
P8

P16

クリニックの大型化によって、専門医療や
在宅医療のニーズに応えられる体制を構築。

糖尿病ケアチームと看護外来を活用した
多職種が連携して取り組む糖尿病医療。

P12

P20

人生100年時代を見据え、訪問専任の医師を置き
患者を在宅で支える独自の体制をつくり上げる。

多職種との連携とICTの導入で
地域の糖尿病専門医不足をカバー。

P2

P6

離職を減らす職場環境づくり（下）
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─進化する医療制度─

　日本において終末期医療のあり方
が注目されたのは、2006年に医師に
よる人工呼吸器取りはずしによって
意識不明の入院患者７名が死亡にい

たった事件がきっかけでした。この
事件を契機に厚労省は2007年５月、
新ガイドラインの前身に当たる『終
末期医療の決定プロセスに関するガ
イドライン』（以下、旧ガイドライ 
ン）を策定しました。旧ガイドライ
ンには、患者本人の意思決定を基本

とし、患者の意思確認ができない場
合は、家族が推定する本人の意思の
尊重が盛り込まれました。
　旧ガイドラインが策定されてから
約10年が経過する間に、我が国では
少子高齢化が進行し、年間の死亡者
数が130万人を超え、人口が減少す
る多死社会を迎えて地域包括ケアシ
ステム構築への取り組みが進められ
ています。そうした中、厚労省では
2015年３月、旧ガイドラインのタイ
トルを『人生の最終段階における医
療の決定プロセスに関するガイドラ
イン』に変更しました。ここでは、
患者と医療従事者の間で話し合った
内容を文書に残し、その内容に沿っ
て方針を決めることや、患者の意思
が確認できない場合には家族が推定
すること、家族でも推定できない場
合には、家族と医療従事者が話し合
って最善の方針を決めることなどが
示されました。
　さらに、近年、これまで多かった
病院死が減少に転じ、在宅や老人ホ
ームなどの介護施設で最期の時を迎
える高齢者も増えてきた現状などを
踏まえ、厚労省は2017年８月に「人
生の最終段階における医療の普及・
啓発の在り方に関する検討会」（以
下、検討会）を設置し、旧ガイドラ
インの見直しに取り組みました。こ
うして2018年３月には【資料１】に
挙げる概要で新ガイドラインが策定
されました。
　その特徴は以下のとおりです。
・病院での延命治療や終末期医療だ
　けではなく、在宅医療や介護など
　地域包括ケアシステムの現場で活
　用できるように、旧ガイドライン
　の名称を『人生の最終段階におけ
　る医療・ケアの決定プロセスに関
　するガイドライン』に変更。ガイ
　ドラインを使用する医療・ケアチ
　ームには、「介護従事者が含まれ

終末期医療から「人生の最終
段階における医療・ケア」へ
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　る」点を明確化
・医療やケアの方針や、どのような
　生き方を望むかなどについて、本
　人の意思は時を経ると変化する前
　提で、欧米諸国において普及して
　いるACPの概念をとり入れ、繰
　り返し話し合う重要性を強調
・本人が自らの意思を伝えられない
　状態になる前に、本人の意思を推
　定する者を事前に定めておくこと
　を重視。また、ひとり暮らしの高
　齢者が増加しているため、「本人
　の意思を推定する者」については
　家族だけでなく親しい友人等も含
　まれると明記
・医療・ケアチームで、本人と話し
　合った内容を、その都度文書にま
　とめたうえ、本人、家族等と共有
　することを重視

　厚労省では、ACPの普及啓発を
めざし、『もしものときのために』
と称するリーフレットを作成しまし
た。そこでは、ACPとしての「話
し合いの進めかた」の例を示してい
ます（【資料２】）。
　具体的には、まず、時間の経過や
心身の状態、医学的評価の変化によ
って本人の意思は変化しうるものだ
との認識が重要で、繰り返し、何度
でも話し合う必要があると強調され
ています。また、話し合った内容を
文書にまとめ、医療・ケアチームと
家族等の間で共有することが欠かせ
ないとしています。さらに、本人と
医療・ケアチームとの話し合いで合
意が得られなかったり、家族等にお
いて意見がまとまらない場合には、
たとえば医療倫理に精通した専門家
など、第三者である複数の専門家か
ら成る話し合いの場を別に設置し、

そこから助言を得るようにします。
ただし、その助言を結論とするので
はなく、あらためて、本人と医療・
ケアチーム、あるいは家族等が話し
合い、合意に向けた努力をするよう
にすべきとされています。

　厚労省では、旧ガイドラインの見
直しにあたって、一般国民、医師、
看護職員、介護職員及び各施設長を
対象に、2017年度の「人生の最終段
階における医療に関する意識調査」

を実施しました。
　まず、「アドバンス・ケア・プラ
ンニング（ACP）について、知っ
ていますか」との質問に対し、「よ
く知っている」と回答したのは医師
でも22.4％、一般国民では3.3％にす
ぎませんでした。一方、「知らない」
との回答の割合は、医師や看護師で
も４割を超えていたほか、一般国民
では75％超に上ることが明らかにな
りました（【資料３】）。
　また、ACPの概要を説明したう
えで「このような話し合いを進める
ことについて、あなたはどう思いま
すか」と賛否を問いました。結果、

出典：人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン（2018年３月14日）（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-
Iseikyoku/0000197721.pdf

１．人生の最終段階における医療・ケアの在り方
〈略〉

２．人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。

（１）本人の意思の確認ができる場合
①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から
　適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。
　そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本
　人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の
　決定を行う。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるも
　のであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が
　自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。
　この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含
　めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

（２）本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重
な判断を行う必要がある。
①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善
　の方針をとることを基本とする。
②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、 
　本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを
　基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセ
　スを繰り返し行う。
③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっ
　ての最善の方針をとることを基本とする。（後略）

（３）複数の専門家からなる話し合いの場の設置
〈略〉
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─進化する医療制度─

一般国民の64.9％、医師の75.9％、
看護師の76.7％、介護職員の80.1％
が「賛成」と回答しました。医師を
はじめ医療・介護従事者では、「反 
対」とする回答は、ほとんど見られ
ませんでした。

　この意識調査の結果を踏まえて、
検討会は2018年３月に取りまとめた
報告書の中で、「医療や介護の現場
でもACPという言葉の認知度は低
いが、その概念についてはまったく
知られていないわけではない」とし
たうえで、「欧米諸国の取り組みを
参考に、日本でもACPの概念を盛
り込んだ取り組みを普及させる必要
がある」と指摘しました。
　そこで厚労省は、ACPの概念を
普及させるため、2018年８～９月に
ACPの愛称を募集し、11月30日に
は、1,073件の応募の中から静岡県
の看護師による「人生会議」が愛称
に選ばれました。
　「人生会議」が選定された主な理
由は、親しみやすい単語の組み合わ
せによって日常会話への浸透が期待
でき、家族などの信頼できる人たち
と輪を囲んで話し合うイメージが湧
く、というものです。さらに、11 
月30日を「いい看取り・看取られ」
とのゴロ合わせから、「人生会議の
日」とすることも決まりました。

　新ガイドラインの考え方やACP
の概念は、2018年度診療報酬改定に
もとり入れられました。
　まず療養病棟入院基本料、地域包
括ケア病棟入院料・入院医療管理料
１及び３の施設基準において、「ガ
イドライン等の内容を踏まえ、看取
りに関する指針を定めていること」
という規定が新設されました。
　また、療養病棟入院基本料での在
宅患者支援療養病床初期加算、地域
包括ケア病棟入院料での在宅患者支
援病床初期加算においては、「ガイ
ドライン等の内容を踏まえ、入院時
に治療方針に関する患者またはその
家族等の意思決定に対する支援を行
うことにより、（中略）療養の継続
を後方支援する」とされました。
　さらに、ターミナルケアに関連す
る報酬においても、ガイドライン等
にのっとった対応が算定要件となっ
ています。具体的には、在宅患者訪

出典：人生の最終段階における医療に関する意識調査報告書（2018年３月23日）（https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000200784.pdf）

出典：厚生労働省「ACP普及・啓発リーフレット」（https://www.mhlw.go.jp/
content/000405126.pdf）

あなたは、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）について、知っていますか。（○は１つ）

一般国民（n＝973）

100％80％60％40％20％０％

医師（n＝1,088）

看護師（n＝1,620）

介護職員（n＝537）

■ よく知っている　■ 聞いたことはあるがよく知らない　■ 知らない　■ 無回答

1.2％42.5％36.6％19.7％

0.7％51.6％40.0％7.6％

1.5％41.6％34.5％22.4％

2.0％75.5％19.2％3.3％
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問診療料における在宅ターミナルケ
ア加算、訪問看護ターミナルケア療
養費、在宅患者訪問看護・指導料に
おける在宅ターミナルケア加算、同
一建物居住者訪問看護・指導料にお
ける同一建物居住者ターミナルケア
加算それぞれにおいて、ターミナル
ケアの実施については、「ガイドラ
イン等の内容を踏まえ、患者本人及
びその家族と話し合いを行い、患者
本人の意思決定を基本に、他の関係
者との連携の上対応すること」とさ
れています（【資料４】）。
　2018年度に診療報酬と同時に改 
定された介護報酬においても、「訪
問看護ほか訪問看護系サービスでの
ターミナルケア加算の要件として、
ガイドライン等の内容を踏まえ、利
用者本人及びその家族等と話し合い

を行い、利用者本人の意思決定を基
本に、他の関係者との連携の上対応
すること」とされ、介護保険制度に
おいてもACPの概念が導入されま
した。

　2019年度には、ACPや「人生会議」
の普及啓発活動が積極的に行われる
見込みです。
　2018年12月21日に決定した2019年
度厚労省予算案では、「質が高く効
率的な医療提供体制の確保」の項目
の事業として、「人生の最終段階に
おける医療の体制整備」（1.17億円、
2018年度予算比0.34億円増）が盛り
込まれました。具体的には、患者の

相談に適切に対応できる医師や看護
師等の医療従事者の育成に加え、各
地域においてACPや「人生会議」
を普及させるため、各種団体と協働
して広報するなど、人生の最終段階
を穏やかにすごせる環境整備をさら
に推進します。
　ここで注目すべきは、新ガイドラ
イン自体ではなくACPや「人生会
議」を普及させようとしている点で
す。特に、11月30日の「人生会議の
日」を中心にさまざまなイベントが
予定されています。また、医療従事
者が、日本語による「人生会議」と
いう愛称を患者に対して日常的に使
うようになれば、欧米諸国のACP
の定義にこだわらず、ACPが日本
の風土に合ったかたちで定着し、発
展していくことも期待されます。

出典：平成30年度診療報酬改定の概要 医科Ⅰ（2018年３月５日）（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf）

ターミナルケアに関連する報酬において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を踏まえた対応を要件とすると
ともに、ターミナルケアの充実を推進する

［算定要件］
ターミナルケアの実施については、「人生の最終段階における医療・ケア
の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本人及び
その家族等と話し合いを行い、患者本人及びその家族等の意思決定を基本
に、他の関係者との連携の上対応すること。

「人生の最終段階における医療・ケアの決
定プロセスに関するガイドライン」等へ
の対応を共通の要件とする。

※在宅患者訪問看護・指導料・同一建物居住者訪問看護・指導料の当該加算についても同様

【在宅ターミナルケア加算（在宅患者訪問診療料）】
機能強化型在支診・在支病（病床あり）  6,000点
機能強化型在支診・在支病（病床なし）  5,000点
在支診・在支病    4,000点
その他の医療機関    3,000点

【訪問看護ターミナルケア療養費】  　　　　 20,000円

診療報酬改定における対応 （在宅医療・訪問看護のターミナルケア関連の報酬）

改定前 改定後

介護報酬改定における対応

【在宅ターミナルケア加算（在宅患者訪問診療料）】
（有料老人ホーム等とそれ以外で報酬を区分）
機能強化型在支診・在支病（病床あり）  6,500点
機能強化型在支診・在支病（病床なし）  5,500点
在支診・在支病    4,500点
その他の医療機関    3,500点

【訪問看護ターミナルケア療養費】※
訪問看護ターミナルケア療養費１  　　　　  25,000円
（新）訪問看護ターミナルケア療養費２ 　　　　  10,000円

（訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護）
○ターミナルケア加算の要件として、下の内容等を通知に記載する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人と話し合いを行い、利用者本人の意思
決定を基本に、他の医療及び介護関係者との連携の上、対応すること。
・ターミナルケアの実施にあたっては、居宅介護支援事業者等と十分な連携を図るよう努めること。
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離職を減らす職場環境づくり（下）

　職務満足度が上がると離職率は下がるのが
自然のように思えますが、必ずしもそうした
関係にはないと指摘する研究もあります。
　経営学において、職務満足度よりも離職に
関連が強い因子とみなされているのは、個人
が組織に対して一体感を持ち、その組織と深
くかかわることと定義される「組織コミット
メント」です。職員の間に組織コミットメン
トを強められれば、離職に歯止めをかけられ
そうですが、では、どうすれば組織コミット
メントを醸成できるのでしょうか。

　組織コミットメントは２つの要素に分類で
きます。ひとつは「功利的コミットメント」 
で、昇給や昇進の有無のように組織と個人を
利害関係でとらえるもの。もうひとつが「情

緒的コミットメント」（⇒STUDY①）で、
組織の目標や価値観を自分のそれと同一視し
たり、組織そのものや、上司、同僚などの組
織のメンバーに好感を持ち、組織に愛着を持
つような状態を指します。簡単に表現するな
らば、「そこにいると楽しい」と感じられる
ような環境と言えるでしょう。組織コミット
メントの中でも、特に情緒的コミットメント
が強ければ、離職防止につながるとされてい
ます。
　それを知ったA先生は、看護師の情緒的コ
ミットメントを高めるため、看護師に責任あ

第２回

角田 圭雄監修：愛知医科大学内科学講座肝胆膵内科学准教授（特任）

　前回、離職を防ぐため、待遇改善だけでなく、看
護師のモチベーションを向上させる施策を打ち出し
た病院長のA先生。職務満足度調査の評価は以前よ
り上向きつつあるのですが、それでも相変わらず離
職はつづいています。
　看護部長に話を聞くと、高いスキルを持つ看護師
や、入職して３、４年目の若手看護師の離職が多い
傾向にあるようです。さらなる離職防止策には、ど
んな手があるでしょうか。

メディカルエグゼクティブ

病院と自分の目標を同一視

職務満足度よりも離職に影響する因子

組織コミットメント

情緒的コミットメント功利的コミットメント

・組織と同一化
・組織への愛着

・昇進
・昇給
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る仕事を任せてみることにしました。A先生
は、以前からモチベーション向上策として、
専門技能を持つ看護師には活躍の場の提供を
打ち出していましたが、あくまで個人の活動
にとどまっていました。そこで、そうした看
護師に対し、若手へ専門技能を指導する権限
とポストを与えるとともに、待遇面でも評価
しました。結果、指導役の看護師は、病院へ
の貢献を強く感じ、病院と自分の達成すべき
目標を同一視するようになりました。

　一方、若手看護師に関しては、入職後の現
実への幻滅感で情緒的コミットメントが低下
している時期（⇒STUDY②）に離職が多い
事実がわかりました。この時期は、入職から
まだ年数が浅く役職もないので、前述したよ
うな責任ある仕事は任せられません。このた
め本人が、自分の仕事が病院にどれくらい貢
献しているのか感じにくい傾向にあります。

　この問題に対しA先生は、周囲の看護師や
他職種が「助けてもらった」と思ったときに
相手に渡す、いわゆる「ありがとうカード」
を導入しました。すると、「もらったカード
の枚数」という具体的なモノサシができたこ
とで、若手看護師は病院への貢献を感じられ
るようになり、病院への愛着を高めていきま
した。

情緒的コミットメントのJ字型カーブ情緒的コミットメント

　入職後の情緒的コミットメントの変化をグ
ラフ化するとJ字型のカーブを描いていること
がわかる。これは、入職後の現実への幻滅感 
で、いったん情緒的コミットメントが低下す
るものの、昇進などで責任ある立場に就く時
期にあたる７年目付近から再び上昇するから
であり、責任ある仕事を任せることが情緒的
コミットメントの強化に大きく関係する証左
と言える。

　情緒的コミットメントの低下は、離職、欠 
勤、ストレス増大、仕事と家庭との葛藤につ
ながり、業務のパフォーマンス低下を招く。
このため、情緒的コミットメントの醸成は組
織マネジメントにとって重要な課題だ。ただ
し、情緒的コミットメントが強すぎると、組
織の従来の価値観に縛られて新しい創造的な
仕事ができなくなったり、組織の問題を解決
するための変革に強い抵抗を示すなど、組織
の成長を阻害するおそれもある。

・『入門組織行動論』
　編：開本浩矢／発行：中央経済社

・『MBA的医療経営』
　著：角田圭雄／発行：幻冬舎

　責任ある仕事を任せたり、仕事に対して評価が
きちんとなされる仕組みを導入したことで、若手
からベテランまで、皆が組織に貢献していると意
識できるようになりました。また、専門技能を持
つ看護師が若手に技能を伝える中で、若手に先輩
から学びたいという空気が醸成。若手が新たな技
能に挑戦する機会を整備し、先輩による専門技能
の承継を評価したところ、看護師同士が技能を高
め合う効果も生まれました。
　そうして、多くの看護師が組織への愛着を強く
感じるようになり、離職率が低下しました。

STUDY②STUDY①

RECOMMENDED BOOK

「見える化」で若手の貢献を評価

組
織
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

勤続年数

情緒的
コミットメント

功利的
コミットメント

７年
出典：『入門組織行動論』（編：開本浩矢）

Ⅰ段階（→）

Ⅱ段階（→）

Ⅲ段階（ →）
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クリニックの大型化によって、専門医療や
在宅医療のニーズに応えられる体制を構築。

　多摩ニュータウンの中心、東京都
多摩市の多摩センターに本部を置く
医療法人社団めぐみ会（以下、めぐ
み会）は、同センターにある本院の
田村クリニックのほか、10のクリニ
ックと在宅医療や居宅介護支援に応
じる施設、訪問看護ステーションを

都内各地に有するグループで、外来
診療と在宅診療の両方を展開する。
　めぐみ会の理事長を務める田村先
生が、田村クリニックを開業したの
は1994年。その際、田村先生は、患
者ニーズを満たす医療サービス提供
体制のあり方を考えた。
「26歳で医学部に入学するまでは会
社員でした。当時、患者の立場から
『こんな医療機関があれば、便利な
のに』といった思いがあり、その実
現をめざしたのです」
　まず、着手したのは、診療日と診
療時間の設定である。たとえば、普
通の会社員にとって、医療機関の受
診は利便性が良いとは言えない。そ
の多くが、受付時間は午前と午後で
各３時間程度しかなく、予約をして
も時間どおりに受診できるとは限ら

ない。また、土曜日は午前のみの診
療、日曜日は休診。したがって仕事
で多忙な患者も受診のために、休暇
を取らざるをえないケースも、しば
しば見受けられる。
「医療はサービス業ですから、患者
さんが受診しやすいように対応する
のは、当たり前でしょう」
　田村クリニックでは、平日９時か
ら19時まで切れ目のない診療時間を
設定し、受診しやすい診療体制を整
えている。現在、めぐみ会のほとん
どのクリニックや診療科が、土・日
曜日や祝日も診療を行う。

　次に田村先生が、患者の視点に立

Point of View

田村先生

1取材日：2018年10月２日、12月17日

Practice of Network
Network

Community Medicine

田村 豊先生
医療法人社団めぐみ会理事長
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って手がけたのは、クリニックの大
型化だ。大型化は、建物の規模を大
きくすることではなく、クリニック
でありながら、複数の診療科をそろ
え、それぞれの専門領域で質の高い
医療を提供することを意味する。
　田村クリニックだけを見ても、一
般内科のほかに、消化器内科、循環
器内科、呼吸器内科、糖尿病内科、
血液内科、腎・高血圧内科、リウマ
チ・膠原病内科、脳神経外科、泌尿
器科があるといった充実ぶりだ。
「患者さんが医療機関に望む機能は
変化しており、大型化は、それに対
応しようとした結果です。
　これまでは大病院志向が強く、た
とえば、最初から大学病院で専門医
に診てもらいたいと希望する患者さ
んが多くいました。しかし、高齢患
者などが増えるにつれ、患者さんの
志向に変化が生じています。地域の
通院しやすいクリニックで、診断が
くだり、その後の専門医の診療から
フォローにいたるまで、また在宅医
療に移行しても、すべてが完結でき
れば、どんなにか便利だろうと考え
る患者さんやそのご家族が急増して
いるのです」
　こうした医療の提供には、当然、
多くの専門医を要するが、めぐみ会
には、各領域の専門医が約150名在
籍し、それを可能にしている。
「十分な人員の確保により、クリニ
ックを大型化でき、総合病院にも劣
らない専門医療を提供できる体制が
実現しました」

　もちろん、田村先生は、単に利便
性の良い専門特化した医療を提供し
ようとしているわけではない。かか
りつけ医が持つ安心感も提供したい

と考えている。
「専門医ですから、ある分野に特化
したスキルがあるのは当然ですが、
同時にクリニックの医師なので、か
かりつけ医として患者さんのあらゆ
る相談に乗る姿勢を大切にしてほし
いですね。
　患者さんは困っているわけですか
ら、『自分の専門外なので、力には
なれません』などと言ったりするの
は許されません」
　田村先生は、自らが理想とする医
師像を、わかりやすい比喩を用いて
解説してくれた。
「ひとつの分野に精通している、ま
るでひとつの方向を深くめざす１本
の線のような『I字型』の専門医が
いるとします。そこに広範な知識、
かたちにすると横棒ですね。それが
加わると『T字型』になります。
　つまり、間口が広い一方で、特定
分野の知識も深い『T字型』の専門
医が、私の理想とする医師です」
　患者のニーズは多様。専門医の受
診を希望する患者もいれば、ひとり

の医師になんでも診てもらいたい患
者もいる。
「個々の患者さんの要望に応えられ
る『T字型』の医師が多く集ってい
る点が、当会の大きな強みです」

　めぐみ会の運営において、もっと
も重要なのは、「人材の確保だ」と
田村先生は語る。同会には、常勤医
だけで約50名、非常勤医を含めると
約150名の医師が勤務する（【資料
１】）。人材の確保は、どの医療機関
でも頭を痛めるところ。めぐみ会に
は、何か秘訣があるのか。
「医師を採用するのに、近道はあり
ません。とにかく面接を根気よく、
繰り返し行うのみです。ただ、面接
では私のビジョンをしっかり伝え、
そのビジョンに共感してくれる医師
を採用するようにしています」
　医師の人数もだが、約150名もの
医師が在籍するにもかかわらず、常

（年）

出典：田村先生提供資料
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勤医の平均勤続年数が約10年と聞い
て、さらに驚かされた。
「勤続年数の長さを知った、病院経
営や医師の採用にたずさわる方々か
らは、『驚異的だ』との評価をいた
だきます」
　医師の勤続年数が長いのは、納得
できる働きやすさや、やり甲斐があ
るためだろう。
「第一に心がけているのは、自分の
働く職場に誇りを持ってもらうこと
です。それには、患者さんが満足す
る診療を提供できる環境が重要です
から、看護師など医療スタッフも優
秀な人材をそろえています。
　また、収益については、いっさい
触れません。診療報酬の点数によら
ず、患者さんにとって最適な診療に
集中してもらっています」

　休日の取得のしやすさも、めぐみ
会で離職者が少ない理由として挙げ
られそうだ。
「適度に休まなければ、診療に悪影
響が出ますので、働きすぎの医師に
は休むように促します。もしも、複
数の医師が休暇を取った場合は、私
が外来を担当し、できるだけほかの
医師にしわ寄せが及ばないようにし
ています」
　さらに見逃せないのが、待遇面で
の工夫である。
「仕事量が、そのまま収入に反映す
るシステムをとり入れています。あ
たかも、独立した開業医のようであ
り、それでいて開業医につきものの
診療以外の事務処理などの仕事がな
い点が好評です」
　慣れない業務への支援体制も整っ
ている。たとえば、在宅医療（【資
料２】）を手がけた経験のない医師

については、時間をかけ
て慣れてもらう。
「在宅医療に詳しい医師
とともに訪問診療を始め
て、ノウハウを少しずつ
修得していただきます。
また、当会には在宅事業
部が設置されており、医
師だけでなく経験豊富な
訪問看護師やケアマネジ
ャー、事務スタッフもい
るので、彼らからのアド
バイスのもとに高いクオ
リティの在宅医療の経験
を積めます」

　多忙な田村先生だが、2012年より
多摩市医師会会長を務め、地域の医
療政策もけん引している。1960年に
10,000人に満たなかった多摩市の人
口は、わずか30年間で約150,000人
にまで急増したが、近年は多摩ニュ
ータウン開発初期の入居者の高齢化
率が急上昇。そして生活習慣病にお
いては、高齢の糖尿病患者の増加が
著しく、今、糖尿病重症化予防が医
師会での重要な取り組みテーマにな
っていると田村先生は話す。
「透析へ移行してしまうと、患者さ
ん自身の身体的、精神的負担はもち
ろん、医療費も増大するので、糖尿
病重症化予防は急務です」
　いちばんの課題は、未受診者や治
療から脱落してしまった患者の拾い
上げだと田村先生は指摘する。
「糖尿病重症化予防では、未受診者
や治療中断者に対する地道な受診勧
奨がポイントになります。その中心
となるのは、糖尿病専門医をはじめ
とした糖尿病診療の経験が豊富な開
業医や看護師、管理栄養士などの医

療スタッフですが、多摩市では、保
険薬局の薬剤師を巻き込んだ重症化
予防策も導入しました。多摩市薬剤
師会の協力を得て、新しい試みとし
て進めているところです」
　

　クリニックの大型化という斬新な
コンセプトは今後、広がっていく可
能性がある。患者の視点に立った医
療の提供にまい進してきた田村先生
に影響を受け、同様なクリニックを
つくろうと志す医師が、現れ始めて
いるのだ。
「先日、当会の田村クリニックで活
躍していた医師が、『故郷で、新し
い田村クリニックをつくって見せま
す』と宣言し、出身地に戻っていき
ました。普通ならば、慰留するとこ
ろなのかもしれませんが、私は、そ
の心意気に感じ入り、クリニックの
立ち上げに関して、できる限りの助
言をしました。
　これは１例ですが、当会のクリニ
ックで働いてみて、クリニックの大
型化が有効だと確信し、独立した医
師はほかにもいます」
　無論、医師が独立すれば、めぐみ

出典：田村先生提供資料
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会にとっては一時的な戦力ダウンと
なる。しかし、同会の医師が臨時で
欠員の出たクリニックに応援に行く
などして、医師が補充されるまでの
やり繰りがしっかりできる体制がで
きているので、患者に不利益は生じ
ない。これも、大型クリニックだか
らこそなせる業と言えよう。
　とはいえ田村先生は、クリニック
を大型化すれば良いわけではないと
語る。
「田村クリニックを例にとれば、半

径１km以内に約30,000人の住民が
おり、人口に応じた規模で大型化を
図っています。仮にその半分の人口
しかいなければ、大型化は不要だっ
たでしょう。
 クリニックの形態は、各々の人口
規模に合わせて最適なかたちがある
と考えるべきです」
　取材の最後に、めぐみ会のこれか
らの構想について尋ねた。
「今後も、外来と在宅を両輪に、患
者さんのニーズを満たした医療を提

供し、めぐみ会を安定的に発展させ
るとともに、同様のクリニックの存
在意義を理解し、次の世代に引き継
いでくれる人材の育成にも、尽力し
ていきます」

〒206-0033
東京都多摩市落合１-35
ライオンズプラザ多摩センター３F
TEL ：042-311-2250

❖ 診療の継続性を重視した在宅医療 ❖ 職種間の垣根のない環境で良質なケアを

富澤 佐由理氏安川 清貴先生

医療法人社団めぐみ会
めぐみ訪問看護ステーション

看護師

医療法人社団めぐみ会
田村クリニック

副院長／往診部長

　めぐみ会では現在、15名の医師が在宅医療にたずさわ
っています。当会には、外来と在宅の両方の部門がある
ので、外来で診ていた患者さんが通院できなくなった場
合、我々が在宅診療で、その患者さんを引き継ぐといっ
たことが可能です。外来で長く診療していた医師が、引
きつづき在宅での診療を行うのは、患者さんに大きな安
心感をもたらしていると感じます。
　当会の在宅医療は、切れ目のない診療を提供するため
に主治医制をとっており、さらに医師は24時間オンコー
ルで待機します。こうお話しすると、いつ呼び出される
かわからず、心身ともに休まらない厳しい状況を想像さ
れるかもしれませんが、もし担当医が対応できないとき
にはセカンドコールの担当医が対応し、最終的には理事
長の田村先生が対応してくれますので心強く、チームで
働いている気持ちでいられます。
　在宅療養であっても、最期は病院で看取られる患者さ
んが少なくありません。患者さんやご家族とより密な信
頼関係の構築に努め、安心してご自宅での最期のお看取
りまでお任せいただけるよう患者さんとご家族を支えて
いきたいと考えています。

　めぐみ会在宅事業部は、居宅介護支援部門、往診部、
訪問看護ステーションの３つから成り、それらが、仕切
りのないひとつの部屋に同居をしています。患者さんに
よって訪問頻度は異なりますし、場合によっては理学療
法士にリハビリを依頼するなど訪問内容もさまざまです
が、同じスペースに多職種が集まっているので、患者さ
んの在宅医療での問題点や気をつけるべき点などについ
て、速やかに相談し、情報共有をすることが可能です。
　病院からの退院後、在宅医療への移行にあたっては、
初回訪問までに処方箋の期限が切れて薬が手配できなく
なってしまわないよう病院側に確認するなどの準備が必
要ですが、これらも各職種が協力して行っています。
　看護師としていちばん緊張するのは、患者さんのお宅
を看護師だけで夜間緊急訪問した際、すぐに医師の指示
を仰ぐか、朝まで待てるかの判断をくだす場面でしょう
か。ただ、担当の先生はいつでも対応してくださるとわ
かっているので、患者さんの容態だけを考えて最適な判
断ができます。今後とも、患者さんやご家族に「めぐみ
会に頼んで良かった」と言ってもらえる訪問看護をめざ
します。
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人生100年時代を見据え、訪問専任の医師を置き
患者を在宅で支える独自の体制をつくり上げる。

　「人生100年時代」、また「2025年
問題」は、今や誰にとっても馴染み
のある言葉だ。しかしながら、それ
らの意味するところ、行き着く先の
姿に危機感を持ち、真剣に向き合う
のは容易ではない。2017年、京都市

で訪問診療専任者を置き、在宅医療
を本格スタートさせた、おがわ内科
呼吸器内科医院。院長を務める小川
先生が、当時を振り返る。
「患者さんの高齢化が進み、看取り
が必要な方が増える中、病院の病床
数が増えない以上、私たち地域の医
師が在宅医療を担い、地域の患者さ
んたちを支えるしかありませんでし

た」（小川先生）
　小川先生は2009年の開業当初から
在宅医療への志を持っていた。
「かつて、大阪府岸和田市にある総
合病院の呼吸器科に勤務していたと
き、在宅酸素療法を要する患者さん
や肺がんの終末期の患者さんでベッ
ドが埋まり、手術を必要とする患者
さんを受け入れられない事態に陥っ
た時期がありました。
　そこで私は、患者さんとご家族に
丁寧な説明をし、診療所の先生方に
は退院後のフォローをお願いして、
終末期の患者さんを自宅に戻し、地
域で診ていただく体制をつくったの
です」（小川先生）
　「いざというときには、いつでも
病院がバックアップします」との小

Point of View

小川 栄治先生 近藤 健先生

医療法人温心会おがわ内科呼吸器内科医院
院長

医療法人温心会おがわ内科呼吸器内科医院
訪問診療責任者

小川先生 近藤先生

2取材日：2018年11月14日

Practice of Network
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川先生の言葉が安心感を生み、協力
する診療所は次第に増え、いつしか
訪問看護ステーションを巻き込みな
がら、診療所同士も連携し助け合う
在宅医療システムが構築された。現
在、『岸和田在宅ケア24』として全
国に知られている。
「これからの時代は、在宅医療があ
るから、病院が機能できる。何より
患者さんが、それぞれに必要な医療
を享受できる。自然と、いつかは開
業して在宅医療の担い手になろうと
思っていました」（小川先生）

　開業から本格的な在宅医療のスタ
ートまでの期間は、小川先生の熱い
思いがあったればこその準備期間だ
ったと言えよう。
「地域医療に貢献するため、そして
在宅医療を行うためには、なんと言
っても、当院が住民から信頼されな
ければなりません」（小川先生）
　地域住民からの信頼を得るために
小川先生が発想したのが「おがわボ
タン」という考え方である。
「来院された患者さんに対し、ある
いは当院のウェブサイトなどで、医
療全般について何か困ったときには
なんでも相談してくださいと訴えま
した。患者さんが困ったときに、気
軽に押せる『おがわボタン』をめざ
したのです。それに加えて、私の専
門である呼吸器分野では、先進治療
をとり入れている点をアピールしま
した」（小川先生）
　「おがわボタン」は、医療の入り
口を開く最初のボタン。押した先に
はさまざまな医療の選択肢が用意さ
れている。同院の患者数が、主に口
コミの効果で年々増え続けているの
は、「おがわボタン」を押した人々

からの確かな信頼を獲得している証
だろう。

　さらに、地域に根ざした診療所と
なるべく、小川先生が開業当初から
導入したのが、主治医制度と、入院
を要する患者をスムーズに病院へ紹
介し、場合によっては、患者が入院
中も小川先生自身が診療を担当する
仕組みだ。
「当院の主治医制度は、病院のそれ
とも、また、いわゆるかかりつけ医
とも違います。もっとも近いのは、
病院におけるナースコールのような
ものでしょうか」（小川先生）
　病院に入院すると、緊急時にはナ
ースコールで看護師から当直医へ、
必要とあれば担当医へと連絡が行っ
て、適切な処置が行われる。その安
心感を、同院を受診する患者に提供
したいと考えて始めたのが主治医制
度だという。
「慢性疾患の外来患者で、定期的に
私が診療し、信頼関係が築けている
方が希望すれば、主治医制度に登録
していただき、私の携帯電話番号を
お教えして、『24時間いつでも連絡
してください』と申し上げます。
　たとえば、主治医制度に登録する
喘息患者が発作を起こしたとき、ど
んな時間帯や場所でも、私に電話を
１本もらえれば対応をします。もし
救急搬送されたなら、運び込まれた
先の病院の医師に、患者さんの普段
の病状など必要な情報をお伝えし、
より的確な治療につなげていただき
ます」（小川先生）
　病院との特色ある連携の仕組みに
ついて、小川先生が続けて話す。
「当院は多数の病院と、患者さんの
紹介・逆紹介を行っています。中で

も、十条武田リハビリテーション病
院では、私が開業直前まで同院の呼
吸器内科に勤務し、現在も内科、呼
吸器内科で非常勤医師をしているの
で、入院中の診療を私が担当するこ
とも可能です。
　当院に入院病床はありませんが、
機能的には、入院まで担えるのと同
等の体制ができていると思っていま
す」（小川先生）

　開業５年目の2014年、「おがわ内
科呼吸器内科医院」に対する患者か
らの信頼を獲得したと考えた小川先
生は、次の一歩として在宅療養支援
診療所の届出を行う。その直後に運
命的な出会いがあった。
「訪問診療の現場に立ちたいと切望
していた近藤先生との出会いです」
（小川先生）
　現在、同院の訪問診療を専任で務
める近藤先生は、大学院時代から訪
問診療に取り組もうと決めていた。
「非常勤で当直する病院で高齢患者
やがん末期患者が、心停止で救急搬
送されることがしばしばあり、慌た
だしい看取りになっていました。そ
うした様子を見ながら、『患者さん
やご家族にはあまりに悲しすぎる。
在宅での療養を支えてくれる存在が
あれば、もっと良い看取りが可能な
のではないか』と、やりきれない思
いが湧いてきて患者さんやご家族が
満足する看取りのできる訪問診療医
を志すようになりました」（近藤先
生）
　２人の医師が出会った後、在宅医
療を本格的にスタートさせるための
準備期間は最終段階を迎える。
　近藤先生は自ら選んだ有名な訪問
診療専門クリニックで１年半、修錬

Home Hea l th Care
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＊「相談外来」までにご家族など関係者の代表となる方（キーパーソン）をおひとり決めておいてください。ご本人及びキーパーソンの方と
　診療方針をご相談・決定していきます
＊「相談外来」では、院長または当院医師と面談を行います。ご家族（キーパーソン）の方のみご来院いただいてもけっこうです。在宅医療
　の仕組みと費用等についてご説明します。また、これまでの治療経過をおうかがいし、今後の方針についてご相談します

を積んだ。
「訪問診療への熱意はあっても、病
院での勤務医しか経験していなかっ
たので、在宅患者を診るということ
を肌で知り、訪問診療のなんたるか
を身につけなければならないと思っ
たのです」（近藤先生）
　一方、小川先生は、近藤先生とい
うベストパートナーを得たことによ
って実現できる、独自の在宅医療の
体制を、試行錯誤しながらつくり上
げたのである。

　いよいよ2017年10月、同院の本格
的な在宅医療が始まる。そのときか
ら現在まで続く在宅医療の体制につ
いて、小川先生が解説してくれた。
「まず、在宅医療のマネジメントを
私が一手に担い、近藤先生は訪問診
療に専念するといった役割分担を明
確にしました」（小川先生）
　同院でのマネジメントは、「電話
対応から」を指す。一般的には、院
長自ら、それら一連の業務を担うの
は珍しい。
「在宅医療の依頼主は、病院や訪問
看護ステーション、あるいは患者さ
んのご家族です。そういう方々が求
めているのは、たとえば、電話をか
けたときに、『どんな患者を診られ
るのか』、『いつから訪問してもらえ
るのか』、『いつ、話を聞いてもらえ
るのか』などの質問に即応できるこ
と。私は医師ですし、近藤先生のス
ケジュールも把握している、さらに
決定権も持っているので、問い合わ
せに速やかに回答できます。それが
私がいっさいのマネジメントを担う
いちばんの理由です」（小川先生）
　在宅医療の依頼者にしてみれば、
「少々お待ちください」と言われ、

返事に時間がかかれば、困っている
だけにイライラもするし、不安も覚
える。それが、同院に電話かければ
院長が即対応、即決定をしてくれる
のだから、同院への依頼が増えるの
は当然。同院と依頼者の両者にメリ
ットがある。
　それにしても、電話対応で小川先
生がパンクしないか心配だ。
「その逆です（笑）。電話で説明する
内容や質問事項のリストを作成して
いるので、すべての段取りを組む所
要時間は約５分。間に人が入らない
のは、私にとってもノーストレスな
のです」（小川先生）

　在宅医療を軌道に乗せるには根幹
の訪問診療で、患者やその家族に満
足してもらわねばならない。それに

は、スタート時点での医師と患者の
双方の意思統一が鍵になる。そう考
えた小川先生は、訪問診療までの流
れ（【資料１】）を緻密に設計した。
「最初に、訪問診療を希望する患者
さんのご家族には、患者さんやご家
族の意見のまとめ役である１名の代
表者（キーパーソン）を決めてもら
ってから、『相談外来』に来ていた
だきます」（小川先生）
　「相談外来」ではキーパーソンに
在宅医療が患者と家族の総意である
ことの確認、同院の診療方針や費用
の説明、患者や家族が何を求めてい
るかの聞き取りをしっかり行う。特
筆すべきは、キーパーソンを設定し
たうえで「相談外来」に臨むとした
点だろう。
「キーパーソンは、患者さんについ
て決定権のある方です。ご家族から
選んでもかまいませんし、患者さん
の友人や、訪問看護師、あるいはケ

出典：小川先生提供資料

入院されている方

■注意事項（「キーパーソン」に関する項目のみ抜粋掲載）

ご自宅で療養されている方

訪問診療開始

入院先病院で「退院カンファレンス」を実施する場合
「退院カンファレンス」にて詳細をご説明いたします

現在おかかりの医療機関（主治医）にご相談のうえ、
紹介状をご用意ください

入院先病院で「退院カンファレンス」を実施しない場合
ご家族に当院の「相談外来」にご来院いただきます（予約制）

「相談外来」にご来院いただきます
（予約制）

入院先の地域連携室（主治医）に
ご相談くださいまずは当院へご連絡ください
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アマネジャーなどが務めても良いで
しょう。家族がバラバラの意見を言
って収集がつかなくなるケースが多
々ありますが、キーパーソンを決め
ておけば回避でき、患者さんやご家
族と医療者が同じスタート地点に立
ち、同じ目標に向かって進めます」
（小川先生）
　入院患者の場合、訪問診療までの
流れは、近藤先生が病院で行われる
退院カンファレンスへ参加するとこ
ろからスタートする。
「患者さんのご家族、病院の主治医
と看護師をはじめとする医療スタッ
フに加えて、今後の訪問診療を担当
する私と訪問看護ステーションの看
護師、ケアマネジャーが同席し、病
状やこれまでの経緯、今後の医療に
望む点などについて情報共有をしま

す。カンファレンス後、せっかくご
家族も集まっているので、その場で
キーパーソンの方を相手に私が『相
談外来』の時間を持ちます」（近藤
先生）
「『相談外来』には、私と近藤先生の
どちらが対応しても、同じ内容にな
るようフォーマット（【資料２】）を
用意しています」（小川先生）
　患者や家族が不安を抱かないよう
に、小川先生は、どこまでも用意周
到。その甲斐あって、訪問診療を始
めてから現在までクレームはまった
くないという。

　在宅医療で着実な歩みを見せる同

〒604-8425
京都府京都市中京区西ノ京銅駝町75-１
TEL：075-432-8448
http://www.ogawa-naika.com

院だが、まだ進化の途上にあると小
川先生は語る。
「近藤先生や看護師、事務スタッフ
などから提案があると、必ずカンフ
ァレンスを開いて議事録を残し、慎
重にルールを決めています。私が即
断したりはしません。
　なぜなら、私の考えも変わるので
混乱を生じかねないからです」（小
川先生）
　提案によって新たなルールをつく
り、環境に変化があれば、ルールを
見直す。その繰り返しの中で、同院
の在宅医療の体制は、常に進化し続
けているのだ。
　最後に今後、増え続ける在宅医療
のニーズに応えていくための施策を
尋ねた。
「志を同じくする仲間を増やすこと
が急務です。そのために、多職種が
集まる、地域の在宅医療の講習会な
どに積極的に参加しています」（近
藤先生）
「当院では、在宅医療の勉強会を開
催するなどして、在宅医療を手がけ
る医師同士の交流を促しています。
最終的な目的は、岸和田市で形成さ
れたような診療所同士の連携関係の
構築。それが成ったなら、増える在
宅患者を支えられるでしょう」（小
川先生）
　2025年は目前、人生100年時代は
すでに現実である。在宅医療が重要
になるのは確かだが、始めるのはた
やすくはない。その点、おがわ内科
呼吸器内科医院が経てきたプロセス
は、大いに参考になるはずだ。

出典：小川先生提供資料

当院は在宅療養支援診療所です

・健康保険と介護保険の両方を使います
　毎月、保険証等をご提示下さい

・保険証等に変更等がありましたら必ずご連絡下さい

・定期的に訪問します

・24時間・365日連絡を取れる体勢をとっています

・他の職種と連携します

・後方支援病院と連携します

・個人情報保護法を遵守します

24時間・365日連絡を取れる体制

緊急連絡先

医師携帯

※携帯電話番号は訪問診療契約時にお知らせいたします

地域の介護福祉サービスとの連携 自宅で可能な処置・検査・管理

・ケアマネジャー

・訪問看護

・ヘルパー

・訪問リハビリ

・訪問入浴

・訪問栄養

・デイサービス

・ショートステイ

・ケア

療養生活をお手伝い

●在宅ホスピスケア

●血液検査、尿検査

●人工呼吸器の管理

●経管栄養（胃瘻）

●浣腸、摘便

●在宅酸素療法

●褥瘡（床ずれ）の処置、創傷処置

●人工肛門の管理

●脳卒中、脳腫瘍等の継続的加療
●認知症、神経難病の継続的加療

●高血圧、糖尿病等慢性疾
　患に対する継続的加療

●各種薬剤の点滴、注射

●中心静脈栄養

●気管内吸引

●気管切開後の気管カニューレ管理

●腹水穿刺、胸水穿刺

●膀胱カテーテルの管理・処置、導尿

Home Hea l th Care
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糖尿病ケアチームと看護外来を活用した
多職種が連携して取り組む糖尿病医療。

Point of View

　大阪府高槻市にある高槻病院は、
地域の急性期中核病院として、幅広
い分野における医療提供体制を構築
している。糖尿病患者も2017年度で
は、外来患者1,929名、入院患者222
名に上り、糖尿病医療でも地域の中

心的な役割を果たしている。同院の
糖尿病医療の特徴を解説してくれる
のは、糖尿病内分泌内科主任部長の
冨永先生だ。
「当院は、高齢の糖尿病患者だけで
なく、１型糖尿病患者に対する先進
治療、また、総合周産期母子医療セ
ンターを有するため妊娠糖尿病の診
療に強みを持っています。

　それらの診療を下支えするのが、
多職種で構成される糖尿病ケアチー
ム（【資料１】）と、看護師による糖
尿病療養指導外来（以下、療養指導
外来）です」（冨永先生）
　糖尿病ケアチームは冨永先生の提
案がきっかけで発足したという。
「私が当院に赴任した2007年以前か
ら、１週間のメニューで教育入院が

左から冨永先生、山下氏、上野氏

冨永 洋一先生 山下 みどり氏 上野 有里氏

社会医療法人愛仁会高槻病院
糖尿病内分泌内科主任部長

社会医療法人愛仁会高槻病院
看護部／糖尿病看護認定看護師

社会医療法人愛仁会高槻病院
栄養管理科／管理栄養士

Practice of Network

3取材日：2018年11月20日
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実施され、多職種はそれぞれの役割
を担って、患者指導を行っていまし
た。しかし、看護師や管理栄養士な
どのメンバーが集まって教育入院の
運営や指導内容について話し合った
り、情報交換をする場がありません
でした。そこで、多職種間で定期的
に情報共有し、より良いものにして
いこうと呼びかけて始まったのがチ
ームミーティングです」（冨永先生）
　チームミーティングで話し合われ
た結果、教育入院の週間予定（【資
料２】）がバージョンアップされた。
「その後、入院患者だけでなく、外
来患者の教育も必要だとの声が上が
って、病棟での糖尿病教室を外来患
者にも、一部開放するようになりま
した。
　参加者が増えてきたので、今では
外来患者を対象として『糖尿病公開
講座』を月２回、開催しています」 
（冨永先生）
　チームミーティングは月に１回開
かれ、医師４名に加え、糖尿病看護
認定看護師、病棟看護師、透析担当
看護師、管理栄養士、薬剤師、理学
療法士、臨床検査技師、医療事務な
どの代表者が参加する。通常、病棟
や療養指導外来、糖尿病教室の状況
などを担当者が報告した後、各々の
抱える問題などを相談。糖尿病ケア
にかかわる多職種の情報共有と問題
解決の場となり、同院の糖尿病医療
の質を高めてきた。
　こうした多職種が集う活動は院内
でも周知が進み、2014年４月に「糖
尿病ケアチーム」と正式命名される
にいたった。

　もうひとつの特徴の療養指導外来
を担う糖尿病看護認定看護師の山下

氏が、開設の経緯
を話す。
「糖尿病の患者さ
んが自宅で療養行
動を継続するには
看護師の外来支援
が重要との考えか
ら、私が糖尿病看
護認定看護師の資
格を取得した2012
年に、療養指導外
来が開設されまし
た」（山下氏）
　療養指導外来で
は、２型糖尿病患
者へのインスリン
導入についての指導を中心に、妊娠
糖尿病患者や糖尿病合併妊婦への指
導も数多く実施する。
「妊婦さんは、療養指導外来だけで
なく、産婦人科でも指導を受けるの
で、統一した内容の指導を行うべく
産婦人科のスタッフとも勉強会など
を開いて、連携の強化を図っていま
す」（山下氏）
　具体的な手技指導や説明だけでな
く、個々の患者の背景に配慮した指
導や、治療に対するモチベーション
の維持、向上など、患者の精神面を
支える意味においても療養指導外来
の存在意義は大きい。
「患者さんが話される何気ない言葉
の中に、血糖コントロールにつなが
る重要なヒントが隠されている場合
もしばしばあるので、それを聞き逃
さず、指導に生かすよう努めていま
す。療養指導外来が、患者さんが自
身の生活を振り返り、療養行動を始
めるきっかけやモチベーション維持
につながる場になればうれしい限り
です」（山下氏）
「医師は限定された時間内で、患者
さんの血糖値や血圧などを診ながら
投薬の調整をし、一般的な指導をす

るだけで手一杯です。個々の患者さ
んの生活や社会的背景に合わせた指
導が必要な場合は、療養指導外来で
対応してもらっています。
　患者さんの中には、病識が持てず
に治療を中断してしまう方や、合併
症の発症や悪化をきっかけに精神的
に落ち込む方が少なくありません。
そんなとき、医師がいくら説明して
も前向きに治療する意思を示さなか
った患者さんでも、看護師が療養指
導外来で時間をかけてじっくり話し
た結果、態度が変わり病状が改善す
る例はよくあります。看護師に会っ
て話すのが楽しみで治療が継続でき
ている人がいるのも事実です」（冨
永先生）

　山下氏は、療養指導外来を最大限
に機能させるのに欠かせないのが、
前述した産婦人科との情報共有のよ
うな多職種間での連携だと語る。
「院内には小児看護、母性看護専門
看護師のほか、16分野17名の認定看
護師が在籍しているので、さまざま

出典：冨永先生提供資料

　メンバーは、医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、
臨床検査技師、医療事務などで構成される。
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な相談に乗ってもらったり、必要に
応じて介入をお願いします。医療事
務のスタッフには、糖尿病患者会の
運営をサポートしていただき、助け
られています。
　また、腎症指導は透析室スタッフ
と、運動療法は理学療法士と連携し
ながら行い、退院後の状態は訪問看
護スタッフから報告を受けることも
あります。糖尿病の治療やケアは多
職種の方々との連携の上に成り立っ
ているのだと実感しています」（山
下氏）
　中でも管理栄養士とは、密に連携
をしているそうだ。
「療養指導外来の前後に栄養指導が
入っている場合が多いので、指導内
容の統一や指導場面で得た患者さん
の情報共有のために、管理栄養士と
は日常的にカルテや電話で連絡を取
り合っています」（山下氏）
　栄養指導を担当する管理栄養士の
上野氏が話す。
「栄養のみならず、服薬の管理がで
きているか、手足の傷のケアはでき

ているかなど、患者さんの話や様子
から得た情報も共有するようにして
います。
　１型糖尿病でインスリンポンプを
うまく操作できていない、家庭環境
に問題があるため食事に気を配れな
い、壊死につながりかねない手足の
傷があるといった情報があれば、す
ぐに、療養指導外来に電話をかけま
す。深刻な問題があったときに、直
接、外来に出向いて報告を行うケー
スもしばしばです」（上野氏）
　同院には栄養指導を担当する管理
栄養士が６名いるが、外来の栄養指
導を最初に担当した管理栄養士が、
患者が入院しても引き続き担当する
システムになっている。
「患者さんに主治医がいるように、
管理栄養士も担当制にすることで、
継続的な指導の効果が格段に違いま
す」（冨永先生）
「担当が変わると患者さんに同じ話
を何度もしていただくことになりか
ねず、関係構築が難しくなります。
信頼関係が築けなければ、指導して

もなかなか実行してもらえませんか
ら、担当が決まっているのは管理栄
養士としてもありがたいです」（上
野氏）

　同院を運営する社会医療法人愛仁
会では、2016年に看護師の特定行為
研修指定研修機関の指定を受け、９
区分19行為の特定行為研修が開始さ
れた。「血糖コントロールに係る薬
剤投与関連」の研修を担当した冨永
先生に、特定行為研修について聞い
た。
「研修では、医師の指示書にもとづ
きつつ、ある程度、看護師が自分で
判断し、インスリン調整ができる技
能を身につけることを主な目的にし
ています。研修修了後は、患者さん
からの血糖値やインスリンに関する
問い合わせに対して、身体状態や血
糖パターンを確認したうえで、医師
の指示を待たずにインスリンの施行
単位数の指示を出せるようになりま
す」（冨永先生）
　研修修了１期生の山下氏は、２期
生以降の研修で、インスリンポンプ
や血糖値測定指導などの講義、実習
指導に講師としてたずさわり、糖尿
病看護の質向上を担っている。
「患者さんからの問い合わせや相談
があった場合、受診日に関係なく、
タイムリーな対応ができる点が、看
護師による特定行為のひとつの大き
なメリットです。
　当院がある高槻市は、2018年６月
に大阪府北部地震による被害を受け
ました。その際、被災された患者さ
んから、ライフラインや交通機関の
マヒで来院できないため、電話で状
態報告を受け、血糖推移を確認後イ
ンスリンの施行単位の変更をお伝え出典：冨永先生提供資料

月 火 水 木 金
時間

時間

時間

担当

担当

担当

内容

内容

内容

糖尿病教育入院の
進め方・糖尿病とは 合併症について

食事療法
（おやつとアルコール

の取り方）

食事療法
（献立の立て方）

病気になった時
（シックデイ）

糖尿病と
骨粗しょう症

インスリンの自己注射
低血糖の対応

クイズで学ぶ
糖尿病

フットケア 運動療法
ストレッチ

合併症はあるの？
を知るための検査 薬物療法

10：00 10：00 10：00 10：00

14：00 14：00 14：00 14：00

15：00 15：00 15：00 15：00

医師 医師 管理栄養士 管理栄養士

看護師 医師 看護師 医師

看護師 理学療法士 臨床検査技師 薬剤師
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しました。あとで『血糖値が高めで
不安だったが、電話で指示を出して
もらえて安心しました』という言葉
をもらい、さまざまな課題があると
は思いますが、特定行為は災害時の
診療や看護にも貢献できる可能性が
あると感じています」（山下氏）

　今後に関しては、どんな問題意識
や展望を持っているのだろうか。

「管理栄養士としては、在宅の患者
さんをどうフォローするかが大きな
課題です。たとえば、高齢で手の自
由が利かなくなっても、自炊しなけ
ればならない場合には、生活条件や
自宅にある調理器具などを理解した
うえでなければ、献立やレシピの提
案ができません。将来的には、管理
栄養士が患者さんのお宅を訪問した
後に、食事指導をするような体制も
必要だと思います」（上野氏）
「療養指導外来では、糖尿病性腎症
の透析予防の指導について２期から

３期までを担当しており、３期から
４期になれば透析室スタッフに依頼
します。対象者は多いと思うのです
が、実際の指導件数はまだ少ないの
で、対象者の早期把握や患者選定、
指導内容の見直しが急務です。
　糖尿病ケアチームにおいては、新
しい血糖降下剤やSAP（センサー付
きポンプ療法）、FGM（フラッシュ
グルコースモニタリング）などが登
場する中、適切な治療法は患者さん
の病態や生活などによって異なるの
で、チーム力を発揮しながら個々の
患者さんに応じた治療と看護を提供
していきたいですね」（山下氏）
　冨永先生は、地域への貢献と、よ
り充実したチームづくりを目標に掲
げる。
「CSII（持続皮下インスリン注入療
法）やCGM（持続血糖測定）など
の先進糖尿病治療を積極的にとり入
れ、外来でも導入できるところまで
こぎ着けました。そうした当院の強
みを、地域のご開業の先生方に知っ
ていただき、存分に利用してもらう
のがひとつの目標です。
　さらに、糖尿病ケアチームのいっ
そうのレベルアップにも注力してい
きます。そのために情報共有にとど
まらず、症例検討会や学会発表に向
けた勉強会の開催を考えています」
（冨永先生）
　同院は、多職種による糖尿病ケア
チームと療養指導外来をフル活用し
た糖尿病医療で、地域の患者や医師
たちとしっかり結びついていくべく
前進中だ。

〒569-1192
大阪府高槻市古曽部町１-３-13
TEL：072-681-3801

出典：冨永先生提供資料

到達目標
1.　多様な臨床場面において、インスリン量の調整にかかる特定行為の知識、技術及び態度の基礎 
 を身につける
2.　多様な臨床場面において、医師から手順書による指示を受け、実施の可否の判断、実施及び報 
 告の一連の流れを適切に行うための基礎的な実践能力を身につける

１日目　２日目
•インスリンの適応、種類、投与方法、副作用の講義（医師）
•インスリンポンプの使用法の講義・実習（看護師）
　　　　　　　　　　　　　 ↓
　インスリンの種類や副作用につき事例検討（１時間）
　　　　　　　　　　　　　 ↓
　　　　　　　　　　　　  評価

３日目　４日目
•各種病態（高血糖昏睡、周術期、妊娠糖尿病、ステロイド使用中など）におけるインスリン量
　の調整の講義・演習（医師）
•外来でのインスリン療法と入院の適応の講義（医師）
•インスリン療法の患者への説明の講義・実習（看護師）
　　　　　　　　　　　　　 ↓
　インスリン量の調整や入院の適応につき事例検討（１時間）
　　　　　　　　　　　　　 ↓
　　　　　　　　　　　　  評価

５日目　６日目（病院実習）
〈実習対象〉
•外来インスリン導入（患者１名）
•インスリンポンプ療法（患者1名）
•入院インスリン導入　糖尿病教育入院（患者1名）
•入院中のインスリン使用患者のインスリン量調整（患者５名　カルテ閲覧）
　　　　　　　　　　　　　 ↓
　　　　  上記患者の実習の観察評価・レポート評価

方法
１期当たり２～３名　６日間
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多職種との連携とICTの導入で
地域の糖尿病専門医不足をカバー。

Point of View

　秋田県由利本荘・にかほ医療圏で
病院に在籍する糖尿病専門医は、由
利組合総合病院糖尿病代謝内科科長

の谷合先生ただひとり。当然だが、
病院で診療できる患者数には限りが
ある。３年前に同院に赴任した谷合
先生は、地域の糖尿病医療を支える
ために、開業した専門医との循環型
の連携体制を構築する一方、院内外

の多くの専門職との連携を推進して
きた（【資料１】）。
　循環型連携の頼もしいパートナー
でいずれも糖尿病専門医の、やまだ
糖尿病・胃腸内科クリニック院長の
山田先生と、わかまつ内科クリニッ

左から谷合先生、山田先生、若松先生、竹内氏、八鍬先生、金氏、佐藤氏、横山氏

4取材日：2018年11月26日

Practice of Network

谷合 久憲先生

八鍬 紘治先生

JA秋田厚生連由利組合総合病院
糖尿病代謝内科

科長

日本調剤 本荘薬局
薬剤師

山田 暢夫先生

金 絵里香氏

やまだ糖尿病・胃腸内科クリニック
院長

株式会社池田薬局
ことう店
管理栄養士

若松 秀樹先生

佐藤 つづり氏

わかまつ内科クリニック
院長

有限会社よろ津や
ほのぼの看護ステーション
取締役／看護師

竹内 恵子氏

横山 礼生氏

にかほ市健康推進課
副主幹

「わかば」訪問看護ステーション
作業療法士
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ク院長の若松先生との連携について
谷合先生が語る。
「私ひとりでは地域の糖尿病患者の
診療は不可能です。そこで、ご開業
のお２人の先生に、かかりつけ医と
して糖尿病患者の診療をお願いし、
病院での加療が必要になれば紹介し
ていただき、軽快すればお戻しして
います」（谷合先生）
　山田先生はクリニック名に「糖尿
病」と明記し、地域における糖尿病
専門医としての役割と責任を示す。
「糖尿病の病期や病状から判断して
病院と連携。最近は、腎症を合併す
る患者さんの紹介・逆紹介が増えて
きました」（山田先生）
　慢性期疾患の患者とじっくり向き
合いたいとの志を持って開業した若
松先生が話す。
「腎症２期までの患者さんは我々の
ところで進行を防ぐべく診療をしま
す。それでも３期への進行が疑われ
る場合、谷合先生に紹介し、病院で
療養指導を徹底して行ってもらい、
また戻していただいたらフォローす
る。病院とは、主にそのような連携
関係です」（若松先生）
　両名の先生が心強い存在なのはス
タッフの育成にも見てとれる。由利
組合総合病院の日本糖尿病療養指導
士（CDEJ）有資格者は２名だが、
２つのクリニックには、合計すると
６名が籍を置くという。
「看護師の妻が、CDEJの資格をとっ
たので助かっています。ほかには、

地域糖尿病療養指導士である秋田県
糖尿病療養指導士（CDE-AKITA：
CDEA）が２名います」（若松先生）
「資格取得を推奨したところ、２名
の看護師がCDEJ、１名がCDEAに
なってくれました」（山田先生）

　この地域でも糖尿病患者の高齢化
が進み、在宅医療を要する患者が増
加してきたが、満足できる訪問診療
を提供できる状況ではなかった。谷

合先生は、すでに当地で活躍してい
た『在宅医療チーム』（以下、チーム）
に対して、糖尿病患者への療養指導
の介入を要請、多職種連携を開始す
る。チームのコアメンバーに、それ
ぞれの役割や現況を聞いた。
　日本調剤 本荘薬局 薬剤師の八鍬
先生が言う。
「薬剤師は、まず薬剤をしっかり服
用できているかどうかの聞き取りを
行います。同時に、糖尿病連携手帳
を見て検査値やインスリンの単位数
などを確認。薬剤に関して何か疑問
があったときには、医師に問い合わ

出典：谷合先生提供資料

NPO保健師在宅医療チーム

〈由利組合総合病院〉

・糖尿病啓発
・摂食嚥下障害
　相談
・認知症カフェ
・がんカフェ
・ホースセラピー

・協会けんぽ
・由利本荘市
・にかほ市

・訪問看護
・訪問薬剤
・訪問栄養
・訪問リハビリ

歯科診療所

患者
紹介

患者
紹介

外来・入院コントロール困難症例

開業医

〈糖尿病代謝内科〉

透析予防 無症候性冠動脈狭窄 在宅医療 摂食・嚥下障害 フレイル・サルコペニア

〈医科歯科連携〉〈循環型連携〉

網膜症 頸動脈狭窄 虚血性心疾患 PAD がん

眼科 脳神経外科 循環器科 心臓外科 外科
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せをします」（八鍬先生）
　池田薬局に籍を置く管理栄養士の
金氏が続ける。
「最初は当薬局の薬剤師と同行訪問
し、栄養指導を実施していたのです
が、チームの輪が広がり、今では他
の薬局の薬剤師からも依頼を受け、
栄養士単独で患者宅を訪問すること
も多くなりました」（金氏）
　ほのぼの看護ステーションの看護
師の佐藤氏は、患者の在宅療養をさ
まざまな面から支援する。
「糖尿病の方の生活全体を見る看護
師として、薬剤師や栄養士の訪問の
手配や、サービスを受けるための介
護保険の申請など看護以外の仕事も
手がけます」（佐藤氏）
　最後は、「わかば」訪問看護ステ
ーションでリハビリを担当する作業

療法士の横山氏。
「病院からは、退院後の患者さんを
在宅でフォローしてほしいとの依頼
が多くあります。１週間の入院でも
体力や筋力は低下するため、在宅で
もできる運動指導を工夫して行って
います」（横山氏）
　谷合先生にとってチームは、今や
なくてはならない存在だ。

　外来や入院治療では、患者の生活
習慣を完全に把握して指導するのは
難しい。谷合先生は、保健師にフォ
ローを依頼する場合もある。にかほ
市健康推進課副主幹の竹内氏が実例
を紹介してくれた。

「谷合先生からフォローを依頼され
た78歳の男性患者のケースです。ひ
とりでは血糖コントロールが困難、
すでに腎症４期でしたので、少しで
も透析導入を遅らせたいとの思いで
介入を始めました。面接では傾聴を
心がけ、生活習慣を把握し、あらた
めるべき点を少しずつ説明していき
ました。その後の継続した面接指導
で、まったく食べていなかった野菜
を温野菜として適量食べるようにな
った、天気の良い日はウォーキング
をする、定期的に受診をする、など
の行動変容につながり、体重は減少
して安定、eGFRの値も改善するな
どの成果を得ました。
　ところが後日、塩分の摂取量が１
日に14.8gもあると判明。よくよく
聞いてみると、ほとんど毎日インス
タントラーメンを食べ、スープを全
部飲んでいたと言うのです。塩分過
多になるのは当たり前ですが、患者
さんはそれを理解していなかったと
気づかされ、以来、より丁寧な説明
をしています」（竹内氏）
「ほぼ毎日、インスタントラーメン
を食べ、スープを全部飲んでいるな
ど、私が診療中は、思いもしません
でした」（谷合先生）
　保健師の介入により、治療効果が
好転する糖尿病患者は少なくない。

　病院とチームの縦の連携だけでな
く、チーム内の横の連携も図り、患
者を中心に多職種が効率的に機能で
きるよう谷合先生が活用しているの
が、医療介護専用SNSの無料アプリ
（以下、SNSアプリ）である。
「在宅患者の検査値や病状もチーム
でリアルタイムに共有でき、病院と
ほぼ同等の医療の提供が可能です。出典：谷合先生提供資料
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　認知症で入院加療の継続が難しく
なった症例も、看護師や薬剤師など
が情報の交換を行いながら在宅医療
を続けた結果、血糖値が安定しまし
た」（谷合先生）
　チームの各スタッフも、SNSアプ
リの有用性を実感している。
「処方箋だけでは、検査値などがわ
かりません。SNSアプリを利用すれ
ば、診察時の検査結果や医師の治療
方針を確認しながら、訪問薬剤管理
指導ができます」（八鍬先生）
「栄養士が指導をしている患者宅に
訪問する看護師から日常の様子をう
かがい、情報共有することもありま
す」（金氏）
「たとえば、『褥瘡を見つけました』
だけでなく、画像もアップしてチー
ムの多職種と共有できるのがいいで
すね。リアルな褥瘡の画像を目にし
皆で治療について話し合えますし、
栄養士には栄養指導の相談を行えま
す」（佐藤氏）
「困ったときに、スレッドを立ち上
げると、多職種の方々からいっせい
に書き込みがあり、読んでいるとリ
ハビリで凝り固まった頭がやわらか
くなり、自分のスキルもアップしま
す」（横山氏）
　SNSアプリが発揮する効果は絶大
なようで、谷合先生は、「在宅でも
十分な治療ができるようになったの
で、患者さんの平均在院日数が短く
なりました（【資料２】）」とコメン
トをくれた。

　谷合先生は、より高い効率化を求
めて2018年７月から、頻回受診でき
ない妊娠糖尿病患者や認知症を併発
している糖尿病患者を対象に、試験
的に“eクラウド”システムを追加

導入した。
「ここで言う“eクラウド”システム
は、患者さんが血糖値を測った瞬間
に通信端末を通じて、私や栄養士、
薬剤師のパソコンに、その数値が、
時には食事メニューの写真や患者さ
んのコメントが、私やスタッフのパ
ソコンに送信され、即時に返信、血
糖コントロールなどの指示が出せる
というICTツールです」（谷合先生）
　谷合先生のSNSアプリや“eクラ
ウド”といったICTツールを用いた
取り組みに、若松先生や山田先生も
賛同の意を表す。
「今後、多職種連携がますます重要
になるのは明らかで、効率的な連携
のためにはICTツールの活用は欠か
せないでしょう。ただ、地域レベル
でも複数のツールがとり入れられ、
使い勝手が悪いのも事実です。どこ
でも使えるツールとして１本化され
れば、連携の質は格段にアップする
と考えます」（若松先生）
「糖尿病患者の高齢化は、重要な課
題です。認知症の併発も激増してい
る中、今までの診療体制では立ち行
かなくなるのは明らか。ICTツール
の活用により、そのような課題に対
する展望が開けるのではないかと期
待しています」（山田先生）
　取材の最後は、谷合先生が次のよ
うに締めくくった。
「３名の専門医で、ひとつの医療圏
の糖尿病医療に取り組んでおり、一
般開業医の先生とも連携が進められ
ている。このような地域では、多職
種連携に加えて、ICTツールという
“最新兵器”も有用です。今後もこ
れらを駆使しながら、地域医療に貢
献していきます」（谷合先生）
　由利本荘・にかほ医療圏における
取り組みは、糖尿病医療でマンパワ
ー不足に悩む地域の良きモデルケー
スとなるだろう。
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診療サポート情報

医療行政

薬剤師サポート情報
変革期の病院薬剤部門の「困った」に使えるマネジメントの基礎知識

「ファーマスコープ」先行配信のご案内

Medical Network「アップデート－進化する医療制度－」先行配信のご案内

詳しくは、田辺三菱製薬 医療関係者情報サイトMedical View Pointをご覧ください。

http://medical.mt-pharma.co.jp 田辺三菱製薬　医療 検索検索

Med ica l  V iew Po in tは田辺三菱製薬が運営する
医師・薬剤師など医療関係者を対象としたWEBサイトです。

2019年２月８日

No.８　「自覚症状のない糖尿病の重症化を防ぐために」厚生労働省が好事例を公表
2019年１月18日

No.７　医療提供体制の継続に向け、『医師の働き方改革』の検討進む

発行予定の「ファーマスコープ」をweb版で先行配信いたします。

CASE１

人員が急激に増加し、薬剤部門長一人では管理しきれなくなっている（2019年１月）
CASE２

世代間ギャップが組織の活性化を阻んでいる（2019年２月）

医療行政“ほっと”ニュース
医療行政や医療関連制度に関する動向を、コンパクトにまとめタイムリーにお伝えします。

成長する組織づくりと人材マネジメント

発行予定の「アップデート」をweb版で先行配信いたします。
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