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�
長崎では、急な斜面や細い道が多く往診には不向きという地域特性もあり、かねてより在宅医療が低迷してい
た。2004年当時の長崎の在宅死亡率は、全国平均の12.4％に大きく水をあけられ、わずか9.0％と、全国で
二番目に低い値であった。

2003年3月、強い気概を持って在宅医療に取り組む開業医師13名により「長崎在宅Dr.ネット」が結成され
た。Dr.ネットでは、一人の在宅患者に対し「主治医」と「副主治医」の二名の担当医制をとるほか、専門性の高
い診療科の医師である「協力医」、病診連携の橋渡し役を担う「病院医師」、さらにはケアマネジャー、歯科医
師、管理栄養士等から成る有機的な連携システムを構築していった。しかし、こうした診療所間のグループ診
療を進めていくにあたっては診療所同士の利害衝突が懸念され、他診療所との連携に二の足を踏むケースも
考えられた。

背景����

� 課題／問題点����

・上記のようなトラブルを未然に回避するため、Dr.ネットでは『副主治医は主治医が診療を再開した場合に、
患者をすみやかに主治医へ戻す』という覚書を取り交わし、信頼関係の基礎を築いた。
・これにより診療所・病院の各医師が相互に協力する体制が構築され、在宅医療推進の負の要因となってい
た個々の開業医の肉体的・精神的負担が軽減されたほか、病院や患者さんも安心して訪問診療を依頼でき
る環境を生み出すことに成功した。
・さらに、Dr.ネットのメンバーを結ぶメーリングリストを設けたことで、事務的な内容のほか地域の情報や相
談などが交わされるようになり、地域診療所間において一つの医局のようなコミュニケーションが成立。と
かく孤立しがちな開業医師にとっては有益となった。

� 打開策＝今回の取り組み����

主治医・副主治医制により、在宅療養支援診療所の要件である「24時間対応の在宅診療体制」も実現、Dr.
ネットのメンバーの診療所のうち在宅療養支援診療所の届出は65.3％と高率であった。
今後の展開として現在は急性期病院との連携強化に力を入れており、とくに長崎市のがん診療拠点病院との
各緩和ケアチームのカンファレンスに、Dr.ネットのメンバーが参加し、在宅移行できそうな症例については積
極的にアプローチをかけ、早期退院支援を行う予定だ。地域の医療資源を知り尽くしている在宅医側から病院
側に、早期退院支援のアプローチが出来るようになれば、在宅療養に移行できる症例はもっと増えると期待さ
れている。

� 成果����

�成功への ���

在宅医療連携の礎を築いた
長崎在宅Dr. ネット

診療所訪問

病院の在院日数短縮等により、在宅療養に移行する患者さんの受け入れが急務となってい
るが、24時間365日にわたり在宅医療を支え続ける開業医師の負担は大きく、在宅医療へ
のシフトは思うように進んでいないのが現状だ。
全国的にも在宅死亡率の低かった長崎市では、在宅医療の組織立った推進が必要であると
し、開業医師の相互協力で在宅医療を支える「長崎在宅Dr.ネット」を結成した。このネッ
トワークにより、個々の開業医師の肉体的・精神的な負担が軽減され、さらには病院や患
者さんが安心して訪問診療を依頼できる環境が整えられた。
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強い使命感を持った
13人の医師からスタート

　在宅療養支援診療所の新設、介護
療養病床廃止―等々、行政的な後
押しもあり、在宅医療の推進は喫緊
の課題となっている。この在宅医療
を、診診連携を中心としたグループ
診療により支えているのが、長崎
市の開業医師らによって組織される
「長崎在宅Dr.（ドクター）ネット」（以
下、Dr.ネット）だ。
　長崎では、急な斜面や細い道が多
く往診には不向きという地域特性も
あり、かねてより在宅医療が低迷し
ていた。2004年当時の在宅死亡率は
全国平均の12.4%に大きく水をあけ
られ、長崎県ではわずか9.0%となっ
ている。これは全国で二番目に低い
値であった＊。
　「われわれ開業医は、在宅医療へ
の必要性を感じつつも『一人で24
時間365日在宅患者を診ていくには
体力的にも精神的にも大変そうだ
……』という漠然とした不安を抱い
ていました。それならばお互い助け
合えるような組織を作ろうよ、と
シンプルに考えたのが原点です」と
Dr.ネットの発起人の一人である白
髭内科医院院長の白髭豊氏は語る。
同氏は事務局長としてDr.ネットの
屋台骨を支えるとともに、代表の藤
井卓氏（藤井外科医院院長）と二人
三脚で、ネットワークの充実に向け
て奔走してきた人物だ。
　「本当に動く組織にするためには、
まずはモチベーションの高い人たち
による小規模な組織から出発する必
要があると考えました」（白髭氏）。
そこで、「長崎の在宅医療は自分た

ちが支える」といった強い気概を
持って在宅医療に取り組む開業医師
に声をかけた結果、2003年3月には
内科医・外科医等の13人から成る「長
崎在宅Dr.ネット」が結成された。

有機的な連携システムにより
開業医師の負担を軽減

　主な活動目的としては、以下の4
点が挙げられる。（1）グループとし
て在宅医療の受け皿となる。またグ
ループ内の連携により緊急時の対応
を行う、（2）病診・診診連携を組む
ことにより、地域住民に可能な限り
継続的で効果的な在宅医療を提供す
る、（3）相互に医療上の相談を行い、
また種々の医療情報を共有すること
により医療の質の向上を目指す、（4）
参加する診療所間および病院との親
睦を図ること―。
　また登録医師は、各役割によって
「連携医」「協力医」「病院医師」の3
つにわけられている。「連携医」は
在宅診療の中心となる “主治医”お
よび“副主治医”を指す。「協力医」
は皮膚科・眼科・精神科・形成外

図1　在宅移行の流れ

科・脳外科など専門性の高い診療科
の医師で、必要に応じて医学的な助
言や往診を行い、「病院医師」は23
病院の勤務医から成り、専門的見地
からの助言や病診連携の橋渡し役を
担う。
　このほかにも、ケアマネジャー、
ヘルパー、訪問看護師など多職種と
の有機的な連携システムを構築して
いる点も特徴だ。なかでも、長崎市
歯科医師会「口腔リハ部会」との連
携による訪問歯科診療の実践や、長
崎県栄養士会の「ながさき栄養ケア
ステーション」との連携による訪問
栄養指導などは、在宅医療を支えて
いくうえで貴重な医療資源・連携と
なっている。
　在宅移行の実際の流れは次の通り
だ。病院から在宅医療を希望する患
者さんが紹介されると、Dr.ネット
事務局は、個人が特定できない範囲
内で患者さんの疾患・居住地等の情
報をメーリングリストでメンバーに
流す。これを受け、在宅訪問診療が
可能な連携医は、自主的に名乗り出
るというシステムだ（図1）。この
メーリングリストでは、主治医・副

＊平成16年人口動態統計 年報 第5.8表 死亡の場所別にみた都道府県（14大都市掲）別死亡数・構成割合より

連 携

連携病院A 連携病院B

連携医

Dr.ネット事務局

連携病院C

在宅医療が必要な退院患者の受入を依頼

主治医
副主治医

手挙げ方式で主治医、
副主治医が決定

メーリングリストで患者情報を流す
とともに、メンバーに受入を依頼

協力医 病院医師連 携



23

診療所訪問

主治医の決定だけでなく、必要に応
じて「協力医」や「病院医師」への
協力依頼や医療に関する情報交換な
ども活発に行われるという。
　こうした診療所・病院の各医師が
相互に協力する体制を構築すること
で、在宅医療推進の負の要因となっ
ていた個々の開業医の肉体的・精神
的負担の軽減を実現するだけでな
く、病院や患者さんも安心して訪問
診療を依頼できるという環境を生み
出すことに成功した。

診療所同士の利害衝突は
事前周知により未然に回避

　Dr.ネットの最大の特徴ともいえ
るのが、一人の在宅患者に対し「主
治医」と「副主治医」の二名の担当
医がつくところだ。通常の往診は主
治医が担当し、副主治医は万が一の
支援に備える。このため日常診療の
中で、副主治医が主治医と一緒に往
診・訪問診療することはほとんどな
く、主治医もよほどのことがなけれ
ば、副主治医に頼らないのが原則だ。
　「あくまで主治医不在のバック
アップになるので、副主治医になる
ことで負担を感じることは少なく、

白髭内科医院

白髭　豊 氏

白髭内科医院

また副主治医のなり手に困ったこ
とはありません」と白髭氏は語る。
　こうした診療所間のグループ診
療を進めるうえで懸念されるのが
診療所同士の利害衝突だ。「患者さ
んをとられてしまうのでは……」
との不安から、他の診療所との連
携に二の足を踏むケースも少なく
ない。Dr.ネットでは、こういった
トラブルを未然に回避するために
『副主治医は主治医が診療を再開し
た場合には、患者はすみやかに主
治医へ戻す』という覚え書き（表）
を設立当初よりメンバー間で取り
交わした。これまで、Dr.ネット内
で利害衝突によるトラブルは皆無
だ。
　「実際に始まってみると、参加メ
ンバーは、利害の衝突よりもむし
ろ、連携することで一人でも多く
の在宅患者を迎えられると実感で
きるようになったといいます。ま
た、メンバー間をつなぐメーリン
グリストでは、事務的な内容のほ
か地域の情報や相談なども話題に
しているため、一つの医局のよう
なコミュニケーションが成立して
いることも、とかく孤立しがちな
開業医師にとっては
有益だと思います」
（白髭氏）。医師同士
が助け合って患者さ
んを治療する医局の
ような緊密なネット
ワークは、同地域の
在宅医療のレベルを
底上げしている。
　さらに主治医・副
主治医制により、在
宅療養支援診療所の
要件である「24時間

対応の在宅診療体制」を実現するこ
ともできる。長崎市での在宅療養支
援診療所の全診療所に占める割合は
20.6%（2007年5月）と全国の中でも
高率だが、Dr.ネットの登録診療所
では65.3%と更に高率である（図2）。
　2003年3月の結成当時、13名の医
師でスタートを切ったDr.ネットだ
が、今年7月には、112名（連携医62
名、協力医24名、病院医師26名）に
まで拡大。2006年11月までで、病院
側からの主治医の斡旋依頼は115例。
追跡調査ができた107例中71例の死
亡があったが、このうち在宅死は26
例で全死亡の37%にものぼった。

急性期病院との連携を強化し
在宅移行を積極的にサポート

　白髭氏は、Dr.ネットのさらなる
展開を見据え、最近では急性期病院
との連携強化に力を入れている。特
に長崎市のがん診療連携拠点病院で
ある長崎大学病院・日赤長崎原爆病
院・長崎市民病院の各緩和ケアチー
ムのカンファレンスに、Dr.ネット
のメンバーが参加し、在宅移行でき
そうな症例については積極的にアプ
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ローチをかけている。
　「在宅医療においても近い将来、
連携パスが制度化されると思います
が、それ以前に私どもが重視してい
るのは、早期退院支援です。地域の
医療資源を知り尽くしているわれわ
れ在宅医側から病院側に、早期退院
支援のアプローチが出来れば、在宅
療養に移行できる症例はもっと増え
ると思います」と白髭氏。実際に、“在
宅療養は不可能”と判断された患者
さんでも、地域の在宅メンバーが一
丸となって取り組むことで在宅療養
が可能になった症例も多いという。
　最近ではDr.ネットの取り組みを
モデルとして、同様のネットワー
クを構築する動きが広がってきた。
2005年7月には同じ長崎県の大村市、
2006年11月には同諫早市でも、各医
師会が中心となって始動。他県から
も白髭氏のもとに講演依頼などが相
次いでおり、さらなる普及の様相を
みせている。
　「在宅診療特化型の診療所が多い
大都市は別にして、ある一定の規模
を持つ都市では、私たちのような
ネットワークを構築することはどこ
でも可能だと考えています」と白髭
氏はエールを贈る。
　Dr.ネットでは今秋にも、NPO法
人化を申請する予定だ。「これまで
必要経費などについては、メンバー
のボランタリー精神でまかなってき
た部分もありますが、規模が大きく
なってきたので、資金面も明確にし
ていく必要がでてきました。法人組
織として、公的な事業を請け負い、
より一層地域に貢献していきたいと
思っています」と白髭氏は、さらな
る飛躍を目指している。 図2　在宅療養支援診療所届出率の割合

　　　（長崎市、長崎医療圏、長崎県、全国、Dr.ネット）

100％

80％

60％

40％

20％

0％
長崎市

20.6％ 19.8％ 19.3％ 10.5％

65.3％

長崎医療圏 長崎県 全国 Dr.ネット

長崎市、長崎医療圏（長崎市、西海市、長与町、時津町）、長崎県：平成19年5月
全国：平成19年4月　Dr.ネット：平成19年3月（いずれも、社会保険事務局届出より）

表　長崎在宅Dr.ネットに関する覚え書き

長崎在宅Dr.ネットに関する覚え書き
名称
　　当連携は 長崎在宅Dr.ネット（読み方：「長崎在宅ドクターネット」）と称する。
目的 
1）当連携は、グループとして在宅医療の受け皿の機能を果たす。
また、グループ内の連携を通じ緊急時の対応を行う。

2）各々の診療所、病院の特徴を生かした医療連携を組むことにより、地域の住民に可能な限り、継続的で
効果的な在宅医療を提供し、その中からより良い医療を模索する。 

3）相互の医療相談制度を導入し、また種々の医療情報を共有する事によってお互いに医療の質の向上を目
指す。 

4）当該診療所間及び病院間の親睦を図る。
役割
1）在宅24時間連携を組む。このために各医師は常に連絡可能な通信手段を確保し、お互いそれを共有する。
具体的には携帯電話、電子メール環境を整備する。 

連携医は、主治医として治療にあたるものと、これを連携協力して補佐する副主治医とからなる。
協力医とは、皮膚科、眼科、精神科、脳外科、麻酔科、形成・整形外科、婦人科など専門性の高い
診療科の医師で、連携医からの医療相談を受け、必要に応じて往診を行うものとする。または長崎
市近郊ではない地域に所在し、本会の主旨に賛同するもの。
病院医師とは、病院、又は大学に勤務する医師で、当組織の趣旨に賛同するもの。病診連携を実践
し、専門的な立場よりの助言等を行う。
※協力医、あるいは病院医師でも希望があれば連携医として登録することができる。

2）当連携に参加している主治医が何らかの理由で休診した場合には、副主治医は依頼患者の継続的治療を
出来る限り助けるものとする。ただし、主治医が診療を再開した場合には、さきの患者はすみやかに主
治医へ戻すものとする。 

3）救急の医療体制が必要な場合、依頼があれば、当連携に参加している医師は、出来る限りすみやかに人
的あるいは物質的な援助を惜しまぬこと。

4）当該連携間で行われる医療に関する相談内容は、いかなる理由があれども、患者及び部外者に漏らして
はならない。 

5）当連携に参加する医療機関は、それぞれの機能を具体的に公開し、必要な場合、器具、薬剤、或いは施
設などを提供し合いお互い助け合うものとする。 

6）患者の往診の依頼は、出来る限り時間を調整し、お互い協力して助け合うこと。交通費は当該主治医が
相談して決定するものとする。 

7）当連携以外の医療施設から当連携への患者紹介には、各々の医療機関がその窓口となる。必要な場合には、
当連携内の他の医療機関に紹介し、出来る限り紹介患者を受け入れるように努力するものとする。 

会合 
当連携は年に3回以上の会合を開き,情報を交換し親睦を深める。

代表
本会を代表する者1名を互選によって選出する。
任期は2年とするが、再選を妨げない。

世話人会   
本会の運営を円滑に行なうため世話人会を設置し、定期的な会合を開催する。世話人の任期は2年とす
るが、再選を妨げない。世話人会の会議内容は全員に周知し、重要事項を総会に議案として提出する。

会費
連携医は月々 2,000円を、原則として長崎県医師信用組合へ念書を提出して自動引き落しすることとする。
協力医及び病院医師からは微収しないものとする。
会費の変更については、過半数の賛成を必要とする。

会計
本会の会計は会員及びその他の収入により運営する。
会計年度は 9月1日に始まり、翌 8月31日に終了する。
会計は監査を受け、総会の承認を得る。 

入会と脱会     
1）連携医としての入会は、本人の意思による。
協力医および病院医師は当会員の推薦による。

2）退会は、本人の意思表示による。あるいは、会員の中で医療連携における行動、言動が本会の主旨
に著しく反すると考えられる場合、過半数の議決により、退会を決定できる。

運営に関する決定
本会の運営に関する議案の決定は、連携医の過半数以上の賛成を必要とする。

以上
平成15年7月23日 施行
平成17年2月22日 改正

診療所訪問




