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要　旨　長崎市では, 2008年4月より開始された｢緩和ケア普及のための地域プロジェクト｣.OPTIMや長

崎在宅Dr･ネットの活動などを通して･病院と在宅医療の連携が進展し,多職種連携が発展的に進み.
患者の望む療養場取および援和ケアの充実が実現しつつある.また,長崎県では, 2008年に医療･

介護･福祉･市民(患者)が意見交換する機関として長崎県在宅掛ロケア推進連絡協議会が設立されたo

県下挙げて緩和ケアの啓発･広報を行い,患者側の視点にたった活動を支援し,患者を含めたネット
ワーク構築をめざすものである｡長崎市のOPTIMと連動することにより,長崎県のがん緩和ケアの

進展に寄与するものと期待される｡
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キーワード'長崎在宅Dr.ネット　讃和ケア普及のための地域プロジェクト

長崎県在宅程和ケア推進連絡協議会　多濃種連携

はじめに

2007年4月｢緩和ケア普及のための地域プロジェク

ト｣ : OPTIM(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.長崎市は介入地域の1つに選ば

れた｡長崎市医師会と長崎在宅Drネットでの医療連携

の実紛i評価されたものだ｡本稿では.長崎在宅Drネッ

トの活動とOPTIMを中心に長崎市での病診･診診連挽

そして多職種連拷ネットワーク構築の取り組みについて解

説するoさらに,長崎県在宅緩和ケア推進連絡協議会の活
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動なども解説する｡

Ⅰ.在宅医療の役割と歴史的経緯

在宅医療とは.病院での入院診療所の外来に次ぐ第3

の医療であり,医療を生活の場(家庭･地域)で提供すると

いう特殊性がある｡患者の希望する生活を継続･実現する

ための後方支援医療ということもできよう｡医療を提供す

るうえで高度先進医療を含む専門性の高い医療分野. 24

時間看護休凱画像診断など.病院での入院や外来通院に

任せなければならぬ静戒があるのは論を待たないo Lかし

ひとたび医療的に診療所での守備範囲と考えられ在宅移

行が可能であると判断される状況となればでき得る限り

速やかに在宅への移行を促して.本来の生活の場で療養を

続けてもらいたいものである｡なぜなら.本来の生活の場

に戻ることで.入院中に減艮していた食欲が戻り,普段の

趣味を取り戻すことなどで生活の質(QOL)を維持した時

間がもてるケースをしばしば経験するからであるo患者家

族も.入院生活のバックアップのための病院通いと自宅で
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図1　長崎在宅Dr.ネットの仕組み

の生活維持で普段の生活が分断されるものだが,自宅療養

を行うことで.洗濯や賄いをしながら患者の様子をみるこ

とが可能となる｡この場合,医療捌けも.病院での入院･

施設での療養よりも元来生活している場で提供する医療で

あるため,繊細な対応が必要だ｡洗面,衣類の脱ぎ麓　排

瓶　入浴,食事など日常生活の全体を考えれば　どのよう

な重症患者であっても1日のなかで医療の比率はそれほど

高くない｡即ち患者を支えるうえでは.医師よりも.むし

ろヘルパー.ケアマネー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うo Lたがって.

在宅医療では.関連職種との連携(多職種連携)が極めて大

切となる(図1)0

次に,在宅医療の歴史的変遷について述べる｡日本では.

人口動態統計上, 1952年以晩　在宅死(在宅死亡自宅.介

護老人保健施設,老人ホームでの死亡)が減少傾向となり,

1976年に病院死の割合が在宅死を超えるようになった｡

病院死の増加傾向は高度経済成長と時を同じくし,在宅死

を抜いたのは, 1976年のロッキード事件の折である｡

2007年におよんでは,在宅死は全死亡の15.7 %にしか過

ぎない(図2)｡

一方　がん緩和ケアにおけるあるべき姿は,オーストラ

リアのホスピス三角形に示されるように,在宅ケア.ホス

ピス･緩和ケア病挽　病院の三者が連携を行い,患者が望

む最適の場所でケアを受けサービス間の移行がスムーズで

あることである｡厚労省｢終末期医療に関する調査｣ (2008

年10月27日)によると.自分が痛みを伴う末期状態(死期

が6カ月程度より短い期間)の患者となった場合に希望す

る療養場所として, 6割の方は何らかの形で自宅療養した

いと考えていることが分ったo Lかし.実際の日本のがん

患者の在宅死は. 2006年の統計ではわずか7.0 %にしか

過ぎないo即ち.実際の死亡場所が患者家族の希望に沿っ

ていない可能性がある｡患者･家族の意思により在宅移行

の希望があれば　病院　ホスピス･緩和ケア病観　在宅の

なかから柔軟に最適な療養場所を選択することが肝要であ

り,在宅療養を選択した場合は.多職種で患者を支えるよ

うにすべきであるo Lかし,在宅で最後まで看取るために

は,介護力の問題,経済的問題など多岐にわたる要素が絡

み,簡単に実現できないことも多いo介護疲れが目立つと

きは,レスバイト入院　ショートステイなどで対応する.

結果的に在宅死にいたらず再入院になることもあるが.そ

れは諸々の事情の結果であり,在宅死にこだわることのな

いしなやかな対応が望まれる｡

長崎では患者･家族の希望　即ち在宅療養ができるだけ

かなえられるよう,以下の活動を展開している｡

Ⅱ.長崎での取り組み

1.長崎在宅Dr.ネット

在宅療養支援診療所を含めた｢鮒宴無理なく在宅

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
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図2　病院死,在宅死の年次推移

(平成19年度人口動態調査1C　上巻　死亡の場所別に見た年次別死亡数より)

要不可欠であり.長崎在宅Dr.ネットによる診診連携は.

その1つの解決策になり得ると考える｡

2003年3月に発足した長崎在宅Dr.ネット1-2)は,在宅

療養を希望する入院患者の主治医がみつからない場合に.

事務局が窓口となり病院側･患者にメンバーのなかから在

宅主治医や副主治医を紹介する組織である｡主治医が学会

などで不在の際に,必要があれば副主治医が往診にかけつ

けることができ,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という利点がある｡ Dr.ネットには,

2009年6月現在,長崎市と近郊から147名の医師が参加

しており(主治医,副主治医として往診を行う｢連携医｣ 69

各｢協力医｣ 41名, ｢病院医師｣ 37名), 2009年10月ま

でに,計360例の症例に対し主治医･副主治医を斡旋して

きた｡

そして在宅ケアのなかでは,メンバー以外のケアマネー

ジャ一･ヘルパー･管理栄養士･訪問看護師･歯科医師･

薬剤師など多職種との連携も有機的に展開され成功して

いる｡このことが病院やホスピス･緩和ケア病棟から在宅

へのスムーズな移行の要因となっており,この流れは.が

ん以外の疾患について蝶地域全体に広がりをみせている｡

2. ｢壌和ケア普及のための地域プロジェクト｣ : OPTIM

2008年4月より. ｢援和ケア普及のための地域プロジェ

クト｣ : OPTIM(厚生労働科学研究　がん対策のための戦

略研究)が開始された｡長崎市は全国4つのモデル地域の

1つに選l軌　長崎市医師会を中心としてプロジェクトに

取り組んでい83)-8)｡この研究の目的は,日本に合う緩和
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ケアの地域モデルを作ることにより, 3年間で患者と遺族

に対する苦痛緩和の改善と緩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3つの地域が病院からプロジェクトを行

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行うことで成果を着実に挙げ

つつある｡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, ①緩和ケアの標準化(参市民･患者へ

の啓発. ⑧緩和ケア専門サービス利用の向上④地域連

携の強化　を行っている｡緩和ケアの標準化のため医療従

事者への研修会･講演会の実施　市民･患者への啓発のた

め市民公開講座の開催,自治会･老人会への出前諦観

総合相談受付や関係機関との連絡調整を行い,さらに,地

域連携促進や早期退院支援･詞盤のため病院･在宅双方へ

重層的な企画･アプローチを展開している｡専門援和ケア

サービスとして｢地域緩和ケアチーム｣を組織し,緩和ケ

アチームのなし病院.診療所.在宅への出張緩和ケアコン

サルテーション.往診,教育の提供を行っている(図3)｡

2007年春より, Drネットの医師とその診療所勤務の

看護師が長崎大学緩和ケアカンフアランスに, 2008年4

月のOPTIM開始後は.プロジェクトに関与する看護師.

診療所医師らで分担を決めて,市内3つのがん診療拠点病

醍(長崎大猟長崎市立市民病院.日本赤十字社長崎原

爆病院)の緩和ケアカンフアランスに定期的に出席するよ

うになった｡在宅医側から患者の受け入れ可能との意思表

示をすることで.緩和ケアチーム･地域連携室を通して,

患者.家族.主治医　病棟看護師を動かし,退院支援へ数
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図3　長崎地域の連携と地域リンクスタッフ
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図4　長崎大学緩和ケアチーム症例転帰

多くつながっているo長崎大学の緩和ケアチームが関与し

た症例の転帰については,在宅移行症例の割合が. 2005-

2006年の2%から筆者らが緩和ケアカンフアランスに参

加するようになった2007年に7%に急増し, OPTIMが

はじまった2008年には17%に増加した(図4).

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｣と判定されたなかの在宅移行に課題のある症例に対

し.病院･在宅スタッフ合同で検討する｢ハイリスク･カ

ンフアランス｣を開催するようになった.地域連携室の医

師･看護師･ MSW,診療所医師･看護臨長崎がん相談支

援センタースタッフ,訪問看護師などが主な参加者であるQ

退院困難なケースを病院スタッフと在宅スタッフが討議し.

スムーズな在宅移行に向けた具体的検討を行っているo即

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,在宅医の情報など在宅スタッ

フ側が精通する詳細な情報)を病院　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Cハイリスク･

カンフアランスでは,月平均10例の検討を行い,月平均

5.6例の在宅移行が実現した(2008年9月～2009年3月

の実績)｡このハイリスク･カンフアランスは.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｡同様のカンフアランスは2009年6月よ

り長崎市立市民病院でも開催されるようになり.毎月1-

2例の在宅移行が実現している｡

3.多職種連携の取り組み

1 )管理栄養士による在宅訪問

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責指導を行うことができる｡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･認定後は介護保険で継続して訪問栄養指導
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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粛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)D長崎在宅Dr.

ネットの特徴の1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･人材的等)が多く.診療所における栄養相談実掛ま少

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El々実続を

頼むことができる｡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ところ有意な改善がみられ9),

生活習慣改善のきっかけ作りにもなっているD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｡

(社)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

組織した｡ Dr.ネットの栄養士派遣システムを帯封ヒさせ

たもので,管理栄養士を診鰍介護保険事業税行政艶

聞などの依掛こ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･

食青の場はもちろん,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｡ちなみに長崎

市医師会では管理栄養士を1名雇用し.その任にあたらせ

ている｡

2)長崎薬剤師在宅医療研究会(p-ネット)

長崎市内有志薬剤師の動きにより｢長崎薬剤師在宅医療

研究会(通弥p-ネット)｣が発足し,長崎在宅Dr.ネット

の受け皿作りをはじめた(2007年7月)｡特徴は,事務局

が訪問薬科管理指導の依頼を常時受け付け,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除き｣

を実施しながら技能向上も図っているQ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(居宅療養)管理指導は22件を数え,徐々にではある

が成果が上がって来ている｡今後も会員数を増やしながら,

地域において複数の相知が連携して在宅活動を行えるよ

うに雛織の拡大を図っていく計画である｡

3)歯科との連携

近年,口腔ケアが誤犠牲肺炎予防に効果的なことは明ら

かで,唆合支持が不十分な高齢者の増加や岨噛陳能の低下

した認知症患者の増加に伴いその重要性はますます大きく

なっている｡口腔機能の改善による低栄養状態からの回復
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のためにも,在宅歯科診療の重要性は増しているといって

よい｡しかしながら,歯科は,全診療所の8割が歯科医師

一人体制であり.外来診療と在宅歯科診療とを両立させる

ことは,環境整備などからも難しい｡ 2005年厚労省調査

では,在宅医療実施歯科診療所は全国で18.2 %に過ぎない｡

歯科医師の意識改革･相互連携,在宅歯科診療に対する研

像そして, 2008年度に新設された在宅療養支援歯科診療

所の報酬改善などが必要と思われる｡

長崎県は. 1990年に全国初の組織的な取り組みとして.

長崎市歯科医師会が中心となって｢在宅寝たきり者及び在

宅障害者歯科保健事業｣を行い,その後も摂食･嚇下リハ

ビリテーション.口腔ケアにおいて先駆的な取り組みを続

けてきたo既に長崎市歯科医師会,長崎県歯科医師会とも

に,口に問題をかかえながら疾病や障害などにより歯科医

院への通院が困難な方々に対して在宅歯科診簾を行う歯科

医療機関の情報を提供するシステムを稼動させている｡医

療機関より訪問歯科診嵐　口腔ケア.摂食･噺下1)ハビ])

チ-ションを依頼する事例も少しずつ積み重ねているとこ

ろである｡歯科医同士の鵬　関棚とのさらなる

連携交流を期待している｡

4)プチ･メーリングリスト

2007年8-10月.在宅移行する末期滴患者の主治医を

サポートするために,限られた医師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(以下.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処方卿監@

退院直前情報,週完後には, (丑訪問日ごとの情報陸供, (参

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, @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が可胞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, (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Dr.ネットの症

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瞳スタッフで

情報を共有する際に有用と考えられる10)0

5 )長崎県在宅緩和ケア推進連絡協議会

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｣
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図5　在宅死亡率の経年変化

を全体目標として｢長崎県がん対策推進計画｣を策定した｡

さらに.同年8見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｣を定めた｡しかしながら,医

療･介護･福祉について市民･患者団体が意見交換し.よ

りよいがん対策につなげるべき協議脚はこれまで存在し

なかった｡そこで2009年2月,長崎県および長崎県医師

会は, ｢長崎県在宅緩和ケア搬触協議会｣を設置した.

この協議会には,患者団体も参加しており.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鹿　ケアの

あり方を討議する場として,その成果が期待される｡協議

会の目標は, ①地域における在宅医療ネットワークの構艶

③地域における緩和ケアのニーズの把握と地域資源の発

軌③捗細ケア等に必要な資源の観④地域の在宅緩

和ケアの現状把握と推進状況の評俄⑤施設職員への教

育･啓発である｡

協議会での討議により,現状では地切替差が大きいこと

(特に医師に温度差があること).訪問看護師の不足があり

受け入れを制阪せざるを得ない事態になっていること,訪

問看護師間の連携がないことが指摘された｡病院卿からは,

在宅に帰したいがどこに相談すればよいのか分らない,と

の指摘があった｡老人保他施設やグループホームなどの施

設においては,職員の教育の開嵐人手不足の間亀看取

りをすることによる報酬的な裏付けがないことから看取り

までを行う施設が少ないことが.離島では在宅緩和ケアと

いう認識が低く,病院で亡くなることが大半であることが

分った｡今晩施設での看取りの鞄犬を把握するための調

査をOPTIMと共同で行い.さらに,訪問看護ステーショ

ンのネットワーク化も行っていく予定であり,長崎市では

既にナースネット長崎が稼動している｡

おわりに

在宅患者支援のためには多職種間での連携･情報共有が

重要で,情報共有においては,お互いの職種を理解･尊重

することが大切である｡

長崎市の在宅死亡率は, 2004年の3.6 %から2007年に

は10･6%へと増加した(図5)｡同期間における全国と長

崎県の在宅死亡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. OPTIMが開始された2008年以降の在

宅死亡率の変化に注目したい｡

OPTIMでは.早期の退院支援･調整.地域医療連携ネッ

トワークの整鳳在宅可能な医療従事者への研鯵･教育を

継続して続けている｡がん対策基本法が施行された2007

年以前と比較して, 2008年以晩長崎での病院での早期退

院支援･観地域連携ネットワークの熟成は,既に隔世

の感がある｡今後行政や患者会との交流を図り,利用者

のニーズに即した援助を親し,さらに可能な限り自宅以

外の在宅の場も広状かつ家族以外の介護力の確保につい

ても十分な配慮と対策を考慮して,さらなる満足度の高い

地域緩和ケアを実現していく所存である｡

最後に,長崎県在宅緩和ケア推進連絡協議会は,全県下

挙げて巌和ケアの均てん化や.患者を含めたネットワーク

構築をめざすものであるo即ち同協議会は,患者側や市民

との接点をもち,緩和ケアの啓発･広報を行い,患者側の

視点にたった活動を支援し,長崎市でのOPTIMと連動

することにより.長崎県のがん緩和ケアの進展に一層寄与

するものと期待される.

本稿作成にあたり.長崎大学医学部･歯学部附属病院地域医

療連携センター副センター長川崎浩二先生同院麻酔科緩

和ケアチーム]鯛義雄留先生長崎藁剤師在宅医新訂究会代表

(社)長崎県薬剤師会理事中野正治先生にご協力をいただいた｡

ここに.深甚の謝意を表する｡
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