
悠翔会の在宅医療における
取り組み

悠翔会在宅クリニック新橋
（機能強化型在宅療養支援診療所）
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訪問診療

医者が家に来ることです。

↓

◎医者が定期的に訪問することです。

（＝体調がよいときも伺います）

◎医療保険の適応になります！



診療の様子



診療の様子



往診

体調が悪いときなどに、

患者さん・ご家族の要請で

医者が訪問することです！



訪問診療

往診

火曜



24時間持続の点滴

点滴のポンプ

医療用麻薬注射のポンプ



訪問診療の対象となる方

【外来通院が困難な方】

・お一人で動けず通院できない

・足腰が弱って通院に不安がある

・在宅療養中も細かな薬剤調整が必要

・入院中であるが、自宅で最期を迎えたい

・

・

・



新橋クリニック介護度割合

要介護5

32%

要介護4

13%要介護3

15%

要介護2

15%

要介護1

15%

要支援2

4%

要支援1

2%

なし

4%



訪問診療を希望される方

・医療連携・患者支援センターに相談

・かかりつけ医に相談

・ケアマネージャーに相談

・地域包括ケアセンターに相談

・悠翔会に相談



訪問診療を希望される方



本日の内容

○訪問診療とは？

○悠翔会の取り組み

○新橋クリニックの紹介



医療法人社団悠翔会

24時間365日、医師と相談できます

ご依頼があれば、随時往診します

必要性があれば、入院を手配します



医療法人社団悠翔会

○個々の患者さんに最適化した医療

・治療？

・病気、体調・加齢の変化とともに過ごす？

○在宅総合診療



個々の患者さんに最適化した医療

○EBM（evidence baced medicine）

病気に対し、最も安全で効果的かつ経済的な

治療法の選択。

「がん」



個々の患者さんに最適化した医療

○EBM（evidence baced medicine）

病気に対し、最も安全で効果的かつ経済的な

治療法の選択。

「病気を治す」ために受診。

↓

病院ではとても重要な考え方



個々の患者さんに最適化した医療

○EBM（evidence baced medicine）

病気に対し、最も安全で効果的かつ経済的な

治療法の選択。

「がん」

治療できないとき、しないとき
⇒優先度は人それぞれ



個々の患者さんに最適化した医療

○在宅医療の患者さん

・治癒が難しい病気（末期がん、難病…）や

老化による障害を抱える

・EBMによる治療だけでは解決しない

・在宅での日々を少しでも元気に、

平穏に過ごしたい

・

・



個々の患者さんに最適化した医療

○在宅医療の患者さん

ものがたりに基づく医療

患者さんの言葉にじっくりと耳を傾け、

納得・満足できる医療の選択肢を提供します。

科学的に有効であるというだけで

治療方針を押し付けるのではなく、

患者さんと共に治療方針を考えていきます。



在宅総合診療

○内科医がプライマリケアを担当

必要な時は専門家に相談

精神科医、神経内科医

循環器内科医、緩和ケア医

皮膚科医、麻酔科医



治療・処置

○点滴、注射

○予防接種

○腹腔穿刺、腹水排液

○褥瘡処置

○疼痛管理、麻薬管理

○関節内注射

○神経ブロック、トリガーポイント注射

・

・



医療機器管理

○在宅酸素療法

○経管栄養法（経鼻胃管、胃瘻、腸瘻）

○中心静脈栄養法

○尿道留置カテーテル、膀胱瘻、腎瘻

○インスリン、自己血糖測定

○気管切開、人工呼吸器

・

・



腹腔穿刺

酸素濃縮器



在宅総合診療

○診療には悠翔会の看護師が同行します

○担当のソーシャルワーカーがつきます

↓

医師とは違う視点で療養生活を支えます！



よくあるご質問



よくあるご質問

○通院している病院はどうなりますか？

↓

・全面的に移行することが可能です。

・検査や専門的診療が必要な場合は、

病院の主治医と連絡を取り、

役割分担し診療します。



よくあるご質問

○自宅で急に具合が悪くなった時は、

どうしたらよいですか？

↓

まず、クリニックへお電話ください。

24時間365日医師が待機しております。



よくあるご質問

○検査が必要な時はどうしたらよいですか？

↓

在宅で様々な検査（※）が実施可能です。

CT, MRI, 内視鏡などはご紹介いたします。

※ 採血、心電図、心エコー、骨密度など



よくあるご質問

○診療日を変更したいのですが？

↓

お電話でご相談ください。

できれば前日までにご連絡をお願いします。



本日の内容

○訪問診療とは？

○悠翔会の取り組み

○新橋クリニックの紹介



悠翔会在宅クリニック新橋

○医師：6名＋α

○コメディカル：10名

○訪問：8~12件/日

○平均走行距離 40km/日

○在宅看取り：20名/年

○港区医師会地域包括ケア運営委員会委員

○在宅医療部会芝地区副リーダー



MSW

看護師

看護師

MSW

ドライバー

医師

医師

医師







看取り支援



在宅看取り
○非がん 11名

（2017年1～12月）

年齢 性別 病名 罹病期間 診療期間

1 70代 男 間質性肺炎 1年4ヵ月 5ヶ月

2 70代 女 原発性胆汁性肝硬変 10年 5年

3 70代 女 認知症 13年 2年

4 80代 女 脳出血後遺症 80日 15日

5 80代 女 認知症 不詳 1年7か月

6 80代 女 脳梗塞後遺症 7年 2年6か月

7 80代 女 認知症 3年7か月 3年2ヵ月

8 90代 女 慢性心不全、慢性腎不全 不詳 42日

9 90代 女 誤嚥性肺炎後、老衰 不詳 18日

10 90代 男 認知症 不詳 5ヶ月

11 100代 男 誤嚥性肺炎後、老衰 不詳 20日
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在宅看取り
○がん 9名

（2017年1～12月）

平均診療期間：52日

年齢 性別 病名 罹病期間 診療期間

1 60代 女 原発不明癌 1年半 95日

2 70代 女 食道癌 8か月 35日

3 70代 男 膀胱癌 11か月 6日

4 70代 男 肺癌 3か月 27日

5 70代 男 膵癌 13か月 39日

6 80代 男 前立腺癌 10か月 90日

7 80代 男 原発不明癌 4ヵ月 53日

8 80代 男 肺癌 7年 77日

9 80代 男 肝細胞癌 3か月 52日



ご自宅で安心して
診察が受けられます



ご清聴ありがとうございました


