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項目 内容 

運用について ◇南島原市版の運用ルール及び様式です。 

※将来的には、近隣市と運用ルールや様式の統一化を図るな

ど、見直しを行う場合があります。 

 

◇市外の医療機関や居宅介護支援事業所等と連携を行う場合で

あっても、本ルールに基づき連携支援を行いましょう。 

対象者について ◇原則として 65歳以上（介護 2号被保険者を含む）の介護

保険サービス利用者または介護保険サービスの利用を希望され

る方。 

 

◇その他、病院担当者が退院連携を必要と判断した方。（ただ

し、入院時に介護認定申請を行い、退院時に担当ケアマネが決

まっている場合を想定しています。） 

支援者及び支援機関 【医療機関】 

・入院医療機関（特に急性期病院）の医師、薬剤師、看護師、

理学療法士、作業療法士、栄養士 など 

 

【居宅介護支援事業所・地域包括支援センター】 

・担当ケアマネジャー 

 

 

 

項目 内容 

個人情報について 支援対象者または家族の同意を得たうえで連携支援を行いま

しょう。 

連携方法について 担当窓口や連携シートの提出方法（郵送、手渡し、ＦＡＸ）

など事前に確認しましょう。 【参考】P９参照 

１.運用にあたっての留意事項 

（１）基本事項 

（２）連携支援（情報提供等）の際に気をつけること 
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項目 内容 

日頃からの情報整理 ◇担当ケアマネは、支援対象者が入院を要する状態になる前か

ら、普段の状態など（連携シートにある項目）の把握に努めま

しょう。 

「日常の療養支援」と

多職種連携 

◇入院前や退院後の「日常の療養」の場面では、地域のかかり

つけの医師を中心に、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、栄養士

などさまざまな職種と関わりが必要になる場合があります。 

 

◇支援対象者の状況に応じた連携をとるよう心がけましょう。 

入退院時の情報連携 ◇本ガイドブックにおける入院時及び退院時の情報提供書（連

携シート）は、南島原市における医療・介護連携のための様式

です。 

 

◇入院医療機関（特に急性期病院）での文書取り扱いが円滑に

行えるよう、本様式を利用くださいますようお願いします。 

（なお、他の様式の使用を妨げるものではありません。） 

 

２.活用にあたっての基本的事項 

-２- 



 

場面 医療機関 ケアマネ 

 

 

在宅 

  

 

 

 

 

入院 

 

 

 

 

 

◇連携シートを院内多職種で共有し、患者の普段の 

生活状況を把握します。 

 

 

 

 

 

◇担当窓口や連携シートの提出方法（郵送、手渡し、ＦＡ

Ｘ）など事前に確認します。 

 

 

退院 

調整 

 

 

 

 

◇患者の退院見込みをケアマネに連絡します。 

※いつ、どこに退院（転院）予定か 

  自宅へ退院の場合は⑤へ 

  転院の場合は、③を転院先へコピーして渡します。 

 

 

 

 

◇必要に応じ、退院カンファレンスに出席します。 

◇患者・家族の意向を確認し介護サービスを調整します。 

※切れ目のないサービスの提供ができるようケアプラン

を作成します。 

 

退院 

 

 

※禁忌事項や、専門職の視点からみた注意事項など具体 

的に記入ください。 

 

◇不足情報は、随時問い合わせます。 

３.入退院支援連携のフロー 

②医療機関またはケアマネのどちらか早い方が、３日以内に連絡をとりましょう。 

「入院時情報提供書」（連携シート）のやりとりが必要か話し合いましょう。（検査入院など不要の場合もあります。） 

 

①「もしもの入院に備えて」と「こんにちは、ケア

マネです！」を活用しましょう。（P.4～５） 

③必要に応じて連携シートを提供 

 

④入院中の患者の状態などを共有し、相互に協力して退院に向けた調整を開始しましょう。 

必要に応じ、退院カンファレンスにケアマネの参加を要請しましょう。 

⑤「退院時情報提供書」を提供 

 

-３
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こんにちは、ケアマネです！     

※入院がきまったとき、 

または 

入院された場合には、必ず下記までご連絡ください。 

担当者名  

事業所名  

連絡先  
 

 

４.在宅支援中の取組み 

-４
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南島原市にお住いの 

高齢者・ご家族・地域の皆さまへのお願い 
 

もしも入院することになった場合、退院後も安心して自分らしい生活を送るに

は、入院の早期から、退院後の生活を見据えて、病院や関係機関、本人・家族等

が、連絡を取り合う必要があります。退院後に介護等の介護保険サービスを利用す

る場合に、スムーズに利用が開始できるようにするには早めに関係機関と連絡を取

り合うことが大切です。そのためには、もしもの入院に備えて、以下のことをご理

解いただき、日頃からの備えをお願いします。 

 

 

もしもの入院に備えて、普段から「受診・入院時セット」を 

ひとまとめにしておいてください 

 

   「受診・入院時セット」とは・・・ 

① 医療保険証 

② 介護保険証 

③ お薬手帳 

④ かかりつけの医療機関の診察券 

⑤ 介護保険利用中で担当のケアマネ 

ジャーがおられる方は、担当の名刺  

⑥ 家族の連絡先 

 

 

介護保険を利用している方が入院した場合、すぐに担当のケアマネジャーに連絡

をしてください。介護保険の申請をしていない方（担当のケアマネジャーがいない方）

で、何らかの支援が必要な場合には、南島原市地域包括支援センターなどに相談してく

ださい 

 

 

  

担当ケアマ

ネジャー  

○○ ○○ 
   

家族の

連絡先 

 
介護保険  

被保険者証 

○○病院 

診察券 

昨日、夫が○○病院

に入院しました。 

 わかりました 
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入院医療機関名 窓口 電話 
情報連携の方法 

郵送 手渡 FAX 

医）栄和会 泉川病院 医療連携部 72-2017 ○ ◎ ○ 

医）南風会 浦上病院 入院相談窓口 85-3508 ○ ○ ○ 

医）博愛会 哲翁病院 地域医療連携室 86-3226 ○ ○ ○ 

医）弘池会 口之津病院 地域医療連携室 86-2200 ○ ○ ○ 

医）杏林堂 明島整形外科医院 受付 72-2023 ○ ○ ◎ 

医）有心会 池田循環器科内科 受付 82-0993 ○ ◎ ◎ 

医）内田医院 受付 82-2225 ○ ◎ × 

医）いその産婦人科 受付 82-2430 ○ ○ × 

医）NANOグループ 菜の花クリニック 受付 85-3690 ○ ◎ × 

医）善仁会 栗原医院 受付 87-2028 ○ ○ ○ 

 

※注意：連携シートの提供方法は、必ず医療機関担当窓口に確認したうえで行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名 所在地 電話番号 

南島原市地域包括支援センター 北有馬町戊 2747番地 84-2633 

南島原市地域包括支援センター サブセンター 布津町乙 1623番地 1 61-1190 

 

６.入院医療機関一覧 

７.居宅介護支援事業所等一覧 

南島原市地域包括支援センター 
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事業所名 所在地 電話番号 

眉山荘居宅介護支援事業所 深江町乙 857番地 72-2000 

指定居宅介護支援センター たすかる 深江町丙 264番地 72-3499 

指定居宅介護支援事業所 ふかえ 深江町丁 2663番地 2 72-6814 

介護支援センターあけぼの 布津町乙 1862番地 2 72-6663 

島原雲仙農業協同組合居宅介護支援センター 有家町石田 45番地 82-5259 

居宅介護支援事業所 松原の里 有家町中須川 793番地 1 73-9930 

小嶺ケアセンター （休止中） 有家町中須川 196番地 1 82-1763 

池田循環器科内科 居宅介護支援事業所 すずらん 有家町山川 347番地 1 82-0993 

指定居宅介護支援事業所「さかうえ」 有家町山川 378番地 1 65-2522 

南島原市社協 ケアプランセンター 有家町石田 8番地 46 73-9830 

ケアプランセンターやまぼうし 西有家町里坊 50番地 1 73-6018 

生活サポートセンター 夢織りの里 西有家町里坊 41番地 1 82-6070 

居宅介護支援事業所 きずな 西有家町見岳 464番地 1 82-0626 

有限会社新生堂 きらら介護相談室 西有家町見岳 607番地 82-3001 

居宅介護支援事業所 有馬荘 北有馬町甲 3181番地 8 84-2511 

介護支援センター 郷の家 南有馬町乙 1220番地第 2 85-3981 

指定居宅介護支援事業所 菜の花 南有馬町乙 1565番地 1 85-3690 

ケアプラン望海 南有馬町甲 1270番地 85-4721 

居宅介護支援事業所 玉成園 口之津町甲 1190番地 1 86-5035 

介護プラン作成センターモア 口之津町甲 2146番地 2 86-4443 

加津佐荘居宅介護支援事業所 （休止中） 加津佐町乙 618番地 87-2099 

加津佐町在宅介護支援センター 加津佐町乙 9番地 87-5628 

口加ケアプランサービス 加津佐町戊 4450番地 87-5678 

居宅介護支援事業所 
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（敬称略） 

氏名 所属 

久松 貴 一般社団法人 南高医師会 

田中 健 県南地域リハビリテーション広域支援センター 

佐藤 晃一 一般社団法人 島原南高歯科医師会 

桧和田 洋一 一般社団法人 島原薬剤師会 

中川 麻衣 長崎県訪問看護ステーション連絡協議会 

森  みはる 長崎県介護支援専門員連絡協議会島原半島支部 

稲田 あけみ 島原半島訪問介護員連絡協議会 

中島 恵美子 長崎県栄養士会島原支部 

宮田 小百合 島原南高歯科衛生士会 

松尾 純子 長崎県県南保健所 

川内 久美 島原地域広域市町村圏組合介護保険課 

大吉 眞智子 南島原市地域包括支援センター 

福嶋 淳子 南島原市在宅医療・介護連携サポートセンター 

石橋 希 哲翁病院 地域医療連携室 

谷口 功一 泉川病院 医療連携部 

植木 美和 口之津病院 地域医療連携室 

松田 俊二 地域密着型特別養護老人ホーム アメニティいわど 

 

＜協力＞「南島原市入退院支援ガイドブック」策定検討 

南島原市入退院支援連携ガイドブック 

発行 平成３１年３月 

【お問い合わせ】 

南島原市在宅医療・介護連携サポートセンター 

電話 0957-84-3030 


