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地域のみんなで「治し支える」在宅医療を
在宅医療とは、患者さまのご家族と、
病院・自治体・行政が連携し、ご自宅で
行う医療のことです。

田口医院について

今までは、在宅医療でも治療に重点を
置いていましたが、これからの在宅医療
は、
「治し支える医療」となっていきます。
患者さまにとっての支えとは、医療・介護

田口医院は、古くは漢方医として江戸時代から始まり
大正時代に蓮田市で開業いたしました。
外来では、ご家族３世代４世代にわたって通院されている方もおられ
地域のみなさまに密着した医療を長年実践してまいりました。

当院の訪問診療は
100年積み重ねてきたかかりつけ医としての多くの実績を携え
一軒一軒、患者さまのご自宅に伺っております。
外来の合間に回るのではなく
訪問診療を専門とする医師と医療コーディネーターが

の面だけでなく、何よりご家族からの支え
が大切です。またそのご家族を支えるため
に行政や地域、
ケアマネジャー等が協力し、
包括的なケアを実践していくことが重要と
考えています。

在宅医療は、オーダーメイド医療
在宅医療は病院のように、看護師や理学療法士などの介護職の人間が常に身の周りにい
る環境ではありません。しかし、訪問診療・訪問看護師・訪問服薬・訪問歯科・訪問入浴・
ヘルパー等、患者さまやご家族に必要な医療や介護のサービスを選択し、組み合わせて補う
ことができます。在宅医療は、訪問診療を絡めたオーダーメイド医療です。

在宅医療を必要とするみなさまのご要望にお応えしています。
訪問看護

蓮田市、白岡市、宮代町、さいたま市岩槻区・見沼区を中心に

地域包括ケアのイメージ 「植木鉢図 2016」

行政

ケア
マネジャー

訪問診療

越谷市や川口市まで、数多く訪問診療のご依頼を頂いております。
訪問服薬

ヘルパー

患者さまとご家族

訪問リハ

訪問
マッサージ

訪問歯科
訪問入浴

福祉用具

訪問診療について
訪問診療とは、患者さまのための定期的な在宅医療のことです。
目立った体調の変化がないかどうか「お変わりありませんか？」と、ご自宅
まで医師がお伺いします。
加齢による健康管理、疾病管理予防の観点も訪問診療の対象になります。

! 往診とは
違います

往診は、患者さまに急な体調変化があった際、かかりつけの医師に依頼するものです。
訪問診療は、患者さまと契約を結び、月２回必ず定期的な診察の為に訪問します。
※訪問診療の契約を結んでいる患者さまの緊急往診は可能です。

処方

ほとんどの患者さまはお薬を必要としていますので、

訪 問 診 療はどんな人が 対 象になるの？
ひとりで円滑に医療機関を受診することができ

ありません。大きな病気を抱えていなくても、高血

ない方が対象です。寝たきりや末期癌などで通

圧や糖尿病などの生活習慣病の管理・予防のた

院困難な方はもちろん、車いすや補助具使用で

めに訪問診療を活用されている方も多くいらっしゃ

何とか歩行可能だけれど付き添いが要るといった

います。加齢による健康管理も訪問診療の大きな

方の定期的な健康管理も対象です。

役目なのです。

在宅で医療を受けるのは、通院できなくなって
から看取りに至る場合のみお願いできるんじゃな
いの？ という声をよく耳にしますが、そんな事は

時が、タイミングです！
まずは、お気軽にご相談ください。

訪 問 診 療 開 始までの流れ

診察時に処方箋を発行いたします。
薬局までお薬を取りに行けない場合は、薬剤師が配達
します。

最初のごあいさつ
1 患者さまの状況（基礎疾患、自立度等）や、患者さまとご家族のご要望

薬剤師に配達してもらう場合は、飲み忘れがないか、

をお伺いします。

余ってしまっている薬がないか、管理をお願いすること

2 お電話又はご来院頂いて、ヒアリングを行います。

ができます。飲み忘れ予防ができます。

検査

治療

訪問で以下の検査が可能です。
・血液検査
・尿検査
・便検査
・レントゲン（ポータブル）
・心電図検査・ホルター心電図検査等

訪問で以下の治療・医療機器の管理が可能です。
・褥瘡の処置
・インスリン・自己血糖測定
・疼痛管理・麻薬管理・ＰＣＡポンプ管理
・在宅酸素療法
・経管栄養法（胃瘻・腸瘻）
・中心静脈栄養法
・注射・予防接種
・点滴（必要と判断した場合）
・尿道留置カテーテル

他の検査が必要な場合は近隣の医療機関
病院をご紹介いたします。

●
●
●
●
●

どのタイミングで依頼すれば良いの？ そう思った

体調を正確に把握するため、問診を一番重要視しています。
患者さまご本人やご家族から、前回の診察後の体調の変化や困った出来事などを伺います。
視診・聴診・触診・打診などは病院で行っているものと変わりません。
血圧・脈拍・体温・酸素飽和度は基本的に毎回測定いたします。
より専門的な対応が必要な場合は、近隣の専門医師や病院と連携し、診察にあたります。

3 当院で提供できる診療内容について、ご説明させて頂きます。

訪問診療開始
1 ご都合をお聞きして医師が初回訪問する日を決めます。
2 初回訪問時に契約書・同意書等の書類をお持ちいたします。
3 各種保険証（医療保険・介護保険・その他公費負担関係）、お薬手帳
もしくは服用しているお薬の説明書をご用意ください。

訪問診療の
お申込みは

048-768-0179
〈受付時間〉9:00 〜 18:00（日曜・祝日休診）

下記診察時間内に当院に直接お越し頂いても大丈夫です

月〜土
月・火・木・金

９：００〜１２：００
１５：３０〜１８：００

連携について

医師の紹介
院

医科歯科が連携し、口腔ケアに取り組んでいます

田中古登子

長

訪問診療

外

来

訪問診療と週2回外来を担当しています。

糖尿病の改善や心臓病・肺炎等の予防に、口腔ケアが

訪問診療で心掛けている事は、患者様ご自身の生き方を尊重す

とても有効な事をご存知ですか？ 当院では、医科歯科連

るという事です。
ご自宅又は入居先の施設で、患者様の状況に応じ

携を積極的に取り入れています。

た診療を行っています。
また、訪問診療医だけでは在宅での診療は成り立ちません。
ご家

医師は口腔の専門ではありませんので、歯科医・歯科

族の協力はもちろんの事、
ケアマネージャーや訪問看護師やヘル

衛生士と連携し、より患者さまの小さな変化を見つけられ

パー、行政機関などの連携が大事だと考えております。

るよう努めています。

外来では、専門領域が糖尿病ですので、院内にてHbA1cを測定

また、食事や水分が適切に飲み込めているかを判定す

し状況に応じた診察を行っています。糖尿病だけではく一般内科も

る「嚥下機能評価」も行うことができます。

担当しています。

管理栄養士と連携し、患者さまへの食支援を行っています

田口

理事長

悟

外

来

訪問診療

当院には、管理栄養士も在籍しております。

外来 ( 内科・小児科 ) を主に担当しています。

管理栄養士より栄養指導を行い、糖尿病の改善や低栄

当院は蓮田市で大正時代に開業しました。
開業以来、地域に根差した医療を心掛け、
お陰様で 3 世代・4

養の方への食事指導も行えます。

世代にわたり、
かかりつけ医として信頼を頂いております。

また、管理栄養士による訪問も実施しております。

これからも、今以上に皆様から信頼される・信用されるクリニッ

医科・歯科・栄養士による連携で、食支援にも力を注

クを目指し進んで参ります。

いでいます。

この他、患者さまの状態に応じて当院の認知症対応が可能な精神科医や、循環器内科、
皮膚科との連携も可能です。

羽生市
訪問診療の範囲
行田市

加須市

嵐町

鴻巣市

久喜市

吉見町

鳩山町

川島町

その場合、当院で受入れ先の病院をお探しして手配を進めます。
当院から病院へ連絡し、手配いたします。

伊奈町 蓮田市

上尾市

日高市

川越市

西区

ふじみ野市
富士見市

大宮区

見沼区

桜区

志木市

浦和区
南区

見沼区の一部など、当院
より半径16km 内の範囲
が訪問診療の実施区域に

松伏町

岩槻区

さいたま市

中央区

市・さいたま市若槻区・

春日部市

田口医院
北区

幸手市・上尾市・春日部

杉戸町
宮代町

越谷市

吉川市

また、病院で検査等を受けて頂く必要があった場合にも

桶川市

杉戸町・宮代町・久喜市・

幸手市

白岡市

北本市

訪問診療でも、救急搬送が必要な場合もあります。

蓮田市・白岡市・伊奈町・

緑区

川口市

草加市

三郷市

なります。

