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在宅医療と地域連携ネットワーク

病診･診診･地域多職種連携の実際
一長崎の町ぐるみの医療と介護一

古川美和1),自髭　豊2)
1)長崎市医師会　2)白髭内科医院(長崎県)

1診◎〇〇〇●◎◎におけるポイント
在宅医療とは′　元来生活している場で提供する医療である.洗面.衣類の脱ぎ着,排池.入浴.負

事など日常生活の全体を考えれば.重症患者であっても一日のなかで医療の占める比率はそれほど高

くない.すなわち,悪書を支えるうえでは′　医師よりも.むしろヘルパー.ケアマネジャーが重要な

役割を負い.医療のなかでは,訪問看護師が重要な役目を担っている.在宅医療では.病診･診診連

携に加え.多職種連携がきわめて重要となる.

ト長崎在宅Dr.ネット

長崎市は都市別で見て,全国一の診療所過密地

域でありながら,在宅死が少ないという事実が,

長崎の在宅医療事情を物語る'). 2003年3月,荏

宅医療に真剣に取り組む医師13人が集まり,病診

連携,診診連携を推進する｢長崎在宅Dr.ネット｣

が誕生した2,3).最大の特徴は,一人の在宅患者に

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.自宅療養を希望する入院患者の

主治医が見つからない場合に, Dr.ネット事務局が

窓口となり,病院･患者･家族に対して,Dr.ネット

メンバーのなかから在宅主治医,副主治医を紹介す

る(図1).あらかじめ,副主治医は主治医より診療

情報を提供され,万が一の支援に備える. Dr.ネット

には,皮膚科,眼科,精神科,形成外科,脳外科

-｣(画〔麺画趣垂〕ケアマネジャーなど llll 
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図1病診連携の橋渡し役となっている長崎在宅Dr.ネットのシステム
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など専門性の高い診療科の医師も｢協力医｣として　　2009年1月現在,人口45万人の長崎市全域と

参加し,医学的助言や必要に応じて往診を行う.さ　近郊から計143人の医師が参加している(主治医,

らに,市内外の病院の医師も参加し,専門的な助　副主治医として往診を行う｢連携医｣69人, ｢協力

言を行ったり,病診連携の橋渡し役となっている.　医｣37人, ｢病院医師｣37人).

旦病診連携,退院支援の取り組み

2007年春より, Dr.ネットの医師とその診療所勤

務の看護師が,長崎大学歳和ケアカンファレンス

に,そして, ｢緩和ケア普及のための地域プロ

ジェクト｣4)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人,管理栄養士1人,

社会福祉士1人,診療所医師3人で分担を決めて,

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)の競和ケアカン

ファレンスに定期的に出席するようになった.荏

宅医側から受け入れ可能との意思表示をすること

で,競和ケアチーム･地域連携室を通じて,忠

者,家族,主治医,病棟看護師を動かし,退院支援

へつながっている.長崎大学の緩和ケアチームが

関与した症例の転帰では,在宅移行症例の割合が,

2005-2006年の2%から,われわれが緩和ケアカ

ンファレンスに参加するようになった2007年には

7%に急増し, ｢媛和ケア普及のための地域プロ

ジェクト｣の始まった2008年には17%に増加した.

2008年9月,長崎大学地域医療連携センター

は,がんに限らず,入院時に行われるリスク･ス

クリーニングで｢ハイリスク｣と判定された症例の

うち,在宅移行に課題のある症例を,病院･在宅

スタッフ合同で検討する｢ハイリスク･カンファ

レンス｣を開催するようになった.地域連携室の

医師･看護師,診療所医師･看護師,訪問看護ス

テーション看護師,社会福祉士,管理栄養士など

が主な参加者である.退院を望む患者の問題点を

整理し,解決策を練る.在宅の医療資源情報(也

域で利用可能な訪問看護ステーション,在宅医の

情報など在宅スタッフ側が精通する詳細な情報)

を共有することで,月平均10例の患者の検討を

行い,月平均4.5例の在宅移行が実現した(図2).

このハイリスク･カンファレンスは,在宅スタッ

フが早期の退院支援･調整にも参画できるように

なった点で特筆に値する.

図2　長崎大学ハイリスク･カンファレンスによる成果
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旦｣プチ･メ-リングリスト

2007年8-10月,在宅移行する末期がん患者の

主治医をサポートするために,限られた医師6人

(在宅主治医･副主治医,病院医師)で,症例単

位の小規模メーリングリスト｢プチ･メーリング

リスト(プチML)｣を作成し,退院支援や在宅医

療にかかわる問題についての助言を行った.

内容は,退院前には, ①患家案内, ②処方せん

調整, ③退院直前情報が,退院後には, ①訪問

日ごとの情報提供, ②処置に関する質問と回答,

③日常診療での疑問の解消, ④レセプト記載につ

いての情報などであった.

プチMLの利点として, ①少数メンバーなので

気恥ずかしさがない, ②症例に関する細やかで具

体的な相談ができる, ③退院前早期からの導入

で,入念な無駄のない退院準備が可能, ④リアル

タイムに近い病状報告と対応力河能, (9病院医師

が退院後の患者の経過を知るとともに,在宅の実

情を知ることができる, (む在宅に関係する医師全

員で経過の把握ができ,情報の共有化が可能,な

どが認められた.

2008年1月以降に在宅移行した35例のうち, 10

例でプチMLが作成され(2008年4月時点),今後

の在宅医療連携で,医師のみならず多職種スタッ

フで情報を共有する際に有用と考えられる5).

動歯科衛生士･管理栄養士による在宅訪問

長崎市では, 1993年から老健事業による｢訪問

口腔衛生指導事業｣を展開している.これが長崎

における歯科衛生士の訪問の始まりである.長崎

市歯科医師会には｢脳卒中患者の口腔ケア支援シ

ステム｣があり,寝たきり(入院･入所)で通院が

できない人へ,医療保険で訪問診療･訪問歯科衛

生指導を行っている.また,介護保険での居宅療

養管理指導としての訪問があり,主に歯科衛生士

が訪問を行う.依頼の内容は,入れ歯が壊れた,

痛みがある,飲み込みが悪い(礁下障害)などで,

長期継続の場合,歯科衛生士のケアが中心にな

り,必要に応じて歯科医師の訪問診療につなげる

症例も多い.

管理栄養士は,医療保険と介護保険(居宅療養

管理指導)のなかで在宅訪問栄養指導を行うこと
ヽ､

ができる.退院時に介護保険の申請が間に合って

いない場合でも,最初は医療保険で,申請･認定

後は介護保険へと継続して訪問栄養指導ができ

る.また,訪問看護師やヘルパーからの相談もあ

り,場合によっては食事調査を行い評価するな

ど,間接的に介入することも少なくない(保険請

求対象外).

長崎在宅Dr.ネットの特徴の一つに,管理栄養

士のシェアシステム(図3)がある.診療所におい

て,常勤での管理栄養士の配置は困難要因(経済

的･人材的要因など)が多く,診療所における栄

養相談実績は少ない.しかし,数カ所の診療所を

1人の管理栄養士が担当することで,診療所側の

負担は減り,栄養士側も,日々実績を積むことが

できる.この栄養相談が有効か否かを評価するた

め,栄養相談前1カ月から相談後2-3カ月の間

の生化学的データの比較を行った結果,有意な改

善が見られ6),生活習慣改善のきっかけづくりに

もなっている.管理栄養士は,複数の診療所に出

向くことで,診療所間の橋渡し役も果たす.

長崎県栄養士会は2004年10月,日本栄養士会

のモデル事業助成を受け, ｢ながさき栄養ケアス

テーション｣を組織した. Dr.ネットの栄養士派遣

システムを普遍化させたもので,管理栄養士を診

療所,介護保険事業所,行政機関などの依頼によ
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図3　管理栄養士のシエアシステム

■･ .i

り紹介する組織である.現在,栄養ケアステ-　在宅スタッフとして活動するための母体になるで

ションは全国展開されている.医療･介護･健　あろう.

診･食青の場はもちろん,管理栄養士がこれから

Ⅴ皇長崎薬剤師在宅医療研究会(P-ネット)
__　　　　ノ

長崎県薬剤師会が行った｢県内保険薬局におけ

る在宅医療に関するアンケート調査｣ (2008年1月

実施)によると,回答した388薬局(回答率58.1%)

のなかで訪問薬剤(居宅療養)管理指導を実施して

いる薬局は, 39薬局(10.1%)とごく一部であり,

全国における同様の調査を見ても14.4% (2007年

11月,新･薬剤師行動計画検証結果より)と,諺

問薬剤(居宅療養)管理指導を実施している薬局

はまだまだ少ない状況にあった.

このようななかで,長崎市内の有志薬剤師の動

きにより｢長崎薬剤師在宅医療研究会(通称: P-

ネット)｣が発足し,長崎在宅Dr.ネットの受け皿

作りを始めた(2007年7月).特徴は,事務局が訪

問薬剤管理指導の依頼を常時受け付け,地域を考
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慮したうえで担当薬剤師をサポーター薬剤師が

フォローする形を取り, 24時間365日対応を可能

にすることである.これにより担当薬剤師の心理

的･時間的負担も軽減できるようになる.また,

会員薬局間でメーリングリストなどを活用した情

報の交換と共有を行い, ｢在宅医療に関する研修

会｣を実施しながら技能向上も図っている.長崎

市内の24薬局, 3病院が参加しており(2008年3

月),事務局を通じた訪問薬剤(居宅療養)管理指

導は22件を数え,徐々にではあるが成果があがっ

てきている.今後も会員数を増やしながら,地域

において複数の薬剤師が連携して在宅活動を行え

るように,組織の拡大を図っていく計画である.
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おわりに

在宅患者支援のためには,コ･メディカルの役

割は重要である.また,多職種間での連携･情報

共有のシステムも重要で,情報共有においては,

お互いの職種を理解･尊重することも大切であ

る.そのうえでプチMLの活用も大きな意味をも

つ.長崎での試みが,一つの選択肢としての参考

事例になれば,大きな喜びである.
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