
1

平成２７年度 鹿児島県医師会

在宅医療提供体制推進事業活動報告

公益社団法人
薩摩郡医師会

～住み慣れた地域で尊厳をもって
暮らし続ける為に～

管内の総人口52,066人（2010年現在）
65歳以上の人口18321人
高齢化率：３５．２％
医療機関等
病院：６ 診療所：３１ 医師数：６１
歯科：１９ 調剤薬局：２３
訪問看護ステーション：２
介護施設等
介護老人福祉施設：１０
介護老人保健施設：４
グループホーム：１１
小規模多機能：６
特定施設入居者生活介護：３

医師会会員年齢表（2014年現在）
30代：1名 40代：12名
50代：23名 60代：13名
70代：7名 80代：3名
90代：2名

薩摩郡医師会の概要

さつま町と薩摩川内市の一部（樋脇、入来、東郷、祁答院、甑島）
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薩摩郡医師会管内地域の現状

さつま町人口 22,628人 （65歳以上の高齢化率 36.3％：Ｈ２６）

【地区別高齢化率】

◆薩摩地区 43.1％ ◆鶴田地区 36.3％ ◆宮之城地区 33.7％

・薩摩地区は高齢者単独世帯が多い

薩摩川内地区 4町人口 21,245人(65歳以上の36.7％)

◆祁答院町（39.0％）◆東郷町 （34.2％） ◆樋脇町（36.2％） ◆入来町（37.3％）

在宅医療を取り巻く状況

（さつま町） 19医療機関
・在宅療養支援病院 1件 ・在宅療養支援診療所５件
・訪問診療を行っているが、届出をしていない医療機関：４件
・訪問看護ステーション（１）

（薩摩川内地区） 12医療機関（甑島を除く）
・在宅療養支援診療所３件
・訪問診療を行っているが、届出をしていない医療機関：７件
・訪問看護ステーション（1）

薩摩郡医師会が取り組む事業

①在宅医療における多職種連携の推進

②在宅医療に係る人材育成

③地域住民への普及啓発
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01/23/14

多職種連携の課題の抽出

•医師へのアンケート調査
•在宅医療関係機関へのニーズ調査
•会議での意見交換
•医療機関をはじめとする関係機関の訪問活動
•研修会等でのアンケート調査

対策： １）あらゆる機会での意見交換

２）訪問看護ステーションに関する研修会

３）専門職による研修会

４）多職種連携の事例の研修会

５）退院支援にまつわる事例検討会

課題： １）在宅医療に関する知識不足
２）他職種に関する理解不足
３）医療と介護の連携不足
４）同職種間の連携不足

多職種連携の課題
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平成26年度薩摩郡医師会在宅医療推進活動計画

課 題 事業内容 活動内容 担当

在宅医師の
確保

在宅医師の負担軽減 在宅協力医ネットワーク作り 訪問診療を行っている医師の実態を知る
在宅医と後方支援病院との意見交換会の開催

支援室

後方支援ベッドの確保 かかりつけ医と後方支援病院と
の情報共有

各医療機関の現状調査
緊急時連携シート作成と活用

24時間体制班

訪問看護・
訪問介護の
確保

24時間の訪問看護や介
護を提供できる体制

訪問看護ステーションの活動に
ついて知る

訪問看護についての研修会を行う
在宅医と訪問看護ステーションの意見交換の
場を作る

支援室

関係機関の
連携促進

受入可能な患者の条件
が不明（疾患、看取り
など）

施設における可能な医療行為を
知る（看取りの実態を知る）

施設への聞き取りにて看取りの状況、苦労し
ている事などを明確にする

支援室

関係機関との連携上の課題を明
確にする

退院支援における各職種との連携体制作り
事例検討会を開催する

退院支援班

住民意識の
向上

在宅医療や看取りにつ
いて知識がない

在宅医療について患者家族に理
解してもらう

各地域毎の集まりで在宅医療の説明を行う
住民の意識調査を行う
広報紙・パンフレットの発行

支援室
調査広報班
企画研修班

相談支援体
制の構築

連携を行う上での相談窓
口がわからない

地域（本人・家族・民生委員）
から地域包括支援センター・関
係機関に繋がるシステム作り

今ある資源を明確にする
地域資源マップを作る

支援室
調査広報班

専門職の技
術の向上

多職種に関する知識不足
在宅での看取りに関する
知識不足

在宅や施設における看取りの事例

を学ぶ
それぞれの専門職の役割を知り、

在宅における連携の在り方を学ぶ

事例を通した多職種のカンファレンスを行う
多職種研修会の開催

企画研修班

平成26年度～27年度活動計画

在宅医療推進連絡協議会

在宅医療推進チーム会議（構成員４３名）

在宅医療推進チーム会議（リーダー部会）（構成員 １３名）

目指すもの：高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できる地域包括ケアシステムの構築
【目標】
①在宅医療を担う医療、福祉、行政の多職種が連携し在宅医療の体制づくりを推進する
②在宅での療養を希望する人の生活を支える為、在宅医療の選択方法についての理解促進や地域の支え合いのしくみをつくる

在宅医療推進支援室

薩摩郡医師会事業運営委員会

検討課題
①多職種研修会（懇親会）
②住民向け研修会
・住民フォーラム（年1回）
・出前講座（サロン・各種会
議；随時）

検討課題
①住民向けアンケート調査
②住民への広報
③資源マップ作成
④パンフレット作成

検討課題
①在宅協力医ネットワーク作り

②かかりつけ医と後方支援病院と
の情報共有（緊急時連携シートの
検討および作成）

検討課題

①医療機関から在宅への連携方
法（医療から介護へ）

②多職種連絡会（具体的事例検
討）

退院支援班２４時間体制班調査・広報班
△

企画・研修班

薩摩郡医師会管内における在宅医療の推進体制

活動内容
・各委員会の補佐
・訪問活動（行政、医療、介護施設等）
・医療介護従事者研修会企画、広報

在宅医療における多職種連携の推進
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薩摩郡医師会在宅医療推進各委員会の様子

事業運営委員会 連絡協議会 リーダー部会

企画研修班 調査広報班 24時間体制班退院支援班

リーダー部会を開催する事で、推進チーム会議で話し合う方向性が明確になった

会議を重ねる毎に、意見が活発に出されるようになった

第1回在宅医療連絡協議会・推進チーム合同会議（Ｈ２６年１月１４日）

①薩摩郡医師会管内住民の望ましい終末のあり方

・本人は自宅で過ごしたいが、家族は難しいという思いがある

・看取りはこわいと思っている人もおおい

・夜間や休日の急変時の対応は難しい。当番医と専門病院の連携が必要

・経済的負担が大きい

・健康な介護者がいないと在宅医療はむずかしい

②今回の事業に対する薩摩郡医師会の役割（望む事）
・さつま町では、かかりつけ医や急変時の連絡もだいたいむすびついているが、もっと強化する必要があるのではないか

・医師会病院が急変時の対応をしっかりしてくれる事が大事。

・連携を上手に行い現状維持に努力する。

在宅医療を取り巻く課題の抽出：意見交換

在宅医療における多職種連携の推進
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さつまクリニック：草野医師 ますざき医院：益崎医師木原医院：木原医師

わかばクリニック：堀之内医師愛宕山診療所：角倉医師

診療の合間の往診 ⇒ 山間部は3件が限度

在宅医療における多職種連携の推進

在宅医療に従事する医師の現状をしる

「豪雨や降雪の時期は、自分達も身の危険を感じる場所だから、訪問看護ステーションへもなかなか頼めないよ」
と会長は言われる。要介護状態となり、通う事が出来なくなった住民への医療提供の現場を通し、都市部との提
供体制との差を痛感した。

考えたこと

１．患者様の情報があれば後方支援病院の受入もスムーズになるのでは？

２．意見交換会を開催し、現在の困り事などそれぞれの立場で意見を出してみ

てはどうか？

３．２４時間体制には、訪問看護ステーションは不可欠だけど、管内には２ヶ所

しかない。現状はどうなのか？キャパ的に大丈夫なのか？

・「豪雨や降雪の時期は、自分達も身の危険を感じる場所だから、訪問看護ス
テーションへもなかなか頼めない」
・２４時間３６５日一人で、外来診療をして、在宅医療まではなかなか難しい
・不在時に患者が急変した場合、後方支援病院が必ず対応してくれるのか不安
・在宅医同士の協力依頼は、あまり顔見知りで無い為、頼みにくい

訪問して在宅医から聞かれたこと（思い）

在宅医療における多職種連携の推進
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平成26年度の活動のテーマ
「やれる事、やれる所からやろう」

01/23/14
目標２：地域住民への啓発活動をあらゆる方法で行う

目標１：在宅医療を実践している医師と後方支援病院の良好な連携
体制作り

【在宅医】 後方支援病院との連携が
ないと安心して在宅医療を広げて行
けない

薩摩郡医師会
草野会長

在宅医療における多職種連携の推進

在宅医療推進チーム会議で、緊急搬送時の情報提供書について検討

在宅医療連携シート完成

救急搬送時の情報提供書を事前に記入する事で、在宅医と受入医療機関の
医師両方の負担軽減に繋がるのではないか

患者様の情報があれば後方支援病院の受入もスムーズになるのでは？

在宅医療に従事する医師の負担軽減

在宅医療における多職種連携の推進
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◎在宅医療を始めた方の
情報を主治医・ケアマネ・家族が
共同で作成し、冷蔵庫の中に
保管し、緊急時に救急隊が
連携病院に持っていきます。

在宅医療連携シート

在宅医療連携シートに関する説明と意見交換会を開催
（第１回：３月１０日）

医師の参加数１９名、事務方
１１名、合計３０名の出席と
なった。在宅医療推進チーム
のメンバーでもある４名の医
師に出席して頂いた事は大き
かった。

在宅医療を実践している医師と後方支援病院の良好な連携体制作り

在宅医療における多職種連携の推進
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在宅医療推進意見交換会（第２回：７／２３）
テーマ：グループ化は可能なのか？

出席者
在宅医師 : ５名
後方支援病院院長：２名
訪問看護師：２名
事務職：１名
県医師会：２名
医師会病院看護部長
医師会事務長
事務局：２名

計：１５名

在宅医同士と後方支援病院の良好な連携体制作り

強化型支援診療所に関する要件や診療報酬について、また在宅医療提供
体制推進事業を進める意義等について県医師会より説明

医師より：年間2例の在宅での看取りの要件はきびしい

在宅医療における多職種連携の推進

〈各医療機関の記載状況〉

７医療機関 59名記載（２/２０現在）

搬送時活用された件数 10件 活用できなかった件数 2件

〈関係職種の声〉

医 師：緊急時に対応できないことが多い（診療中、夜間、休日など）。患者様の情報を事前

に記入する事が出来、また、受入医療機関も情報があるのとないのとでは全然負

担が違うと思う。

ケアマネ：記載に際しては、医師から問い合わせがあったりしている。自分達も患

者様の医療的な情報をシートを通して知ることができとても助かっている。在宅医療

を受けておられる方だけでなく、急変の可能性のある方にも書いて頂きたい

訪問看護師：途中から訪問看護を利用される場合、連携シートをコピーして頂くと、必要な

情報が得られ助かっている

在宅医療連携シートの活用状況
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在宅医療連携シートの今後の課題

１）関係職種への周知不足

２）活用方法の改善

• 様式の見直し

• 後方支援病院医師の意見の把握

• ケアマネ、訪問看護師への情報の活用

• 活用（シート持参）後の情報収集

３）記載対象者の拡大

作業部会での継続した検討

平成２５年度在宅医療推進のための多職種研修会

【第１回】

日時：平成25年12月7日（土）13：00～15：30

会場：ひまわり館

講演：「在宅医療と地域包括ケアシステム」
垂水市立医療センター 垂水中央病院

池田 忠先生 参加者数：８４名

【第２回】

日時：平成26年2月26日（水）17：30～18：30

会場：薩摩郡医師会病院

講演：「地域の在宅医療について考える」

～限られた資源のなかでどのように

地域を支えていけばよいか～

肝属郡医師会立病院

地域連携室長 坂上 陽一氏 参加者数：８３名

在宅医療に係る人材育成

課題１：在宅医療に関する知識不足
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医療・介護従事者が知って
おくべき感染対策について

医療・介護従事者が知って
おくべき移乗動作のポイント

在宅医療に係る人材育成

課題１、２：専門職種の知識向上、他職種に関する理解

薩摩郡医師会病院感染対策認定
看護師による勉強会

薩摩郡医師会病院作業療法
士による勉強会

「在宅医療を支える看
護と介護」

訪問看護・リハ クオラｕ 保健師
による勉強会

テーマ：「在宅での看取りを可能にした多職種連携」

訪問看護ステーション看護師より事例紹介
が行われ、病院の主治医、相談員、ケアマ
ネジャー、在宅医がそれぞれの立場から
在宅での看取りについて患者や家族に対
する思いなど報告されました。

参加者は、興味深く聞き、意見交換も活発
に行われました。 86名の参加でした。

平成26年度第２回事例検討会の様子（10/15）在宅医療に係る人材育成

訪問看護師

ケアマネジャー 在宅医

病院主治医

課題３： 医療と介護の連携(患者の思いを大切にした支援の在り方）

相談員
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平成27年度：各専門職の主体的取組み

薬剤師会主催の架空事例を用いた多
職種連携プラン作成の研修会

病院医師：在宅医療を増やしていくのは
絶対無理だと思っていたけど、こんなに
たくさんの人がいてくれているなんて知ら
なかった。これなら在宅での療養生活も
安心だ

歯科医師会主導による多職種
研修会（１１／２１）

「超高齢社会に必要な
口腔ケア」

課題１： それぞれが役割を果たすための知識向上

栄養士会主導による多職種研修会

（１２／１）

「誰にでもで
きる食事療
法～糖尿病
食と減塩の
ワンポイント
～」

在宅医療に係る人材育成

課題２、３、４：医療と介護の連携不足（事例検討会）

在宅医療に係る人材育成

第２回「外来看護師とケ
アマネの連携について～
糖尿病患者さまの肺が
ん発症後の関わり方に
ついて～」

平成27年度第１回

「介護保険料滞納
による給付制限の
ある方の退院支援
について」

第3回「お互いの立

場を知るより良いケ
アとは～ショートステ
イ利用時の健康管
理

第4回「福祉施設から入

院されたが、施設への退
院が困難だった事例～
福祉施設の現状と今後
の課題」

制度の事、福祉施設の現状、医療機関の在院日数、外来看護師とケアマネの情報交換の重要性、ショートステイ利用時
の観察ポイントなど色々な事例を提供して頂き、目からうろこの事も多かった。今後も継続していきたい。継続は力なり
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介護支援専門協議会とともに入院時・退
院時情報提供書の書式統一に向けて
取り組んでいます

課題４：医療と介護の情報の共有（切れ目のないサービス提供）

在宅医療における多職種連携の推進

今後も作業部会が継続して取り
組んでいきます

01/23/14

目標１．地域で行われている研修会や高齢者ふれあいサロンへ出向いてパン
フレットや広報紙、マイライフノートを用いて事業説明等を行う

２．町民講座を開催し、介護保険の利用方法や在宅での看取りについて
知ってもらう

平成2７年１２月３１日現在：住民の参加総数：２３３５名

地域住民への普及啓発
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高齢者ふれあいいきいきサロンへの出前講座に向けて

１）「在宅医療ってなあに？」パンフレットを作成。説明マニュアルを作成し誰でも説明で
きるようにした

２）推進チーム広報班を中心に出前講座の講師を依頼した

地域住民への普及啓発

01/23/14

松下事業運営委員長 さつま町地域包括支援センター長

まさに、自助、互助、共助を進める取り組みとなったと考える

多職種および市町村との協働（高齢者ふれあいサロンへの出前講座）

地域振興局課長

薩摩郡薬剤師会会長 歯科衛生士在宅介護支援センターＣＭ

地域住民への普及啓発
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Ｈ26年度：公民館長会

平成26年度：介護ボランティア研修会

地域の集まりに出
向いて説明

Ｈ26年度：在宅福祉アドバイザー・民生委
員等研修会

平成26年度：シルバー人材センタ
ー総会

地域住民への普及啓発

地域の重要な役割
を担っている人たち
にまず知ってもらう
事から始めました。
結果、顔見知りにな
りました

01/23/14

平成26年薩摩郡医師会
在宅医療推進町民講座（11／２２）

寸劇「わが家にもどいがな
った花子ばあちゃん」
地元劇団「がいからげと仲
間たちが演じました。
笑いの中に、介護認定から
サービス提供、在宅医療の
イメージをしてもらいました

講演
「在宅医療は身近な医療」
内村川上内科

川上 秀一 先生

参加総数232名

平成27年薩摩郡医師会
在宅医療推進フォーラム（10／31）

参加総数３０６名

基調講演「「住み慣れた
場所で安心して暮らせる
地域を目指して」、
鹿児島県医師会
常任理事
鉾之原 大助 先生

シンポジウム「大切な
人を看ること 看取る
こと」ご家族の生の声
に涙される方もありま
した。私にも在宅での
看取りが出来るかなど
の声が聞かれました

地域住民への普及啓発
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コーディネーターの役割：在宅での看取りの相談対応と橋渡し

会員医師への在宅医療の依頼に訪問。ご家族・ケアマネ・訪問看護ステーション看護師で
面会し、情報交換も一緒に行いました。第1回目の訪問診療に同行しました。

在宅医療における多職種連携の推進

多職種および市町村との協働

多職種連携：緊急時通報システムの取組み

ＡＬＳ患者さまの主治医（会員医師）より、主介護者である奥様の不在時の緊急時通報システムについての
ご相談あり。川薩保健所、さつま町役場保健師、訪問看護ステーションが集まり、携帯電話での通報のデモ
ンストレーションを実施。指、腕の動きが限られる中で、「１」をワンプッシュするだけで通報できるようになりま
した。消しゴム付鉛筆を吸盤で固定するアイデアは奥様が考えられました。さつま町消防本部が番号登録し
緊急時は、即出動する体制を構築。

コーディネーターの役割
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今後も、さつま町、薩摩川内市、川内市医師会在宅
医療支援センターとの連携が重要である

連携体制が構築され、十分な連携が図れるようになった

北薩地域振興局で介護支援専門
員協議会と打合せ

薩摩郡医師会病院での
地域ケア会議

川内市医師会在宅医療支援
センターとの打合せ

さつま町地域包括支援センター
地域ケア会議

コーディネーターの役割 多職種および市町村との協働

成果
１）多職種間で顔の見える関係ができた

２）在宅医療資源マップを作成し、実践機関を知ってもらえた

３）在宅医療連携シートを作成し、活用開始となった

４）在宅医と後方支援病院の意見交換会を開催した

５）サロンで地域の実情や住民の困りごとを直接聞けた

６）在宅での看取りの相談に来られる患者および家族が増えた

７）医療機関、介護事業所、包括支援センター等の相談窓口に

なった

取り組みの成果と今後の課題
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課題
１）連携シートの様式および活用方法の見直し

２）医師と多職種の連携の推進

３）相談窓口の継続

４）地域特性から川内市医師会との協力関係を密にする

取り組みの成果と今後の課題

これまで在宅医療推進チーム会議で活躍して頂いた方々です。

関係機関
・病院
・診療所
・歯科医院
・調剤薬局
・地域振興局
・居宅支援事業所
・社会福祉協議会
・包括支援センター
・訪問看護ステーション
・介護支援専門員協議会
・消防本部
・行政

職種
・医師
・歯科医師
・薬剤師
・保健師
・看護師
・社会福祉士
・理学療法士
・管理栄養士
・介護支援専門員
・民生委員
・事務職
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薩摩郡医師会在宅医療は平成２８年度も活動していきます


