
◆ワークショップ

長崎での地域医療連携ネットワークの
構築の試み

(要旨)

2003年,長崎市近郊で医師の相互協力(診診連

携･病診連携,グループ診療)により在宅医療の

受け皿となるシステムを構築した.その結果,

個々の開業医の負担が軽減され,病院･患者側は

安心して訪問診療を依頼できるようになった.

2007年4月｢凄和ケア普及のための地域プロジェク

ト｣ (厚生労働科学研究　がん対策のための戦略研

究)の地域公募があり,長崎市は長崎市医師会長

を研究責任者として介入地域のひとつに選ばれた.

長崎市医師会と, ｢長崎在宅Dr. (ドクター)ネッ

ト｣での医療連携の実境が評価されたものだ.本

稿では,長崎での地域医療連携ネットワークの構

築の試みについて,解説する.

※本論文の主旨は,第10回　日本在宅医学会大会

ワークショップ｢在宅医療連携システム,西か

ら東から｣において､ 『長崎での地域医療連携ネ

ットワーク構築の試み』として発表した(2008

年3月9日(日),於　静岡県コンベンションア

ーツセンター｢グランシップ｣).

(日的)

1)診診連携･病診連携のシステムを構築し,柄

院･患者側が安心して訪問診療を依頼できる

ようにする(長崎在宅Dr.ネットの構築).

2)潰和ケアの地域モデルを作成する(｢競和ケア

普及のための地域プロジェクト｣).

(方法)

1)診診連携･病診連携のシステムを構築し,柄

院･患者側が安心して訪問診療を依頼できる

ようにする(長崎在宅Dr.ネットの構築).

2003年3月,診診連携を推進する組織として｢長

崎在宅Dr.ネット｣が発足した(文献1, 2).自

宅療養を希望する入院患者の主治医が見つからぬ
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場合に,事務局が窓口となり,病院側･患者側に

在宅主治医,副主治医を紹介する.具体的には,

市内を5地区に分けてコーディネーターを配置し,

事務局から情報を伝達する.その後,コーディネ
ーターから,個人情報を考慮して疾患,居住地等

の情報をメーリングリストでメンバーに周知し,

手上げ方式で主治医,副主治医を決定する(図1 ).
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退院前には,病院と在宅スタッフ合同でカンフア

ランスを行う.最大の特徴は,ひとりの在宅患者

に対して,主治医と副主治医の複数の担当医師を

決めることである.副主治医は,主治医よりあら

かじめ診療情報を提供され,万が一の支援に備え

る(日常診療のなかで,副主治医が往診･訪問診

療することはない.あくまで主治医不在の際のバ

ックアップであるので,副主治医になることで負

担を感じることは少なく,また副主治医のなり手

に困ることもない).主治医が学会や旅行で不在の

際に,必要があれば,副主治医が往診にかけつけ

ることができる.在宅療養支援診療所の要件であ

る24時間対応の実現はもとより,主治医･副主治

医で異なる専門分野をカバーできる利点もある.

Dr.ネットには,皮膚科,眼科,精神科,形成外科,

脳外科など専門性の高い診療科の医師も｢協力医｣

として参加し,医学的助言や必要に応じて往診を

行う.さらに,市内の病院の医師も参加し,専門

的な助言をしたり,病診連携の橋渡し役となって
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いる. 2008年4月現在,人口45万人の長崎市全域

と近郊から計138名の医師が参加している(主治医,

副主治医として往診を行う｢連携医｣ 65名,眼

科･皮膚科など専門性の高い医師等と遠隔地から

当ネットの趣旨に賛同して参加する｢協力医｣ 37

名､ ｢病院･施設医師｣ 36名).

2)緩和ケアの地域モデルを作成する(｢緩和ケア

普及のための地域プロジェクト｣).

厚生労働省は､ ｢膚和ケア普及のための地域プロ

ジェクト｣ (厚生労働科学研究　がん対策のための

戦略研究)の地域公募を, 2007年4月に行い,長

崎市は長崎市医師会を中心とした介入地域に選ば

れた(研究責任者:長崎市医師会長　野田剛稔)

(文献3, 4).この研究の目的は,日本に合う凄

和ケアの地域モデルを作ることで, 3年間の介入

で,患者による苦痛媛和の評価の改善,遺族によ

る苦痛膚和の評価の改善,緩和ケア利用数の増加,

死亡場所が患者の希望に沿う変化をするかを評価

する.

具体的には各地域に設置した腫蕩サポートセン

ター(長崎では長崎市医師会に｢長崎がん相談支

援センター｣を設置)を中心に以下のことを行な

う.

Ⅰ.緩和ケアの標準化

全国的に標準化したマニュアルを作成し,地域

の病院医師,荏宅医,看護師,薬剤師などの医療

従事者に普及させる.

Ⅰ.地域連携の強化

地域膚和ケアの包括的コーディネーションとし

て,膚和ケアに関する地域の相談支援,カンフア

ランス主催などを行う.

Ⅱ.専門サービスの利用の便の向上

｢地域綾和ケアチーム｣を組織し,横和ケア専

門家によるコンサルテーション,出張診療及びケ

アの提供を行う.　　戦､

Ⅳ.市民への情報提供

がん患者･l家族,地域住民への情報撞供を,凄

和ケアに関する図書100冊や,説明の冊子,リーフ

レットの配布,講演会開催などを通して行う.

Ⅴ.一時入院･症状穏和できる施設情報の提供

これらのプロジェクトの成果が,がん対策基本

計画で請われる競和ケアの普及のモデルになるも

のと注目される.さらに,他の3つの地区ががん診

療拠点病院などの病院からの介入を行うのと異な

り,長崎は地区医師会である長崎市医師会からの

アプローチとなり,在宅医療の現場に近い立場か

らのアプローチを行うことで,成果が期待される.

(結果)

2008年2月までで,病院側から事務局に主治医

の斡旋を依頼された症例は175例に及んだ.主治医

決定までに要した時間は平均0.81日と短時間であ

り, 2日以内が86%にのぼった(図2).追跡調査

できた154例中,がんが92例,がん以外が62例だ

った. 154例中116例が死亡していたが,そのうち

87例(75%)ががんであった.在宅死は48例で全

死亡の41%に及んだ(図3).

図3全体内訳(154/175) 

175例中154例の追棚査が可能であった. 
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図4に,最終的な療養場所別の平均在宅日数を

示した.すなわち,入院から在宅に移行し最後ま

で在宅で過ごし亡くなった症例では,平均65日の

在宅療養を実現した.また,最終的な療養場所が

病院の症例(すなわち在宅移行後,再入院して病

院で亡くなった症例)でも,平均128日の在宅期間

を実現した.従来なら,かかりつけ医がいない症

例については在宅療葺ができなかったであろうが,

最終的な死亡場所が在宅の場合は約2ケ月,病院

の場合約4ケ月の在宅生活が実現できたのは,我々

の存在があったからこそと,自負している.

また,解析した175症例中, 15例が在宅移行できな
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かった.その理由として, 8例は入院中に死亡し

たためで, 3例は容態の悪化のためであった.す

なわち,在宅移行できなかった症例の3分の2以

上は,紹介の時期が遅すぎたためであった.これ

が,早期の退院支援･調整が重要だと考える理由

である.

2007年春より, Dr.ネットメンバーの医師とその

診療所勤務の看護師が長崎大学膚和ケアカンフア

ランスに定期的に参加するようになった.

これにより,

a)診療所医師は,最新の横和医療の知見をわかり

やすく解説するミニレクチャー,症例提示から多

くを学び取ることができた.

b)大学スタッフも,診療所医師からの発言で,荏

宅の視点を得ることが可能となり,在宅移行につ

ながるケースが出てきた. ｢緩和ケア普及のための

地域プロジェクト｣への参加が決まったのちは,

同プロジェクトに関与する看護師3名,中核とな

る診療所医師3名で分担を決めて,市内3つのが

ん診療拠点病院(長崎大学,長崎市立市民病院,

日赤長崎原爆病院)の壌和ケアカンフアに定期的

に出席するようになった.

カンフアランスで得た,在宅移行が出来そうな

症例情報をメーリングリスト上に周知するように

したところ,在宅移行に結びつく症例が出るよう

になった.一万, 2008年より,拠点病院の活動的

な中核医師にDr.ネットに参加してもらったとこ

ろ,これらの医師が直接メーリングリストへ在宅

主治医を募る呼びかけをするようになった.従来

の地域連携圭一Dr.ネット事務局-コーディネータ

ーーメーリングリスト公募　の流れではなく,柄

院医師の直接公募,という新たな流れである(図

1).図5のように, 2007年12月以降になり,それ

までの月間平均3.5例の在宅移行の登録症例数から,
一気に2.5倍相当の月間症例数へ急増した(図5).
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綾和ケアカンフアランスと,病院医師の積極的な

メーリングリストへの症例紹介で,これまでより

一歩踏み込んだ病診連携が進みつつある.

嬢和ケアカンフアランスでの進行がん症例での

連携から,さらに,早期からの退院支援への在宅

スタッフの関与を実現すべく,現在拠点病院地域

連携室と方法を模索している.これが実現すれば,

これまで以上の病診連携の進展が実現すると思わ

れる.

(考察)

Dr.ネットは, 2008年1月にNPO法人化し(理事

長　藤井卓), 3月で結成から5年が経過した.今

までに前例の無い近隣の開業医同士の連携である.

結成初期の段階で,まず,患者さんの取り合いに

ならぬように,参加するメンバー間で覚書を取り

交わした.すなわち,副主治医として一時的に診

察した患者は,必ず従来の主治医に戻すことを明

文化した.これが奏功したのか,これまでに患者

さんの取り合いにつながるようなトラブルは起こ

っていない.結成初期には,メーリングリスト上

で,病院から紹介された症例の主治医決めのみな

らず,さまざまな医療相談のメール,雑談的な楽

しいメール,読むだけで役に立つメールなど,さ

まざまなメールを織り交ぜて,文字通り医局での

会話のような雰囲気作りに務めた.現在は,多く

のメンバーが自然に情報発信するようになり,活

発な意見交換が行われている.また初期の一年間

は,事務局を務める筆者が症例の主治医斡旋まで

行っていたが, 2004年春からは,地区別に決めた

5人のコーディネーターが主治医決めにご尽力く

だきり,事務局の負担の分散が実現した.さらに,

組織のまとめ役としての世話人会が11人で組織さ

れ,皆で相談しながら組織を運用してきた.マイ

ナートラブルは少なからずあったが,世話人会で

の和気藷々とした雰囲気の中での互助的運用が,
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Dr.ネット全体の雰囲気に波及して,ここまで順調

に運営することができたのであろうと思う.他地

区で新たに組織を立ち上げようとする場合の秘訣

は,やはり,コアとなる仲間作りに尽きるであろ

う.長崎市近郊での我々の連携の実践を参考とし

て,長崎県では大村市,諌早市,他県では京都市,

熊本市でも同様のネットワークが構築された.今

後の発展を大いに期待したい.

Dr.ネットは,長崎市医師会の在宅医療に関する

部会として,これまでと同様の医師同士の和気

薄々とした連携を実践し,医師以外との職種を越

えた交流･連携も積極的に行うことを信条として,

今後も大きく躍進していく所存である(文献5,

6).筆者が多くの仲間とともに関わらせていただ

いている,近代医学発祥の長崎からの新たなる発

信が,日本の地域医療連携を変える一粒の種にな

り将来大きな花が咲くことを夢見てやまない.
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