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地域包括ケア病床での円滑な
退院調整の取り組み

杵築市立山香病院

○草野 匡洋 手嶋 敏恵 山口 あゆみ
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地域包括ケア病床

当院の施設概要

• 一般病床（90床）
• 療養型病床（18床）
• 地域包括ケア病床（30床）

　当院は、138床の一般病院であり、老人保険施設
や福祉ステーションを併設し、へき地医療拠点病院
として地域住民の保健・医療・福祉の総合的な提供
に努め、地域包括ケアシステムの充実に力を入れて
います。

昨年10月には、在宅復帰率70％・在院日数60日と
制限のある地域包括ケア病床を新設し、これまで以
上に退院支援・調整が必要になりました。
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退院支援・調整を実際に行って困っている事

退院調整の進め方に関して

退院支援計画書に関して

患者・家族との関わりに関し

て

特になし

当院の退院支援・調整に関する問題点
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退院支援・調整に関して知りたい事

退院調整の流れに関して

書類の記載方法に関して

多職種との連携方法に関し

て

現状の問題点
①地域包括ケア病床の理解・知識不足
②退院調整に必要な書類の記載が出来ない
③多職種との情報共有が出来ない

平成26年10月 看護師13名 回答率 100％ 複数回答可

地域包括ケア病床新設にあたり、病棟スタッフを
対象に退院支援・調整に関してアンケートを行なっ
たところ、
①地域包括ケア病床の理解・知識不足
②退院調整に必要な書類の記載が出来ない

③多職種との情報共有が出来ない
といった問題点が浮かび上がりました。

目 的

地域包括ケア病床を理解し、円滑に退院調整ができる

そこで、今回我々は、地域包括ケア病床を理解し、
円滑に退院調整ができる事を目的とした取り組みを
行いました。

期間 平成26年10月～平成27年7月

方法 ①学習会の開催

②退院調整パスの作成

方 法

・学習会の理解度
・退院調整に必要な書類の記載不備の割合
・退院調整カンファレンスの開催状況
・在宅復帰率 について検討

方法です。
平成26年10月から平成27年７月にかけて、

①学習会の開催
②退院調整パスの作成を行い、
　・学習会の理解度
　・退院調整に必要な書類の記載不備の割合
　・退院調整カンファレンスの開催状況
　・在宅復帰率について
検討しました。

演 題

188

地域包括ケア病床での円滑な退院調整の取り組み（地域包括ケア病
床・退院支援・情報共有・退院調整パス）
発　表　者 草野　匡洋（大分県　杵築市立山香病院）

共同研究者 手嶋　敏恵、山口　あゆみ
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学習会の内容

① 地域包括ケア病床について

② 介護保険について

③ 退院調整に必要な書類の記載について

地域包括ケア病床の看護師を対象にしたアンケー
ト結果を踏まえ、スライドに示します３つの内容の
学習会を開催しました。

① 地域包括ケア病床について

地域包括ケア病床についての学習会では、
①患者・家族が自信を持って、スムーズに在宅療養

へ移行できるため、地域包括ケア病床における看
護師の役割について

②ケアマネージャーや多職種との情報共有に努める
必要性について

③地域における当院の役割について学習しました。

介護保険について

介護保険についての学習会では、多くの看護師が
理解不十分であった、
①介護保険申請・区分変更の流れについて　
②介護区分ごとの支給額による自己負担額について　
③活用できるサービスについて

患者・家族に説明が出来るように『杵築市の介護
保険パンフレット』を使用して学習会しました。

退院調整に必要な書類について

退院調整に必要な書類の記載についてです。これ
は、当院の退院支援・調整の流れです。入院後、病
状や治療にばかり視点が向いている事が原因なの
か、退院調整に必要な書類のなかでスクーリニング
シートⅡ・退院支援計画書の記載不備が目立ちまし
た。これは、当院が使用しているスクーリニングシー
トⅡ・退院支援計画書です。この用紙の記載方法に
ついて、手順書を用いて再学習しました。

② 退院調整パスの作成

続いて、退院調整パスの作成についてです。

医師

看護師

連携室

事務

リハビリ

薬剤師

栄養士

老健
福祉ＳＴ

看護部長を中心としたコアメンバーにて、スライ
ドのような退院調整パスを完成させました。当院は
電子カルテが導入されていない為、この退院調整パ
スをネットワークにより全てのパソコン端末で共有
できるようにしました。退院調整パスの作成により、
多職種の関わりの進行具合を把握出来るようにしま
した。また、書類の不備を減少する為に、退院支援
に必要な書類の記載する目安となる日にちを確認で
きるようにしました。
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結 果

結果です。

学習会の理解度
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退院調整の流れに関して
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書類の記載方法に関して
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多職種との連携に関して

理解できた
大体理解できた
不十分

学習会の理解度に対するアンケート結果です。８
割の看護師が
・退院調整の流れ
・書類の記載
・多職種との連携に関して理解をする事が出来まし

た。
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記載不備件数（％）（％）

スクリーニングシートⅡと退院支援計画書の記載
不備件数の推移です。

７割近くあった記載不備の件数は１割程度に減少
する事が出来ました
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多職種との退院調整カンファレンス開催の回数の
推移です。カンファレンス回数は増加傾向にありま
す。
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地域包括ケア病床の在宅復帰率の推移です。昨年
10月から３月までの在宅復帰率の平均は、84％。４
月から７月までの在宅復帰率の平均は、95％です。
在宅復帰率70％をクリアーし、今年度は在宅復帰率
90％以上で推移できています。

① 学習会の開催により、退院調整の流れ、書類の記載方法、多職

種との連携などについて理解出来るようになった。

② 退院調整パスの作成により、多職種との連携の強化や必要書類

の記載不備の減少につなげることができた。

③ これらの成果により、多職種合同の退院調整カンファレンスが充

実し、在宅復帰率を増加させることができた。

結 論

結論です。学習会の開催により、退院調整の流れ・
書類の記載方法・多職種との連携などについて理解
できるようになりました。そして、退院調整パスの
作成により、多職種との連携の強化や必要書類の記
載不備の減少につなげることができました。これら
の成果により、多職種合同の退院調整カンファレン
スが充実し、在宅復帰率を増加させることができま
した。ぜひ、今後学習会の開催やカンファレンスの
開催を継続できるよう努力したいと思います。
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