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小規模多機能 グループホーム 病院 診療所 老健施設 特養施設

患者

大村市版入退院支援ルールの手引き

繋がろう！

ケアマネジャー地域包括支援センター 在宅医療サポートセンター



（目的）
この「入退院支援ルール」は、要介護・要支援者および退院支援が必要な方が入院

または退院をするにあたって、病院（有床診療所含む、以下同じ）とケアマネジャー
間で着実に引き継ぐための情報共有のルールです。
病院関係者と在宅関係者が連携してルールを実践することで、引継ぎがなかったり

不十分だったりしたために在宅での生活や療養に困る患者や家族をなくすことを目的
としています。
なお、運用状況を関係者により定期的に検証し、必要な見直しを行っていきます。

（支援の対象者）
自宅等※から入院し自宅等へ退院する患者（利用者）で、下記のいずれかに該当する
方（※自宅等＝自宅のほか、介護保険施設及び高齢者住宅、（看）小規模多機能型居
宅介護、グループホーム）
①入院前に介護保険サービスを利用していた方
②退院後に新たに介護保険サービスの利用を希望する方
③退院支援が必要だと病院担当者が判断した方

（支援の担当者）
＊病院担当者、地域医療連携室ソーシャルワーカー、退院調整看護師
＊介護支援専門員（居宅介護支援事業所、介護保険施設、（看）小規模多機能型居宅
介護、グループホーム）

＊地域包括支援センター
＊在宅医療サポートセンター 2



（１）入院前にケアマネジャーが決まっている場合
（入院前に介護保険サービスを利用していた場合）

入院時 治療開始から安定期 退院に向けての調整 在宅移行

＊入院時患者情報把握

・介護保険証の確認

・ケアマネジャーの確認

・必要に応じて、ケアマネ

ジャーへ連絡する

＊入院中の面会対応

・本人状況の確認

（病棟担当Ns・退院調整 NS・MSW）

本人･家族の退院後の生活について意向確認

・退院支援開始の連絡

・家屋調査の予定があれば、ケアマネジャーへ

早めに連絡する

＊退院前調整

・在宅スタッフへの情報提供

(看護サマリーやリハビリサマリー等
の文書及び、電話や対面にて口頭によ
るものも含む)

・カンファレンスの実施

＊実態把握票の準備

・入院後3日～7日以内に地

域医療連携室へ届ける。

（要支援認定者及び（看）

小規模多機能型居宅介護等

は、P5参照

＊地域医療連携室へ面会予約

・患者の状況について情報収集

・本人･家族の退院後の生活についての

意思確認

＊退院受け入れ準備期間

・カンファレンスの参加

・ケアプラン作成

・サービスの調整

医

療

機

関

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
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（１）入院前にケアマネジャーが決まっている場合
（入院前に介護保険サービスを利用していた場合）

医

療

機

関

入院時患者情報の把握 入院中 退院前調整

＊入院時患者情報把握
・介護保険証の確認

◆ケアマネジャーの名刺や事業所が分かるもの
を連携ノートのポケットに入れてあるので、持
参しているか確認

・ケアマネジャーに可能な限り入院の連絡を
する

・入院時点の入院期間の見込みも、ケアマネ
ジャーへ伝える

・検査入院だけの場合は連絡はしない

＊入院中の面会対応
◆本人状況の確認（病棟担当Ns・退院調整
NS・MSW）

・患者・家族の思いを聞く
・患者・家族・医療従事者間で病状理解や生活
上のイメージを共有し、患者・家族が選択・
心構えをできるよう支援する

・退院後も医療処置の継続が予想される場合は、
その受け入れ体制があるか確認しておく

◆退院支援開始の連絡
・回復期・地域包括ケア病棟は退院予定が決ま
れば早めにケアマネジャーに連絡する

・家屋調査・住宅改修など時間を要するため、
早めに連携調整

・急性期で短期間の入院の場合は、治療方針が
決まった段階など、退院の目処が立った時点
で連絡する

・退院困難な場合はその旨も連絡

・転院の場合はケアマネジャーの情報を次の病
院へ引継ぐ

・ケアマネジャーにも転院（転院先、転院日）
の連絡をする

◆入院中の患者情報を共有し、
病院・ケアマネジャー相互に
協力して退院にむけた調整を
実施

・退院支援が必要な患者に対
して退院前カンファレンスの
開催
・主治医、在宅主治医もカン
ファレンスに参加出来る時間
帯など調整

・在宅スタッフへの情報提供
(看護サマリーやリハビリサマ
リー等の文書及び、電話や対
面にて口頭によるものも含む)

・当入退院支援ルールを基本
とし、必要時は個々のケース
に応じて柔軟に対応できるよ
う、担当者相互の連携を図る

・医療処置（吸引・経管栄
養・輸液、バルンカテーテル
等）家族指導などの情報提供
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実態把握票の準備 退院調整 退院前調整

＊連携ノートにケアマネジャーの名刺・介護保
険証、お薬手帳を入れておくよう本人・ご家族
へ周知する。
・入院時は必ず持参し、担当看護師へ渡すよう
説明する。

＊実態把握票の準備
・本人・家族・病院より入院の連絡があった
場合は、速やかに最新情報を記載した実態
把握票を届ける。

・実態把握票には最新情報を記載し、日常の
在宅生活をイメージできるような記載をす
る

※入院先の連携窓口：地域医療連携室

・入院後3日~7日以内に交付する。
（要支援認定者及び（看）小規模多機能型居宅
介護等の入院時情報連携加算の算定はないが、
連携を進めるため、連絡あり次第実態把握票を
交付する）

＊地域医療連携室に面会予約

◆退院調整の連絡を受け、病棟担当Ns・退院
調整NS・MSW・本人・家族の生活の意向等
聞き取りを行う

◆医療機関と必要なサービス等話合い、退院に
備えサービスの調整及び書類の作成をする

・家屋調査・福祉用具選定などの調整
・医療処置等、本人・家族への指導の進捗状況
等の把握

・ケアプランの準備

＊退院受け入れ準備期間
・カンファレンスの参加
・ケアプラン作成
・サービスの調整

◆患者情報の収集、在宅療養
に向けたサービスの調整

◆医療機関の担当者と必要な
サービス等について話合い、
退院に備えてサービスの調整
及び書類を作成
・退院日に合わせて、自宅へ
福祉用具の搬入

・医療処置等、本人・家族へ
の指導の進捗状況等の把握

・ケアプランの準備
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【メモ】
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入院時 治療開始から安定期 退院調整期間 在宅

＊入院時患者情報把握

・介護保険証の確認

・ケアマネジャーの確認

・退院支援の必要性を検討

・介護保険申請が必要な場合、長寿介護課

及び地域包括支援センターへ相談出来る

ことを紹介

・本人･家族の退院後の生活について意思

確認

＊退院支援開始

・本人状況の確認
（病棟担当Ns･退院調整NS･MSW）

・患者・家族の思いを聞く

・患者･家族･医療従事者間で病状の

理解や生活上のイメージを共有し、

患者・家族が、選択や心構えが

できるよう支援する

・ケアマネジャーの選択支援

・家屋調査の予定があれば、ケアマ

ネジャーへ早めに連絡する

＊退院前調整

・在宅スタッフへの情報提供

(看護サマリーやリハビリサマ
リー等の文書及び、電話や対
面にて口頭によるものも含む)

・カンファレンスの実施

＊退院調整の連絡先

※要支援者及び、申請中で判定に迷うケース

〇地域包括支援センター

（0957-53-8141）

※要介護認定者及び重度の介護状態のケース

〇居宅介護支援事業所

＊地域医療連携室へ面会予約

・訪問し、患者の状況について

情報共有

・本人・家族の、退院後の生活に

ついて意思確認

＊退院前調整

・カンファレンスの参加

・ケアプラン作成

・サービスの調整

医

療

機

関

ケ
ア
マ
ネ
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（２）入院前にケアマネジャーが決まっていない場合
（退院後新たに介護保険サービスを利用する場合）
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（２）入院前にケアマネジャーが決まっていない場合
（入院前に介護保険サービスを利用していない場合）

医

療

機

関

入院時患者情報把握 退院調整 退院前調整

＊入院時患者情報把握

・介護保険証の確認
・ケアマネジャーの確認
・退院支援の必要性を検討
・介護保険申請が必要な場合、長寿介護課及び地域
包括支援センターへ相談出来ることを紹介する

・本人・家族の退院後の生活についての意思確認を
行う

＊退院支援開始

・本人状況の確認
（病棟担当Ns・退院調整NS・MSW）

・患者・家族の思いを聞く
・患者・家族・医療従事者間で病状理解や
生活上のイメージを共有し、患者・家族
が選択・心構えをできるよう支援する

・退院後も医療処置の継続が予想される
場合は、その受け入れ体制があるか確認
しておく

・ケアマネジャーの選択支援
・家屋調査･住宅改修など時間を要するため、
早めに連携調整

◆入院中の患者情報を共有し、病
院・ケアマネジャー相互に協力し
て退院にむけた調整を実施

・退院支援が必要な患者に対し、
退院前カンファレンスの開催

・主治医や在宅主治医も、カン
ファレンスに参加出来る時間
帯などを調整

・在宅スタッフへの情報提供(看護
サマリーやリハビリサマリー等の
文書及び、電話や対面にて口頭に
よるものも含む)

・当入退院支援ルールを基本とし、
必要時は個々のケースに応じて柔
軟に対応できるよう、担当者相互
の連携を図る

・医療処置（吸引・経管栄養・
輸液、バルンカテーテル等）
家族指導などの情報提供
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入院時患者情報の把握 退院調整 退院前調整

＊退院調整の連絡先

◆要支援者及び申請中で判定に迷うケース
〇地域包括支援センター

（0957-53-8141）
◆要介護認定者及び重度の介護状態のケース

〇居宅介護支援事業所

＊地域医療連携室に面会予約

◆退院調整の連絡を受け、病棟担当Ns・
退院調整NS・MSW・本人・家族の
生活の意向等聞き取りを行う

◆医療機関と必要なサービス等話合い、
退院に備えサービスの調整及び書類の
作成をする

・家屋調査・福祉用具選定などの調整
・医療処置等、本人・家族への指導の
進捗状況等の把握

・ケアプランの準備

＊退院受け入れ準備期間
・カンファレンスの参加
・ケアプラン作成
・サービスの調整

◆患者情報の収集、在宅療養に向
けたサービスの調整

◆医療機関と必要なサービス等を
話合い、退院に備えサービスの
調整及び書類の作成

・退院日に合わせて、自宅へ福祉
用具の搬入

・医療処置等、本人や家族への
指導の進捗状況等の把握

・ケアプランの準備
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【作成】
地域医療連携室連絡協議会

「大村市版 入退院支援ルール」作成コアメンバー会議

【問い合わせ先】
コアメンバー会議事務局：大村市医師会 在宅医療サポートセンター

Tel：0957-20-7115


