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平成平成平成平成25年年年年2月月月月3日日日日 南九州南九州南九州南九州・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄ブロックブロックブロックブロック在宅医療連携拠点事業所発表会在宅医療連携拠点事業所発表会在宅医療連携拠点事業所発表会在宅医療連携拠点事業所発表会

少子高齢、過疎化が進む中で、限られた資

源、機関を有効に活用し、住み慣れた地域

で過ごす体制作りに向けて

～テーマ～

【鹿児島県】



鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県におけるにおけるにおけるにおける当地域当地域当地域当地域のののの高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率

南大隅町南大隅町南大隅町南大隅町

43.3％％％％ （（（（県県県県1位位位位））））
（人口人口人口人口：：：： ８８８８，，，，７７４７７４７７４７７４人人人人

面積面積面積面積：：：：163.15km2）

→→→→ 佐多地区佐多地区佐多地区佐多地区 52.7％％％％

錦江町錦江町錦江町錦江町

40.0％％％％ （（（（県県県県2位位位位））））
（人口人口人口人口：：：：８８８８，，，，８７０８７０８７０８７０人人人人

面積面積面積面積：：：：213.61km2 ）
歯科医院

医院、クリニック

調剤薬局

訪問看護ステーション



鹿児島県肝属郡錦江町鹿児島県肝属郡錦江町鹿児島県肝属郡錦江町鹿児島県肝属郡錦江町・・・・南大隅町南大隅町南大隅町南大隅町のののの医療資源医療資源医療資源医療資源

施設数施設数施設数施設数 病床数病床数病床数病床数

病院病院病院病院 1 208
有床診療所有床診療所有床診療所有床診療所 1 19
無床診療所無床診療所無床診療所無床診療所 4

歯科医院歯科医院歯科医院歯科医院 4

訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護ステーションステーションステーションステーション 1

薬局薬局薬局薬局 6

錦江町錦江町錦江町錦江町

南大隅町南大隅町南大隅町南大隅町

施設数施設数施設数施設数 病床数病床数病床数病床数

病院病院病院病院 0 0
有床診療所有床診療所有床診療所有床診療所 0 0
無床診療所無床診療所無床診療所無床診療所 1
歯科医院歯科医院歯科医院歯科医院 2

訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護ステーションステーションステーションステーション 1
薬局薬局薬局薬局 3 



①全関係機関へのアンケート調査

②連絡協議会の開催（月1回）

③ケースを通した課題解決

ﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸ1）多職種連携の課題に対する解決策の抽出



地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援

センターセンターセンターセンター

14.7%14.7%14.7%14.7%

急急急急 性性性性 期期期期 病病病病 院院院院

（（（（医師医師医師医師））））

12.6%12.6%12.6%12.6%

歯歯歯歯 科科科科 医医医医 院院院院

（（（（歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師））））

10%10%10%10%

ﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸ1）-①アンケート調査結果（H24年6月）

歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士 23.4%23.4%23.4%23.4%

歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師 22.6%22.6%22.6%22.6%

医師医師医師医師 13.7%13.7%13.7%13.7%

アンケートアンケートアンケートアンケート結果上位結果上位結果上位結果上位

①在宅医療を進めていく

上で連携を取るのが難し

い機関機関機関機関は？

②在宅医療を進めていく

上で連携を取るのが難し

い職種職種職種職種は？



ﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸ1）-② 在宅医療連携連絡協議会

主なテーマ

① 6/27 事業説明、意見交換会（61名）

② 7/31 病院・地域包括支援センターの役割（54名）

③ 8/30 歯科医師、歯科衛生士の役割（49名）

④ 9/25 在宅及び施設における看取り（37名）

⑤10/31 口腔ケア（38名）

⑥11/28 在宅人工呼吸器患者の療養生活（59名）

⑦ 1/16 病院と関係機関における課題と解決策（27名）

⑧ 2/26 認知症ケアに対する取り組み

⑨ 3月 事業報告、意見交換会

（多職種連携研修会、グループワーク）



連絡協議会などを通し、関係機関への成果及び認知度向上

【【【【薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師】】】】

◆◆◆◆他医師会会員他医師会会員他医師会会員他医師会会員とのとのとのとの連携関連携関連携関連携関

係係係係ができができができができ、、、、在宅訪問在宅訪問在宅訪問在宅訪問のののの実績実績実績実績

へへへへ繋繋繋繋がったがったがったがった。。。。

◆◆◆◆「「「「残薬袋残薬袋残薬袋残薬袋」」」」のののの配布配布配布配布をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、

住民住民住民住民へへへへ残薬残薬残薬残薬のののの課題課題課題課題についについについについ

認識認識認識認識をををを高高高高めるめるめるめる活動活動活動活動ができたができたができたができた。。。。

【【【【医師医師医師医師】】】】

◆◆◆◆面会面会面会面会がががが出来出来出来出来ないないないない医師会会員医師会会員医師会会員医師会会員とととと面会面会面会面会がががが出来出来出来出来るようにるようにるようにるように

なったなったなったなった。。。。

◆◆◆◆人人人人（（（（材材材材））））不足不足不足不足がががが地域地域地域地域のののの健全化健全化健全化健全化・・・・発展発展発展発展をををを阻害阻害阻害阻害するするするする事事事事になになになにな

るるるる。。。。自分達自分達自分達自分達（（（（医師医師医師医師））））のののの役割役割役割役割はははは大大大大。。。。



【【【【歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師、、、、歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士】】】】

◆◆◆◆口腔口腔口腔口腔ケアケアケアケアにににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みがなかったがみがなかったがみがなかったがみがなかったが、、、、歯科医歯科医歯科医歯科医

師師師師とととと関関関関わることでわることでわることでわることで、、、、研修会研修会研修会研修会のののの講師講師講師講師やややや実技指導等協実技指導等協実技指導等協実技指導等協

力力力力がががが得得得得られられられられ、、、、普及普及普及普及にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが推進推進推進推進されたされたされたされた。。。。

【【【【行政行政行政行政】】】】

◆◆◆◆医療機関医療機関医療機関医療機関とのとのとのとの連携連携連携連携がががが少少少少なくなくなくなく、、、、医師会立病院医師会立病院医師会立病院医師会立病院のののの連連連連

携機能携機能携機能携機能がががが強化強化強化強化されされされされ、、、、行政行政行政行政やややや住民住民住民住民にとってにとってにとってにとって画期的画期的画期的画期的なななな

活動活動活動活動になったになったになったになった。。。。

◆◆◆◆介護保険主治医意見書介護保険主治医意見書介護保険主治医意見書介護保険主治医意見書のののの作成時期作成時期作成時期作成時期がががが以前以前以前以前よりよりよりより早早早早

まりまりまりまり、、、、住民住民住民住民サービスサービスサービスサービスとしてもとしてもとしてもとしても助助助助かるかるかるかる。

連絡協議会連絡協議会連絡協議会連絡協議会などをなどをなどをなどを通通通通しししし、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関へのへのへのへの成果及成果及成果及成果及びびびび認知度向上認知度向上認知度向上認知度向上



ﾀｽｸ１）-③ケースを通した取組事例

①医師、歯科医師、薬剤師に

よる在宅訪問診療

②救急隊との連携

・臨床工学技士による操作マ

ニュアル手順書の提供

・緊急時を想定した搬送訓練

③緊急時やレスパイト入院時

の受入体制

＊現在までのレスパイト入院暦

・11/29～12/6 ・1/23～1/30

在宅人工呼吸器療養生活における多職種連携



①医師会会員への在宅療養支援診療

所の届出普及活動

②救急時の受入体制強化

③訪問看護ステーションが抱える課題

ﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸ２２２２）在宅医療従事者の負担軽減の支援



ﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸ２２２２）-①医師会会員への訪問活動

長浜医院長浜医院長浜医院長浜医院 小幡悦朗小幡悦朗小幡悦朗小幡悦朗 医師医師医師医師津崎医院津崎医院津崎医院津崎医院 津崎貴春津崎貴春津崎貴春津崎貴春 医師医師医師医師 大根占医院大根占医院大根占医院大根占医院 山下健治山下健治山下健治山下健治 医師医師医師医師

【【【【訪問活動訪問活動訪問活動訪問活動のののの意義意義意義意義】】】】

諦諦諦諦めずにめずにめずにめずに粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく相談相談相談相談したしたしたした結果結果結果結果、、、、在宅療養在宅療養在宅療養在宅療養

支援診療所支援診療所支援診療所支援診療所のののの届出届出届出届出へのへのへのへの理解理解理解理解やややや町外町外町外町外へのへのへのへの

訪問診療訪問診療訪問診療訪問診療もももも行行行行われわれわれわれ、、、、訪問活動訪問活動訪問活動訪問活動のののの意義意義意義意義をををを実実実実

感感感感したしたしたした。。。。



ﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸ２２２２）-②救急時の受入体制強化

佐多分署佐多分署佐多分署佐多分署におけるにおけるにおけるにおける当院当院当院当院へのへのへのへの搬送状況推移搬送状況推移搬送状況推移搬送状況推移とととと勤務医数勤務医数勤務医数勤務医数

佐多分署佐多分署佐多分署佐多分署

救急搬送救急搬送救急搬送救急搬送

拒否率拒否率拒否率拒否率

5.3％ 21.3％ 30.3％％％％ 8.8％％％％

受入体制が課題であったが、

常勤医師常勤医師常勤医師常勤医師のののの協力協力協力協力のもとのもとのもとのもと、、、、受受受受けけけけ入入入入れがれがれがれが増増増増ええええ

てきているてきているてきているてきている



医療材料とは

『在宅医療に必要な医療材料は指導管理料に含まれ算定

し医療機関が患者・家族へ直接支給する』となっている。

ﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸ２２２２）-③訪問看護ステーションが抱える課題

各医療機関への訪問活動を継続し、

ステー ションが持ち出す件数が減少

してきた。（負担軽減）

医医医医 療療療療 材材材材 料料料料

しかししかししかししかし・・・・・・・・・・・・

患者患者患者患者・・・・家族家族家族家族へへへへ支給支給支給支給されないことがしばしばあるされないことがしばしばあるされないことがしばしばあるされないことがしばしばある

ステーションステーションステーションステーションのののの持持持持ちちちち出出出出ししししケースケースケースケースがあるがあるがあるがある

周知活動周知活動周知活動周知活動



①拠点職員による社会資源の開拓

②各種連携の会へ参加し、事業説明

や普及活動を実施

（他地域への面展開活動）

ﾀｽｸ3）効率的な医療提供のための多職種連携



【訪問入浴サービス】

ﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸ3）-①拠点職員による社会資源の開拓作業

町外へのサービス拡大

過疎過疎過疎過疎・・・・高齢化地域高齢化地域高齢化地域高齢化地域をををを

抱抱抱抱えるえるえるえる行政間行政間行政間行政間のののの協協協協

力体制力体制力体制力体制がががが可能可能可能可能とととと

なったなったなったなった。。。。



地域地域地域地域にににに吸引講習吸引講習吸引講習吸引講習をををを終了終了終了終了したしたしたしたヘルパーヘルパーヘルパーヘルパーがいないがいないがいないがいない

拠点より全ヘルパー事業所（３箇所）への働きかけを

行い、吸引講習会へ9名受講し3月に取得予定

ﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸ3）-①拠点職員による社会資源の開拓作業

新新新新たにたにたにたに地域地域地域地域でででで吸引処置等要吸引処置等要吸引処置等要吸引処置等要するするするするケースケースケースケースにににに

対応対応対応対応できるできるできるできる体制作体制作体制作体制作りができたりができたりができたりができた。。。。



ﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸ3）-②各種連携の会へ参加
【目的】

既存の会における面展開へ向けた拠点

事業の普及啓発、取組事例紹介

【各種連携の会】

＊＊＊＊在拠連在拠連在拠連在拠連ワーキングワーキングワーキングワーキング活動活動活動活動（（（（毎月毎月毎月毎月））））

＊＊＊＊南大隅町地域南大隅町地域南大隅町地域南大隅町地域ケアケアケアケア会議会議会議会議（（（（毎月毎月毎月毎月））））

＊＊＊＊錦江町介護支援専門員連絡協議会錦江町介護支援専門員連絡協議会錦江町介護支援専門員連絡協議会錦江町介護支援専門員連絡協議会（（（（毎月毎月毎月毎月））））

＊＊＊＊大隅地域連携大隅地域連携大隅地域連携大隅地域連携ネットワークネットワークネットワークネットワーク協議会協議会協議会協議会（（（（年年年年４４４４回回回回））））

＊＊＊＊大隅地域難病研修会大隅地域難病研修会大隅地域難病研修会大隅地域難病研修会（（（（年年年年２２２２回回回回））））

＊＊＊＊鹿児島県難病鹿児島県難病鹿児島県難病鹿児島県難病ネットワークネットワークネットワークネットワーク研修会研修会研修会研修会（（（（年年年年２２２２回回回回））））

＊＊＊＊鹿屋肝属地区脳卒中鹿屋肝属地区脳卒中鹿屋肝属地区脳卒中鹿屋肝属地区脳卒中をををを語語語語るるるる会会会会（（（（年年年年４４４４回回回回））））

ワーキングワーキングワーキングワーキング活動活動活動活動

他地域他地域他地域他地域へのへのへのへの拠点活動普及啓発拠点活動普及啓発拠点活動普及啓発拠点活動普及啓発



①相談窓口の設置

②在宅医療ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを作成し、配布（1000部）

③ホームページリニューアル

④ニュースレター（活動報告）の発行、掲示

⑤地域住民への普及啓発活動

⑥在宅医療フォーラムの開催

ﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸ4）在宅医療に関する地域住民への普及啓発活動



①①①①相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口、、、、掲示物掲示物掲示物掲示物のののの広報広報広報広報

②②②②在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット

（（（（1000部部部部））））



③③③③ホームページリニューアルホームページリニューアルホームページリニューアルホームページリニューアル



④④④④ニュースレターニュースレターニュースレターニュースレター（（（（活動報告活動報告活動報告活動報告））））のののの発行発行発行発行、、、、掲示掲示掲示掲示



講師講師講師講師：：：：訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護ステーションステーションステーションステーション菜菜菜菜のののの花花花花

看護師看護師看護師看護師 恒川美加様恒川美加様恒川美加様恒川美加様

講師講師講師講師：：：：かわごえかわごえかわごえかわごえ薬局薬局薬局薬局

薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師 川越俊作先生川越俊作先生川越俊作先生川越俊作先生

講師講師講師講師：：：：肝属郡医師会立病院泌尿器科肝属郡医師会立病院泌尿器科肝属郡医師会立病院泌尿器科肝属郡医師会立病院泌尿器科川平秀一郎先生川平秀一郎先生川平秀一郎先生川平秀一郎先生 肝属郡医師会立病院保健師肝属郡医師会立病院保健師肝属郡医師会立病院保健師肝属郡医師会立病院保健師によるによるによるによる生活習慣病指導生活習慣病指導生活習慣病指導生活習慣病指導

⑤⑤⑤⑤地域住民地域住民地域住民地域住民へのへのへのへの普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動普及啓発活動



日時：平成25年3月9日（土） 14時～16時30分

会場：錦江町文化センター

【基調講演①】

『『『『在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療がががが日本日本日本日本をををを変変変変えるえるえるえるーキュアーキュアーキュアーキュアからからからからケアケアケアケアへのへのへのへのパラダイパラダイパラダイパラダイ

ムチェンジムチェンジムチェンジムチェンジ』』』』 ナカノ在宅医療クリニック 院長 中野一司先生

【基調講演②】

在宅医療連携拠点事業在宅医療連携拠点事業在宅医療連携拠点事業在宅医療連携拠点事業のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

経緯経緯経緯経緯とととと現状現状現状現状についてについてについてについて

【シンポジウム】

多職種連携について医療依存度の

高い事例を通し、在宅療養生活を支援

する取組み

⑥在宅医療に関するシンポジウム



ﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸ5）在宅医療に従事する人材育成

①地域の医療、介護従事者への

研修会の企画、広報

②実技研修会の企画及び広報



ﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸ5）-①地域の医療、介護従事者対象研修会の企画、広報

感染対策研修会感染対策研修会感染対策研修会感染対策研修会

在宅酸素機器取扱研修会在宅酸素機器取扱研修会在宅酸素機器取扱研修会在宅酸素機器取扱研修会

在宅服薬指導在宅服薬指導在宅服薬指導在宅服薬指導についてについてについてについてリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメント研修研修研修研修

会会会会



年年年年8888回開催予定回開催予定回開催予定回開催予定

（（（（対象対象対象対象））））医療医療医療医療、、、、介護従事者介護従事者介護従事者介護従事者

（（（（講師講師講師講師））））歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師、、、、歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士

＊＊＊＊口腔口腔口腔口腔ケアケアケアケアにににに関関関関するするするする手技手技手技手技のののの習得習得習得習得

（（（（誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎のののの予防予防予防予防））））

＊＊＊＊障害障害障害障害、、、、認知症状認知症状認知症状認知症状があってもおいしくがあってもおいしくがあってもおいしくがあってもおいしく

安全安全安全安全にににに食食食食べるべるべるべる秘訣秘訣秘訣秘訣

ﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸﾀｽｸ5）-②実技研修会の企画及び広報

口腔口腔口腔口腔ケアケアケアケア研修会及研修会及研修会及研修会及びびびび実技指導実技指導実技指導実技指導



①在宅医療連携拠点連絡協議会の継続開催

②障害者や高齢者を含めた在宅療養者の救

急時の受入体制強化

③住民、市町村、関係機関との連携網を推進

し、認知症ケアに対する地域内での早期発

見の仕組作り

今後今後今後今後にににに向向向向けたけたけたけた在宅医療関係者間在宅医療関係者間在宅医療関係者間在宅医療関係者間ののののネットワークネットワークネットワークネットワークのののの構築構築構築構築



拠点機能拠点機能拠点機能拠点機能をををを生生生生かしたかしたかしたかした新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組組組組みみみみ

【【【【地域地域地域地域のののの課題課題課題課題】】】】

認知症認知症認知症認知症ケアケアケアケアにににに対対対対するするするする地域地域地域地域でのでのでのでの取取取取りりりり

組組組組みがないみがないみがないみがない

【【【【活動状況活動状況活動状況活動状況】】】】

・・・・拠点拠点拠点拠点によるによるによるによる多職種認知症多職種認知症多職種認知症多職種認知症ケアチームケアチームケアチームケアチームのののの立上立上立上立上をををを行行行行いいいい、、、、教育教育教育教育

研修研修研修研修ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｸﾛｸﾛｸﾛｸﾞ゙゙゙ﾗﾑﾗﾑﾗﾑﾗﾑをををを計画計画計画計画

・・・・連絡協議会連絡協議会連絡協議会連絡協議会にてにてにてにて課題課題課題課題とととと解決策解決策解決策解決策についてについてについてについて検討予定検討予定検討予定検討予定

・・・・拠点機能拠点機能拠点機能拠点機能をををを活活活活かしかしかしかし住民住民住民住民やややや行政及行政及行政及行政及びびびび関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携網連携網連携網連携網

をををを活用活用活用活用することですることですることですることで認知症認知症認知症認知症ケアケアケアケアのののの課題課題課題課題にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ

【【【【目的目的目的目的】】】】

行政行政行政行政、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関とととと連携連携連携連携しししし、、、、

認知症認知症認知症認知症ケアケアケアケアにににに対対対対するするするする地域地域地域地域でのでのでのでの早期早期早期早期

発見発見発見発見システムシステムシステムシステム作作作作りをりをりをりを目指目指目指目指すすすす



医師会立病院（郡医師会）が拠点となる効果①

地域包括ケアシステムの重要性を

改めて認識し、医師会の理解、協力

がなければ市町村主体で取り組むこ

との難しさを実感した。

当医師会が拠点となることで、連携

の図りにくい医師会や多職種からも

協力体制が得られやすくなった。



資源が乏しく少子高齢が進行する地

域だが、在宅を望んだ時に支える体

制作りを実現する為に関係機関を巻

き込むことで解決出来ることを実感

した。

多職種が一堂に会する会は、地域

おこしの一助を担っていることを痛感

した。

医師会立病院（郡医師会）が拠点となる効果②



ごごごご清聴清聴清聴清聴

ありがとうごましたありがとうごましたありがとうごましたありがとうごました


