
自治体病院における地域医療連携について
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本日の内容

・当院の地域医療連携室について

・自治体病院における地域医療連携について



病床数400床（一般387床 結核7床 感染症6床)

診療科29科
一般病棟入院基本料７：１ 看護必要度29.3%(H28年6月）
平均在院日数 12.8日（H28年６月） 在宅復帰率94.3％(H28年6月）
病床稼働率 83.3%（H28年7月）
開放病床８床

地域医療支援病院
がん診療連携推進病院
災害拠点病院

地方独立行政法人 岡山市立総合医療センター

岡山市立市民病院



北長瀬駅より当院２Ｆが通路でつながっています



駅からの通路



岡山市立市民病院地域医療連携室

２階入退院センターの奥です。
平成２８年８月からの体制：１６人体制です

室長：臼井副院長（兼務） 室長補佐：植田（看護師）
前方支援(MSW1名・事務6名）

ＭＳＷ→杉原
事務→矢萩 焔硝岩 西江 平谷 國冨 山本

後方支援（ＭＳＷ6名・看護師1名）
MSW→松下 兒子 大久保 西山 笠井

小池
看護師→小野

よろしくお願いします



当院の地域医療連携室

• H１３年発足
• H２４年院長直轄の課となり、H27年１６名体制となった。
• 前方支援・後方支援を行っており、患者相談室も管理してい
る。

• 目標管理を行っている。（具体的な数値目標）
• H２０年退院支援システム構築
• H21年岡山市こども総合相談所からの被虐待児症候群受診
受け入れ開始

• H２２年地域連携システム導入
• H24年がん診療連携推進病院認定
• H２５年地域医療支援病院認定
• H２６年晴れやかネット開始 （H26.2.3～）
• Ｈ２７年オンライン予約システム カルナコネクト開始
• H27年１０月より受診予約のFAX予約時間を18時まで延長



前方支援（地域医療連携部門）
地域連携システム
• 受診予約
• 受診・入院・退院報告
• 診療情報提供書の進捗管理。
未作成のものは、各医師に一覧表をメール送付（週1回）

• 統計事務 など
開放病床業務
岡山市児童相談所被虐待児症候群への連携業務窓口
各委員会等の事務業務
地域医療者参加の研修会（地域医療連携室主催研修会年２
回・病診連携研修会（３Ｓ会）年３回 など

連携室ニュース発行（年３回）
各種情報の作成・整備
地域での会議参加 あいさつ回り など



専用の紹介患者受診申込書（エクセルファイル）（PDFファイル）をご記入の上

FAXしてください。（HPより印刷できます。）

予約票をFAXでお送りいたします。

患者さんに予約票と紹介状をお渡しください。

患者さんに1番 地域医療連携室受付にお越しいただき、各外来へ。

受診の結果をFAXおよび郵送にてご報告（診療情報提供書）いたします。

ご紹介をいただきましたら、事前にカルテ等の準備をしてお待ちしております。

CT、MRI、内視鏡などの検査だけのご紹介も同様にお受けいたします。

受診申込みの際は担当医をご確認ください。 （外来診療担当表：ＨＰにあります）

時間外（18時以降）に受付をしたものについては、翌業務日にできるだけ早く

お返事いたします。 緊急時は救急外来で対応させていただきます。

☆救急外来は代表番号（０８６－７３７－３０００）から転送いたします。

当院の受診予約について



（インターネット通信費のご負担は必要です）

●３６５日２４時間、電話不要で
いつでも簡単に予約ができます

●患者様のご都合と予約の空き状況
を確認しながら予約できます

●患者様の検査完了がすぐに
確認できます

●インターネット活用により、
事前に情報伝達が可能に
なりますので、受付での
待ち時間が少なくなります●予約制ですので検査待ち時間
が少なくなります

●データセンターの管理により
万全のセキュリティ体制です

●クライアント証明書とユーザー
ID、パスワードにより、個人
情報は完全に保護されます
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オンライン予約システムの利用状況

⊡登録医療機関数 89件（平成28年6月）

⊡予約件数 1,054件（平成27年5月～平成28年6月）



オンライン予約の占める割合
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Ｈ28.4～Ｈ28.7平均紹介率60.3% 逆紹介率93.7%



２０１６年７月
前年度

患者数比較
（市内外来）



２０１６年７月
前年度

患者数比較
（市内入院）



２０１６年７月
前年度

患者数比較
（市外外来）



２０１６年７月
前年度

患者数比較
（市外入院）



ヘリポート

H27年災害拠点病院になりました。
現在救急患者数はＨ２８年４月～６月平均１８２６人
救急受け入れ率は平均９７．１％です。

救急患者受け入れは地域医療連携室の看護師がお受けいたします
（内科受け入れはホットラインへおつなぎいたします）



後方支援（患者支援部門）
・退院支援：退院支援システムで院内運用

（１人１病棟受け持ち）

病棟退院支援看護師との協働

室内カンファレンス週１回→困難事例検討会

・患者相談：相談室での対応

各部署での対応→情報管理

（患者相談サポート体制）
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当院は地域医療連携室と病棟が協力し

て患者さんが安心して療養生活が送れ、

「退院」に関する様々なご心配のご相談

に応じながら退院支援を行っています。 

お気軽にナースステーションにお声か

けください。 

 

 

 

 

 

  

     退院支援病棟担当者： 

あなたの「退院」を

お手伝いいたします 

一人暮らしだけ

ど家に帰れるか

心配 転院や施設入

所はどうすれ

ばいいの？ 

医療費

が心配 

 

各病棟に退院支援担当
看護師を配置し退院支援
をしています。４月より退
院支援加算１算定

当院には病棟
退院支援看護
師がいます



病棟退院支援看護師の役割
• スクリーニング（3日以内）
• 入院時面談による情報取集。気持や不安を聞く。
• 退院支援カンファレンス（1週間以内）
• ケアマネージャーとの連携
• 退院前カンファレンス
• 退院指導
• ＤＰＣⅡまでの入院期間の
チェックを病棟看護師長と行い、
長期になる患者さんの支援を
地域医療連携室へつなぐ。
→退院支援促進になっています。

• 看護部退院支援委員会活動

退院支援看護師内でのディスカッションや

地域医療連携室合同カンファレンス勉強会（週１回） を行い情報
共有している



本日の内容

・当院の地域医療連携室について

・自治体病院における地域医療連携について



病院完結型から地域完結型へ

• 2025年の少子超高齢社会のピークを見据えての大
改革

• 国民皆保険制度の医療のありかたの変化⇒いつで
も好きなところでお金の心配をせず求める医療を受
けることができる医療制度（フリーアクセス）から、必
要な時に適切な医療を適切な場所で最小の費用で
受ける医療制度への転換

• 病院で治す医療から少子超高齢社会に見合った地
域全体で治し支える医療への転換



地域包括ケアシステムの構築には、
急性期病院の役割が重要

在宅⇒急性期⇒回復期・地域包括ケア⇒維持期⇒介護
施設⇒居住系または再び在宅

急性期病院は、地域包括ケアの重要な一員

急性期病院を始点として、その関わりによってその後の
患者さんの人生が決まってくる。

急性期病院は病気を治すことを目的とした機能だけでなく
地域の医療機関、福祉、介護、行政へと連携を行い

患者さんの生活を支える機能が求められる。

地域の医療をつなぐコーディネイト的な役割を地域医療
連携室が担っている。

⇒多職種で支援、在宅へつなげることが重要。



病院と地域の橋渡し的な窓口がある
⇨シームレスな連携

• 前方支援、後方支援の窓口がある。

• 患者さんが相談できる体制があり患者さんにわか
りやすい。

• 急患の相談ができる。（医師どおしで話せる：ホット
ライン：看護師が窓口⇨ベッドコントロール看護師
との連携）

• 何か困ったときには「地域医療連携室」へ相談で
きる。

• 退院支援ではさまざまな条件を調整しコーディネ
ートすることが必要。その時々の症状、医療費、家
族の状況などで、さまざまな選択が必要となる。



二人主治医制と患者さんに説明し、かかりつけ医をお持ち
でない方には地域医療連携室が探す。

二人主治医制



多職種で患者さんを支える

• 地域医療連携室が窓口となり院内外の多職種
をマネジメントする。

• 医療は看護師、社会保険制度はMSWが主体と
なり協働する。

• まず在宅へと検討する。
• 医師と治療方針を話し合う。在宅医と相談し在
宅でできるように医療をシンプル化する。

• 薬剤師、栄養士、リハビリなど専門分野のスタッ
フに相談する。

• 退院前カンファレンスを積極的に行う。
• 後方支援病院との定期カンファレンスの開催（患
者さんの情報の共有） 等



情報の共有：電子カルテの重要性

地域医療連携室に
退院支援の書類

入院時書類に退
院支援スクリー
ニングシート



病院職員の意識改革が重要です

• 病院と地域多職種が協力して患者さんの医療を継続
する。→病院医師とかかりつけ医さんとの情報交換

• 急性期の医師は在宅での生活、医療のイメージがで
きない→「こんな患者さんでも在宅でできるんですね」
困難事例を地域医療連携室が支援することにより成
功体験を積み重ねることができる。

• 研修会を開催、事例検討などで在宅医の活動と多職
種在宅支援の現状を知る

• 退院調整看護師の活動で病棟の意識を高める。→
地域医療連携室の支援の内容を電子カルテで共有

• 病棟退院支援看護師との情報共有





病診連携カンファレンス

北区中央地域・南区西地域（せのお病院）

保健医療福祉連携懇話会（コアメンバー会議）

「ほっ♥と安心相談室」

（１階地域ケア総合推進

センター）との連携

行政（岡山市）との連携



岡山市地域ケア総合推進センターより

コアメン
バーで協力

患者相談室との
連携

研修講師で
協力
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岡山市地域ケア総合推進センターより

６地区のコアメンバーが、２か月に１回集まり話し合い、プラン作
成と開催運用。（保健医療福祉介護連携懇話会）→北区中央と
南区西でコアメンバーになっている。



岡山市地域ケア総合推進センターより

年２回開催



岡山市地域ケア総合推進センターより

年２回開催

＜その他＞
北長瀬カフェ（市民病院近隣エリアの情報交換会（２ヶ月毎）
各急性期病院での開催：在宅医療・介護連携カンファレンス 年５回



地域医療連携で大切にしていること

人を大切にする＜地域医療連携は人と人とのつながり＞

⇨患者さん・家族、病院多職種、地域多職種

患者さん・家族の気持ちに寄り添う

職員の接遇

地域に愛される病院を目指す

困ったときに助け合う

⇨地域の多職種と顔の見える関係を作り、困ったときに相談で
きる関係

自治体病院としてのネットワークづくり

⇨自治体病院という同じ立場で、広域病院間で情報共有を行い
協力していく。地域での役割分担。健全な経営と市民が望む医
療の提供。行政とのつながり



植田メール

akemi_ueda@okayama-gmc.or.jp
何かありましたら連絡ください。よろしくお願いいたします。

ご清聴ありがとうございました

電話
086-737-3000(代）
直通電話 086-737-3010

直通FAX

086-737-3011

患者さんの幸せな人生が送れるために

地域医療連携室は、院内・地域をつなぐ窓口と、
社会資源をつなぐマネジメントと、家族をつなぐお
手伝いを行っています。


