を向上させた。この講習を通じて施設の中にプライマリ・ケアチームを

構築する可能性を感じたため報告する 

 

【事例】当院の患者である施設入所者の誤嚥・窒息症例の発生があり、また一方で別の施設から誤

嚥に対する講習会の依頼があった。これらの出来事から誤嚥・窒息に対する介護施設職員の対応が

患者の安全安心のための課題と考え、講習の依頼をしてきた介護施設を一つのコミュニティととら

えて山田らの唱える地域ケアのモデル 1）を参考に介入を行った。聞き取り調査やそれを基にした

アンケート調査にて施設職員が誤嚥・窒息に遭遇する機会は多い一方で初期対応については不安を

抱えていることがわかり、誤嚥・窒息に対する初期対応の知識・技術に確かなニーズがあることが

分かった。この調査結果から一次救命処置における「誤嚥・窒息の発見」「対応手技」「（目撃した

ときの）対応フロー」の 3 つの点に絞った講習を行った。講習前後で上記に対する自信を自己採点

してもらったところ講習後 3 つの点それぞれで自信度が上昇しており、これは知識や技術の向上

があったためと考えられた。施設職員の「ニーズ」と医療者側の「提供コンテンツ」にずれがなく、

誤嚥・窒息の対策にて施設利用者の安心安全を確保するという共通の目的を共有することができ

た。これによりこのような講習を継続することでこの施設の中で目的を共有したプライマリ・ケア

チームを構築する可能性が感じられた。 

 

【考察】患者中心の医療の方法におけるチーム中心のアプローチ 2)の視点から本例を振り返った。

誤嚥・窒息という課題に対して特に構成要素の 1 つであるチームメンバーの専門分野と個人的な

経験を知ることができたため共通の理解基盤を見出すことができ、そこからニーズに合わせた知

識・技術の支援を行い、患者の安心安全という目的に合わせたそれぞれの役割が明確になりケアチ

ームとしての形が見えたのだと考えられる。一方で今回はチームに患者が参加できていないためサ

ービス供給側からのニーズに偏っているのは反省点である。今後はこのチームに患者意思を反映す

る方策を探ることが課題である。その上でメンバーを全人的に理解し、このような講習を継続して

いくことでケアチームを強化維持していきたい。 

 

1) 草場鉄周（編）. 家庭医療のエッセンス. 第 1 版. 東京: カイ書林; 2012. 206-246 

2) Moira Stewart, Judith Belle Brown, et al. 患者中心の医療の方法．第 1 版．葛西龍樹

（監訳）．東京：羊土社：2021．350-356 

 

  



 口演７  「糖尿病網膜症の患者調査と受診啓発運動を行った事例」 

 

○茂又 章徳 1）、安藤 高志 2) 

1）本輪西ファミリークリニック 

2）ホームケアクリニック横浜港南 

 

【目的】糖尿病治療ガイドラインでは年に 1 回以上の糖尿病性網膜症に関する検査受診が勧めら

れているが、外来診療を行っているとその達成率が低い印象があった。診療所は郡部の A 町内唯一

の診療所で眼科がなく、受診のためには自動車等で 1 時間程度離れた B 市へ行く必要があった。糖

尿病性網膜症の認知度の問題以外に眼科受診への物理的・社会的なハードルがあると予想し、地域

課題として糖尿病性網膜症の受診啓発を行う必要性を感じた。 

 

【情報収集・分析】診療所に通院中の糖尿病患者を対象に糖尿病性網膜症の認知度、実際の眼科通

院率、眼科通院のハードルは何か、などのアンケート調査を実施した。208 件の回答があり、糖尿

病性網膜症について 76.9%が「知っている」と回答した一方、糖尿病性網膜症について医師から説

明を受けたかという質問に「はい」と答えたのは 39.4%であった。眼科に定期通院していないのは

60.6%であった。理由は「症状がない」が 57.9%と最多であった。眼科に通院していない理由のうち

「どの眼科に行くべきか分からない」「交通手段がない」「お金がない」と回答したのは 10%以下と

低率であった。糖尿病連携手帳を「持っている」と回答したのは 40.9%であった。 

 

【活動】結果より、「通院手段の有無というより糖尿病性網膜症の病態に関する認知度が低いこと」

「糖尿病連携手帳の所持率が低いこと」が課題として挙がった。看護師 2 名、事務員 1 名と糖尿病

性網膜症啓発プロジェクトチームを立ち上げ、通院患者向けの活動として、診察室で使用する糖尿

病性網膜症説明資料を統一し積極的な声掛けと情報提供を行った。糖尿病連携手帳の積極的な所持

確認と配布を行った。どの眼科を受診すればいいか分からない患者向けに交通手段別に B 市内の

眼科をリスト化した。眼科受診希望患者がスムーズに受診できるよう、紹介フローの作成を行った。

地域住民向けの活動として A 町広報誌の当院発信の連載ページに糖尿病網膜症に関する情報を掲

載した。 

 

【活動の評価】活動実施前のアンケート調査に「広報誌の網膜症に関する記事を見たか」という項

目を加え再度行った（業務負担の都合で集計期間を短縮した）。68 件の回答があり、糖尿病網膜症

について「知っている」と回答したのは 83.8%であった。糖尿病連携手帳を「持っている」と回答

したのは 48.5%であった。A 町広報誌に掲載された網膜症に関する記事を「見た」と回答したのは

26.5%であった。 

 

【考察】アンケート前の時点では A 町の立地や交通の便の問題により眼科受診が滞っているとい

う仮説を立てたが、実際はそもそも網膜症の認知が乏しいという結果であり、医師から糖尿病性網

膜症に関して積極的に情報提供を行う必要があると感じた。広報誌の啓発効果の判定は不十分で

あるものの、当院通院中の患者以外にもアプローチできる方法として有用なツールであると推

察された。 


