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!匪
がん在宅医療と緩和医療

在宅医療と穏和ケアネットワーク
ー長崎での地域医療連携の試み-

l　自髭ぎ=寺　l

2008年度より.わが国に合う穏和ケアの地域モデルをつくることを目的とし

た｢穏和ケア普及のための地域プロジ=クト｣ (厚労科研がん対策のための戦略

研究)桝まじまった.長崎市では市医師会を中心としたチームが.同プロジェク

トに取り組んでいる　同プDジ工クトや長嶋在宅Dr.ネットの活動を通して,柄

院と在宅医療の連携が進展し.その流れのなかで,多織種連携が発展的に進み,

患者の望む療養場所の実現と穏和ケアの充実が,近い将来現実のものとなること

が期待されている　本稿では,長崎で展開している在宅緩和ケアネットワーク構

築のさまざまな取り組みの最新情報について解説する

はじめに,

写生労的省は｢耗和ケア普及のための地域プロ

ここクト_ (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月におこない,

長崎では長崎市医師会を中心としたチームが全国

四つのモデル地域の一つに選ばれた1卜1㌧　この研

究のL]的は,わが国に合う程和ケアの地域モデル

EY WORD至L21

診診連携･病診連携

長崎在宅Drネット

穏和ケア普及のための地域プロジェクト

多職種連携

長崎県在宅緩和ケア推進連結協議会

をつくることにより, 3年間で,息者と遺族に対

する苦痛緩和の改善と橡和ケア利用数の増加,お

よび死亡場所が患者の希望に沿う変化をするかな

どを評価するものである.他の三つの地域が病院

からプロジェクトをおこなうのに対して,長崎は

地区医師会として,在宅医療の現場に近い立場か

らのアプローチをおこなうことで,その成果が期

待されている.プロジェクト開始1年間で.医療

従事者に対する教育･啓発活動のための講演･研修

会,地域の住民に対するがんの痛み治療について

の市民公開講座,老人会への出前講座など多数の

メニューを消化している.その結果,長崎市では,

同プロジェクトや長崎在宅Drネットの活動を通

して,病院と在宅医療の連携が進展し.その流れ

のなかで,多職種連携が発展的に進み‥患者の望
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む療養場所の実現と模和ケアの充実が,近い将来

現実のものとなることが期待されている.本稿で

は, ｢親和ケア普及のための地域プロジェクト｣

と在宅療養支援診療所の現状,長崎在宅Dr.ネッ

トの活動,および長崎での診診連携･病診連携,

そして多磯種連携の取り組みの最新情報について

解説する.

1.診診連携･病診連携のシステム構築
~ー■-■~~~~~~~~~~~=

2003年3月,在宅医療に真剣に取り組む医師13

名が集まり,病診連携.診診連携を推進するr長

崎在宅Dr.ネットjが誕生したSM.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側･患者･家族

にメンバーのなかから在宅主治医,副主治医を栢

介する.あらかじめ,副主治医は主治医より診療

情報を捷供され,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

おこなう.さらに,市内外の病院の医師も参加し,

専門的な助言をおこなったり,病診連携の橋渡し

役となっている. 2009年2月現在,人口45万人

の長崎市全域と近郊から計144名の医師が参加し

ている(主治医,副主治医として往診をおこなう

｢連携医｣ 69名, ｢協力医｣ 38名, ｢病院医師｣ 37

名).

2009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278例に及んだ.主治

医決定までに要した期間は平均0.77日と短期間で

あり, 2日以内が87%にのぼった.追跡調査でき

た232例中,がんが154例,がん以外が78例だっ

た. 232例中164例が死亡していたが,そのうち

134例(82%)ががんであった.在宅死は91例で

全死亡の55%に及んだ.最終的な療養場所別の

平均在宅日数では,入院から在宅に移行し最後ま

10 (101)

で在宅で過ごし亡くなった症例で,平均83Elの

在宅療養を実現した.また,最終的な療養場所が
叫

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121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養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で約3カ月の

在宅療養を実現したのはもちろん,最終的な死亡

場所が病院の場合でも,再入院･死亡の前に約

4カ月の在宅療養が実現できたのは,われわれの

存在があったからこそと,自負している.また,

解析した281症例中, 33例が在宅移行できなかっ

た.その理由として, 17例は入院中に死亡した

ためで, 5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は,

紹介の時期が遅すぎたためで,早期の退院支援･

調整の重要さが示唆されている.登録症例の年別

推移(月間平均)は, 2003-5年は3人前後で

あったが, 07年に4.1人になり, 08年には8.6人

になった.

2.緩和ケアネットワークの地域モデル

を作成する(｢緩和ケア普及のため
の地域プロジェクト｣)

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寮和ケアカンファレンス

に, ｢検和ケア普及のための地域プロジェクH4'

への参加が決まった後は,同プロジェクトに関与

する看護師3名,管理栄養士1名,社会福祉士1

名,診療所医師3名で分担を決めて,市内三つの

がん診療連携拠点病院(長崎大学,長崎市立市民

病院,日赤長崎原爆病院)の凝和ケアカンファレ

ンスに定期的に出席するようになった.在宅医側

から受け入れ可能との意思表示をすることで,濃

和ケアチーム･地域連携室を通して,患者,家鼠

主治医,病棟看護師を動かし,退院支援へ数多く

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

准和医療学　voI.ll no.3　2009



特集●がん在宅医療と韻和医療

L　病院l

図〇　これからの地域横和ケア

2005-6年の2%から.われわれが雀和ケアカン

ファレンスに参加するようになった2α)7年に7%

に急増し, ｢蔵和ケア普及のための地域プロジェ

クト｣がはじまった2008年には17%に増加した.

208年9月,長崎大学地域医療連携センターは.

がんにかぎらず.入院時におこなわれるリスク

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･医療ソーシャルワーカー(MSW).

診療所医師･看護臥　訪問看護ステーション看護

節,社会福祉士,管理栄葦士などが主な参加者で

ある.退院困難なケースに病院スタッフと在宅ス

タ,フが討議し,スムーズな在宅移行に向けた具

体的検討をおこなっている.すなわち,在宅でど

のような医療手技が可能か(輸血胸腹水の穿刺

ができるかなど)や,在宅の医療資源情報(地域

で利用可能な訪問看護ステーション,在宅医の情

l　ホスピス-ケアや竺｣

報など在宅スタッフ側が精通する詳細な情報)杏

病院,在宅スタッフで共有することにより,退院

支援に結びつけている.ハイリスク･カンファレ

ンスでは,月平均10例の患者の検討をおこない.

月平均4.5例の在宅移行が実現した.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

特筆に価する.

その他　長崎市医師会に設置した｢長崎がん相

談支援センター｣を中心に,市民への横和ケアの

啓発活動と医療従事者への研修会･講演会の実施

者合相談窓口としての権能と関係権関との連絡調

象.早期退院支援,地域連携促進をおこなってい

る(図〇).さらに. ｢地域膚和ケアチーム｣を親

殺し.境和ケアチームのない病院.診療所･在宅へ

の出張積和ケア(コンサルテーション,往診),

教育の捷供をおこなっている.

親和医療学　volllno3　2009
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3.多職種連携

1)プチ･メーリングリスト

2007年8月～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,かぎられた医

師6名(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おこなっ

た.内容は,退院前には, ①患家案内, ②処方義

調整, ③退院直前情報で,退院後には, ①訪問El

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には　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

弘④リアルタイムに近い病状報告と対応が可能,

⑤病院医師が退院後の患者さんの経過を知るとと

もに,在宅の実情を知ることができる, ⑥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,などの利点が認められた. 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),医師のみな

らず多磯種スタッフで情報を共有する際に大変有

用と考えられる7㌧

2)管理栄養士による在宅訪問

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

など)が多く,診療所における栄養相談実掛ま少

ない.しかし,数箇所の診療所を一人の管理栄養

士が担当することで,診療所側の負担は減り,栄

養士側も,日々実損をつむことができる.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

の比較をおこなった結果,有意な改善がみられ8㌧

ll (W4)

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,諺

療所間の橋渡し役も果たしている.

社EB法人長崎県栄養士会は2004年10月,日本

栄養士会のモデル事業助成を受けrながさき栄養

ケアステーション｣を租税した. I)r,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

依頼により紹介する組織である.現在,栄養ケア

ステーションは全国展開されている.医療･介

護･健診･食管の場はもちろん,管理栄養士がこれ

から在宅スタッフとして活動するための母体にな

るであろう9'.ちなみに,長崎市医師会では管理

栄養士1名を雇用している.

3)長崎薬剤師在宅医療研究会(P-ネット)

長崎県薬剤師会がおこなった｢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% (39/388)

とごく一部であり,全国における同様の調査】○'を

みても14.4%と訪問薬剤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,長崎市内薬剤師有志の動きに

より｢長崎薬剤師在宅医療研究会(p-ネット)｣

が発足し,長崎在宅Dr.ネットの受け皿づくりを

はじめた(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付け,地域を考慮し

たうえで担当薬剤師をサポーター薬剤師が

フォローする形をとり, 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

理臥　時間的負担も軽減できるようになった.ま

た会月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おこない, ｢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24薬局3病院が参加しており(2008年3

月),事務局を通した訪問薬剤管理指導は22件を
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扱え.徐々にではあるが成果があがってきている.

今徒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おこなえるように

軌織の拡大を図っていく計画である.

4.長崎県在宅緩和ケア推進連絡協議会
こ.二二二=~~~~~｢

2008年3月,長崎県は, ｢がんによる死亡者数

の減少｣, ｢すべてのがん患者及びその家族の苦痛

の軽減並びに療養生活の質の向上｣, ｢離島地域に

おけるがん診療の質の向上｣を全体目標とし,が

ん診療連携拠点病院を中心としたがん診療の質の

向上,蔵和ケアの普及による身体的･精神的苦痛

の蔵和,在宅医療を含めた地域連携体制の整備な

ど8分野について,それぞれの施策の具体的な目

標を定め,がん対策を稔合的かつ計画的に推進す

ることとした(｢長崎県がん対策推進計画｣).さ

らに, 2008年8月15日,長崎県はがん対策を県

民とともに推進するため, ｢長崎県がん対策推進

条例｣ 〔長崎県条例第43号〕を定めた.いまや長

崎県は,がん対策に県下をあげて取り組む段階に

至っている.しかしながら,がん診療連携拠点病

院を軸に多彩な対策が講じられている一方で,医

頼.介護･福祉について市民･患者団体が意見交換

し,より良いがん対策につなげるべき協議機関は,

いまだ存在しなかった.このような現状にもとづ

き. 2009年2札長崎県および長崎県医師会は,

長崎県における在宅緩和ケアに関する医療･介

蓋･福祉などの多職種と市民との連携を推進し,

在宅賛和ケアに必要な情報･ツールの提供を図る

必要性があると考え, ｢長崎県在宅凄和ケア推進

連絡協議会｣を設置した.この協議会には,患者

用体も参加しており,がん診療にかかわる医療従

事者,患者,行政が今後のがん医療,ケアのあり

方を計議する場として,その成果が期待される.

｢

自宅で療養する高齢者か支える全国の在宅療養

支援診療所が, 2008年6月未までの1年間に在宅

特集●がん在宅医療と横軸医療

で看取った患者が約3万2000人にのぼり,前年に

くらべて2割増えたことがわかった(読売新聞東

京本社社会保障部提供). 1診療所の平均看取り

数は2.9で,前年の2.77より徴増した. 1診療所あ

たりの看取り数を都道府県別にみると, 1位の宮

城県が9.5人であるのに対し,最下位の佐賀県･高

知県･熊本県は1.3人であり,地域的な格差もみえ

てくる.また,全施設の56% (6.164施設)で在

宅での看取りがまったくなく,在宅の患者が1人

もいない施設も15% (1.719施設)を占めた.こ

れは,機能していない支援診療所の存在を示唆し

ている一方で,看取りのみを指標にするのではな

く,最期は病院死になろうともその1週間前まで

は在宅にいた症例を在宅死に準じる扱いをするな

ど,支援診療所における看取りの指標を再度吟味

する必要性も示している.

支援診療所を含めた一般診療所が無理なく在宅

医療を請け負うためには,相互の連携による負担

軽減が必要不可欠であり, Dr.ネットによる診診

連携は,その一つの解決策になりうると考える.

長崎市の在宅死率は, 2004年の8.6%から2007年

には10.6%へと増加した(図〇)が,同期間にお

ける全国と長崎県の在宅死率に大きな変化はない

ため,長崎市での2%の増加にはDrネットの活

動が大きく関与していることが示唆される.

｢殺和ケア普及のための地域プロジェクト｣に

伴い,凄和ケアカンファレンス,ハイリスク･カ

ンファレンスに参加することでみえてきた,入院

のがん患者を取り巻く医療の現状をみると,

①退院時期や退院時の状態について,病院医師の

ビジョンが明確でない.

②延命化学療法の終了時期が不透明で,終末期ま

で継続されることも多い(ギアチェンジの概念

そのものが不透明).

③病棟看護師が,患者･家族とともに退院後の生

活をイメージする時間や機会がもてない(病棟

看護師の意識の変容が求められる).

④病院スタッフ側に,在宅医療や在宅療養の現

親和医療学voLll no･3　2009　　　　　　　　　., (W!)
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図〇　在宅死亡率の経年変化

(人口動態調査などより筆者作成)

場･システムなどが具体的にみえていない.

⑤施設内の退院訴整システムや.在宅医療側との

連携のしくみや方法が整っていない-在宅へ向

けた課窓の特定が遅い.

⑥介護九住環境.経済力などのため,在宅療養

の選択そのものが厳しい状況が増えている.

⑦病院側にとって在宅移行後の医療費の具体的説

明がむずかしい.

などがあげられ,これらに対する解決策として

はどうしても,地域医療連携の熟成が望まれる.

2008年度よりはじまった｢緩和ケア普及のた

めの地域プロジェクト｣は, 3年間の介入で,破

和ケアの地域モデルをつくることをE]標としてい

る.そのために, 2009年度以降も,早期の退院

支援･調整,地域医療連携ネットワークの整備,

在宅可能な医療従事者への研修･教育を継続して

つづけていくとともに,初年度に手掛ナたプロジェ

クトの周知の基盤を利用し,プロジェクトで設置

した長崎がん相談支援センターおよび地域蔵和ケ

アチームを利用してもらうことをめざしている.

そのためには,行政,患者会との交流を図り,刺

14 (ユ06)

用者のニーズに即した援助を実現し,さらに可能

なかぎり自宅以外の居住系施設での在宅医療の提

供も広げ.かつ家族以外の介護力の確保について

も十分な配まと対策を考慮する必要がある. 2009

年度のプロジェクトの具体的な目標項目は,

昔病臥在宅スタッフへの啓発･教育の継続(請

習会,症例検討会,看護師向け実習)

②市民-の啓発と雀和ケアに対する意識の向上

(市民団体,患者･家族会,行政へのはたらきかけ)

③在宅への誘導(退院支援･調整システムの整備

と活用)

④社会環境整備
･施設スタッフへのアプローチ(スタッフの増加,

教育)

･在宅スタッフ(医師,看護師,介護スタッフ)

の増加

･栄養

･リハビリテーション

(むがん登録の促進

⑥がん予防

である.
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長掛二,長崎県在宅嬢和ケア推進連絡協議会は,

全県下あげて破和ケアの均てん化,点者を含めた

ネットワーク構築をめざすものである.長崎市で

の｢礎和ケア普及のための地域プロジェクト｣の

進捗と連動して,がん農和ケアに貢献できるもの

と思われる.患者側や市民との接点をもち,凄和

ケアの啓発･広報,患者･家族会との協働により,

患者側の視点に立った活動ができるものと期待さ

れる.
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