
平成２６年度 鹿児島県医師会

「在宅医療実践医師会活動報告」

姶良地区医師会

在宅医療推進地域支援事業



１．姶良地域の概況
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霧島市
127,552人

姶良市
76,114人

湧水町
10,332人人 口



湧水町

６５歳以上・７５歳以上の人口推計 2013年10月
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姶良市霧島市

霧島市
22.5％

姶良市
25.9％

湧水町
35.1％

高齢化率



霧島市 姶良市 湧水町 合計

医療機関 ９２ ６１ ７ １６０

歯科医院 ５１ ３4 ３ ８８

薬局 ５０ ３９ ８ ９７

訪問看護ステーション １１ ６ ０ １７

居宅系サービス １９９ ９７ ２７ ３２３

地域密着型 ５４ ２５ ３ ８２

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 ５０８ ２８５ ５３ ８３６

姶良地域：資源（事業所数）

平成２６年１０月現在
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２．事業の活動内容



在宅医療推進
連絡協議会

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
地域資源の発掘
と体制構築

在宅医療推進
チーム連絡会

事業運営委員会

広報･啓発

調査･課題抽出･
分析

教育・研修
（スキルアップ）

運 営 組 織
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連 携

三師会

市町行政保健所

サービス事業所



平成２６年度上半期活動内容

Ⅰ） 多職種連携の課題
に対する解決策の抽出

・在宅医療推進連絡協議会
・事業運営委員会
・広報・啓発活動検討会でのパンフレット・スライド作成

Ⅱ） 医療従事者の
負担軽減の支援

Ⅳ） 在宅医療に従事する
人材育成

Ⅴ） 在宅医療に関する地
域住民への普及啓発

・医療・介護資源リスト作成
・入退院時の情報共有連携シート作成

・徘徊模擬訓練・長寿大学での講話・民生委員への講話
・地域イベントでのＰＲ活動
・認知症啓発用ＤＶＤの配布・活用

・三師会と訪問看護師との研修会・交流会
・スキルアップ研修会

Ⅲ） 効率的な医療提供の
ための多職種連携

・ニュースレター（れんけあニュース）
・多職種連携推進研修会・講演会の実施
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Ⅰ. 多職種連携の課題に
対する解決策の抽出



第１回在宅医療推進連絡協議会
日 時： 平成２６年７月２９日（火） 19：00～

場 所： 姶良地区医師会館 ホール

在宅医療の好事例 として

「在宅医療：本人の望む生活に向けた連携」

姶良地区医師会訪問看護ステーション 上薗室長

ご本人とご家族からの報告

在宅医療推進連絡協議会で好事例を発表

事例発表

推進チームグループリーダーより
進捗状況と取り組みについての報告

設置要綱並びに２６年度事業計画

意見交換

協

議

事

項

①「２４時間連携のための看取りや緊急時の対応について」
吉満内科クリニック院長吉満彰先生
②「入退院時のスムーズな連携」
国立病院機構南九州病院 地域医療連携室長 前田 宏 氏
③「望ましい療養生活の姿」
霧島市保健福祉部こども発達サポートセンター

副所長入口芳子氏

胃ろう、寝たきり、要介護５か
ら、歩行・草取り・口からの食事
ができるまで回復されました。
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・住民啓発用パンフレットとスライド作成
【事例】は実例をもとに作成。

スライドは医師が講話やサロン活動をする際の教材ツールとして作成。

事業運営委員会【広報・啓発活動検討会】
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・講師として地域の医師の協力を得やすい
・講師の資料作成に対する負担軽減
・「共通した情報の提供」＋「講話」

メリット教材ツールの作成



Ⅱ. 医療従事者の
負担軽減の支援



医療従事者の負担軽減の支援（作業部会）

24時間連携・看取り

・急変時対応

• 24時間対応の在宅医療
提供体制を充実するとと
もに、在宅医療に取り組
む医師の負担軽減を図
る。

• 159件の医療機関へ在
宅診療に関する調査を
実施。昨年度の回収が
87件(回収率55%）。本
年度、未回答の機関に
更に調査し現在、計138
施設から回答（回収率
87％）

• 「訪問診療が可能」
⇒68施設（49％）

入退院時のスムーズな

連携（標準化ツール）

• 医療機関と居宅介護事
業所間の入退院時にお
けるスムーズな連携を目
指し、情報共有のための
標準化シートを作成。

地域資源の発掘と

体制構築

• 地域における医療・介
護・福祉資源に関する情
報を把握し、医療機関か
ら在宅に戻る際の資源を
整理したリストを作成中
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地域連携室（MSW）、病院（医師、看護師）

行政、訪問看護ステーション（看護師）、居宅
介護事業所（ケアマネ）、小規模多機能ホー
ム（看護師）

●平成２５年度に実施した調査において

抽出された課題

・医療と介護の情報共有が不十分

・入退院がスムーズにいかないケースがある

医療と介護が連携することで、入院によって患
者の生活が分断されることを最小限に留めるこ
とを目的とする。そのためには、標準化した情報
共有のためのツールが必要

作業部会の課題

目指すところ

作業部会構成委員

入退院時の標準化ツールの作成 （作業部会）
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医療機関
居宅介護支援
事業所

画一化されたシート
の活用により円滑な
情報共有が可能

入退院時の標準化ツールの作成 （作業部会）

介護支援連携指導料
（２回に限り算定）

入院時・情報連携加算

～入院時～
入院時連携書式

～退院時～
介護支援連携指導票
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１．医療と介護をつなぐ必要最低限の情報とし、 ２．診療・介護報酬加算が算定される

シート記入の負担を軽減する。

シートづくりの際のポイント

シートの活用を普及する
在宅医療に携わる医療機関を増やす

入退院時の標準化ツールの作成 （作業部会）

入院時シート 退院時シート
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作業部会にてそれぞれの
事業所で使用しているも
のを持ちより、様式を検討

退院時シート ７ 医療機関
(有床診療所を含む)

入院時シート １２ 事業所
への試行運用の説明

シート作成

入退院時の標準化ツールの作成
～連携シート活用までの流れ～

８月１日
～１０月３１日

試行開始

途中経過として、実際
使ってみた現場の意見
を集約（８月末）

聞き取り調査

意見を基に内容を再検討。修正
を加えたシートで更に試行を継
続。同時に質問に対するQ＆Aも
作成・配布（９月１日～）

修正及びQ＆A

３か月間の試行後の意
見を再度集約。最終シー
トを作成。必要があれば
試行を延長。

最終シート作成

医療機関・事業所への
シートの配布及び運用に
向けての説明

運用に向けての調整

平成27年4月を目標に
姶良地区内の医療機関や
各事業所での運用開始

試行に向けての調整
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Ⅲ. 効率的な医療提供の
ための多職種連携



多職種連携に向けた研修会等の開催

日 時：平成２６年５月７日（水）10：00～

場 所：霧島市溝辺「かごしま空港ホテル」

参加者数：１０８名
「地域で生きる為に在宅医療がでること」

吉満内科クリニック 院長 吉満 彰先生

日 時：平成２６年７月１９日（土）14：00～17：00

場 所：霧島市「隼人農村環境改善センター」

参加者数：１１６ 名
「地域包括ケアシステムと在宅医療の位置づけ」

垂水市立医療センター垂水中央病院
療養支援室 部長 池田 忠先生

「高齢者総合的 在宅機能評価（ＣＧＡ）の
臨床応用とその意義」

垂水市立医療センター垂水中央病院
循環器内科 部長 桑波田 聡先生

○平成２６年度 在宅医療・介護・福祉連携推進研修会

○姶良・伊佐地区老人福祉施設協議会 施設長会
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Ⅳ. 在宅医療に従事する
人材育成



研

修

内

容

日 時： 平成２６年８月３０日（土）

15:00～17:40

場 所： 姶良地区医師会館

参加者： ６０ 名

内訳： 医 師 ７ 名

歯科医師 １１ 名

薬剤師 ８ 名

看護師 １７ 名

保健師 ５ 名

歯科衛生士 ３ 名

その他 ９ 名

姶良地区医師会 佐藤昭人会長

①「お口いきいき診療連携システム」

姶良郡歯科医師会公衆衛生理事 尾畑俊和先生

②「薬剤師による在宅訪問」

姶良地区薬剤師会地域医療介護連携委員会担当理事岩切大輔先生

③「訪問看護師が出来ること

～住み慣れた地域で安心して暮らすために～」
訪問看護ステーションこもれ陽管理者梅田香代様

④「姶良地区の訪問診療の現況」

姶良地区医師会副会長 岩谷眞宏先生

「地域の身近な困りごとや、悩み
“○○なことがあるけど、○○に頼めるの？”

～それぞれの職種への相談事～」
・検討内容発表
・講評 姶良地区医師会小牧伸一郎在宅医療担当理事

・名刺交換会及び懇談会

乾杯 姶良郡歯科医師会 会長 奥淳一先生

姶良地区薬剤師会 会長 福森 淳先生

～姶良郡三師会と訪問看護師との研修会・交流会～
共催：在宅歯科医療連携体制整備事業

日 時

場 所

参加者

挨 拶

各団体の在宅医療に係る現況報告

グループワーク

交流会

閉 会
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 姶良地区の三師会（医師会、歯科医師
会、薬剤師会）は、以前より研修会・
交流会を開催する等、密な連携を図っ
ていた。今後は他の職種も交えた連携
強化が重要。

 医師より訪問看護ステーションの活動
内容についてよくわからないとの声。

 歯科医師会、薬剤師会が在宅医療を推
進したいが、きっかけがないとの声。

1. グループワークや交流会を通して、顔
の見える関係を構築する

2. 多職種の在宅に係る活動や業務内容を
理解する。

3. 在宅医療における地域毎の現状や課題
を共有する

～姶良郡三師会と訪問看護師との研修会・交流会～

背景 目的
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「○○なことがあるけど、○○に頼めるの？」
～それぞれの職種への相談事～

医師会へのお願い
• 夜間や土日など、主治医が不在時の対応。医師・医療機関間の連携のお願い（看護師）

• 往診をしてくれる医師情報がほしい。（眼科や皮膚科など）

歯科医師からの相談

薬剤師からの相談

訪問看護師からの相談

• 歯科受診にマイナスイメージを持っている患者に対し、多職種との連携で解決できないか

• 口腔の状態もチェックし、歯科に情報提供をしてほしい。

• 嚥下状態の悪い患者の相談を誰にしたらよいか

• 認知症患者で、服薬量が守られていない患者に対して、薬剤師との連携をどのように
とっていけばよいか。

• 多職種とどのような形で連携し、患者支援ができるのか。

（専門以外の質問について誰に相談したらよいのか、認知症患者の服薬支援など）

～姶良郡三師会と訪問看護師との研修会・交流会～
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アンケート結果

・普段顔を合わせて話しをする機会がないので、このような顔の見える関係づくりの研修会は

とてもよかった。

・訪問看護が在宅医療に大変期待されていることがわかり、それぞれの意識が高まった。

・それぞれの職種がお互い思っていることを伝えることができ、また相手の想いも知ることができて

この事業（研修会）の意味を理解することが出来た。

・訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝがない地域も近隣のｽﾃｰｼｮﾝとの協力でカバー出来ることがわかった

・在宅はチーム連携が重要であることを再認識できた。チームとして動くことの意義なども考えるこ
とができた。

・時間がもっと欲しかった。このような三師会と専門職との会を定期的に行うことが必要

参加者の声

姶良郡三師会と訪問看護師との研修会・交流会

できた
36%

まあまあで

きた
58%

あまりでき

なかった
6%

１.交流が十分できましたか

深まった
47%

まあまあ深

まった
51%

あまり深まら

なかった
2%

２．在宅医療における各職種の役割や
活動内容について理解が深まりましたか

医療部門の各職種が連携し

在宅医療体制を構築するための一歩が踏みだせた
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在宅医療に従事する人材育成のための講演会

○看取りに関する講演会

（姶良地区医師会 医師の日勉強会との共催）

日 時：平成２６年４月２３日（水）19：00～

場 所：姶良地区医師会館 ホール

参加者数 ４７名

「看取る人と看取られる人～医療チームに参加した

僧侶の経験～」

浄土真宗本願寺派善福寺住職長倉伯博 氏

死に直面した本人や、それを看取る家族の思い・葛藤を僧侶の

立場からお話し頂き、医療とは違う視点での看取りについて学ぶ

ことができました。

会場では涙を流し、話に聞き入る参加者の姿が印象的でした。
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Ⅴ. 在宅医療に関する
地域住民への普及啓発



○ 姶良市松原地区「かたってみろかい してみろかい」徘徊模擬訓練

認知症理解についてのスライド説明。在宅医療推進地域支援事業の説明。

寸劇・訓練…家を飛び出し徘徊している認知症役の方を参加者

がグループに分かれて探しに行き、声掛けし一緒

に帰宅(公民館)する訓練。

グループワーク…小学生から高齢者まで同じグループで、訓練

の成果や今後の取り組みについて話し合い、発表。

警察署長より…徘徊者を見かけた場合の通報について講話。

○「たけちゃん一座」による寸劇ＤＶＤによる普及・啓発

昨年度作成した、姶良地域の福祉施設や行政

の方々で結成した劇団「たけちゃん一座」のＤＶＤ

を配布。

また、そのＤＶＤを活用し、認知症等になっても

家族・住民・在宅医療関係者の連携により、住み

慣れた地域で暮らし続けることができることを、事

業所や関係施設等で広報・啓発した。

普及・啓発活動

どこに行かれ
るんですか？
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普及・啓発活動

長寿大学での講話

◇「歯科医師とのつきあい方～お口の健康を保つため～」

◇姶良郡歯科医師会 会長 奥 淳一 先生

◇出席者：老人クラブのメンバ― ４０名

◇本事業取り組みの説明と口腔ケアと全身疾患との関係、

在宅でできる歯科診療、生涯付き合えるかかりつけ医を
持つ重要性、ケアグッズの説明など併せて講話

民生委員児童委員協議会での事業説明

◇「在宅医療推進地域支援事業について」／姶良地区訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 上薗妙子 室長

◇出席者：霧島市隼人地区民生委員 ６６名

◇本事業取り組みの説明と在宅医療の重要性、地域の支えや見守りが必要であることを

在宅医療の事例を交えながら講話

「ペコロスの母に会いに行く」上映会

◇認知症の母親とその息子の愛おしくも切ない毎日をコミカルに描いた映画。
◇観覧者：約１０００名
◇ブースでの本事業のＰＲ、リーフレットやマグネット配布

ペコロスアンケートで
認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ活動へ
賛同した住民（２００名）

地域の医療・介護関
係事業所や各団体

協働
～認知症になっても住みやすい

まちでありますように～ 27



今後の取り組み



今後の取り組み・予定している計画

・連携シートの完成、完全運用に向けて
の最終調整

・資源リストの試行及び活用への調整

・在宅医の連携強化に向けた体制作り

Ⅱ）医療従事者
の負担軽減

・「ケアマネジャーと三師会」など
各職種と三師会との研修会

・多職種参加の在宅医療福祉研修会・
交流会（講演会・グループワーク）

・地域・ブロック毎のグループワーク

・コーディネーターによる各団体・
事業所へのアウトリーチ

Ⅲ）多職種連携

・在宅での看取りスキルアップ研修会

・移動・移乗介助方法の講習会

・口腔ケア（歯科医師会との協働）

・服薬方法（薬剤師会との協働）

Ⅳ）人材育成

・姶良地区健康セミナー（10/27）

・在宅福祉アドバイザーや民生委員への
研修・講話（10/22、10/24）

・市民フォーラムの実施（11/24）

・各地域での健康福祉まつりのブース
出展・PR活動

・パンフレットやスライドを活用した
サロン活動や公民館単位での講話

・認知症サポーターとの地域ネットワー
ク構築

Ⅴ）普及・啓発

・課題解決に向けた会議等の開催

Ⅰ）課題に対する
解決策の抽出
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ご清聴ありがとうございました

30


