
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
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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
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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
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