
在宅医療・介護連携推進事業に関する市町村の取組状況 4つの場⾯における在宅医療・介護の連携上の課題︓日常の療養支援

1 横浜市

2 川崎市

3 相模原市

4 横須賀市

5 平塚市

6 鎌倉市

7 藤沢市

8 小田原市

9
茅ヶ崎市
寒川町

10 逗子市

11 三浦市

12 秦野市

13 厚木市

14 大和市

15 伊勢原市

介護を必要としている市⺠の三分の⼆が在宅を希望しているが、「医療・介護のニーズにどれだけ対応できてい
るか。」把握ができていない。データ上、訪問診療・訪問⻭科診療を受けた患者数は⽐較的多い。⇒医師・CM・
包括で活⽤する連絡票の作成と運⽤を⾏っている。

かかりつけ医不在の⽅への対応（介護認定、受診勧奨など）

伊勢原市在宅医療と介護連携推進会議の平成28年度初回開催時は、訪問診療を実施している診療所も少なく、訪
問診療を利⽤している⼈数も少なかったが、令和3年10⽉の時点からは訪問診療機関数も増加し、利⽤者も増加
している。令和2年3⽉に看護小規模多機能型居宅介護⽀援事業所がサービスを開始し、会議が設置された平成28
年度と⽐較すると、医療や看護の⽀援が必要な利⽤者へのサービスが充実されている。

会議においては、現場の状況について課題等出されておらず、今後各業種ごとにヒアリングを検討している。

訪問看護事業所と連携し、夜間の状態変化で家族が不安になった際は家族の不安を聞き取り助⾔を⾏ったり、訪
問看護事業所の看護師が状態を確認しに⾏くなどの対応をしている。また、⾝寄りのない独居⾼齢者の退院先調
整を介護事業者や養護施設運営者と連携している。

地域の現状に応じた⽬標設定や課題の抽出がされていない。※⾼齢化率の⾼い本市は、元気な⾼齢者も多く、⼊
院前まで⾃⽴していた⽅が急激にＡＤＬの低下から⾃宅への退院が難しくなるなど、多様な退院先・療養先選定
に難航する場⾯がある。

平成２８年当初と⽐べ、居宅介護事業所数や介護事業所等の増加がみられる。また、訪問診療利⽤者割合も増加
し、訪問看護利⽤者数も増加がみられている。在宅療養後⽅⽀援病院として、地域の診療所との連携を図ること
が始まるなど、⾼齢者が住み慣れた場所で安心して生活ができるように、連携体制が構築されつつある。コロナ
禍においても病院と在宅医療と介護関係者の⼯夫して、在宅療養につなげている。

医療関係者と介護関係者の在宅療養に関する知識に差があるため、対象者および家族の⼾惑いや不安につながる
ことがあるため、すり合わせが必要である。

同じ職種同⼠はそれぞれの部会が⾏っている。異なる職種では、地域ケア会議等で実施。住⺠理解で在宅医療生
活の説明、マップや電子冊子を作成している。

ICTについては医師ごとにそれぞれのものを導⼊しており、訪看等から利⽤しずらさは課題として挙げられてい
る。医師会に統一が可能か打診するが、難しいと返答されている。

医療・介護の情報連携体制構築のため、医療・介護間で顔の⾒える関係づくりを構築するほか、情報連携のため
に様々な⼯夫を図っている。⇒多職種間で交流を図る・ノートや情報連携⽤シート(在宅サマリー）を使⽤して情
報連携を図る。

医療・介護の情報連携体制。医療と介護のケア⽅針のズレ。生活情報の取得が困難(家族が別居)。

平時のかかりつけ薬局の意識がない。⾼齢者や認知症患者が増加していて、看護必要度の⾼い患者も増加してい
る。担当者により情報や対応に差が出てしまう。

重複投薬となることがある。／看護師だけではサポートが困難。／対応⽅法や情報元となるものを統一する。

医療機関、⻭科医療機関、薬局、訪問看護事業所、介護事業所等の資源の把握／在宅医療・介護に関する相談対
応

検討中

「あんしんファイル」を⽤いた医療機関と介護事業所の情報共有 活⽤している事業所が限定している。
医療分野と介護分野での⽀援⽅針の統一が難しい。医療機関や事業者間でのタイムリーな情報共有等を視野に⼊
れた、オンライン利⽤促進を進めているところである。

取組の⽬的や意識の共有が課題である。

在宅での生活を希望される⽅に、訪問診療を実施している医療機関等の情報を提供 超⾼齢化となる現状で、⼈⼝規模に対して訪問診療等を実施する医療機関が増えるために⾏政として何ができ、
何をすべきか。

相談⽀援ケアマネジメント連絡協議会における研修の実施や各区における地区在宅療養推進協議会での研修や事
例検討を通じた連携を⾏っている。

ケアマネジャー側の医療知識の理解の促進、また病院側の介護や在宅生活の理解の促進に取り組みます。

医療職・介護職の双⽅の領域の知識不⾜。情報共有ツールが必要。⇒医療・介護従事者双⽅がお互いの分野につ
いて理解を深める研修を実施している。⽀え⼿帳(本⼈と家族、医療や介護などの⽀援者が連携するためのツー
ル）のモデル事業を実施している。

研修会を開催しても、なかなか参加しない⼈がいる。ITが苦⼿な従事者がいる。情報共有のためICTの活⽤を検
討する必要があるが、ランニングコストに特財を充てられないため予算確保が課題。既に様々なシステムがあ
り、ICTシステム統一を図ることが困難。

在宅療養⽀援診療所をはじめとした在宅医療に取り組んでいる診療所等を把握。在宅療養⽀援診療所の訪問診療
や看取り実績を把握。在宅療養に関する、市⺠啓発の実施（ガイドブック作成）。

医療資源量の把握、市⺠啓発は実施しているが、連携状況を把握、評価できていない。

在宅で医療と介護の両⽅を必要とする⾼齢者が増えている。⇒在宅医療連携拠点による多職種連携会議の実施や
病院とのバックアップ体制の構築を推進している。

切れ⽬のない医療・介護の提供体制を整えるための更なる現状把握が必要。
NO 市町村名 【現状】と【取り組み内容】 【課題】
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資料４（参考資料）



在宅医療・介護連携推進事業に関する市町村の取組状況 4つの場⾯における在宅医療・介護の連携上の課題︓日常の療養支援

NO 市町村名 【現状】と【取り組み内容】 【課題】

16 海⽼名市

17 座間市

18 南⾜柄市

20 葉⼭町

21 大磯町

22 ⼆宮町

23 松田町

24

中井町
大井町
⼭北町
開成町

25 箱根町

26 真鶴町

27 湯河原町

28 愛川町

29 清川村

19 綾瀬市

議(Zoom)の開催／医師会医師（訪問医）との定期的な情報交換（R２書⾯会議、R3居宅介護⽀援事業所へのヒア
リングを実施し、取り組みに関する状況確認）／市内医療機関連携窓⼝一覧は活⽤している。現在のものに加
え。認知症の診断ができる医療機関、軽度者に対する対象外種⽬の医学的所⾒、訪問看護指⽰書の記載などを
⾏っているかの情報があるとよい。／以前よりは連携しやすくなったと感じるが、事業所によってはまだ敷居が
⾼いと感じてしまう。

認知症ケアパスを作成し、相談医療機関一覧や⽀援等について周知している。介護者交流会を年４回開催し、介
護についての相談や介護者相互の交流会を実施している。

町、地域包括⽀援センター、地域医療連携室が窓⼝となり相談受付を⾏っている。
町内医療機関が限られているため、広域で取り組んでいる状況。往診に関しては、医療機関に相談し状況に応じ
て個別に対応して頂いている。

町の医療機関・介護事業所等が限られているため、広域での取り組みが必要。

町内の医療機関等を記載しているサービスガイドの配布をし、情報提供することで、常時・緊急時に本⼈や家族
が迅速に対応できる。

ガイドブックの記載内容は正確な情報更新をしていくこと。

より良いマネジメントができるようにケア会議で事例検討会をしている。インフォーマルサービスの構築、その
ための⼈材の育成

医療機器を付けての退院に対して対応できる医師が少ない。一⼈開業医が多く在宅医療の負担が大きい。開業医
の連携が必要だと思う。

⽇常の療養⽀援を⽀えるため、町介護⽀援専⾨員協会主導により、医師や介護事業所との情報連携ツール
「MedicalCareSystem（MCS、医療介護従事者向けのSNSツール）」を活⽤し、情報共有を図っている。

利⽤は一部に留まっており、さらに普及、啓発が必要。

センターが多職種対象のグループワーク等研修を実施している。その結果として異なる職種同⼠の理解が深まっ
ている。ケアマネや連携室、地域包括⽀援センターを中心として多職種連携を図り、医療と介護を必要とする⾼
齢者が住み慣れた場所で生活できる体制が整ってきている。

医療機器を付けての退院に対して対応できる医師が少ない。一⼈開業医が多く在宅医療の負担が大きい。開業医
の連携が必要。

⽇頃から担当ケアマネや事業所と連絡を密にとり、情報共有に努めている。また、町内の病院と連携して、可能
であればレスパイト⼊院もすすめている。

多職種の連携により⽇常の療養⽀援が⾏われているが、訪問看護や訪問介護のサービス利⽤のニーズは⾼まるこ
とが想定されるなか、介護⼈材の不⾜を懸念する声がある。

介護⼈材の不⾜が懸念されるなか、ニーズが⾼まることが想定されるため、介護⼈材の確保が必要になる。

⾒える化システムを活⽤したそれを分析はできているが、それをいかした政策形成にいかせていない。小規模多
機能等、複合的なニーズに対応できる社会資源がない状況である。第8期の計画に複合型サービス等を設置できる
ことを⽬指していく。

左記内容を踏まえて、どのように実現していくかを検証していく。

市内事業所のサービス提供内容を詳細にまとめた冊子「ケアマネポケット」と各医療機関への問い合わせ⽅法と
時間帯をまとめた「ケアマネタイム」を作成し毎年更新、配布している。

ケアマネの仕事として、生活保護申請や障害認定に関する申請⼿続き等介護サービス以外の業務が増えている。

要介護者等に関しては居宅介護⽀援事業所と定期的な研修を⾏い療養⽀援における困難ケースへの対応⽅法につ
いて共有している。

介護保険等の制度に結び付かない療養⽀援が必要なケースの把握。

MSWがいる医療機関とは連携しやすいが、地域の医療機関などで連携窓⼝がわからずに困ることもある。／新し
く参⼊した事業所との連携ができていない。／市内訪問医との連携はスムーズに⾏えているが、市外の医療資源
を利⽤している⽅も多い。／コロナ禍により、サービス担当者会議等も全員で集まって⾏うことが難しく、医
療・介護関係者が集まることが困難になっている。／連携⽅法として、Zoom会議を⽇常的に取り⼊れて連絡に
活⽤している事業所と、そうではない事業所とに2分される状況で、電話連絡が主流。／個別ケースの連携にICT
を取り⼊れている医療機関が主治医の場合は、ICT(カナミックほか)を活⽤して連携を取るケースもある。
⇒市内医療機関連携窓⼝一覧及び介護保険関係事業者情報一覧の作成と更新／訪問看護ステーション連絡会の開
催／近隣市の在宅療養⽀援診療所へ、市の医療・介護情報を周知（郵送）／書⾯会議、在宅医療介護連携推進会

取組により、「以前より連携が進んだと感じる」という意⾒が多かったことから、一定の効果があったと考えら
れるため、現在の取組は継続していきたい。市内医療機関連携窓⼝一覧については、認知症診断の有無などの項
⽬を加え、更新を実施する。

他職種連携による在宅医療・介護の提供を実施。ケース会議やICT等の情報ツールを活⽤した関係機関同⼠の情
報共有を図る。

24時間いつ問題が発生するかわからない。夜間やサービス対応外の時間帯に発生する医療・介護のニースに対応
できるのか︖
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在宅医療・介護連携推進事業に関する市町村の取組状況 4つの場⾯における在宅医療・介護の連携上の課題︓入退院支援

1 横浜市

2 川崎市

3 相模原市

4 横須賀市

5 平塚市

6 鎌倉市

7 藤沢市

8 小田原市

9
茅ヶ崎市
寒川町

10 逗子市

11 三浦市

12 秦野市

13 厚木市

14 大和市

NO 【現状】と【取り組み内容】市町村名

連携加算取得状況の経年推移について調査したが、⼊院時情報連携加算・退院対処加算についてはわずかに増
加している状況が⾒られた。平成２８年度から共通様式(在宅サマリー)の作成し、在宅医療介護連携機関で活
⽤。共通⽤紙があるため、連携がとりやすいという意⾒が多く聞かれる。適時修正してより活⽤しやすいよう
にする。さらに医療機関と在宅医療介護関係者間の連携ブックの作成し、スムーズな連携が図れるよう推進し
ていく。

【課題】

コロナ禍で⾯会が制限されている。／⼊院の傾向が、⾼齢者、独居、経済的困難を理由に退院⽀援を必要とす
る。

医療機関、⻭科医療機関、薬局、訪問看護事業所、介護事業所等の資源の把握／退院時情報共有シートの活⽤
状況の把握／在宅医療・介護に関する相談対応
家族や本⼈が退院後は在宅復帰を望む場合、在宅復帰の前に⾃宅の状況を確認し、⾼齢者の⾝体状況に合わせ
た介護⽀援を検討したり、退院前に家族や介護事業所関係者等を集めカンファレンスを⾏い、訪問診療や訪問
看護など必要なサービスの調整を⾏っている。

退院時に病院からの情報提供が少ない。退院時に病院から施設等に即時に受け⼊れてもらえない。
⇒介護⽀援専⾨員の会が作成した様式を紹介している。

ICTの活⽤など、タイムリーかつスピーディーに情報共有や検討ができる仕組みづくり
が必要。

医療と介護での、連携のタイミングや共有したい内容のズレがある。ケアマネジャーを対象に退院調整に関する実態調査を⾏った結果、退院調整実施率は80.2％であった。(令和２
年度)⇒在宅療養移⾏を⽀援するための「⼊院時・退院時情報共有ツール」の作成や周知、活⽤を⾏っている。
各病院における窓⼝・運⽤一覧の作成やヒアリングの実施等を通じて⽀援ネットワークの構築を図っている。
／病院ヒアリングによる実態把握を⾏い、⼊退院調整モデル、⼊退院⽀援ガイドブック、⼊退院調整窓⼝一覧
の作成と活⽤推進を⾏っている。

⾯会不可・退院前カンファレンスの中⽌により、情報不⾜による弊害（コロナ）。経済
的困窮者や独居⾼齢者の退院⽀援・退院ケース受⼊れ先の調整が困難。施設と病院間の
⼊退院調整。
家族に情報が伝わりにくく、スムーズにいかない。／看護師、MSWがインフォームドコ
ンセントに苦慮する。

⼊退院時の病院と在宅の情報共有を進めるため、「退院前カンファレンスシート」「退院調整ルール」を作
成、普及。在宅医による病院職員への出前講座、在宅医同⾏研修を実施。病院の機能や⼊退院に関する、市⺠
啓発の実施（ガイドブック作成）。
「⼊院時退院時情報提供書」を活⽤。

「⼊退院時情報提供シート」を作成し、活⽤を促している。

医療機関や福祉事業所などから、⼊退院となる際に在宅医療⽀援センターで相談を受ける。

コロナ禍により、対⾯によるカンファレンスができない。⇒電話やＺoomを利⽤してカンファレンスを実施し
ている。

コロナ禍で⼊院中に直接情報把握をすることができない状況で、書⾯だけでのやりとり
には限界があると感じているが、具体的な意⾒交換や⾒直しが⾏えていない。

専⾨職の中では在宅医療⽀援センターの認知度はある程度上がっているが、さらなる多
職種連携の推進

作成した⼊退院⽀援ガイドブック等を効果的に啓発するため、研修等による活⽤⽅法を
検討しています。

ツールの作成や各種取り組みを実施しているが、連携状況を把握、評価できていない。

コロナ禍により退院時カンファレンスが減少したことに伴う退院時オンラインカンファ
レンスの導⼊について

データ上、「退院⽀援を実施している病院」「退院⽀援を受けた患者数」ともに少な⽬となっている。
⇒⼊院時の⽀援ツールとして「⼊院時情報提供書」を運⽤している（県央で推奨様式が作られる前から運
⽤）。

退院⽀援については、各病院の書式となっており（システム上）統一できない。

⽀援ツールの利⽤率は年々向上しているが、さらに周知して活発に運⽤する必要があ
る。退院時で連携の充実を図る必要がある。

⼊院時情報提供書の作成、運⽤している。書式のアンケートを集計、評価を⾏っている。

検討中

本⼈が在宅復帰を望んでいても、家族の介護⼒等の問題により施設や病院での看取りと
なることが多い。また、コロナ禍においては３次医療機関から転院相談がされた場合、
主治医決定まで時間を要する。
病院側では在宅で問題ないと思っていても、家族関係や住環境の問題から在宅側から⾒
ると難しい感じるなど、ギャップを感じるとの意⾒があった。病院での指導内容と訪問
看護で指導内容や対応に差がある場合があるため、共通理解を深めるための、ツールが
必要との意⾒がある。
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在宅医療・介護連携推進事業に関する市町村の取組状況 4つの場⾯における在宅医療・介護の連携上の課題︓入退院支援

NO 【現状】と【取り組み内容】市町村名 【課題】

15 伊勢原市

16 海⽼名市

17 座間市

18 南⾜柄市

20 葉⼭町

21 大磯町

22 ⼆宮町

23 松田町

24

中井町
大井町
⼭北町
開成町

19 綾瀬市

い。／以前よりは連携しやすくなったと感じるが、病院・事業所によってはまだ敷居が⾼いと感じてしまう。
／市外の医療機関を利⽤することも多い。

⼊退院場⾯における、ルール等が定まっていない。今後、多職種連携会議などで話し合いを進めていく。

多職種の連携により⼊退院⽀援が⾏われているが、⽀援のためのルール等は定まっていない。

在宅医療・介護連携⽀援センターを1市5町で医師会に委託し、⽴ち上げている。センターが⾜柄上病院連携室
との連携会議に出席したり、職種ごとの情報交換会等を⾏っている。⼊退院の際、多職種が参加するカンファ
レンス等を必要時、⾏っており、切れ⽬のない提供体制が、構築されつつあるが、ここ1年ほどはコロナ禍で活
動が滞っている。

主治医との連携についてはいせはら介護⽀援専⾨員協会と医師会で作成した「主治医・ケアマネジャー連絡
票」を活⽤している。／⼊退院に関する情報提供書について平成28年度に伊勢原市在宅医療と介護連携推進会
議で検討したが、病院から様々な様式で提供されているため、伊勢原市独⾃の共通シートの作成には至ってい
ない。現在は⼊退院加算のため国の様式を活⽤することも可能となっている。／急性期病院から転院及び有料
⽼⼈ホーム等への調整はMSWの業務量が増大しており、改善のため湘南⻄部2次医療圏において、連携のため
のシステム（B.I.G. net）を病院協会が事務局となり、令和2年度から運⽤している。／在宅医療・介護連携相
談⽀援センターが医療機関及び介護保険事業所の従事者向けの相談窓⼝を令和元年度から開設しているが、相
談件数は年12件程度となっている。

委託先のえびな在宅医療相談室にコーディネーター（看護師）を配置し、⼊院医療機関と関係機関と一緒に⼊
退院⽀援を⾏っている。

⼊院時情報提供書の共通様式として座間市推奨様式及び県央様式の作成、運⽤をしている。⼊院時情報提供書
の活⽤により、⼊院時の情報交換はおおむね円滑に⾏えている。

適宜医療機関と連絡をとり調整している。状況により基幹型包括、地区包括、居宅介護⽀援事業所の対応を調
整している。介護関係者が、病院と連携する際の連携窓⼝がわからず、敷居が⾼いと感じてしまっている。／介護サービス
の利⽤をしている⽅が⼊退院した際に病院から連絡がなく、サービス調整に⽀障をきたしてしまったことがあ
る。
⇒市内医療機関連携窓⼝一覧を作成し、居宅介護⽀援事業所へ配布。／病院や医療関係者と介護関係者の意⾒
交換を実施し、課題を共有。／各事業所に県央版⼊院時情報提供書及び提出先一覧送付。／県作成の連携窓⼝
一覧について、各事業所へ配布。／近隣市の病院には、市在宅療養相談室のリーフレットを送付。(R2書⾯会
議、R3居宅介護⽀援事業所へのヒアリングを実施し、取り組みに関する状況確認)／市内医療機関連携窓⼝一覧
は活⽤して連携を図っている。／⼊院時情報提供書は活⽤されている(県央版か事業所独⾃のもの)。／退院時カ
ンファレンスはコロナの影響で少なくなっているが、退院時情報なども依頼しておくと出してくれるところが

今後、スムーズな医療・介護サービスを提供するため、ルール等を検討する必要がある
と思われる。

取組により、「以前より連携が進んだと感じる」という意⾒が多かったことから、一定
の効果があったと考えられるため、現在の取組は継続していきたい。市内医療機関連携
窓⼝一覧については、認知症診断の有無などの項⽬を加え、更新を実施する。

コロナ禍より会議休⽌が続いており、密な情報共有ができていない。

コロナ禍となって家族や関係者等の⾯会が禁⽌となっていたことから、⼊退院⽀援にお
ける対象者の状況が不⼗分な状態で在宅復帰や施設⼊所となっているケースもあるが、
詳細まで把握できていない。

⼊院医療機関にソーシャルワーカーが在籍時はえびな在宅医療相談室を介せず、⼊院医
療機関と関係機関が直接やりとりをした⽅が連携がスムーズにいくのではないか︖

認知症や精神疾患のある⽅の緊急⼊院調整の際、調整が難航することが多い。ケアマネ
や包括職員の経験値によって対応に差がでることも課題である。また、退院時に関して
は、家族や本⼈が病状をよく理解できないまま在宅に戻るということがあり、課題とし
てとらえている。

⼊所施設との情報交換会で課題を挙げてもらい、病院との話し合いを開催しようとしたところでコロナ禍に
なってしまった。

町内の病院が開催する退院前カンファレンスに⽉１回参加し、情報共有している。

ICTが進んでいないので紙ベースと⼝頭でのやり取りでは何度も同じ説明を要して時間
が取られる。在宅医師の⼊ったカンファレンスができていない。

地域の規模としては、多職種の顔の⾒える関係はできているが、ある程度のルールを作
ることで、医療・介護連携がスムーズにいくと思われる。
ICTが進んでいないので紙ベースと⼝頭でのやり取りでは何度も同じ説明を要して時間
が取られる。在宅医師の⼊ったカンファレンスができていない。

経済的な問題や保証⼈などの問題で⽀援がスムーズにいかないことがある。
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在宅医療・介護連携推進事業に関する市町村の取組状況 4つの場⾯における在宅医療・介護の連携上の課題︓入退院支援

NO 【現状】と【取り組み内容】市町村名 【課題】

25 箱根町

26 真鶴町

27 湯河原町

28 愛川町

29 清川村

狭い地域という事もあり、医療・介護関係者や、救急⾞等で搬送され⼊院した場合等も消防との情報共有も⾏
えている。

⼊院時情報提供書 県央地区推奨様式により、医療関係者とケアマネージャー間の情報共有に役⽴てている。

近隣市町の厚木市・愛川町と連携し、厚木医師会の医師と多職種の連携強化を図るため、厚愛地区版の「連携
書式の窓⼝一覧連絡⽅法一覧」「医師とｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰとの連絡票」「⼊院時情報提供書」を作成している。（厚木
医師会及び厚木病院協会の協⼒のもと、医療機関へアンケートを実施し作成）

⼊院時、ケアマネジャー等から医療機関に利⽤者の在宅療養状況についてツールを利⽤し情報提供している。
退院時にはケアマネジャー等が退院カンファレンスに参加している。

町内医療機関が限られているため、広域で取り組んでいる状況。 新型コロナウィルス感染症により⼊退院前カンファレンス等制限がある。

⼊院時は⾒守り体制が整っているが、退院後⾃宅での生活において、必要な資源や⽀援
を把握すべきなので、引き続き病院・ケアマネ等と情報共有を⾏う。

活⽤がさらに進むよう関係者への啓発が必要。
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在宅医療・介護連携推進事業に関する市町村の取組状況 4つの場⾯における在宅医療・介護の連携上の課題︓急変時の対応

1 横浜市

2 川崎市

3 相模原市

4 横須賀市

5 平塚市
6 鎌倉市

7 藤沢市

8 小田原市

9
茅ヶ崎市
寒川町

10 逗子市

11 三浦市

12 秦野市

13 厚木市

14 大和市

15 伊勢原市

救急医療情報キット、エンディングノートの周知・配布により本⼈の意思表⽰の⽀援を実施。
利⽤者の状況に応じてた緊急時の対応⽅法について、ケアマネ及び訪問看護では、急変時を想定して対応を決定
している。／緊急時の対応⽅法が決まっていて、救急⾞を呼ばないよう配慮していても、家族によっては救急⾞
を呼んでしまうことがある。

事例に応じて、急変時の対応を共有する。／急変時の救急搬送においては、施設に
よって対応が違い、施設の職員によっても対応に差が生じる。／看取りの⽅の病状
の悪化時、救急⾞を呼ばないよう対応を決めていても、救急搬送となることも多く
なっている。

独居⾼齢者が事前に登録することで、⾃宅で容態が急変し、救急⾞を呼ぶ際、⾃宅の電話で119を発信すると消
防に⾃宅の位置情報や既往歴、かかりつけの病院や緊急連絡先が分かるようになっている。

携帯電話で119を発信しても消防に情報が表⽰されず、⾃宅の特定に時間がかかる
ため救急⾞の到着が遅れてしまう。また、登録時の情報更新がご家族等からの修正
依頼がなく更新できない状況であり、⼊院時の情報が的確に把握できていないため
⼊院となった際の緊急連絡先把握ができない。

在宅医療介護連携情報リストを作成し、２４時間対応している訪問看護ステーション把握や訪問診療所・病院
数、在宅療養⽀援⻭科診療所数を把握し、医療資源量を把握している。緊急時カンファレンス加算については平
成２７年度より微増している。

医療サービスの提供実態について把握していく。また、経年での変化について、把
握していく必要がある。

患者急変時に救急医療情報セットを作成し、施設や⾃宅に問わず活⽤していただけるようにしている。対応ルー
ルやACPノートは現在作成中。

救急医療情報セットの普及・啓発と活⽤がなかなか進まない。

緊急搬送時における情報連携が難しいため、救急⾞に施設職員やケアマネジャーが同乗している。⇒緊急搬送時
における情報連携構築のため、検討中。

緊急搬送時に必⽤な情報が得られない。⇒緊急時における情報提供の⽅法に課題が
ある。介護従事者は、緊急搬送時に同⾏を求められ、負担が大きい。
本⼈・家族の理解(救急搬送を頻繁に希望してしまう)。／困難ケースの受⼊れ先調
整。／緊急受診における施設側の対応に違いがある。

元気な⽅やまだ考えたくない⽅へ確認する事が困難。／いざ急変した際に混乱してしまう⽅が多い。 大型連休、年末年始等の休みのタイムリーな対応が困難。／病院や在宅療養を始め
る際に急変時の対応を確認する必要がある。

医療機関、⻭科医療機関、薬局、訪問看護事業所、介護事業所等の資源の把握／在宅医療・介護に関する相談対
応

検討中

⾼齢者施設における救急要請時に情報を的確に伝える「救急連絡シート」の導⼊ 「救急連絡シート」へのＤＮＡＲの記載⽅法について
特に実施なし

現状では、急変時は24時間対応の訪問診療・訪問看護に対応していただくか、救急要請をしていただく。
訪問診療を実施する医療機関との関係性ができていないけれど在宅を望む⽅への対
応

往診・訪問看護の体制確保や在宅療養⽀援病院・在宅療養⽀援診療所等との連携強化を⾏っている。急変時の連
携に向けて平常時からの取組が必要となるため、⼊退院⽀援ガイドブック等を普及啓発している。

在宅医、施設嘱託医が救急時適切な対応ができるよう体制づくりを⾏います。

救急搬送で患者の必要な情報が伝わらない。不要な救急要請がある。⇒救急連絡シートを作成し普及している。
⼈生会議の普及に取組む。

施設における夜間の⼈員不⾜。有料⽼⼈ホームやサービス付き⾼齢者向け住宅など
への周知徹底が難しい。

在宅医や病院の救急医、消防、警察等による情報交換会を実施。在宅患者⼊院⽀援登録システムによるスムーズ
な⼊院環境確保。急変時の対応（在宅医への連絡、119番など）について、市⺠啓発の実施（ガイドブック作
成）。

在宅医と救急医などによる情報交換を実施しているが、ルール作成にはいたってい
ない。連携状況を把握、評価できていない。

在宅で療養していても、急変時の対応を受けられる体制が求められている。
⇒主治医副主治医制をモデル実施し、急変時に主治医である在宅医が不在でも副主治医である別の在宅医が対応
できる体制を推進している。

急変時、本⼈の意志も尊重された対応が多職種の連携により⾏われる必要がある。
NO 市町村名 【現状】と【取り組み内容】 【課題】
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在宅医療・介護連携推進事業に関する市町村の取組状況 4つの場⾯における在宅医療・介護の連携上の課題︓急変時の対応

NO 市町村名 【現状】と【取り組み内容】 【課題】

16 海⽼名市

17 座間市

18 南⾜柄市

19 綾瀬市

20 葉⼭町

21 大磯町

22 ⼆宮町

23 松田町

24

中井町
大井町
⼭北町
開成町

25 箱根町

26 真鶴町

27 湯河原町

28 愛川町

ケアマネジャーが中心となり、急変時の連携体制を整備している。救急医療情報キットの配布を⾏っている。
町内医療機関が限られているため、広域で取り組んでいる状況。往診に関しては、医療機関に相談し状況に応じ
て個別に対応して頂いている。

町の医療機関・介護事業所等が限られているため、広域での取り組みが必要。

①緊急通報システムを貸与し、緊急時の連絡体制を確保している。
②「救急医療情報キット」をサービスガイドで周知している。

①事前申請が必要なため、広く周知をし準備してもらう
②配布場所等の周知が必要

GHなどは、訪問看護事業所と契約し、医師との連携や介護職へのアドバイスをしてもらっている。 コロナ禍で救急病院の受け⼊れが出来なくなった。

町消防部局と連携し、援護を必要とするひとり暮らし⾼齢者の救急搬送情報等の情報共有を⾏っている。また、
親族等との連絡が必要な場合は、対応を⾏っている。

⾝寄りのない⾼齢者が増えてきており、急変の場合、⼊院同意等の⼿続きに課題を
感じている。

24時間訪問診療に応じている医療機関や訪問看護は他町所在のものに頼っているが、スムーズな受け⼊れ体制が
できている。⾜柄上病院も後⽅⽀援の体制が整っている。

精神疾患患者の急変時の受け⼊れ体制について整備されていない現状がある。コロ
ナ禍で救急病院の受け⼊れが出来なくなった時があった。

町でリビング・ウィルの案内を作成し、それをもとに事前に本⼈・家族の希望を聞き取り、関係者間で共有する
よう務めている。

多職種、地域の協⼒によりある程度の対応はとれていると思われるが、地域や介護などとのつながりがない（ま
たはつながりを拒む）独居の⾼齢者等が増加傾向にある。

地域や介護などとのつながりがない独居の⾼齢者等とどのようにつながりを作るか
課題となる。

在宅⽀援診療所、開業医の先生、機関病院の協⼒の元、急変時の対応はスムーズにできている。ただ、急変時
ルールの作成や住⺠への啓発等はできていない。

認知や独居で⾝寄りがない等、意思確認ができないケースをどのようにしていくの
かが課題となっている。また、⾝寄りがない⽅の⼊院した場合の課題が多くあり、
対応に苦慮している。

消防と⼊所施設との情報提供において、共通の情報シートを作成しているが活⽤状況は４割にとどまっている。 ⼊所施設に限らず、在宅における急変時の対応についても消防との情報交換や関係
づくりが必要であると感じている。

急変時に対応できるよう居宅介護⽀援事業所等と研修を⾏い、介⼊早期の連絡先などの確認をとるようにしてい
る。

⾝寄りのない⽅が急に体調を崩し急変⼊院した場合などの対応。

訪問診療・訪問看護が導⼊されているケースは問題なく対応はできている。／コロナ禍での救急搬送は、主治医
のいる病院ではなく市外のかかりつけではない病院に搬送されることも増えたため、病院が、関わっている機関
がわからずケアマネに連絡が取れずに困ったことがある。／救急隊が駆け付けた時に、独居⾼齢者などでは緊急
連絡先が分からずに対応に苦慮することがある。／急変したときに、延命措置などに⾃⾝の意思が反映されるか
心配であるという意⾒がある。
⇒救急医療情報キット（かかりつけ医・緊急連絡先などを記載）の周知と配付。エンディングノートの配付。

救急隊が救急医療情報キットを活⽤して緊急連絡先を把握するケーズが複数あるた
め、活⽤はされている。／救急医療情報キット、エンディングノートともに内容の
定期的な⾒直しが必要であるが、古い情報が更新されていないケースがある。

ケースの状況に応じて、主治医との連絡調整、訪問看護、⼊院の調整などを実施する。事前に救急キットを希望
者に配布し、かかりつけ医や内服薬、利⽤しているサービス、連絡先等を記⼊して冷蔵庫に⼊れるよう周知して
いる。独居の⾼齢者が救急搬送された時は、消防から市に連絡が⼊り、地域包括⽀援センターや関係機関に連絡
を⾏っている。

普段から急変時の連携体制をどうするか本⼈・家族・⽀援機関等と話し合い体制を
整えておく必要がある。
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在宅医療・介護連携推進事業に関する市町村の取組状況 4つの場⾯における在宅医療・介護の連携上の課題︓急変時の対応

NO 市町村名 【現状】と【取り組み内容】 【課題】

29 清川村

救急搬送時に救急隊員や搬送先の医療機関が、⾝体情報や緊急連絡先等を速やかに情報把握ができるよう、65歳
以上の⾼齢者を対象に「救急医療情報セット」を配布している。また、地域包括⽀援センターにおいて、75歳以
上の⾼齢者訪問を実施しており、⾝体情報や緊急時の連絡先等を把握するとともに、救急医療情報セットの記⼊
⽅法についても周知している。
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1 横浜市

2 川崎市

3 相模原市

4 横須賀市

5 平塚市
6 鎌倉市

7 藤沢市

8 小田原市

9
茅ヶ崎市
寒川町

10 逗子市

11 三浦市

12 秦野市

13 厚木市

14 大和市

15 伊勢原市

16 海⽼名市
本⼈や家族の意向を確認（在宅・施設・医療機関どこで最期を迎えたいか︖）、エンディングノートの活⽤ 本⼈が在宅での看取りを希望している場合、家族に負担がかかることが想定される。看取り後

も含めた家族への⽀援や関係機関がどこまで⽀援ができるのか︖事前に話し合っておく必要が
ある。

ACPノートは作成中、市⺠啓発として市⺠講演会（全市）と地域版市⺠講演会を実施。啓発のために機関紙を発
⾏。専⾨職向け看取りシリーズ研修会を実施し、アンケートを実施している。

市⺠・専⾨職共に参加・出席することで理解の促進はできているものの市⺠全体や意識の変容
は難しい。

データ上、ターミナルケアを実施している診療所数は少なめである。⇒アドバンス・ケア・プランニングの普及
啓発に⼒を⼊れている。
在宅訪問診療を実施している医療機関や訪問看護ステーションでは、看取りにあたり、連絡先を決めているが、
家族等によっては救急搬送してしまう事例も生じている。／市⺠への啓発・普及として令和3年度エンデング
ノートの作成を⾏う計画としている。

在宅訪問診療及び訪問看護ステーション、居宅介護⽀援事業所等の看取り対応状況など全市内
での状況把握ができていない。／市⺠向け講座等に参加されている⽅についてはアンケートな
どで意識を把握できるが、市⺠が看取りについてどのような意識があるか把握できていない。
／ACP(⼈生会議)の講義や周知をしているが、医療機関や在宅医療や介護の現場において、取
組が具体化されていないため、今後エンディングノートの啓発において取り上げている。

逗葉地域における在宅での看取りについてのアンケート調査／在宅医療・介護に関する相談対応 検討中
在宅での看取りを希望する場合は事前に、最期を迎える際の訪問看護事業所や看取りを⾏う医師との連携を家族
等と確認し、家族が不安にならないよう、サポートを⾏っている。

家族が在宅での看取りに対し受け⼊れるまでに時間がかかったり、⾃宅の環境を整える必要が
ある場合、退院までに時間がかかってしまう。ご本⼈・ご家族の思いに寄り添った療養先選定
に至っているかが課題。

住⺠に対し、イベントの開催し、エンディングノートの配布、書き⽅講座を開催など、看取りに関する認識・理
解の促進を推進する。／看取り加算を経年的に把握。⾼齢者施設での看取りの状況把握に努めている。

住⺠の看取りに関する⼗分な理解を推進する必要がある。また、在宅医療に直接的にかかわっ
ていない医療機関や⻭科医院、薬局などにも在宅療養に理解と興味を持っていただく必要があ
る。

ACPについて、市⺠講座や出前講座などの場をとらえ、普及等に努めている。 関心がある⽅は、広報等で周知すると講座等に参加してくださる。多くの⽅へ関心を持ってい
ただき、⾃分ごととして考えていただ為になにを実施するのが効果的か結論が出ない。

ＡＣＰの取組普及活動を実施。⇒医療・介護が定期的にＡＣＰを実施し、本⼈・家族の意向を確認している(⼊
院・⼊居・ケアプラン更新時など)。

ACPを⾏う環境づくり･普及。在宅療養者の医療体制(在宅療養が可能な診療所少ない)。施設
での体制(⼈材不⾜など)が整わない。

選択肢を伝えておくことで、本⼈・家族の望み通りの最期を迎えられるケースが多い。／ケアマネジャーも看取
りにかかわる必要があると思うが関われていない。

段階に応じた説明をきちんと⾏う。／担当件数が多数あり対応できない事がある。

在宅療養⽀援診療所の看取り数を把握。⼈⼝動態による場所別死亡数と警察の死体取扱件数による、地域での看
取り数を把握。⼈生の最終段階に関する、市⺠啓発の実施（リビングウィル等）。

在宅療養⽀援診療所の看取り数や地域の看取り数の把握、市⺠啓発は実施しているが、連携状
況を把握、評価できていない。

「エンディングノート」を⽤いた終末期に向けた活動⽀援 在宅における看取りを⽀えるためのサポートツール
特に実施なし

在宅医療・介護連携推進事業に関する市町村の取組状況 4つの場⾯における在宅医療・介護の連携上の課題︓看取り

終末期の意思決定をテーマに地域リーダー研修を実施した。 看取りの⼿順について、技術的体制・精神的受け⽌めに差が大きいため、市内で統一できるよ
う取り組みます。

特養での看取り対応が求められている。本⼈・家族の心残りの無い看取りの実現が求められている。⇒看取りに
おける好事例の共有。⼈生会議の普及に取組む。

施設の提携病院の協⼒・連携不⾜。特養等施設での看取りの経験不⾜。介護家族の負担に対す
るケアやサービスの不⾜。

⼈生の最終段階について考え、希望を家族と話し合えている⾼齢者は42.4%である。（令和元年度⾼齢者実態
調査）⇒「もしも⼿帳」を配布し、⼈生の最終段階や看取りについて考えるきっかけをつくっている。

市⺠それぞれが元気なうちから⼈生の最終段階や看取りについて考え、家族等と話し合えるよ
う引き続き取組が必要。

NO 市町村名 【現状】と【取り組み内容】 【課題】
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在宅医療・介護連携推進事業に関する市町村の取組状況 4つの場⾯における在宅医療・介護の連携上の課題︓看取り

NO 市町村名 【現状】と【取り組み内容】 【課題】

17 座間市

18 南⾜柄市

19 綾瀬市

20 葉⼭町

21 大磯町

22 ⼆宮町

23 松田町

24

中井町
大井町
⼭北町
開成町

25 箱根町

26 真鶴町

27 湯河原町
28 愛川町
29 清川村 在宅医療と介護連携や、在宅での看取りについて、住⺠の理解促進を図るため、年１回講演会を実施している。

ケアマネジャーが中心となり意思を確認し、実現できるよう⽀援している。
町内医療機関が限られているため、広域で取り組んでいる状況。往診に関しては、医療機関に相談し状況に応じ
て個別に対応して頂いている。

町の医療機関・介護事業所等が限られているため、広域での取り組みが必要。

「エンディングノート」の発⾏や説明会を⾏い周知をしている。 多くの⼈に書き残してもらえるように周知の機会を増やす。

ACPの講演会を経て、看取りの状況について調査を⾏った。 調査を踏まえて、政策に結びつけるよう検証していく。

介護職へ看取りの研修会の開催。一般住⺠へ在宅療養や認知症についての映画上映や講演会を開催し、住⺠への
啓発をしている。

⼊所施設では積極的に看取りを実施しているが、家族、親族の意識の揺らぎに対応していくこ
と。

⾃分らしい最期を迎えられるようＡＣＰ（⼈生会議）の普及・啓発に向けて検討を開始する予定。 医療機関や救急機関、消防等とのＤＮＡＲの取り組みについても、検討が必要となっている。

センターが多職種向けのグループワーク等研修会を⾏い、在宅での看取りの理解が深まってきており、在宅での
看取りが可能になっている。／センターが在宅医療・介護連携推進を⽬的とした地域住⺠向けの講演会を⾏って
いる。また、町でも出前型講座の中で⼈生の最終段階における意思決定に関する話をしている。

⼊所施設では積極的に看取りを実施しているが、家族、親族の意識の揺らぎに対応していくこ
とが課題である。

市内訪問看護ステーションの多くが24時間体制で看取りまで⾏っているが、市内訪問診療クリニック(看取り実
施)は1か所のみで、市外の訪問診療が看取りに⼊るケースも多い。／急変したときに、延命措置などに⾃⾝の意
思が反映されるか心配であるという意⾒がある。／無作為抽出のアンケート調査（４０〜６４歳）によると、在
宅で最期を迎えたいという⽅が５割弱いる。
⇒近隣市の在宅療養⽀援診療所へ、訪問エリアや診療内容などについて調査を実施。一覧を作成し、在宅療養相
談室での活⽤及び市内の居宅介護⽀援事業所等へ配布。／エンディングノートの配布。

現在は、在宅での看取りは、市外の在宅療養⽀援診療所も利⽤し、充⾜している状況と考えら
れるが、今後在宅療養者が増えた時に対応ができなくなる恐れがある。

町でリビング・ウィルの案内を作成し、それをもとに事前に本⼈・家族の希望を聞き取り、関係者間で共有する
よう務めている。

令和元年度に「⾃らが望む⼈生の最終段階の医療とケア」というACPをテーマとする講演会を実施し住⺠への周
知を図った。

本⼈の意向に沿った看取りが⾏われるよう、ACPなどの周知を本⼈だけでなくご家族も認識す
る必要がある。

在宅での看取りを希望する⽅は、コロナ禍になりさらに増えている。一⽅でまだ馴染みがないと答えるケアマネ
や事業所も多い。／ＡＣＰについて「家族会議」をテーマに研修会を予定。市⺠も含めてより多くの⽅に考え⽅
を普及していくところから予定している。

看取り時の急変時、救急要請をどうするか、御家族間の意⾒がまとまっていないことがある。
ＡＣＰに関して普及が進んでいないことが第一の課題である。

⾜柄上地区で委託（医師会）している在宅医療介護連携⽀援センターが専⾨職や一般市⺠向けに看取りの研修や
講演会等を開催している。

在宅での看取りに対応する医療者の不⾜。
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1 横浜市

2 川崎市

3 相模原市

4 横須賀市

5 平塚市

6 鎌倉市

7 藤沢市

8 小田原市

9
茅ヶ崎市
寒川町

10 逗子市

11 三浦市

12 秦野市

13 厚木市

14 大和市

在宅医療・介護連携を⽀援する相談窓⼝については事例ごと
の相談窓⼝について、リストを作成し、関係機関に周知して
いるが、１か所で様々な相談を受ける体制にはできていな
い。
多職種研修会への医師・⻭科医師の参加が少ない。⼈材確
保。

既存の事業所の調査（アンケートや訪問）は定期的に⾏えて
いるが新規事業所の把握が難しい。／各職能団体が⾏う研修
や会議⽇程の把握が難しく効果的な研修会開催が難しい。
ウィズコロナ・アフターコロナでの事業の推進⼿法

意識調査(対市⺠・対医療・介護従事者）は事業を推進する上
で重要な指標であるが、実施するには予算と時間を要すた
め、頻繁に検証を⾏うことは難しい。市の現状把握をする上
で、⽐較対象データが必要なため、近隣⾃治体・保健福祉事
務所・県からのデータ提供の協⼒が必要となる。

指標としたい数値や割合等をの算出の⽅法が困難な場合が多
い。コロナ禍で集まって検討する事が困難であり、⾏政主導
で作成している感覚が強い。
検討中

現状把握ができていない。

市内の病院・診療所・⻭科診療所・薬局・訪看・看多機の一覧を作成して、診療科⽬・対
応⾔語・バリアフリー対応等の情報や訪問診療情報、医師との連絡⽅法等を記載してい
る。

左記一覧情報更新のためのアンケート調査のほか、近隣市との情報交換会を実
施している。

医療及び介護事業所数等(近隣の⼈⼝度規模の⾃治体と⽐較・県平均及び全国平均と⽐較し
て提⽰）

有料⽼⼈ホームに対する実態調査アンケート(令和2年度実施)、終活に対する意
識調査（小田原市介護予防・⽇常生活圏域ニーズ調査）

在宅療養⽀援診療を実施している診療所・病院数、在宅⻭科診療を実施している診療所、
在宅薬局数他指標となる数字を現在検討中。

住⺠向け研修会の参加者数、多職種連携研修会の参加者数
他指標となる数字を現在検討中。

各事業の事業実施量(アウトプット)の把握／医療機関、⻭科医療機関、薬局、訪問看護事業
所、介護事業所等の資源の把握

逗葉地域における在宅での看取りについてのアンケート調査

居宅介護⽀援事業所16か所 実施していない。
秦野市在宅医療介護連携情報リストの作成し、地域の医療・介護の関係機関ごとの訪問診
療や２４時間対応の可否、薬や在宅⻭科などの情報を定期的に把握。／加算の取得状況調
査・⾼齢者施設における看取りに関する調査

介護⽀援事業所、病院、訪問看護ヒアリング／ケアプラン指導研修との合同開
催・多職種事例検討会／就活イベントの開催・看取り研修会／相談窓⼝利⽤状
況調査・在宅サマリー活⽤状況調査  等

医師会員数、病院（診断科⽬含）、診療所（診断科⽬・訪問含）介護・障がい事務所数
（医療処置内容含）、⻭科医院（訪問可を含む）、薬局（訪問可を含む）

事務所における医療処置内容のアンケート、⼊離職率、スキルアップ研修会
（約１回/⽉）、多職種研修会（１回/年）

在宅医療に携わる医療機関（病院・診療所・⻭科診療所）、薬局や訪問看護ステーション
の一覧を市HPから閲覧可能とした。特に病院・診療所については、緊急時の対応状況、在
宅で⾏える処置内容、訪問診療の対象を含む。

在宅医療推進会議、多職種研修などの場をとらえて情報交換会としていた。し
かしながら、保健所として新型コロナウイルス感染症への対応などの為に昨年
度から開催できていない。

在宅療養⽀援診療所・病院数、訪問診療を実施している診療所・病院数、訪問看護事業所
数、看護小規模多機能型居宅介護事業所数、⻭科訪問診療をしている診療所・病院数、在
宅療養⽀援⻭科診療所数、薬局数、訪問薬剤指導を実施する薬局数

病院ヒアリング、事業所ヒアリング、専⾨職研修会など

あんしんリンク（ケアマネタイム）で、医師の⽐較的対応しやすい時間や連絡⽅法、医療
機関の在宅管理可能な医療⾏為や訪問診療の対応可能エリア及び受け⼊れ状況等の情報
と、介護⽀援専⾨員の連絡先等をまとめ、登録医療機関・事業所限定でウェブ上で提供し
ている。

事例等発表会、多職種研修会、⾼齢者等実態調査、介護職員等に対する就労意
識調査で把握。

厚生局が公表しているデータから、在宅療養⽀援診療所をはじめとした在宅医療に取り組
んでいる診療所等を把握。その他は、地域別データ等、国や県から提供される情報を参
考。

地域ケア会議等から、医療・介護の課題等を把握。研修会のアンケートから現
状を把握。

NO

在宅医療・介護連携推進事業に関する市町村の取組状況 地域の医療・介護連携資源の把握の内容

神奈川県の登録情報（医療機関や介護事業所）などを活⽤した把握 ⾼齢者福祉計画策定のためのアンケートや、研修会・講座等の参加者アンケー
ト、在宅医療・介護連携⽀援センターの相談業務から把握

医療機関数、調剤薬局数、介護関連事業所数、訪問看護事業所数 事業所（医療機関、調剤薬局、介護施設）アンケート実施／訪問看護、MSW、
ヘルパー等定例会参加／在宅医療・介護に関する研修会開催／その他、医療・
介護に関する定期的な広報誌発⾏により情報共有を図っている

【課題】
今後の医療需要に対して在宅の医療資源の必要数が不⾜する
かを関係機関と⾒極めていく必要がある。

質の向上について有効であったかは数値的なデータからは読
み取れないので、個別に実態把握する必要がある。

医療・介護資源の地域差（サービスが希薄な地域）がある。

地域の医療・介護資源の把握における都道府県の市町村⽀
援。連携状況の評価のための広域での指標の設定。

⾒える化システムを活⽤した課題の抽出

市町村名 【定量的な現状把握の内容】（例︓医師数、事業所数等） 【定性的な現状把握の内容】（例:事業所アンケート、研修会、情報交換会）
訪問診療利⽤者数は335,881⼈であった（平成31年度）。横浜市内の訪問看護事業所の件
数は、374件である（令和３年９⽉時点）。ケアマネジャーの事業所件数は886件である
（令和３年８⽉時点）。

在宅看取り率は25.4%であった。（令和元年横浜市在宅医療・看取りに関する
調査）退院調整実施率は、80.2％であった（令和２年退院調整に関する実態調
査）。在宅医療連携拠点による多職種連携会議の実施回数は185回、事例検討
会の実施回数は84回であった（令和２年度）。
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NO

在宅医療・介護連携推進事業に関する市町村の取組状況 地域の医療・介護連携資源の把握の内容

【課題】市町村名 【定量的な現状把握の内容】（例︓医師数、事業所数等） 【定性的な現状把握の内容】（例:事業所アンケート、研修会、情報交換会）

15 伊勢原市

16 海⽼名市

17 座間市

18 南⾜柄市

19 綾瀬市

20 葉⼭町

21 大磯町

22 ⼆宮町

23 中井町

24 大井町

25 松田町

コロナ禍でリモートでは顔の⾒える関係づくりを作りにく
い。介護事業所の従事者不⾜で研修会や会議にもなかなか出
られない。
コロナ禍でリモートでは顔の⾒える関係づくりを作りにく
い。介護事業所の従事者不⾜で研修会や会議にもなかなか出
られない。

町内には事業所が少ないので利⽤者がサービスを利⽤しにく
い現状があるのではないか。／コロナ禍でリモートでは顔の
⾒える関係づくりが難しい。介護事業所の従事者不⾜で研修
会や会議にもなかなか出られない。

在宅医療・介護連携⽀援センター運営委員会での情報共有等
は⾏っているが、より多くの職種での情報共有も必要にな
る。
現状としては、年２回が多職種で協議をする場があるが、頻
度も含めて福祉関係者や⾏政が参画できるような取り組みを
検証していく。

市内の病院は急性期が２か所であり、リハビリや回復期、包
括ケア病棟などがあるのは市外の病院となり、市を越えての
連携が必要となる。

在宅医療・福祉の資源マップまたはリストの作成を⾏い、市
⺠にわかりやすく提供するとともに、関係機関のより一層の
連携の強化が必要である。

４つの場⾯に共通して、ＩＣＴの普及・活⽤が大前提であ
り、積極的にオンライン環境を整え、業務内に効率的に情報
交換が⾏える状況が求められている。
コロナ禍で集合形式での研修等の機会が出来ない期間があ
る。

定量的、定性的いずれでも市内だけは資源の不⾜がある状
況。市外の資源活⽤の必要があることから、市外医療機関、
事業所との連携の必要性がある。

介護・医療サービス資源情報を冊子でとりまとめ、関係機関へ配布し、また、関係機関が
ホームページで閲覧可能となっている。掲載内容は介護事業所、医療機関、在宅⽀援拠点
薬局など。

在宅医療・介護連携⽀援センターの委員が毎⽉運営委員会を開催し情報共有を
⾏っている。

介護情報かながわで毎⽉新規開設事業所を確認し、隔⽉の在宅医療推進協議会で報告して
いる。新年度のケアマネポケット等の情報誌に掲載する。

ケアマネポケット作成のため、市内介護事業所、診療所に年１回アンケート調
査を実施。研修会はワーキングチームを作成し、現場のニーズを聞き取りなが
ら年間５回程度実施。

⾜柄上地区で委託（医師会）している在宅医療介護連携⽀援センターが地区内の医療・介
護に関する調査を⾏いマップ作成をしている。

⾜柄上地区で委託（医師会）している在宅医療介護連携⽀援センターが事業所
ごとの情報交換会や多職種による研修会を⾏っている。

【医療機関数】︓病院数、診療所数ともに⼈⼝に対して神奈川県全体より少ない
病院数︓１／診療所︓２５（うち訪問診療クリニック︓１）／⻭科診療所︓2６
【介護関係事業所数】居宅介護⽀援事業所︓13／通所リハビリテーション事業所︓１／訪
問看護事業所:8／訪問リハビリ実施事業所︓３（いずれも訪問看護ステーション）／
ショートステイ実施事業所︓５／訪問介護事業所︓10／通所介護事業所︓21／小規模多機
能型居宅介護事業所︓1／訪問看護ステーション︓7
※医療機関数、介護関係事業所数は令和3年10⽉時点。⻭科診療所のうち、訪問を実施して
いる機関は、令和元年調査時で15機関。令和３年１０⽉現在更新の調査実施中。

【⽅法】医療・介護連携推進会議における情報交換（対⾯、書⾯、ZOOM）。
市内居宅介護⽀援事業所へのヒアリングの実施。看取り、認知症の在宅介護な
どについての研修会実施。
【内容】書⾯会議では医療資源・介護資源ともに5割弱の委員が不⾜している
と感じていた。医療資源について、今は充⾜しているが、今後の不⾜が危惧さ
れると感じている。市内のみでは医療資源は不⾜しているが、近隣市の訪問診
療もできるので、ニーズはに対する供給は充⾜していると感じている。ショー
トステイ、訪問介護、通所リハ、訪問リハなどが不⾜していると感じる。
包括を中心に事業所と密に連携を取る他、医療⾯では在宅医療・介護連携相談
室（委託）において研修開催や情報交換を⾏っている。

近隣の医療機関、事業所について、それぞれ情報マップを作成し、情報提供している。

医師、⻭科医師、在宅⽀援拠点薬局、介護保険事業所などの把握もできており、冊子にま
とめ、関係機関への配布をしている。また、関係機関がホームページ上で閲覧できるよう
になっている。

毎⽉、介護連携⽀援センターの委員（医師・看護師）で集まり、⽀援をする上
での課題、相談内容の精査等を話し合っている。

医療︓病院１／診療所８／⻭科診療所７／薬局７／訪看２
介護︓地域包括⽀援センター１／居宅介護⽀援６／訪問介護４／通所介護３／密着通所介
護２／短期⼊所生活会議１／福祉⽤具貸与１／小多機１／グループホーム１／特養１／密
着特養１／特定有料２／その他２

介護事業者研修会は年1回程度開催、情報交換会も定期的に開催。

介護事業所数が同規模の⾃治体より少ない。訪問看護や通所リハビリ、小規模多機能等の
事業所や24時間体制の訪問診療体制の医療機関はない。⾜柄上地区の事業所や医療機関を
利⽤している現状がある。

医科・⻭科医療機関（在宅⽀援可能か明記）、地域包括⽀援センターや事業所（施設・訪
問看護・在宅福祉サービス）が一⽬でわかるマップまたはリストが必要と考えるが詳細は
検討中である。

在宅医療・介護連携協議会にて現状把握や課題の抽出と解決策の検討、顔の⾒
える関係づくりを実施している。多職種研修会を開催し知識の提供と顔の⾒え
る関係づくりを実施している。市⺠へのアンケート（さつき町地区）を実施
し、分析を実施した。

在宅療養⽀援診療所の定例報告に基づく診療状況／訪問診療をしている診療所数、患者
数、看取り数、在宅の死亡数、訪問看護状況等

在宅医療と介護連携推進会議における各委員による各機関や業種の現状と課
題、取組の把握／居宅介護⽀援事業所のケアマネ向けへのアンケートの実際／
在宅医療介護従事者研修会等におけるアンケートの実施／市⺠向け講座におけ
るアンケートの実施
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在宅医療・介護連携推進事業に関する市町村の取組状況 地域の医療・介護連携資源の把握の内容

【課題】市町村名 【定量的な現状把握の内容】（例︓医師数、事業所数等） 【定性的な現状把握の内容】（例:事業所アンケート、研修会、情報交換会）

26
⼭北町
開成町

27 箱根町

28 真鶴町

29 湯河原町
30 愛川町

31 清川村

地域の資源が限られている。

村内には社会資源が少ない。近隣市町（厚木市、愛川町）で
医療・介護を利⽤している⼈が多いため、近隣市町や関係機
関と連携し、切れ⽬のない在宅医療・介護の提供体制の構築
を継続して推進していく必要がある。

コロナ禍でリモートでは顔の⾒える関係づくりを作りにく
い。介護事業所の従事者不⾜で研修会や会議にもなかなか出
られない。

医療機関は、県⽴の診療所１カ所と、精神科系病院１カ所、及び⻭科医院１カ所。介護事
業所は、地域密着型通所介護と認知症対応型共同生活介護の２事業所。

近隣市町の厚木市・愛川町と連携し、在宅医療と介護連携を推進するため、年
１回多職種研修会を実施している。厚木市・愛川町と情報交換を随時⾏ってい
る。

医師数、事業所数を把握している。 連絡会を開催し意⾒を聞くことで、現状の把握を⾏っている。
個⼈医院１か所（医師Ⅰ名）、町⽴診療所１か所（常勤医師2名）／⻭科医院２か所（医師
各Ⅰ名）／介護事業所（居宅２、看護小規模多機能１、小規模多機能１、通所介護２、訪
問看護１、グループホーム１、有料⽼⼈ホーム２）

事業所とはその都度情報交換を⾏っている。

町内の内科７医療機関は全て訪問診療を実施し、うち１医療機関は訪問診療専⾨。開業医
で医師が１名のクリニックが多い。居宅介護⽀援事業所は６か所、訪問看護ステーション
は４か所（うち精神科専⾨１、リハビリ特化１）。総合病院は最寄が隣町だが距離は近
い。有料⽼⼈ホームやその他の介護事業所、⻭科クリニック、薬局も町⾯積から⾒て豊
富。通所・訪問リハビリテーションの事業所がない。

町内に利⽤者のいる居宅介護⽀援事業所のアンケートでは、訪問介護、短期⼊
所生活介護、認知症対応型通所介護の事業所整備の要望が多い。主治医との連
携は必要時にできているという事業所が８割だったが、ほとんどできていない
と答えた事業所も２か所あった。連携できない理由としては、連絡⽅法がわか
らない、医療機関がどのような情報を求めているのかわからないという理由
だった。
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