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超高齢社会を迎え、医療と介護の両方が必要となっても自分が望む場所で暮らし続けることができるよう、
地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的に必要なサービス等を提供することは重要
です。

しかし、医療と介護の連携が必ずしも円滑に行われているとは言えず、様々な場面に課題があります。

そこで、筑紫地区では、まず、入退院時の医療介護連携に注目し、平成30年度の「筑紫地区多職種・多機関
連携研修会」及び「筑紫地区在宅医療介護連携推進検討会議」(表1)の内容を基に「筑紫地区(仮)入退院時の情
報共有の仕組み」(図1*令和2年4月改定)を作りました。

令和元年度から地域でこの仕組みの試験運用を開始しています。アンケート調査、ヒアリング等によって、
活用状況とその効果等について把握したところ、多職種間の相互の理解や情報の共有が十分にできていないこ
となど実効性のある仕組みとしては改善すべき点がみえてきました。

令和2年度からは対象や取組み場面を拡げ、円滑な在宅生活への移行、また、お互いが仕事がしやすくなるよ
う仕組みの修正や参考様式等の追加を行っています。

互いの立場を理解し合い、地域全体の「仕組み」をみんなで完成させるべく、今後も筑紫地区の多職種の皆
様のご理解・ご協力と仕組みの普及、積極的な活用を是非ともよろしくお願い申し上げます。

令和2年4月
筑紫医師会在宅医療介護連携支援センター

はじめに
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*「在宅医療介護連携推進支援業務」(筑紫地区5市受託事業)・・・筑紫地区5市からの委託業務により医療と介護の連携推進を目的とする事業



（仮）入退院時の情報共有の仕組みの成り立ち

平成30年第1回筑紫地区在宅医療介護連携推進検討会議実施

内容）平成30年度第1回多職種・多機関連携研修会の企画

平成30年7月24日

平成30年8月～9月 平成30年度第1回多職種・多機関連携研修会を筑紫地区の各市で開催

内容）筑紫地区での入退院支援に係る情報共有にまつわる情報交換と解決案についての検討

参加人数：延べ334人

平成30年10月26日 平成30年第2回筑紫地区在宅医療介護連携推進検討会議実施

内容）各市で行った研修会の情報を基に（仮）入退院時の情報共有の仕組み作成

平成30年11月 平成30年度第2回多職種・多機関連携研修会を筑紫地区の各市で開催

内容） （仮）入退院時の情報共有の仕組みの検討と退院時カンファレンスの開催について情報交換

平成31年1月30日 平成30年第3回筑紫地区在宅医療介護連携推進検討会議実施

内容）各市で行なった研修会での検討内容を元に仕組みの試験運用に向けての協議

平成31年3月1日 平成30年第4回筑紫地区在宅医療介護連携推進検討会議実施

参加人数：延べ292人

内容）（仮）入退院時の情報共有の仕組みの試験運用に向けての最終調整

※筑紫地区在宅医療介護連携推進検討会議・・・筑紫医師会が平成30年度から筑紫地区5市から受託した「在宅医療介護連携推進支援業
務」内に設置した会議であり、筑紫地区の医療、介護に携わる専門職と筑紫地区の自治体からの委員で構成している

表1
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仕組みを必要とする背景

地域包括ケアシステムが目指すもの 日常生活の継続

入院 ＝非日常である

退院 ＝日常生活を取り戻す

☝医療と介護が連携して入退院支援を行うことで、利用者（患者）は安心して元の暮らしの場所に戻る事が出来る

☝在宅医療介護に携わる筑紫地区の多職種が協働することで、効果的かつ効率的な入退院支援となる

仕組みがあればどの分野とでもお互いに連携し易くなる！！

馴染みの人間関係のある場所で自
分らしい暮らしをすること

入退院支援 ・・・止むを得ず非日常の場（病院）で過ごす時間をいかに最短化できるか

3



日 常

入院時

入院中

退院時

担当ケアマネジャー

準備
① 契約(更新)時に自分の名刺等と医療保険証、介護保険証、

あればお薬手帳を セットにする説明をして了承を得る*

②モニタリングの時に、セットと提示について声掛けをする利用者・家族

入院窓口（Ns・MSW・事務等）入3-2 入院報告
介護保険サービス事業所等

中1 経過や状態等の情報提供、退院後の
サービス等についての相談対応や助言

医師 病棟看護師

中2 各種制度や施設情報等の
情報提供

連携室(Ns,MSW)

情 報 交 換

中3 スケジュールの共有

退3 転院後の連携については、本人・家族、
ケアマネと話し合って決め入院中の医
療機関が転院先へ伝える

退1 退院時情報提供
※医療・介護共有シート
※退院前カンファの開催

転院時

退2 退院報告
介護保険サービス事業所等

転院先医療機関

入4 入院時情報交換 ※医療・介護共有シート

受付等患者・家族

保険証セットを提示する

入3-1 入院窓口を確認して
訪問日等を調整する

※医療・介護共有シート等関連資料は筑紫医師会ホームページよりダウンロードできます

*居宅介護支援の提供開始にあたり利用者に対して入院時に

担当ケアマネジャーの氏名等を入院先の医療機関に提供す
るよう依頼することは義務付けられています

*ご家族や事業所からCMへ入院連絡が入った場合は早く連携を開始するためCMから入院窓口へ連絡を入れる

入1 ケアマネの名刺等(保険証セット)を確認する
入2 担当ケアマネに入院したことを知らせる
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図1令和2年6月より、この仕組みの対象と取組み範囲を変更します
対 象 ： 筑紫地区の医療機関に入院する筑紫地区の要支援・要介護認定者すべての入院を対象とします

試験運用範囲 ： 日常・入院時に加え、入院中・退院時・転院時すべての場面へ範囲を拡大します
それぞれの場面の具体的な進め方はＰ6以降に掲載しています

入1 入2

入3-2

中1 中2

退1 退2 退3

準備
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様式1

情報共有などを容易にする観点から標準様式等を掲載しています。ぜひご参考・ご活用ください

『ご利用者・ご家族様へ』・・・保険証セットや受診時の提示について説明をする際にお使いください
『筑紫地区入院連絡票』・・・・電話がつながらない時などFAX連絡の場合にお使いください(様式1)

『医療・介護共有シート』・・・使い方、記入ガイド、記入例をご参照ください(様式2)

『入院医療機関窓口一覧表』・・訪問日の調整等、必ず窓口へ連絡をお願いします 一覧表の情報を更新しています

 入院日         年　　月　　日 　➡　CM 記入日　　　年　　月　　日　➡　情報提供日　　　年　　月　　日

※利用者(患者)/家族の同意に基づいて情報提供しています。退院前に右記項目についての聞き取りをおこないます。

　　　　　（　　才）

▲主介護者　★キーパーソン

※本人が日中独居の場合、下記に☑

□

入院前のADL等　　 退院前（入院時）のADL等　  □ 入院前と変化なし　※変化がある場合は、下記に記入

□自立　□つかまりながら出来る　□抱き起こされている □自立　□つかまりながら出来る　□抱き起こされている

□自立　□背もたれが必要　□出来ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　 □自立　□背もたれが必要　□出来ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　

□自立　□見守り　□手摺・杖　□手引き　□歩行器　□車いす（□自走・□介助） □自立　□見守り　□手摺・杖　□手引き　□歩行器　□車いす（□自走・□介助）

□自立　□一部介助　□全介助　□経口摂取していない □自立　□一部介助　□全介助　□経口摂取していない

□工夫なし　□工夫あり（             　　　         　　                            　）　　　　　　　　 □工夫なし　□工夫あり（             　　　         　　                            　）　　　　　　　　

□必要なし　□必要あり（             　　　         　　                            　） □必要なし　□必要あり（             　　　         　　                            　）

□トイレ（□洋　□和）　□ポータブル　□おむつ・パッド（□常時　□夜間）　 □トイレ　□ポータブル　□おむつ・パッド（□常時　□夜間）　

□自立　□誘導　□拭く、流す、衣服の上げ下ろし等の介助 □自立　□誘導　□拭く、流す、衣服の上げ下ろし等の介助

□自立　□一部介助（□シャワー浴　□浴槽）　□訪問入浴　□デイサービス等 □自立　□一部介助（□シャワー浴　□浴槽）　□清拭

【注】入院時情報連携加算の算定には居宅サービス計画書(1.2.3表)の添付もしくはこれに代わるものの情報提供が必要です。

     【注】入院時情報連携加算を取得する場合は居宅サービス計画書(1.2.3表)の添付もしくはこれに代わるものを情報提供して下さい。

医　療　・　介　護　共　有　シ　ー　ト

ふりがな

患者氏名： 生年月日： 　　　　年　　月　　日生（　　才） □男　□女 住所：

主介護者(▲)
氏名 続柄・年齢 家族構成図（同居者は○で囲む）  退院予定日

TEL：

※下記の情報については主にCMが記入します。 聞き取り日　　　年　　月　　日 /　　 年　　月　　日

 担当ＣＭ氏名：

 ＴＥＬ：

事業所名：

ＦＡＸ：

医療機関名：

 ＴＥＬ：

回答者：　　　　　　　（職種：　　　）

ＦＡＸ：

　　　　　年　　月　　日（　　曜日）

TEL 特記事項

今回治療した病名

①

③

□１　□２　□３　□４　□５

キーパーソン(★)

※主介護者と異なる場合

氏名 続柄・年齢 　　　　　（　　才） ②

TEL 特記事項

介護力 □十分ある　□一部見込まれる　□見込めない
症状・病状の

予後・予測
介護保険情報

（認定状況）

要支援 □１　□２ 総合事業対象者 　□

要介護

 特別な医療証等 □なし　□あり（□重度障害者 □指定難病 □被爆者 ）
本人や家族の

受け止め・意向
 障害認定等 □なし　□あり（□身体　□知的　□精神　□難病）

経済状況
□年金あり　□年金なし　□生活困窮（客観的判断）

□生活保護（担当ＣＷ：　　　　　　） 日中独居者： 今後の診療 □通院　　□訪問診療　　□訪問看護

病歴・疾患歴
□なし　□悪性腫瘍　□認知症　□急性呼吸器感染症　□脳血管障害

退院後必要な

医療行為等

□なし　□在宅酸素　□喀痰吸引　□気管切開の処置　□自己注射　□ストーマ　

□骨折　□その他（　　　　　　　　　　　　　　） □経管栄養（□経鼻 □胃瘻） 　□中心静脈栄養　 □尿道カテーテル　

受診中の医療機関 医療機関：　　　　　　　　　　　　主治医：　　　　　　　TEL： □褥瘡処置（部位：　　　　　  　　 　　）　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

最近1年間の入院
□なし　□不明

□あり（右欄詳細）

入院先 期間

安定して過ごすために

導入するとよいこと

および禁忌事項

□車椅子　□歩行器　□杖　□ベッド　□マットレス(                                  )　□薬の一包化

原因 【その他看護の視点から】

認知症高齢者の

日常生活自立度

□自立　□Ⅰ　□Ⅱa　□Ⅱb　□Ⅲa　□Ⅲb　□Ⅳ　□M

上記の判断：□医師　□ＣＭ　□その他（　　　　　　　　　　　　）

精神面における

療養上の問題

□なし　□幻視・幻聴　□興奮　□焦燥・不穏　□妄想　□暴力/攻撃性　 【その他リハビリの視点から】

□介護への抵抗　□不眠　□昼夜逆転　□徘徊　□危険行為　□不潔行為

介護サービス等の利用状況

その他特記事項

□訪問介護（ヘルパー）　　□訪問看護　　□訪問リハビリ　　□通所リハビリ　　□デイサービス

□福祉用具　　　　　　　　□薬剤指導　　□訪問歯科　　　　□訪問診療　　　　□他
薬に関する留意事項

生活状況
注意してほしいこと・早く

主治医や訪問看護師へ知ら

せてほしい状態

屋内・屋外の特徴

起き上がり 起き上がり

座　位 座　位

移　動 移　動

飲んでいる薬 □なし　□あり（お薬手帳□あり　□なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

口腔内状態の特記 □なし　□あり（□歯科受診中・義歯□あり　□なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
その他特記事項

　在宅医療介護連携支援センター

排泄方法 排泄方法

排泄動作 排泄動作

入　浴 入　浴

食事動作 食事動作

食事形態 食事形態

水分とろみ 水分とろみ

医療機関名：

ご担当者名： 様

特記事項 特記事項

仕組み様式2

様式2

筑紫医師会ホームページ
↓

ダウンロード
↓

筑紫地区「(仮)入退院時の情報共有の仕組み」

ココ

すでに活用している様式などがあり有効に機能している場合には引き続きそうした様式などを活用いただいてかまいません。
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日 常
担当ケアマネジャー

準備
① 契約(更新)時に自分の名刺等と医療保険証、介護保険証、

あればお薬手帳を セットにする説明をして了承を得る*

②モニタリングの時にセットと提示について声掛けをする利用者・家族

*居宅介護支援の提供開始にあたり利用者に対して入院時に

担当ケアマネジャーの氏名等を入院先の医療機関に提供す
るよう依頼することは義務付けられています
(指定居宅介護支援基準)

★日頃から体制を整えておく
病院の機能や病院内での入退院支援の流れを知っておきましょう

★入院した時から連携を開始する
本人・家族、病院等から入院情報が入るよう工夫しておきましょう

ご利用者・ご家族様へ、筑紫地区の取組みや保険証セットについて
説明をする際、仕組み図を提示・配布するなどしてご活用ください

*筑紫医師会ホームページよりダウンロードできます →→→

自分が担当するすべての利用者の保険証セット準備をサポートする
*名刺ではなくても担当者名、連絡先が分かるものであればよい

準備
は、

入院になっても、その人らしい暮らしの場(日常)に帰るためにケアマネジャーが病院等と連携し
て退院支援を行うこと、病院等と情報共有することについて、あらかじめ本人・家族に了解を
取っておきましょう

利用者向けの説明図

準備

具体的な進め方

ケアマネジャー
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入院時
入院窓口（Ns・MSW・事務等）

入3－2 入院報告

受付等

保険証セットを提示する

入3－1 入院窓口を確認して連絡をする
訪問日等を調整する

*ご家族や事業所からCMへ入院連絡が入った場合は早く連携を開始するためCMから入院窓口へ連絡を入れる

入1 ケアマネの名刺等(保険証セット)を確認する
入2 担当ケアマネに知らせる

受付等

入1・2

は、担当ケアマネジャーを確認して、

入院したこと(すること)を知らせます

原則、入院の翌日(直近の診療日)までに連絡します

担当者を決めるなど事前に体制作りをしておきます

*FAX連絡の場合は入院連絡票(様式1)をご活用ください

ケアマネジャー

医療機関からの連絡よりも先に入院を把握した
場合は、自ら連絡を入れます

〇入院先窓口一覧表の情報を更新しています
入院先医療機関の体制や本人の入院時の状態や疾患により、
その後の連携の在り方が異なります
どのようなタイミングで訪問すべきか等を窓口へ相談しましょう

入3-1

は、

入3-2

〇利用者が利用している介護保険サービス事業所等と入院を
知らせ合えるよう普段から働きかけをしておきます

〇介護保険サービス以外で関わっている医療機関や薬局、ボラン
ティアの方々へはご家族から連絡を入れて頂くよう依頼します

入1 入2

具体的な進め方

★退院支援を速やかに開始し、本人・家族を支える協働体制を作りましょう
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*ケアマネジャーへ応対する体制作りをしておきます

入4

は、治療方針、病状の変化、入院期間、退院日の目安

〇必要な医療情報について共有できることで、患者・家族への
適切な支援や退院後の在宅生活に向けた準備などの対応がス
ムーズになります

入院窓口（Ns・MSW・事務等）

入4 入院時情報交換 ※医療・介護共有シート

医師 病棟看護師

中1 経過や状態等の情報提供、退院後の
サービス等についての相談対応や助言

医師 病棟看護師

中2 各種制度や施設情報等の
情報提供

連携室(Ns,MSW)

情 報 交 換

中1・2

入院時

入院中

退院が決まる前(在宅療養決定時)から
情報交換を行うことで区分変更や退院
後のサービス調整・ケアプラン作成等
に備えます

入院窓口（Ns・MSW・事務等）

入院前の在宅での様子・本人の意向等

〇今までの患者の生活の様子に視点を置いた情報を伝えま
しょう
*医療・介護共有シート(様式2)をご活用ください

★退院支援が必要かどうかの認識を共有しましょう

ケアマネジャー

は、

★元の生活の場(日常)へ帰るために必要な支援を明確化しましょう

ケアマネジャー

は、
中1 中1

具体的な進め方

ケアマネジャー

ケアマネジャー

入4
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入院中

情 報 交 換

中3 スケジュールの共有

★在宅に向けた課題把握のための患者の状態
確認・情報収集
介護区分変更やケアプランの変更が必要か早期に医療
側の見立てを把握する

退院に向けたスケジュールがイメージしやすくなります

・治療経過、退院時の状態予測
今後の治療、看護、リハ計画、病状の変化の見通し、
おおよその入院期間(退院日の目安)等
・退院後の生活課題

*医療・介護共有シートを活用できます

★医療側は積極的に医療系サービスの必要
性や退院後の留意事項について情報提供
・病気が及ぼすADL/IADLへの影響
・退院後に新たに必要となる事柄
(医療処置 看護 リハビリ)

中2 ★生活支援や介護サポートの必要性を検討
居宅環境、生活状況に応じた生活、介護指導 医療管理
の有無と内容 ケア内容

在宅療養に向けて残された課題 本人・家族の受け止め方

退院までの大まかな日程を共有しましょう ・退院前訪問指導の予定

・退院に向けた院内多職種カンファレンスの開催
・退院の見込みなど

中1

中3

中1 中2

具体的な進め方

中1
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退院時
退3 転院後の連携については、本人・家族、

ケアマネと話し合って決め入院中の医
療機関が転院先へ伝える

退1 退院時情報提供
※医療・介護共有シート
※退院前カンファの開催

転院時
退2退院報告

転院先医療機関

★医療・介護共有シート等を活用して情報を共有しましょう(退院前カンファレンス等) 

在宅療養に関する患者本人・家族の意向と、対応方針のすり合わせ
退院前の最終的な本人・家族の状況、退院後の生活のイメージを共有し、新たなサービスの導
入や対応が必要かどうか判断しケアプランを作成

利用する介護保険サービス事業所へ退院することを知らせます

退院時には、本人の状態にあった適切なサービスがサービス提供事業所
から提供されるよう調整しましょう

は、ケアマネジャーの情報や連携について患者様・ご家族
の意向を確認して転院先へ伝えます

は、退院後切れ目なく必要な医療・介護サービスが受けられ

るよう、退院直前までの全身状態や処置内容、指導状
況等を伝え、必要書類を渡しましょう

※ケアマネジャーが分かりやすい表現を心がけ情報提供するようにしましょう

・入院を繰り返しやすい疾患や不安定な状況は、医療・看護サー
ビスにつなぐ

・介護サービス等の提供体制や住居環境の整備等の準備、調整

退1

退2退3

退1 退2 退3

具体的な進め方

退1 退1



質 問 回 答

質問1.

どうして、情報共有の仕組みが必要なの
ですか？

超高齢社会となり、介護保険利用中の方々の入院が増加すると考えられ
ます。その方の生活のことをよく知っているケアマネジャーとその方のお身
体のことをよく知っている医療機関が情報共有する事で、必要な準備を整
えて、安心して元の生活場所に戻る事が出来ると考えられるからです。

質問2.
どのようにして作ったのですか？

地域の在宅医療と介護に携わる多職種の方々に仕組みづくりを目的とした
研修会（筑紫地区の各市で2回ずつ、計10回開催）に参加していただき、入

退院の情報共有について意見を出していただきました。その意見を基に作
成されています。

質問3.

仕組みがなくても困っていません。使わな
いといけませんか？

この仕組みは、利用者（入院患者）の担当のケアマネジャーと入院先の看
護師やソーシャルワーカー等が早く確実に連携出来ることを目的としてい
ます。そうする事で滞り無く情報共有が出来、お互いの報酬の算定にも役
立つと考えています。現行の方法で同様の効果があるのであれば、使わな
くても構いません。

質問4.

この仕組みは他の市なども使っているの
ですか？

いいえ。筑紫地区の全ての介護関係機関と医療機関（医療機関は筑紫医師会員の
み）が使用します。その為、筑紫地区以外の介護関係機関や医療機関は、
この仕組みのような動きにはなりませんが、考え方としては他の市等でも
必要なため、積極的に連携することが大切です。

Ｑ＆Ａ （1ページ目）
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質 問 回 答

質問5.

仕組みに（仮）がついているのはどうして
ですか。

試験運用の段階だからです。多職種の皆様にお使いいただいてご意見を
頂きながら完成を目指しているからです。

質問6.

ケアマネジャーの名刺をはさみたいので
すが、カバーも無く、医療保険証がプラス
チックです。どうすればいいですか。

利用者のお薬手帳のカバーに名刺等をはさんだり、保険証の裏面にシー
ルを貼って担当ケアマネジャーの事業所名と名前を記載したり、名刺等と
医療保険証を輪ゴムでひとまとめにする等、1セット(医療保険証・介護保
険証・名刺等・お薬手帳)になるように工夫をお願いします。

質問7.

入院患者の医療保険証を確認しましたが、
ケアマネが分かるものが添付されていま
せんでした。

①担当ケアマネジャーがいる方のみを対象とした仕組みなので介護保険
サービスを利用していない患者の医療保険証には添付されていません。
②質問6.の解答欄を参考に確認をお願いします。

③それでもケアマネジャーの名刺等が見つからなかった時、医療機関側
が、どのように対応したのかをその後お聞かせください。仕組み作りの今
後の有効な資料とさせて頂きます。

質問8.

窓口一覧表を見て連絡をしたのですが、
担当が違っていました。

医療機関からの変更届が行われていなかったものと思われます。お手数
ですが、事務局（筑紫医師会在宅医療介護連携支援センターＴＥＬ：408－
1267）までお知らせ下さい。

Ｑ＆Ａ （2ページ目）
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