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曽於地域の特徴

人口

曽於市 39538人

志布志市 32250人

大崎町 14429人

都城市

志布志市大崎町

曽於市
高齢化率

曽於市 34.7％

志布志市 30.3％

大崎町 32.2％
（国勢調査調べ）

（国勢調査調べ）

曽於地域の二次医療圏としては、
曽於市・志布志市・大崎町の2市1町である。



曽於地域の特徴
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大隅曽於地区消防組合（Ｈ20～24）
都城市搬送分出場先（n=4.256）

曽於市や志布志市は
県境に面している。

都城市搬送分出場
件数の90％が曽於
地区の北部（末吉
町・財部町・大隅
町）が占めている
実情がある。



曽於地域の特徴
 ①高齢化率が高い。

 ②救急搬送先が都城市となることがある。

 ③都城市の病院から曽於地域に戻る際、県をまたぐため調整に時間がかかる。

曽於地域で在宅医療を進めていくための課題

①医師や医療従事者、事業所などの不足

②在宅医療に関わる多職種や行政等の連携体制不足

③在宅医療についての地域住民の周知不足



平成26年度の
曽於医師会の活動



在宅医療に関する住民アンケート

実施地区 実施期間 対象者 配布数 回収数 回収率

曽於市
平成２５年度曽於市と
協動にて実施済み

在宅介護者
一般高齢者
若年者

1500名 1391 92.7％

志布志市
平成２６年６月１７日
～平成２６年８月１８日

民生委員
特定健診受診者

896名 890 99.3%

大崎町
平成２６年６月２６日～
平成２６年７月１１日

民生委員
長寿・特定健診受診者

240名 210 87.5%



住民アンケートの結果
在宅医療を知っているが経験者が少ない。

在宅医療や緩和ケアの関心はある。

訪問看護は知っているが、在宅訪問薬剤指導は知らない。

地域包括支援センターを知っているが、相談したことがない。

自宅療養を希望するが、現実は厳しいと思っている。

最期は自宅で迎えたいと思っている。

改めて住民の意向を知り、在宅医療の普及啓発
の重要性や多職種連携の必要性を感じた！！



在宅医療推進研修会（三師会）

医師を含め、三師会の先生方の理解が不可欠であると感じ、
鹿児島県医師会 副会長 野村先生を講師に招き、多数の参加を頂きました。

鹿児島県医師会 副会長

野村秀洋 先生

曽於医師会
会長

曽於郡歯科医師会
会長

そお薬剤師会
会長

演題：「診療報酬から見た在宅医療の現状と未来
～多職種連携の意義～」

参加者の方からは、「とても勉強になった。」や「このような研修会や
懇親会などを通じて、顔見知りから始まり連携構築まで繋げていけたら
良い。」など前向きな意見が聞かれ、開催意義を感じた。



平成26年9月2日（火）南日本新聞に
記事が掲載されました。



在宅医療推進研修会（多職種連携研修会）

◆対象者：曽於地域で働く医療・保健・福祉関係者

（医師 歯科医師 薬剤師 看護師 リハビリ職 社会福祉士

退院調整関係者 介護支援専門員 介護職 保健師 栄養士

歯科衛生士 地域包括支援センタ―職員 行政職員 等）

演題：多職種連携による地域包括ケア研修会
～「ごちゃまぜ」で顔の見える関係を作ろう

演者：公益社団法人地域医療振興協会
・揖斐郡北西部地域医療センター長
・シティータワ―診療所 医師

吉村 学 先生

台風接近
中でした
が参加者
145名



ごちゃまぜ研修では、事例をもとに自分の

職種ではない職種のキャラクターになり

きって、最後は各班で寸劇をしました。

班によっては、医師が患者役になり腰をか

がめて机の周りを歩く姿も見られ、終始参

加者の笑顔が絶えませんでした。

前座では寸劇で、和やかな雰囲気に…

研修前にアイスブレイクでグループの輪を作りました♪

宮崎医大生も4名参加されました。



平成26年
10月15日（水）の
南日本新聞に
記事が掲載
されました。



住民普及啓発活動

作業部会の住民普及啓発・講演会班の方にも寸劇に参加して頂
き、吉村学先生のごちゃまぜ研修の前座でも寸劇発表をしてい
ただきました。
自主的に練習もしていただき寸劇を通して、作業部会の輪も深
まりました。

連絡協議会員でもある大崎町役場職員の劇団「ぼっけっもん」に
指導を受け、コーディネーターも寸劇デビュー♪
サロンで活動し、サロン参加の高齢者やボランティアの方々に喜
んでもらえた。
寸劇を活用することで、特に高齢者は「ほ～医師会がそげなこと
をしてくるっどかい？」と話を興味を持って聞いていただいた。

寸劇



地域在宅医療推進連絡協議会

【構成団体】
（前年度）20団体・行政→（今年度）22団体・行政
曽於医師会・曽於郡歯科医師会・そお薬剤師会・大隅曽於地区消防組合

訪問看護ステーション・地域住民・曽於栄養士会・行政機関・地域包括支援センター

大隅地域振興局・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・鹿児島県看護協会

鹿児島県理学療法士協会・鹿児島県社会福祉士協会・社会福祉協議会・訪問入浴介護事業所

鹿児島県歯科衛生士会・鹿児島県訪問ヘルパー協議会・鹿児島県介護支援専門員協議会

病棟看護師

★今年度より消防・病棟看護師・新設の訪問看護事業所が
参加し７9名になりました。



作業部会発足

入院退院支援班 多職種連携促進班 住民普及啓発・講演会班在宅２４時間対応班

リーダー：訪問看護師 リーダー：医師 リーダー：保健師リーダー：社会福祉士

地域在宅医療推進連絡協議会

在宅医療推進チーム会

在宅医療推進支援室事業運営委員会

（作業部 リーダー部会）

作業部会

部員：１１名 部員：１２名 部員：１２名 部員：１０名

曽於地域における在宅医療推進に関わる検討体制入院退院支援班
入院した時点で在宅を見
据えた関わりが出来るよ
うに協議する。
（例）地域統一の入院退院

シートの作成
事例検討 など

在宅24時間対応班
地域住民が安心して在宅療
養するにはどのようにすれ
ば可能か協議する。
（例）在宅診療をする医師の支援

体制
訪問看護師の活動範囲拡大
緊急時対応
地域見守り隊やボランティ
アの活用
事例検討 など

多職種連携促進班
多職種が顔の見える関係を構築
し連携していくための専門職や
多職種が集まる研修会や懇親会
などを協議する。また、各専門
職種のスキルアップが図れる勉
強会を開催。
（例）10/11の吉村先生研修の企画運営

専門職や同職種の企画運営 など

住民普及啓発・講演会班

地域住民が在宅で療養できると
いうことを知り理解してもらう
ためにはどうすればよいか協議
する。
（例）寸劇の活用

パンフレットの活用
マイライフノートの活用
地域のサロンでの活動
認知症などの住民向けの講演会企画 など

連絡協議会員全員に投げかけ、
参加希望者によって構成。

決定事項などは、必ず各会へ報告し最終的
には連絡協議会で決定していく体制。



作業部会の活動
第1回作業部会は顔合わせ・統一意識のため4班合同
第2回以降は、各班の協議内容や進捗状況によって

①入院退院支援班

第1回連絡協議会へ提出する事例を検討・協
議。「在宅医療は出来る」という気持ちになる
ように成功事例を集めた。

①入院退院支援班
⇒入院時から在宅を視野に入れた関わりを
するにはどうするかという視点で。

②在宅24時間対応班
⇒ＡＬＳ患者の事例を通して、どうして在
宅療養生活が維持できているのかという
視点で。

②在宅24時間対応班



作業部会の活動

③多職種連携促進班

④住民普及啓発・講演会班

10月11日の吉村学先生の研修を運営するため
に、役割分担を決めた。
研修後のアンケートも部員で作成し、今後多
職種が連携図れるために各職種がどのような
思いがあるかなどを引き出せる内容にし、今
後の研修会などの企画運営に活かせるような
アンケートとなるように協議した。

寸劇が未経験者がほとんどだが経験者に
教えてもらいながら楽しく活動してい
る。部員の中には、地域の住民代表（民
生委員）も参加していて、住民の思いや
地域の活動情報も拾いやすい。また、マ
イライフノートを活用したサロン活動を
すでにしている部員もいて、多彩な住民
普及啓発活動を期待している。



平成26年度 第1回連絡協議会 9月30日（火）19：00～

「地域包括支援センターの役割と活動について」
２市１町を代表して大崎町地域包括支援センター
の方に講演して頂きました。

４つの作業部会のリーダーに今年
度の活動報告をして頂きました。

住民普及啓発・講演会班は寸劇披露

笑いの渦事例検討会では作業部会の入院退院支援
班と在宅24時間対応班の２班から成功
事例の情報提供をして頂き協議した。



 都城市の医療機関より家族のいる曽於地域で在宅療養を希望す
るＡＬＳ患者の依頼を受け、主治医（都城市）と地域のかかり
つけ医、多職種が連携し現在でも在宅療養が維持できていると
いう成功事例を協議した。

事例検討では

協議員の各職種も成功事例に驚いたが、協議員の医師も「医
療度の高い患者でも多職種で連携すれば在宅でも療養が可能
なのだ」という声が聞かれた。



 地域性や医師の専門性もあり都城市の医療機関に頼る現状も
あるため、いざ地域に戻ってくるときに住民が安心して曽於
地域で在宅療養が送れるようにするためには、県をまたいで
の多職種連携が必要不可欠である。

都城市（宮崎県）の行政も巻き込んで

多職種で連携していく必要がある！！

宮崎医大生も参加され、学生のう
ちから多職種の仕事を理解できる
人材育成の重要性を再認識！！

ごちゃまぜ研修でも…


