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姶良地区医師会
在宅医療推進地域支援事業

平成２５年 鹿児島県医師会

「在宅医療実践医師会活動報告」

発表内容
1. 姶良地域の特徴
2. 姶良地域の実施内容と課題対策
3. 今後の計画

１.姶良地域の特徴
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姶良地域の紹介

 姶良地区は、霧島市・姶良市・湧水町の２市
１町により構成されております。

 鹿児島県の中央に位置し、北は国立公園の
霧島連山、南は錦江湾に接し雄大な桜島を
目の前に、自然豊かで風光明媚な地域です。
観光資源として温泉を有するなど県内外から
観光客も訪れます。

 また、薩摩半島と大隅半島を結ぶ中心に位
置するため、高速道路や主要幹線道路を利
用し県内各地への交通の要となっております。
さらに空港を有するため、県外はもとよりアジ
アへのアクセスにも優れ、非常に利便性の高
い地域となっております。

霧島市
姶良市

湧水町

０歳～64歳 65歳～74歳 75歳以上 合計 高齢化率

全体 158,388 24,474 30,433 213,295 25.7％

霧島市 97,084 13,349 16,850 127,283 23.7％

姶良市 54,389 9,600 11,071 75,060 27.5％

湧水町 6,915 1,525 2,512 10,952 36.9％

平成25年10月1日現在

姶良地域の人口と高齢化率

鹿児島県年齢別推計人口調査結果
（平成２５年１０月１日現在）
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地域

霧島市

姶良市

高齢化率 %人口：万人

鹿児島県年齢別推計人口調査結果（平成24年10月1日現在
国立社会保障・人口問題研究所推計人口

姶良地域：高齢化率の将来推移

地域
総人口

６５歳以上
人口

高齢者
人口

54,907

認定者
10,311

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

地域計 1,820 1,207 2,245 1,563 1,230 1,489 1,057 10,311

霧島市 924 711 1,174 935 762 638 640 5,794

姶良市 806 415 893 447 357 428 339 3,685

湧水町 80 81 178 181 111 123 78 832

平成25年10月1日現在

姶良地域：高齢者要介護認定者数

高齢者
１００人中

約１９人

18.8

認定者比率
要支援１

17%

要支援2
11%

要介護1
21%

要介護2
15%

要介護3
12%

要介護4
14%

要介護5
10%

認定比率

２市１町からの情報提供による
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霧島市 姶良市 湧水町 合計

医療機関 １０４ ６５ ７ １７６

歯科医院 ５１ ３２ ３ ８６

薬局 ５１ ３９ ８ ９８

訪問看護ステーション １１ ７ ０ １８

居宅系サービス １９８ ９４ ２７ ３１９

地域密着型 ５１ ２５ ３ ７９

介護老人福祉施設系 ４７ １９ ３ ６９

介護老人保健施設系 ４ ４ ２ １０

合計 ５１８ ２８２ ５３ ８５５

姶良地域：資源（事業所数）

姶良地区医師会在宅医療推進
地域支援事業組織図

事業運営委員会 １４人、５回開催

○教育研修(スキルアップ)
○調査・課題抽出・分析
○広報啓発活動

推進チーム連絡会・作業部会 １０回開催

○24時間連携のための看取りや急変時の体制
○入退院時のスムーズな連携（標準化ツール等）
○望ましい療養生活の姿（資源マップ作成等）

在宅医療推進連絡協議会 ２６人、２回開催

○課題抽出・解決策の検討、意見交換

姶良地区医師会コーディネーター

○市町行政・地域包括支援センターとの連携
○関係機関への訪問活動
○事業運営委員会・推進チームの補佐
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・アンケート調査と課題の抽出

・医療介護資源マップ作成作業チーム
・ニュースレター（れんけあニュース）の作成

・広報リーフレット作成
・普及啓発活動（健康福祉祭り DVD作成）

・多職種連携推進研修会・交流会
・スキルアップ研修会

・医療介護福祉関係団体の会への出席

・他機関への訪問活動

平成25年度実施内容

１） 調査・課題抽出

５） 対外的組織との連携

４） 教 育・研 修

３） 広報・啓発活動

２） 情報共有ネットワーク

1. 当事業共通の在宅医療に関する調査

2. 地域振興局の調査

3. 連絡協議会の各団体調査

4. 各研修会ごとのアンケート調査

5. 健康福祉まつり等での会場アンケート

1)調査課題抽出：アンケート調査
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１. 具合が悪いときは、お医者さんに頼るしかない。

「２４時間連携・看取り・急変時対応」

２. ベッド数が少ない。

医療が必要な人のためにスムーズな入退院が出来るように

する必要がある。

「入退院時のスムーズな連携（標準化ツール）」

３.資源を整理し有効活用しよう。

認知症、独居、老老介護、サービス偏在などに対する取り

組みとして「相談窓口の一本化」「つなぐ方法」「情報の更新」

などの必要性がある。）

「望ましい療養生活のための資源の発掘と体制構築」

1)調査課題抽出：作業部会の設置

①作業部会

②作業部会

③作業部会

2)情報共有ネットワーク：れんけあニュース
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3)広報・啓発活動：リーフレット作成

3)広報・啓発活動

健康福祉まつりでの広報活動 チラシ配布・住民アンケートの実施
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3)広報・啓発活動

認知症啓発のためのＤＶＤ作成

「たけちゃん一座」は姶良地域の福祉施設や行政の職員の
方々などが中心となり結成された劇団で、住民の方々が自助
・互助・共助・公助のもと住み慣れた地域で暮らし続けることが
できたらとの願いのもと作成したものです。

日 時 平成２６年１月２５日（土）14:00～16:00
場 所 霧島市溝辺「かごしま空港ホテル ２階」
参加者 ２３５名

◆ 挨 拶 姶良・伊佐地域振興局保健福祉環境部長
◆ 事業説明 「在宅医療推進地域支援事業について」

公益社団法人姶良地区医師会担当理事

◆ 記念講演 「在宅医療と総合診療医について」
垂水市立医療センター垂水中央病院

在宅療養支援室 部長 池田 忠 先生

◆ グループワーク 【多職種連携について】
① 本人が望む看取りや急変時等、在宅医療充実のために在宅医師が増えることや

医療関係者が専門性を発揮でき、地域の人に支えられる 24時間365日を想定

した体制づくり
② 入退院が必要な時、スムーズな連携が取れ支援できる体制づくり
③ 一人暮らし、老老介護、認知症、病気があっても地域で暮らし続けられる体制づくり

4）教育・研修
第１回在宅医療・介護・福祉連携推進研修会

開
催

研
修
内
容
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第２回在宅医療・介護・福祉連携推進研修会・交流会

日 時 平成２６年３月１日（土） 14:00～17:30
場 所 研修会：霧島市隼人町「隼人農村環境改善センター」

交流会：霧島市隼人町「姶良地区医師会館 ホール」
参加者 ２４８名

◆ 開会挨拶 姶良地区医師会 佐藤昭人 会長
◆ 発 表 「在宅チーム医療体制づくり事業」について

姶良・伊佐地域振興局
「在宅歯科医療連携体制整備事業について」(多職種連携に向けて)
姶良郡歯科医師会長

「薬剤師の在宅訪問と姶良地区の現状」
姶良郡薬剤師会 地域医療介護連携担当理事

◆ グループワーク

＜事例発表＞ 吉満内科クリニック 院長 吉満 彰 先生
目 的 「在宅医療の更なる普及を目指して」
テーマ 「他職種間の理解を深めるために～事例を通して」

◆ 診療報酬改定の最新情報について
◆ 姶良郡三師会主催による名刺交換会及び懇談会

4）教育・研修
第２回在宅医療・介護・福祉連携推進研修会

開
催

研
修
内
容

4）教育・研修： スキルアップ研修

対 象 ： 姶良伊佐訪問看護ステーション 看護師 21名

日 時 ： 平成２５年１２月２４日(土） 14：00～16：00

会 場 ： 姶良地区医師会会議室

講 師 ： 総合病院鹿児島生協病院
集中ケア認定看護師 中川 美穂 先生

内 容 ： 「訪問看護に必要なフィジカルアセスメント」

感 想 ： 細やかな説明は、明日からの現場に活かせる。
呼吸音の聞き取りはまだ難しい。シリーズで学びたい。

個人のスキルアップにつながる。
今後、多職種との連携に活かせる。
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５） 対外的組織との連携

医療介護福祉関係団体の会への出席 実施日

１）行政等の関係会議 ・霧島市高齢者施策委員会
・姶良、伊佐地域認知症施策推進会議

２）各機関主催の会 ・認知症疾患医療連携協議会
３）小グループ任意の会 ・歯科 KSB研修会

・霧島市ケアマネの会「あしたば」
・姶良伊佐ケアマネ協議会研修会

（みそめ館）
４）地域包括支援センター ・霧島市地域包括ケア会議

11/27
2/25
2/25
1/17

1/17 ･2/14
1/11

2/24

他機関への訪問 実施日

1）行政
２）医療機関（歯科・薬剤師等） ・コーディネーターによる訪問
３）福祉機関 等 （各職種リーダーとの連携） 1/2７～

３.今後の計画
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姶良地域の課題と平成２６年度の取り組み

目標 課題 事業項目 実施内容

①在宅医師の
確保

●在宅医療に取り組む医師の不足
●夜間急変時の不安
●かかりつけ医同士のチーム体制、
連携が弱い

●医師の高齢化

●診療報酬上の課題

・在宅医療を担う医師を増やす
・内科、外科、耳鼻科、眼科、皮膚科、
整形外科等の連携
・２４時間補完しあえる後方支援体制
の構築

・経営安定化のための方策

・在宅医療を実施する医療機関の現状把握
・在宅協力医のネットワークづくり
・リタイヤ医師の把握
・医師同士の連携体制づくりの検討
・在宅支援診療所と入院施設との連携体制の
検討
・三師会による在宅医療に関する診療報酬の
勉強会

②訪問看護・
訪問介護の確保

●２４時間対応の訪問看護師や訪
問介護士の不足

・在宅医療に従事する人材の確保 ・在宅医療従事者の現状把握

③専門職の
技術の向上

●医療ニーズ高い患者への対応
が難しい

・医療技術に関するスキルアップ修
会の開催

・技術研修会の開催

④関係機関の
連携促進

●入退院がスムーズにいかない
●情報の共有ができない
●ケアマネタイムが活用されにくい
●行政や多職種の連携不足
●医療・介護資源の役割や集約が
できていない

●老老介護のため家に帰れない

・主治医とケアマネの相互連携体制
の構築
・多職種の役割分担と相互理解を
図る
・在宅医療の環境整備

・連携シートの標準化
・情報共有システムの検討
・多職種による事例検討会、グループワークの
開催
・外来、入院時に在宅へ向けたとり組み
・資源マップの作成

⑤住民意識の
向上

●在宅医療や看取りについて知識
がない

・在宅医療の普及啓発
・自治会や民生委員等との連携強化

・住民への意識調査及び分析
・市民フォーラムの開催
・地域ごとに健康講話の開催
・パンフレット･ポスターの内容検討

⑥相談支援体制
の構築

●在宅医療について相談できる窓
口がない

・相談窓口の整理と明確化 ・情報整理窓口の把握と周知

今後の計画

「地域と共に歩む在宅医療・地域包括ケア体制作り」

今後の計画

①在宅医療を実施する医療機関の現状把握と推進
②住民意識調査の実施
③在宅医療の普及啓発
・市民公開講座の開催
・かかりつけ医による小規模地域での健康講話
・パンフレット、ポスターの内容検討
④現在の取り組みの充実 など



12

ご清聴 ありがとうございました


