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○入院医療機関と在宅医療
に係る機関との協働によ
る退院支援の実施

①退院支援

○ 在宅療養者の病状の急変時における往診
や訪問看護の体制及び入院病床の確保

③急変時の対応

②日常の療養支援

○ 多職種協働による患者や家族の生活を

支える観点からの医療の提供

○ 緩和ケアの提供

○ 家族への支援

○住み慣れた自宅や介護施
設等、患者が望む場所で
の看取りの実施

④看取り

在宅医療の体制構築に係る指針（疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（平成29年3月31日付け医政地発0331第３号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）より

○①～④の機能の確保にむけ、必要な連携を担う役割
・地域の関係者による協議の場の開催
・包括的かつ継続的な支援にむけた関係機関の調整
・関係機関の連携体制の構築 等

～ 「在宅医療の体制構築に係る指針」による在宅医療提供体制のイメージ ～

○①～④の機能の確保にむけ、積極的役割を担う
・自ら24時間対応体制の在宅医療を提供
・他医療機関の支援
・医療、介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援

在宅医療において積極的役割を担う医療機関 在宅医療に必要な連携を担う拠点

・病院、診療所（歯科含む） ・薬局

・訪問看護事業所 ・居宅介護支援事業所

・地域包括支援センター

・短期入所サービス提供施設

・相談支援事業所 等

医療計画には、各機能を担う

医療機関等の名称を記載

多職種連携を図りつつ、24時間体制で在宅医療を提供

○ 在宅医療の体制については、都道府県が策定する医療計画に、地域の実情を踏まえた課題や施策等を記載。
○ 国は「在宅医療の体制構築に係る指針」を提示し、都道府県が確保すべき機能等を示している。

在宅医療の提供体制に求められる医療機能

・在宅療養支援診療所

・在宅療養支援病院 等

・医師会等関係団体

・保健所 ・市町村 等

圏域は、二次医療圏にこだわらず、市
町村単位や保健所圏域など、地域の
資源の状況に応じて弾力的に設定

第７回在宅医療及び医療・

介 護 連 携 に 関 す る W G

平成３０年１１月１２日

参考

資料

２

在宅医療の体制について

3



入退院支援ルールが必要な背景

○入院時に介護支援専門員と病院の連携のスタートが早ければ、退院も早くなる。

厚労省 第１回在宅医療及び介護連携に関するワーキンググループ（2016年8月3日）

○在宅医療は、増大する慢性期の医療ニーズの受け皿としての役割が期待されている。
○何らかの医療処置を必要とする在宅療養患者が増加してきたことから、医療の継続性を
確保するとともに、退院に伴って新たに生じる心理的・社会的問題の予防や対応のため
の退院後の生活を見据えた入院初期からの退院支援が重要。

埼玉県地域保健医療計画（2018～2023年度）

○運用だけでやっていると医師が代った途端にルールが運用されなくなることがある。
○ルールが明文化されていると経験の浅いケアマネジャーでも入退院に係る情報共有様式
を活用するなどして医療との連携が図りやすくなる。

埼玉県在宅医療部会（2019年度）

入院患者が退院後、住み慣れた地域で安心して生活を送れるようになるためには、
入院前又は入院早期から医療と介護が連携して退院支援を行うことが必要であり、
そのためにはルールを明文化することが必要。

出典：埼玉県医療整備課作成資料
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入退院に伴う医療と介護に関する連携上の意見・問題点(抜粋)

埼玉県が県内の在宅医療連携拠点３３か所に対し、入退院に伴う医療と介護に関する連携
上の意見・問題点についてのアンケート調査を実施（2019年８月）

（１）病院の連携窓口が分かりずらい
○大きな病院は相談窓口が分かりずらく、連絡が取りにくい傾向がある。
○退院支援担当がない病院では窓口がバラバラで、訪問看護やケアマネジャーは
病院の対応窓口を確認するのが大変である。

（２）退院前カンファレンス開催日や退院日を早めに知らせてほしい
○ケアプラン原案の作成など、準備に時間がかかる。

（３）退院サマリーなど情報提供書がもらえない場合がある
○提供があっても内容が不十分な場合がある。

（４）退院サマリーなどの様式が病院それぞれで異なって煩雑

１ 介護側から

出典：埼玉県医療整備課作成資料

（１）入院時の情報提供の内容が不十分
○入院時にケアマネジャーからの入院時情報提供書だけでは、病院は十分な情報が
得られない事例がある。

（２）患者情報が担当のケアマネジャーで止まり介護事業者へ伝わらない

２ 病院側から
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埼玉県入退院支援ルール標準例について①

【在宅医療への円滑な移行】
病院等と在宅との間で、療養の場が円滑に移行できるよう、病院が後方支援を行うことを含めて、

病院、診療所の医療関係者や、介護支援専門員等が協議を行い、在宅医療圏ごとに必要な入退院ルー
ルを策定することが重要であり、都道府県はその支援を行うこと。

厚労省 在宅医療の充実に向けた取組の進め方について（2019年1月29日）抜粋

厚労省の通知を受け、埼玉県在宅医療部会において、入退院ルールの必要性、課題等につ
いて整理の上、「埼玉県入退院支援ルール標準例」を策定。
（作成目的）
○要介護・要支援者及び退院支援が必要な方が入院又は退院するにあたって、早い段階で病院等と在
宅関係者が円滑に連携し、患者情報を共有するための標準的なルールとして令和２年４月に策定。

○標準例を参考に地域ごとに入退院支援ルールについて医療と介護の関係者が話し合い、顔の見える
関係づくりを推進。※取組を通して医療と介護の連携の裾野を広げ、かつ深化させる。

（標準例の位置づけ）
○医療と介護の関係者が連携して患者の円滑な在宅移行を支援するために必要な最低限の内容を記
載。

（地域の入退院支援ルール協議の進め方）
○市町村と在宅医療連携拠点及び郡市医師会が中心になって、関係団体と連携して関係者が相互に話
し合いながら自主的に進めていく。

埼玉県在宅医療部会（2019年度）



9

埼玉県入退院支援ルール標準例について➁

（標準例の内容）
○在宅時から退院後までの医療機関、ケアマネジャー、薬局、歯科などの専門職や本人・家族の役割
・在宅時→入院時→入院中→退院見込→退院調整→退院・転院→退院後

○退院調整が必要な患者の目安

○連携にあたってのマナー・エチケット

○本人・家族へのルールの周知方法として
通院・入院時あんしんセットを用意していただくための周知用チラシ

○入退院支援に関する情報共有の様式
県内統一の様式は定めておりませんが、地域で作成する際に最低限、記載が必要な情報を指定
（厚労省参考様式、県内作成済み地域の様式を掲載）。

〇入退院支援機関連絡先

埼玉県在宅医療部会（2019年度）続き

在宅医療部会での意見
県内統一様式を定めた方がよいとの意見がある一方で、既に入退院の調整を行っている病院は、
病院のルールを尊重し様式等、柔軟に取り扱ってほしいとの意見もあり統一様式は定めず。
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さいたま市における入退院支援ルールの作成について①

〇市と４医師会が中心となって、市内の医療・介護関係者とともに入退院支援ルールを作成
〇令和3年度中を目標
〇ルールの強制はしないが、市と医師会が使用を推奨
〇ルールの作成過程で広く意見を伺う。作成後にルールの説明や定着に向けた取組を実施

概要

・高齢化の進展
・自宅等で療養生活を送る患者の増加

・病院関係者と在宅関係者による早期段階
での患者情報共有の必要性の高まり
・双方の緊密な連携により早期退院や退院
後の円滑な在宅生活が可能に

〇運用のみで行う場合、地域や病院による差
異、担当変更時の引継ぎが行われず運用が途
絶える懸念などがある

〇入退院支援に関し、病院関係者と在宅関係
者双方が合意したルールをマニュアル等の形
で明文化し、機能させることが重要

11

Ｒ２

・ルールの必要
性、協議の体制、
進め方等について
協議

協議部会開催までの流れ

市

４医師会

・市内の医療関係
者、介護関係者の
参画のもとルール
作成を進めていく
ことを確認

・関係団体
等への説明

・協議構成員
の選任

・第1回
入退院支援ルー
ル等協議部会

5月 ６月 ７月 11月

背景



さいたま市における入退院支援ルールの作成について②

第１回協議部会
(R2.11.27)

・埼玉県医療整備課から県で作成した標準例やその背景を説明
・協議部会、分科会の設置承認（座長に三谷構成員）
・市の方針、スケジュールの説明、ルール等についての意見聴取など

第１回分科会
(R2.12.9)

・県標準例を基に、ルールについて検討・意見交換
・連携シートは入院時と退院時のそれぞれ様式を作成することで合意

第２回分科会
(R3.4.23)

・引き続きルールの内容を検討（看護サマリ―の取り扱い等を確認）
・現在使用している厚生労働省様式を一部使用していくことを確認

第３回分科会
(R3.5.27)

・分科会としてのルール及び連携シートの中間案を確定
・関係団体へのアンケート、意見照会の方法や内容などを確認

第２回協議部会
(R3.6.29)

・分科会でとりまとめた中間案について協議、意見交換
・関係機関及び団体へのアンケート、意見照会について確認
・今後のスケジュールについて確認

これまでの協議部会・分科会の経緯



さいたま市における入退院支援ルールの作成について③

・関係機関・団体へのアンケート、意見照会
・各医師会の在宅医療・介護連携推進会議等で説明、意見聴取
・市の協議会等で説明、意見聴取

⇒ アンケート及び意見取りまとめ

R3.7～10

・４医師会連絡協議会 ⇒ 最終案の報告、承認
・市内部での決裁等手続き、関係先への周知

R4.1～2

・ルール等の運用開始
・研修会の開催（病院関係者、ケアマネ、包括等）

R4.4～

第４回分科会
(R3.11.9)

第３回協議部会
(R3.12.29)

・第４回情報共有様式等検討分科会開催
⇒ 意見確認、修正意見反映等を検討

・第３回入退院支援ルール等協議部会（全体会議）開催
⇒ 修正意見の確認、最終案の確定
⇒ 今後のスケジュール、周知方法等を説明
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さいたま市における入退院支援ルールの作成について④

さいたま市在宅医療・介護連携推進会議入退院支援ルール等協議部会構成員名簿

所属団体等 氏　名 所属団体等 氏　名

1
浦和医師会・理事（４医師会連絡協議会）

伴医院・院長
伴　茂之 12

埼玉県医療社会事業協会・幹事

自治医科大学附属さいたま医療センター
塚田　祐子

2
大宮医師会・理事（４医師会連絡協議会）

みたにクリニック・院長
三谷　雅人 13

埼玉県医療社会事業協会

さいたま市民医療センター
河村　愛子

3
岩槻医師会・理事（４医師会連絡協議会）

岩槻南病院・理事長
丸山　泰幸 14 埼玉県訪問看護ステーション協会・会長 三塩　操

4
さいたま市与野医師会（４医師会連絡協議会）

さいたま赤十字病院・院長補佐
雨宮　守正 15

介護支援専門員協会

ケアプランセンターつむぎ
保坂　由枝

5 浦和在宅医療支援相談センター 松本　良子 16
介護支援専門員協会

敬寿園宝来ホーム居宅介護支援センター
澁谷　知久

6 大宮在宅医療支援センター 伊藤　順子 17
介護支援専門員協会

在宅介護支援センターなごみ
松尾　浩子

7 与野在宅医療センター 福澤　由佳 18
介護支援専門員協会

居宅介護支援事業所ＰＰＫ
荒山　愛

8 岩槻区医療介護連携支援センター 小笠原　千春 19
さいたま市老人福祉施設協議会・会長

特別養護老人ホーム　諏訪の苑
小松　𠀋祐

9
さいたま赤十字病院

総合支援センター
皆島　悦子 20

さいたま市岩槻区北部圏域

地域包括支援センター松鶴園・センター長
鈴木　崇之

10 さいたま市立病院患者支援センター 今　孝子 21 さいたま市薬剤師会・常務理事 中根　朝子

11
埼玉県医療社会事業協会・理事

さいたま北部医療センター
橋村　健司 22 さいたま市歯科医師会・副会長 巻　淳一
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入退院支援ルール策定に向けたアンケートの実施について

〇実際にルールを活用する病院、ケアマネ等にルールの案をお示しし、日頃の医療・
介護関係者間の連絡・調整上の課題、ルールの必要性、ルールの内容などについて、
ご意見を伺った。

〇いただいた意見については、ルール等協議部会及び分科会で検討の上、必要な意見
をルールへ反映するとともに、構成員間の議論の参考としても活用した。

１ 目的

＜居宅介護支援事業所・地域包括支援センター＞
・居宅介護支援事業所 347か所
・地域包括支援センター 27か所

＜病院＞
・病院 37か所

＜訪問看護ステーション・薬局＞
・薬局 147か所
・訪問看護ステーション 81か所

4 対象

〇さいたま市ＨＰ上での実施
（アンケ―ト依頼を郵送し、該当
ページにアクセスして回答）
※ただし、病院は現在使用している様式等
の送付も依頼するため、郵送で実施

２ 実施方法

令和3年7月16日～8月27日

3 実施期間

16



【分析】
「必要だと思う」「どちらかというと必要だと思う」と回答した合計は275、回答者全体の
９割以上がルールの必要性を感じている結果となった。

157
118

6
3

11
5

さいたま市共通ルールの必要性について

必要だと思う どちらかというと必要だと思う

どちらかというと必要ではない 必要ではない

分からない 無回答

〇実施期間：令和３年７月16日～８月27日

〇実施方法：市ホームページまたは郵送により回答

〇実施対象：全て市内を対象

①病院 39（回答数37、回答率95％）

②居宅介護支援事業所 370（158、回答率43％）

③地域包括支援センター 27（回答数27、回答率100％）

④訪問看護ステーション 74（回答数29、回答率39％）

⑤在宅支援薬局 148（回答数68、回答率46％）

さいたま市入退院支援ルールに関するアンケート結果（抜粋）

【事例の抜粋】
病院：個人情報の取り扱いに関する考え方に相違があることがあり、トラブルにつながることがあった。
病院：どの機関がかかわっているのか分からず、情報収集に手間がかかる。

在宅：コロナ禍で、入院中の本人に会えないため、病院、家族、ケアマネの間での認識違いがあり、退院後に調整や急遽の動きが
多くなってしまっている。

在宅：病院に相談する際の電話番号やFAX番号がわからない。
在宅：相談窓口（医療相談室、担当相談員、等）が設定されていない病院だと、入院病棟の看護師等が調整先となるが、看護師も

時間交替等があり、話しが通じにくかったり、会議調整に苦労する場合がある。
在宅：退院時カンファレンスに参加したいが、調剤薬局が在宅に関わるのは退院後のカンファレンスが多い。
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さいたま市版入退院支援ルール（概要版）①

さいたま市版入退院支援ルールの構成

○市の高齢者の状況（特に後期高齢者の増加が著しい）、ルール作成の必要性 等

１ はじめに

○早い段階での患者情報の共有が、退院の早期化、円滑な在宅生活につながる。
○一部の医療機関で情報共有シートが使われているが、医療・関係者間の円滑な連携の
ためには、市共通のルールを明文化し、システムとして機能させることが必要。

２ 「入退院支援ルール」作成の目的

○医療・介護関係者が必要な情報を共有するための基本的な流れを示したもの。
○情報共有方法、退院カンファレンスの要否・時期・回数等は病院担当者とケアマネで
調整。

○ルールは強制ではなく、さいたま市4医師会等や市が使用を推奨するもの。

３ 「入退院支援ルール」の位置づけ

○適用地域（さいたま市全域）、運用開始時期（令和４年度）、ルールを適用する患者
○支援の担当者（ケアマネ･包括･訪看･医療機関･かかりつけ医･歯科医･薬剤師･市）
○入退院支援の担当窓口（市･医療機関･介護サービス事業所･在宅医療連携拠点 等）

４ 「入退院支援ルール」の共通事項



さいたま市版入退院支援ルール（概要版）➁

５ さいたま市「入退院支援ルール」

入院前にケアマネジャー（居宅介護支援事業所又は地域包括支援センター）が決まっている場合



さいたま市版入退院支援ルール（概要版）③



さいたま市版入退院支援ルール（概要版）④

入院前にケアマネジャー（居宅介護支援事業所又は地域包括支援センター）が決まっていない場合



さいたま市版入退院支援ルール（概要版）⑤

○本人・家族へのルールの周知方法として、通院・入院時あんしんセットを用意して
いただくための周知用チラシ

６ ご本人・家族への入退院支援ルールの周知

○各職種がお互いの立場を理解し思いやりをもって行動することが大切
（例：全ての職種の皆様へ）
①お互いに思いやりを持ち、丁寧な対応を心がけましょう。
➁お互いの視点を大切に、わかりやすく相手に伝えましょう。
③他の職種と連携を取る時はどの程度急ぐ案件か相手に伝えましょう。

７ 連携にあたってのマナー・エチケット

○（様式１）入院時連携シート（ケアマネ ⇒ 医療機関） ※新規
○（様式２）退院・退所情報記録書（ケアマネ） ※既存（厚労省書式）
○（様式３）退院時連携シート（医療機関・ケアマネ） ※新規

８ 入退院に関する情報共有の様式について

○入退院支援における連携・調整に関する診療報酬・介護報酬／入退院支援機関連絡先

９ 参考資料



入退院支援ルー手引き冊子(関係者用)

24

普及チラシ(配布用)

さいたま市HP

さいたま市版入退院支援ルール（概要版）⑥
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入退院支援に関する情報共有の様式について①

（様式１）入院時連携シート（ケアマネジャー ⇒ 医療機関）

■様式１について（新規）
○入院時に、在宅での状況を病院関係者
に申し送るために、ケアマネが作成。

■主な項目
〇かかりつけ医、介護事業者、訪問看
護、薬剤等の関係機関情報、
サービス利用状況

〇氏名、生年月日、性別、家族情報、
連絡先

〇既往歴、服薬状況、要介護度、障害
高齢者及び認知症高齢者の日常生活
自立度

〇本人の生活情報、身体・生活機能
（ADL、IADL等）の状況、療養生活上
の課題

〇本人及び家族の意向
〇事前意思表明の有無

市内の病院・ケアマネ等の医療・介護関係者が入退院時の連絡に共通の様式を利用することで、関係者間での円滑な支
援や負担の軽減を図ることが可能なことから、市で推奨する書式を作成。
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入退院支援に関する情報共有の様式について➁

（様式２）退院・退所情報記録書（ケアマネジャー）

■様式２について（既存）
○退院時の状況について、ケアマネが病
院関係者から患者の情報を聞き取る際
に使用するもの（現在利用されている
厚労省の様式）

■主な項目
〇氏名、生年月日、性別、介護保険利用
状況

〇入院の概要
〇疾患と入院(所)中の状況
〇本人及び家族の意向
〇退院後に必要な事柄（医療処置の内
容、看護の視点、リハビリの視点等）

〇本人の生活情報、身体・生活機能
（ADL、IADL等）の状況、療養生活上
の課題

〇症状・病状の予後・予測
〇在宅復帰のために整えなければなら
ない要件 27



入退院支援に関する情報共有の様式について③

（様式３）退院時・退所情報記録書（医療機関またはケアマネジャー）

■様式３について（新規）
○退院前の連絡やカンファレンスの実
施、退院時に、様式２によらずに情報
共有等に幅広く利用することを想定。
（主な利用目的は表題の３つ）

○病院関係者、ケアマネ等を含め幅広い
関係者の利用想定。

○様式を関係者間で共有する場合、患者
又は家族、作成者の了承が必要。

■主な項目
〇退院予定日
〇退院後の所在地
〇退院後に必要な医療処置、看護処置、
リハビリテーション

〇退院後の留意点
〇事前意思表明の有無

28
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本日のまとめ

〇入院時に病院と在宅側の連携のスタートが早ければ、患者が円滑に在宅療養
生活に移行することが可能。

〇令和４年４月から、さいたま市で統一した入退院支援ルールが運用開始。

〇約２年をかけたルール作りの段階から、市内の医療関係者と介護関係者にアン
ケート調査などを介してお知らせしてきたものの、今後も広く周知が必要。

〇医療・介護連携における地域ごとの研修会や会議に加え、ケアマネ主催の勉強
会なども是非ご検討いただきたい。

〇ルールを活用していただきつつ、今後もケアマネの皆さんが日頃、悩んでいる
こと、困っていること、こういうものがあるとよい、こうすればよい、という
ご意見をお聞きできる機会を設けていきたい。
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参考 私の意思表示ノート（埼玉県医師会作成）

31
http://www.saitama.med.or.jp/watashi_note/201023_02.pdf

・ＡＣＰの取組の一環として、埼玉県医師会が作成
・ダウンロードは埼玉県医師会ホームページから


