
平成27年度

在宅医療推進事業活動報告

出水郡医師会

平成27年9月29日（火）



●報告内容

１ 出水郡医師会管内（以下「出水地区」）の現状

２ 在宅医療に関する地域の課題

３ 在宅医療に関する課題への取組

（推進体制，事業内容など）



人口87,489人

（H25.10)

高齢化率31.5％

・高齢単身者16％、

・高齢夫婦世帯15.5％

高齢者のみの世帯が３割
以上を占める。

長島町
人口10,624人

高齢化率
32.9％

阿久根市
人口21,973人

高齢化率
36.8％

出水市
人口54,892人

高齢化率
28.5％

１．出水郡医師会管内（以下「出水地区」）の現状



・訪問診療を行っている医療機関

（出水市１６件、阿久根市８件、長島町４件）

・急性期後方支援病院２ヶ所

（出水総合医療センター・出水郡医師会広域医療センター）

・訪問歯科

（出水市１４件、阿久根市２件、長島町２件）

・在宅対応薬局 ２４件

・地域包括支援センター ３ヶ所

・在宅介護支援センター ７ヶ所

・訪問看護事業所

（出水市５ヶ所、阿久根市５ヶ所、長島町２ヶ所）

（平成27年8月現在）



在宅訪問診療エリアと医療機関数

地図出典：電子国土
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地区名 往診機関数

米ノ津 9
出水 11
大川内 5
荘 7
桂島 0
高尾野 12
野田 9
阿久根 4
脇本 6
鶴川内 5
大川 4
長島 3
平尾 3
鷹巣 1
川床 2
獅子島 1

●訪問診療 57％が可

●各地区が訪問診療の
エリアになっているが，
訪問診療可能な医療機
関数は，６５％が出水
市で中心部に集中。

可能

（26）
57%

不可

（ 20）
43%

在宅訪問診療の可否（全体）



機関別 ①退院支援 ②日常療養支援 ③急変時対応 ④看取り ①～④実数

入院機関 １４ １１ １２ １２ １５

在宅医 １７ １５ １５ １５ １７

訪問看護事業所 ６ ５ ５ ５ ６

歯科診療所 １０ ９ ８ ８ ９

調剤薬局 ２０ ２０ １４ １５ ２１

居宅介護事業所 １９ １９ １９ １９ １９

介護事業所 ３０ ３２ ３０ ３０ ３２

施設等 ６ ５ ５ ７ ７

地域包括支援
センター

３ ３ ３ ３ ３

在宅医療・介護を担う機関状況（H27年2月末）

※ 現在，出水地区で①～④の機能を担う機関数は以下のとおり
医療関係：６８ヶ所
介護関係：６１ヶ所

出水保健医療圏地域医療連携計画より引用



２．在宅医療に関する地域の課題

●在宅医療を担う人材や資源の不足

・医師数が少なく(県平均の6割)，高齢化等もあり，医師等医療従事者
の負担軽減を図る必要有り。

・在宅療養に係る相談窓口が不明確

・在宅療養に活用可能な資源の整理・情報共有が不十分

・平成27年度は，市町の地域支援事業に向けた役割分担・整理が必要



●関係機関・職種の連携の促進が必要

・入院医療機関（特に急性期医療機関）と｢かかりつけ医｣やケアマネ
等との連携のしくみづくりが未構築（連携ツール等を模索中）

・入院直後から退院後の生活を見据えた生活支援について協議の場が
不足。

・多職種の協議の場や研修等を通じ顔の見える関係づくりが徐々に出
来つつある

・医療介護連携に係る関係者の研修参加者は一部に限られており，意
見交換や研修の場作りが十分とはいえない。

●在宅医療に係る住民理解や支える地域づくりが必要

・高齢化が進行し介護力が脆弱な中，地域で見守り・支えるしくみづ
くり必要。

・在宅医療についての住民の理解不足

〔在宅医療に係る関係団体調査や在宅医療推進協議会での協議結果一部抜粋〕

２．在宅医療に関する地域の課題



•①24時間支援体制

•②相談窓口設置

•③活用出来る資源把握

•④人材育成・資質向上

在宅医療を担う人材や
資源確保

•①相互理解･ネットワーク

•②退院支援の場づくり

•③連携ツールの活用

関係機関・職種の

連携強化

•①住民への在宅医療啓発

•②相談窓口や資源見える化

•③支えるしくみづくり

住民の理解と

支える地域づくり

３．在宅医療に関する課題への取組

出水地区の課題



高齢者等が住み慣れた出水地区で，可能な限り長く生活できるよう，必要な医療や介護サービス
を包括的かつ継続的に提供できるしくみづくり。

【目標】①在宅医療を担う医療，介護，行政等の多職種の連携，資質向上等による在宅医療体制づくり推進
②希望者が在宅療養を選択できるよう，在宅医療の理解促進や地域の支え合いのしくみをつくる。

出水地区在宅医療推進連絡協議会（H26年度18名、H27年度26名）

◆事務局：医師会事務局 H26年度 出水市 H27年度 阿久根市

○急性期病院から
在宅(医療・介護）
の連携方法や
ツール検討

○退院連絡会開催

連携

目指すもの

●退院支援班●企画･研修班 ●調査・広報班

○検討会・会議の調整
○多職種研修会の企画
や実施

○住民向け研修の企
画や実施

○住民アンケート調査
○現状・課題把握に係る
調査の実施・まとめ

○資源調査・マップ作成
○地域住民への広報

管
内
市
町

◆医師会内
事業運営委員会（７名）

●24時間対応班
（H26年度～）

○24時間支援に
係る医師会や訪問
看護ステーション
等の連携体制構築

○連携体制試行

推進体制

在宅医療推進チーム会議（作業部会）（H26年度41名、H27年度46名）

リーダー部会（連絡・調整）

●出水地区における在宅医療推進体制（H25年度～）



在宅医療を担う人材や資源確保



在宅医療患者

在宅主治医

訪問看護

後方支援病院

副主治医

急変時
ＩＮＡネット 看取り時

看取り患者

ケアマネージャー

訪問看護

在宅主治医

副主治医

後方支援病院

コーディネーター

メーリングリスト

①24時間支援体制

24時間対応班



2015.7.23

①24時間支援体制

ＩＮＡネット発足懇親会



在宅医療に係る「拠点」・・・・・ コーデイネーターの設置（H27年1月～）

出水郡医師会広域医療センター内

医療・介護連携支援センター 設置

１）急性期病院から在宅へのサポート患者数７件

２）在宅患者の困難事例2件（ケアマネ・包括・介護支援センターからの相談）

３）ＩＮＡネットのサポート（主治医・副主治医決定や患者・家族説明時）調整

②相談窓口設置

③活用出来る資源把握

◎医療・介護関係者用資源マップの作成・配布

今年度アンケート調査を実施し、更新予定

◎今年度住民向け社会資源リストの検討

・市町の高齢者窓口に置く。

・研修会の参加者に配布する。 調査・広報班



在宅医療に係る説明

（キックオフミーテング）と集約（Ｈ26 10/3開催）

在宅医療・介護関係機関への説明

と協力機関の集約

企画・研修班

事例を基に「在宅医療でそれぞれが出来る事」
各職種・立場から役割等を報告
（135機関 229人）

④人材育成・資質向上



病院SW・訪問看護師・ケアマネ意見交換会
（９月２日、参加者：31名）

ケアマネ研修会にてINAネットの広報活動や
事例検討会への参加（９月９日、32名）

④人材育成・資質向上



関係機関・職種の連携強化



①相互理解･ネットワーク

◎多職種交流研修会等

（10/3、11/1、1/24 3回開催)

今年度は、事例検討・意見交換等により情報共有

顔の見える関
係づくり

病院SW・訪

問看護師・ケ
アマネ意見
交換会（９月
２日、参加
者：31名）

医療・介護関係者 （175名）

「医療介護連携を考える」と題
し，３０Gに分かれ事例検討意見
交換中。
わずか30分でしたが，集中して
熱い議論が交わされました！



広域医療センター、第二病院、出水総合医療センターで「在宅医療推進の
ための医療と介護の連携ガイドライン」における「連携シート」、３医療機関
で作成した「退院支援シート」（案）３種類の試用を行う。

当面は現行の連携手法を図る。
（適宜、電話連絡。看護要約などの医療機関使用の帳票を活用する）
最終的に連携シートは「在宅医療推進のための医療と介護の連携ガイド
ライン」におけるシートを使用することを目指す。

②退院支援の場づくり
③連携ツールの活用

退院支援班



住民の理解と支える地域づくり



住民向け啓発講演会の開催（3/14 開催）

寸 劇 「おツルさんが 我が家に戻ってきがないやった」

素人劇団 がいからげ

講 演 「住み慣れた我が家や地域で暮らし続けるための住民力を上げよう！」

講師 愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター長

櫃本真聿（ひつもとしんいち）先生

・寸劇を観た事で生活の視点から医療と福祉とつながって

いく過程がわかりやすかった。

・今までにない内容で興味深かった。 など

今年度は年３回・各市町にて開催予定 地域の先生方に講演を

在宅医療に関する講演会 お願いし，身近なものとして

シンポジウム 考えてもらいたい

①住民への在宅医療啓発



市町の相談窓口の広報

②相談窓口や資源見える化

③支えるしくみづくり

新たな総合事業に向けた検討

市町の地域支援事業に向けた役割分担・整理

企画・研修班

調査・広報班



広報活動
専門的な学習やレク
レーション、脳トレーニン
グなど樂しい時間が過ご
せました。

認知症疾患センター
で行っている認知症
カフェに参加しました。

地域の活動に参加し，郡医師会の
コーディネーターとして，地域の
方々の力をかりながら頑張りたいと
思います。

認 知 症 カ フ ェ に 遊 び に 来 ま せ ん か ？

認知症の方や、それを支えるご家族にくつろいでいただく
ための場所です。

認知症に関する不安を相談したり、同じ悩みを持つ方との
集いの場としてご利用いただけます。

病院スタッフによる認知症に関しての勉強会や作業療法
士によるレクリエーションもあります。

お茶を飲みながら楽しいひと時を過ごしませんか？

医療法人互舎会 荘記念病院
出水市高尾野町下水流862-1
認知症カフェ担当まで

参加申込およびお問合せ

• 認知症の方、ご家族

• 認知症について興味のある方
対象

• 荘記念病院敷地内 デイケア「らいむ」場所

• 毎月第１土曜日 １０：００～１２：００
受付開始時間 ９：３０～

時間

• １人２００円（お茶代）料金

TEL ： (0996)-82-3113
FAX ： (0996)-82-3112

※先着順２０名程度とさせて頂きます。



ご清聴ありがとうございました。


