
令和4年度取組状況及び結果（令和５年１月２５日現在） 令和4年度評価 令和5年度目標（案） 令和5年度の計画（案）
＊重点取組内容については、資料4を参照

○郡内の在宅医療・介護資源の調査や情報を整理し、適正な情報提供の
　ため、市町ホームページの情報更新を実施。

○郡内の在宅医療・介護関係機関等の情
　報を住民に周知することができた。

〇郡内の在宅医療・介護資源につい
　て適切な情報提供ができて、関係
　者間の連携に活用される。

○在宅医療・介護資源の調査や情報の
　整理を継続する。

○適正な情報提供のため、継続的に情
　報更新を行う。

○本庄市児玉郡の在宅医療・介護連携を推進するため協議会を開催。
　＊年2回開催
　　　　第1回協議会　6/30
　　　　第2回協議会　R5/2/3
○重点取組内容に選定した「入退院支援」について、現状分析や課題の
　把握。
　＊令和3年度の「在宅を支える医療・介護者研修会」開催後、再発予防のため
　　のチェックシートを作成し、講師と内容の検討を行う。
　＊再構成したチェックシートを活用していけるよう、内容の検討。
　＊「多職種連携を考える会」において入退院調整ルールについて事業所調査と
　　利用状況調査を行い、その結果により修正点の検討をしていく。
〇上記より把握された課題の解決につながる対応策を検討。
　＊市町担当者会議：18回
　＊拠点・市町担当者会議：7回
　＊市町・埼玉県立大学川越教授とのチェックシート会議：2回

○再発予防のためのチェックシートを作
　成し、内容について検討中。

○入退院調整ルールの活用推進や修正等
　を検討し、医療・介護関係職種対象
　に、ルールについてのアンケート調査
　が実施できた。

〇本庄市児玉郡の在宅医療・介護連
　携を更に推進する。

○本庄市児玉郡の在宅医療・介護連携
　を推進するため協議会を継続する。

○現状分析や課題を把握し、課題を解
　決するための対応策としての事業を
　整理し、PDCAサイクルに沿った取
　組みを進める。

○入退院調整ルールのアンケート結果
　や調査結果により、ルールの改訂版
　を策定する。

○再発予防のためのチェックシートの
　完成を目指す。

○重点取組内容「入退院支援」として、「入退院調整ルール」の周知・
　見直しを含めて多職種連携を考える会「入退院調整ルールの活用にお
　ける現状と意見交換会」を行った。
　＊意見交換会会開催内容については、（カ）参照。

○入退院時支援における入退院調整ルー
　ルの活用が十分とは言い難い。

○入退院支援につながるよう入退院調整
　ルールの活用状況についてモニタリン
　グの継続が必要と思われる。

○在宅医療連携拠点と協働で、「多職種
　連携を考える会」を開催した。入退院
　支援に携わる関係者でグループワーク
　を行い、意見交換することができた。

〇入退院調整ルールを活用し、適切
　な支援ができる。

〇切れ目のない支援ができるよう、
　関係機関の連携体制の強化を図
　る。

○入退院調整ルールの活用状況につい
　てモニタリングを継続する（手法は
　感染症等の状況により検討）。
○入退院時の情報提供等が円滑にでき
　るよう「入退院調整ルール」の周知
　を継続する。
○連携体制を構築するために、意見交
　換会や研修会等の実施。
○入退院支援に関する研修会を立案・
　実施。

○関係者の情報共有にＭＣＳを活用できるよう、周知の支援を継続。
○緊急時の備えに向け「わたしの連絡先カード」の郡内一体的な活用を
　している
　＊対象者：75歳に年度内に達する人
　＊項目の追加等は適宜検討。
　＊4市町全てにおいて配布。
○退院支援時の介護関係者が支援のために必要な医療情報を収集するた
　めの「再発予防のためのチェックシート」の作成。
　＊重点取組内容「入退院支援」の一環として取組んだ。
○多職種連携を考える会「入退院調整ルールの活用における現状と意見
　交換会」を開催。（R5.1.13）
　＊対象者：医療・介護関係従事者
　＊入退院調整ルールについての意見交換会

○感染症まん延等の状況下では、日常業
　務におけるＭＣＳ活用の有用性がます
　ます高まる。

○住民の活用を広めるため「わたしの連
　絡先カード」は配布の継続が必要と思
　われる。

○関係者の連携を目的とした意見交換会
　を実施できた。入退院調整ルールの内
　容を現状に合わせて更新させる必要が
　あるとの意見あり。

〇関係者が対面、MCSを活用し必要
　な情報を速やかに共有できるツー
　ルや体制の構築を図る。

〇介護関係者が、再発予防のための
　チェックシートや入退院調整ルー
　ルを活用して退院時に必要な情報
   を収集し、必要な支援につなげ
　る。

○関係者が積極的にＭＣＳを活用でき
　るよう、周知の支援を継続する。

○「わたしの連絡先カード」の配布を
　継続し、活用方法の周知を図る。

○退院後の生活について適切に支援で
　きるよう、介護関係者が支援のため
　に必要な医療情報を収集するための
　再発予防のためのチェックシートを
　作成する。

〇入退院調整ルールの手引きを更新。

　　　　　　　　  本庄市児玉郡在宅医療・介護連携推進事業

事業項目と4つの場面分類
＊「４つの場面分類」は参考資料をご参照ください

（ア）
地域の医療・介護の資源の把握

（イ）
在宅医療・介護連携の課題の抽出
と対応策の検討

（ウ）
切れ目のない在宅医療と介護の
提供体制の構築推進

（エ）
医療・介護関係者の情報共有の支援

日常の療養支援

資料 １

入退院支援

急変時の対応 看取り

日常の療養支援

日常の療養支援 入退院支援

急変時の対応 看取り

日常の療養支援 入退院支援

急変時の対応

入退院支援
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＊重点取組内容については、資料4を参照

○在宅医療連携拠点（本庄市児玉郡共同委託）における相談支援を継続
　した。
○協議会へ相談支援の状況報告を行なった。
  ＊相談件数：60件（資料２ 参照）※令和４年１２月まで
　【内訳】
　・居住者別状況：本庄市（66.7%）、上里町（10.0%）
　　　　　　　　　美里町（6.6%）、神川町 （10.0%）
　・相談者の区分：医療機関（県内外を併せて35.6%）
　　　　　　　　　本人・家族（14.5%）
　　　　　　　　　地域包括支援センター（21.8%）
　・相談内容：訪問診療・訪問看護等に関するもの（49.2％）
　　　　　　　福祉・介護に関するもの（22.0%）
　　➔相談の状況に応じて、地域の医療・介護関係者間の連携調整
　　や患者・利用者、または家族の要望を踏まえて、医療機関・
　　介護事業者等を紹介。
○在宅医療連携拠点と本庄市児玉郡の地域包括支援センターで
　役割分担を行い、連携を図りながら相談支援を継続する。

○在宅医療連携拠点と地域包括支援セン
　ターで役割分担を行ないながら、きめ
　細やかな相談や連携調整ができた。

○今後、困難事例（単身身寄りなし・病
　識なし・認知症等）の増加が予想され
　ることから、在宅医療連携拠点と地域
　包括支援センターの連携強化が求めら
　れる。

○在宅医療連携拠点における在宅医
　療・介護連携に関する事項の相談
　を受け、医療と介護の連携を取っ
　ていくことができる。

○困りごとや要望等の解決ができる
　よう、相談体制の充実を図る。

○地域包括支援センターとの連携に
　より相談支援を行うことができ
　る。

○在宅医療連携拠点における相談支援
　を継続。（本庄市児玉郡共同委託）

○協議会へ相談支援の状況報告。

○在宅医療連携拠点と本庄市児玉郡の
　地域包括支援センターで役割分担を
　行い、一層の連携を図りながら相談
　支援を継続する。

○「多職種連携を考える会」の開催支援及び共同開催。
　＊開催通知を関係機関に配布（送信）し、周知を行った。
　　10/27(木)「災害レベルに達した新型コロナ第7波を振り返る」
　　　　　　　　参加者（多職種）：   28人（Zoom開催）
　　R5
　　１/13（金）「入退院調整ルールの活用における現状と意見交換会」
　　　　　　　　参加者（会場）15人
　　　　　　　　　　（zoom） 37人　合計52人

○「ACP」「緩和ケア」等に関する医療・介護関係者研修会
　への参加。
　＊在宅医療連携拠点開催の医療・介護従事者向け研修会に参加した。
　　12/15(木)「（SDM）意思決定支援セミナー」
　　　　　　　　参加者（医師会・医療・介護従事者等関係者）：76人
    　　　　　　（Zoom開催）

○「多職種連携を考える会」は新型コロ
　ナウイルス感染症対策としてZOOM
　研修となったが多くの参加者があり、
　関係者の資質の向上及び連携体制を推
　進する役割を担っていることを再認識
　した。
○「多職種連携を考える会」について
　は、拠点と市町協働で実施することと
　した。今後の計画について、引き続き
　協議を行う。
〇入退院調整ルールを周知する機会にも
　なった。

○研修の実施関係者の資質向上の機
　会設ける（ZOOM等を利用）。

○多職種を対象とした研修会を実施
　し、顔の見える機会を増やし、連
　携体制の強化を図る。

○「多職種連携を考える会」協働開催
　を継続。
○「ACP」「緩和ケア」等に関する
　研修会の継続。

○PDCAサイクルに沿った手順で重点
　取組内容「入退院支援」に関する継
　続的な研修を開催する。

○感染症の拡大状況を勘案しながらも
　参集型の開催を目指す。

○（SDM）意思決定支援セミナー
　令和5年5月23日（火）に本庄市
　役所で開催予定。

○地域住民に対する講演会等の普及啓発については、感染症の動向を
　踏まえ、WEB等、実施可能な方法を検討した。
○人生会議出前講座を開催。
　＊本庄市児玉郡医師会により令和4年5月 ～ 令和5年1月に希望する住民や
　　団体等に対して開催。
　　○「人生会議（ACP）」について4市町の広報紙に記事を掲載した。
○ACPの普及啓発を図るため住民により身近な場を活用するとともに、
　民生委員や住民に対するDVD上映機会を設定。
　＊本庄市（本庄市保健センターにおける特定健診等）で3,279人視聴

○感染症の動向を踏まえて実施した。 ○住民がＡＣＰについて考える機会
　の提供を行う。

○ACPの普及啓発を図るため、身近
　な場を活用しながら周知の機会を
　増やす。

○広報紙へのACP記事掲載の継続。

○本庄保健所職員の支援を受けながら、関係市町等の連携体制を推進し
た。
　＊検討する内容に応じて、保健所の参加・支援をいただいた。
○本事業の円滑実施に向けて、市町担当者会議、在宅医療連携拠点と市
町
　担当者会議・在宅医療担当課長会議等を継続して開催した。
　＊市町担当者会議：18回
　　　　　　　　　　（4/25、5/11、5/27、6/7、6/17、6/30、
　　　　　　　　　　　7/22、8/23、9/8、9/9、9/20、10/5、
　　　　　　　　　　　10/21、11/14、11/30、12/23、
　　　　　　　　　　　R5 1/6、1/23）
　＊拠点・市町担当者会議：7回（5/20、9/9、10/21、11/30、
　　　　　　　　　　　　　　　12/23、R5 1/6、1/23）
　＊担当課長会議：2回（9/20、10/5）

○本庄保健所職員の協議会参加や拠点
　・市町担当者会議の参加のほか、
　「入退院調整ルールの活用における現
　状と意見交換会」にも参加・協力を頂
　き、連携を図れた。

○市町及び在宅医療連携拠点や地域包括
　支援センター、保健所等のメンバーが
　必要に応じて集まり、連携しながら本
　事業の推進に取り組んだ。

○関係者が一同に会することで顔の
　見える関係を構築し、連携体制を
　整える。

〇県（保健所を含む）の支援受けな
　がら圏域の連携推進体制の構築を
　図る。

（オ）
在宅医療・介護連携に関する
相談支援

（カ）
医療・介護関係者の研修

（キ）
地域住民への普及啓発

（ク）
在宅医療・介護連携に関する
関係市区町村の連携

事業項目と4つの場面分類
＊「４つの場面分類」は参考資料をご参照ください

日常の療養支援 入退院支援

急変時の対応 看取り

日常の療養支援 入退院支援

急変時の対応 看取り

日常の療養支援 入退院支援

急変時の対応 看取り

日常の療養支援 入退院支援

急変時の対応 看取り


