


























(令和４年９月現在）

※医療機関からの情報提供に基づき掲載しています。
病院・有床診療所 病院 病院 病院 病院 病院

所在市町村 西都市 西都市 西都市 西都市 西都市

医療機関名 医療法人社団大和会 地方独立行政法人   医療法人恵喜会 社会医療法人暁星会 医療法人隆徳会
大塚病院 西都児湯医療センター 西都病院 三財病院 鶴田病院

所在地 〒８８１－００１６ 〒８８１－００３３ 〒８８１－００２３ 〒８８１－０１１３ 〒８８１－００１６

代表電話番号 ４３－００１６ ４２－１１１３ ４３－０１４３ ４４－５２２１ ４２－３７１１

ＦＡＸ ４３－３０２２ ４２－１０７６ ４３－３６２５ ４４－３４７３ ４２－１１４８

部署名 一般病棟 地域医療連携室 地域支援相談室 病棟 地域医療相談室

ＦＡＸ ４３－３０２２ ４２－５５３０ ４３－３６２５ ４４－３４７３ ４２－１１４８

担当者名 ●医療ソーシャルワーカー ●社会福祉士 ●精神保健福祉士 ●在宅復帰支援担当者 ●社会福祉士

  阿部 絵莉那   木下 亮   田原 誠之   土持 瞳   鈴木 孝文

●病棟主任        日高 佐知子   米田 真由美 ●社会福祉士   大薗 勝明

  中尾 真季   戸田 友紀   中武 潤弥   道﨑 綾音

●病棟師長   阿萬 千恵

  酒井 ちづ子

月～金曜日 月～金曜日 月～金曜日 月～金曜日 月～土曜日

（祝日除く） （祝日・年末年始除く） （祝日・年末年始除く） （祝日・年末年始除く） （祝日・年末年始除く）

（月～金曜日）
    ８：３０～１２：３０
 １４：００～１８：００
（土曜日）
  ８：３０～１２：３０

連絡可能な時間帯 １０：００～１７：００
 ８：３０～１２：００
１３：００～１７：３０

 ８：００～１７：００
 ８：３０～１２：００
１３：００～１７：３０

入退院支援担当
窓口

連絡可能な日

西都市御舟町
２丁目４５番地

西都市大字妻
１５５０番地

西都市大字調殿
１０１０

西都市大字下三財
３３７８番地

西都市御舟町
１丁目７８番地

電話 ４３－００１６ ４２－１１１３ ４３－０１４３ ４４－５２２１ ４２－３７１１

資料２ 入退院支援担当窓口（病院・有床診療所）一覧
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(令和４年９月現在）

※医療機関からの情報提供に基づき掲載しています。
病院・有床診療所 病院 病院 病院 病院 病院

所在市町村 高鍋町 高鍋町 川南町 川南町 都農町

医療機関名 医療法人宏仁会 医療法人愛生堂 医療法人社団聖山会 独立行政法人
海老原総合病院 坂田病院 川南病院 国立病院機構 宮崎病院

所在地 〒８８４－０００６ 〒８８４－０００６ 〒８８９－１３０１ 〒８８９－１３０１ 〒８８９－１２０１

代表電話番号 ２３－１１１１ ２２－３４２６ ２７－４１１１ ２７－１０３６ ２５－１０３１

ＦＡＸ ２１－１８１６ ２３－３８１６ ２７－５００２ ２７－５０３３ ２５－１０３２

部署名 地域連携室 病棟 地域連携室 地域医療連携室 地域連携室

２３－１１１１

連携室専用３５－３３０１
（在室時のみ対応可）

ＦＡＸ ３５－３３０７ ２３－３８１６ ２１－３５１３ ２７－２７２８ ２５－１０３２

担当者名 ●主任看護師 ●師長 ●看護師 ●社会福祉士

  橋本 恵美  永島 公子   三好 香織   田渕 陽介

●社会福祉士 ●主任   大坂 亜古 ●看護師

  竹下 龍一郎  梅田 睦美 ●看護師   河野 秀代

  小林 由香

  福嶋 文子

●医療ソーシャルワーカー

  河野 秀代

月～金曜日 月～金曜日 月～金曜日 月～金曜日 月～金曜日
（祝日・夏期休暇・年末年始
除く）

（祝日・年末年始、水・土曜
日の午後を除く）

（祝日・年末年始除く） （祝日・年末年始除く）

（月～金曜日）
９：００～１８：００

（水・土曜日）
９：００～１２：００

連絡可能な時間帯
 ９：００～１２：３０
１３：３０～１７：００

 ８：３０～１７：１５ ８：３０～１７：００
 ８：１５～１２：００
１３：００～１７：００

川南町大字川南
１９４０３－４

川南町大字川南
１８１５０番地４７

都農町大字川北
５２０２

電話

入退院支援担当
窓口

高鍋町大字上江
２０７番地

都農町国民健康保険病院

高鍋町大字上江
８１０８

０１２０－２７－２８７６２７－４１１１ ２５－１０３１（内線１７１）

連絡可能な日

●地域医療連携室係長
（看護師長）

※両者不在の際は、当日の
リーダー

２２－３４２６
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(令和４年９月現在）

※医療機関からの情報提供に基づき掲載しています。
病院・有床診療所 有床診療所 有床診療所 有床診療所 有床診療所 有床診療所

所在市町村 西都市 西都市 西都市 高鍋町 西米良村

医療機関名 医療法人社団百喜会 医療法人昇山会 医療法人山仁会
上野医院 上山医院 山口整形外科

所在地 〒８８１－０１０４ 〒８８１－００３４ 〒８８１－１１２３ 〒８８４－０００２ 〒８８１－１４１１

代表電話番号 ４４－５１００ ４３－１１２９ ４６－２３３５ ２２－３１５７ ３６－１０３１

ＦＡＸ ４４－５９９７ ４３－１１１４ ４６－２５８８ ２２－３１５８ ３６－１８３０

部署名

ＦＡＸ ４４－５９９７
４３－１１１４
４３－１５５７

４６－２５８８ ２２－３１５８ ３６－１８３０

担当者名 ●看護師 ●看護師長 ●看護師（主任） ●看護師長 ●看護師長

  高橋 八重子   上山 愛美   甲斐 ひとみ   黒木 繁   濵砂 明美

●看護職員

  井上 まゆみ

  山村 由紀子

  工藤 富美子

月～金曜日 月～土曜日 月～金曜日 月～金曜日

（祝日・年末年始除く） （祝日・年末年始除く） （祝日・年末年始除く） （祝日・年末年始除く）

（月～金曜日） （月・火・木・金）
 ９：００～１７：００  ８：３０～１２：００

（土曜日）  １３：３０～１８：００
 ９：００～１６：００ （水・土曜日）

 ８：３０～１２：3０

 ９：００～１２：００
１３：００～１６：３０

１３：００～１６：００
 ９：００～１２：００
１３：００～１７：００

連絡可能な時間帯

担当者不在時以外
いつでも可

西都市大字鹿野田
５５７９番地１

西都市妻町２－３３
西都市大字中尾字小崎
１７１－９

東米良診療所
国民健康保険
西米良診療所

高鍋町大字北高鍋
３２３５の３

西米良村大字村所
６６番地１

４４－５１００ ４３－１１２９ ４６－２３３５ ２２－３１５７ ３６－１０３１

入退院支援担当
窓口

電話

連絡可能な日
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電話番号
ＦＡＸ

４１－０５１１
４２－４７４３
３２－９５９５
３２－９５９６
３２－６６００
３２－６６０１
３３－５７２７
３３－５７０６
３６－１１１４
３６－１５４０
３２－２７２９
３２－２７３７
２１－３２８８
２１－３２７７
２５－５７２２
２１－２０１７

都農町 都農町地域包括支援センター 889-1201 都農町大字川北４８７４番地２

木城町 木城町地域包括支援センター 884-0101 木城町大字高城１２２７番地１

川南町 川南町地域包括支援センター 889-1301 川南町大字川南１３６８０番地１

新富町 新富町地域包括支援センター 889-1403 新富町大字上富田７４８５番地１４

西米良村 西米良村地域包括支援センター 881-1411 西米良村大字村所６６番地１

西都市
妻北地区・穂北地区・東米良地区

西都市北地区地域包括支援センター 881-0016 西都市御舟町２丁目６３番地

高鍋町 高鍋町地域包括支援センター 884-0006 高鍋町大字上江８４３７番地

担当地域 名称 郵便番号 所在地

西都市
妻南地区・三納地区・都於郡地区・三財地区

西都市南地区地域包括支援センター 881-0004 西都市大字清水１０３５番地１

資料３ 地域包括支援センター一覧
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電話番号
ＦＡＸ

４３－３０２４
４１－１３８２
２６－２００８
２３－６３０３
３３－６０５６
３３－４８６２
３６－１１１４
３６－１５４０
３２－４７３４
３２－２７３７
２７－８００８
２７－１７６７
２５－５７１４
２１－２０１７

川南町
福祉課
介護保険係

889-1301 川南町大字川南１３６８０番地１

都農町
福祉課
介護保険係

889-1201 都農町大字川北４８７４番地２

西米良村 福祉健康課 881-1411
西米良村大字村所６６番地１
西米良村保健センター内

木城町
福祉保健課
介護保険係

884-0101 木城町大字高城１２２７番地１

高鍋町
健康保険課
介護・高齢者福祉係

884-8655 高鍋町大字上江８４３７番地

新富町
福祉課
高齢者福祉グループ

889-1493 新富町大字上富田７４９１番地

市町村名 課名・係名 郵便番号 所在地

西都市
健康管理課
介護保険係

881-8501 西都市聖陵町２丁目１番地

資料４ 市町村介護保険担当一覧
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 用語解説 

 あ ＩＣ（ｉｎｆｏｒｍｅｄ ｃｏｎｓｅｎｔ）；アイシーもしくはインフォームド コンセント  【医療】  

医療行為（投薬・手術・検査など）や治験などの対象者（患者や被験者）が、

治療や臨床試験・治験の内容についてよく説明を受け十分理解した上で

（informed）、対象者が自らの自由意志に基づいて医療従事者と方針におい

て合意する（consent）ことである（単なる「同意」だけでなく、説明を受け

た上で治療を拒否することもインフォームド・コンセントに含まれる）。医療

機関では病状説明の意で用いられることも多い。 

また、医療機関によっては病状説明（医師が患者や家族に行う病状や治療方

法の説明）を「ムンテラ」と表現する場合もある。ムンテラとはドイツ語の

Mund（口）＋Therapie（治療）を組合せたもの。 

あ アナムネ                                     【医療】 

既往歴。一般には、医療者が問診によって、年齢、婚姻状況、職業、居住地、

家族歴、既往歴、主訴、現病歴などを聴取する。 

い インテーク                                    【介護】 

援助を求めて相談機関を訪れた対象者に、ソーシャルワーカーなどが行う面

接。ケースワークの最初の段階。 

え Ｅｎｔ（えんと）；Ｅｎｔｌａｓｓｅｎ/ドイツ語                    【医療】 
「退院」のこと。「入院」を Adm(アドミッション;admission)と略して記すこ

ともある。 

ちなみに、「ENT」は「ear , nose , and throat」(英語)で耳鼻咽喉科を指す。 
か かんかい（寛解）                                【医療】 

病気の症状が、一時的あるいは継続的に軽減した状態。または、見かけ上消滅

した状態。 

癌や白血病など、再発の危険性のある難治の病気治療で使われる。 
き きせつ（気切）；気管切開                           【医療】 

肺に空気を送ったり痰を吸引したりするため、気管に穴を開けること。具体

的には、のど(のど仏の下)に手術により穴を開け、その部分から気管にカニ

ューレを挿入する気道確保方法。これにより呼吸管理を行ったり、分泌物の

吸引を行ったりする。呼吸不全の患者に対して行うことが多いが、痰や分泌

物がうまく吐き出せず、つまりやすい(窒息しやすい)場合には、呼吸自身に

問題がなくても気管切開が必要となる。 

き 急性期                                      【医療】 
症状が急激に現れる時期(病気になりはじめた時期)のこと。病気やけがによる

症状が急激に現れるため、患者の身体的、精神的な負担が大きい時期でもあ

る。 

く クリニカルパス（クリティカルパス）                      【医療】 

治療や検査にあたってどのような処置を行うのか、その実施内容や順序を示

したスケジュール表のこと。 

資料５ 用語一覧 
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け ケアプラン；介護サービス計画                        【介護】 

要支援、要介護に認定された本人や家族の希望に添った介護サービスを適切

に利用できるように、本人や家族の心身の状況や生活の環境などに配慮し、利

用する介護サービスの種類や内容を定めた「介護サービスの利用計画」のこ

と。ケアプランは、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)、ケアマネジャ

ーに作成を依頼することができる。また、利用者の心身の状態の変化などに配

慮し、常に適切なサービスが利用できるように随時変更される。 

け ケアマネジャー（ＣＭ）；介護支援専門員                   【介護】 
介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるように、ケアプランの

作成やサービス事業者との調整を行う、介護保険に関するスペシャリスト。主

な役割としては、ケアプランの作成や給付管理、利用者とサービス事業者の間

の調整がある。ただし、給付管理事務が発生しないと収入がないため、サービ

ス利用の無い対象者の対応は、無償での奉仕となる。 

さ ３か月ルール/９０日ルール；高齢者の入院９０日ルール         【医療】 

７５歳以上(障がい者は６５歳以上)の高齢者が一般病院に入院すると、９１日

目から後期高齢者特定入院基本料の算定が始まり、医療報酬は３分の２以下

に減額され、投薬や検査について支払われない状況になること。 

し ジェノグラム                                【医療・介護】 

援助者が、利用者を中心とした家族関係を理解するために作成される図のこ

と。主に介護、障がい、医療、教育の分野で、支援記録を作成するために使わ

れる。 

し ＣＰＲ（Ｃａｒｄｉｏｐｕｌｍｏｎａｒｙ ｒｅｓｕｓｃｉｔａｔｉｏｎ）；シーピーアール    【医療】 

心肺蘇生 

し ＣＰＡ（Ｃａｒｄｉｏｐｕｌｍｏｎａｒｙ ａｒｒｅｓｔ）；シーピーエー           【医療】 

心臓と呼吸が止まった状態 

し じゅうかい（住改）；住宅改修                         【介護】 

介護保険サービスの一つ。20 万円を上限に費用の 9 割(8 割または 7 割)が

支給され、利用者は１割(2 割または 3 割)を負担する（原則 1 人 1 回しか利

用できない）。手すりの取り付けや段差解消等。基本的に事前申請が必要であ

り、償還払いである。 

し しょうかんばらい（償還払い）                      【医療・介護】 

利用者が費用の全額をサービス提供事業者にいったん支払い、その後、保険者

である市町村から現金の償還(払い戻し)を受けること。福祉用具購入費、住宅

改修費等が対象となる。 

た たんかい（担会）；サービス担当者会議                    【介護】 

ケアプラン原案を作成し、サービス調整を行った後、サービス担当者を集めて

ケアプランの内容を検討する会議を開く。このサービス担当者会議は、利用者

の状態像の変化などにより、ケアプランを変更する際にも開く。 
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ち 地域医療連携室・地域連携室                        【医療】 

「自院と他院・他施設をつなぐ部署」。患者がスムーズに医療機関へ受診・入

院できるように、また医療機関から退院・転院することができるように、医療

機関・介護施設をはじめ、行政や福祉に関わる多くの施設を繋ぐ役割を担う。

院外連携を成功させるためには、院内連携が欠かせず、院内連携の推進部署と

しての役割も求められる。 

ち 地域ケア会議                                   【行政】 

多職種の協働による個別ケース(困難事例等)の支援を通じて①地域支援ネッ

トワークの構築、②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援、③地域

課題の把握などを行う。高齢者個人に対する支援の充実と、それを支えるサー

ビスの検討等を同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手

法として、各市町村で行われている。 

て 

 

ＤＮＲ（ｄｏ ｎｏｔ ｒｅｓｕｓｃｉｔａｔｅ）；ディーエヌアール             【医療】 

患者の容態が急変して心停止してしまっても、心肺蘇生を行わないこと。 

ふ 福祉用具購入                                  【介護】 

介護保険サービスの一つ。同年度で 10 万円を上限に費用の 9 割(8 割または

7 割)が支給され、利用者は１割(2 割または 3 割)を負担する。腰掛便座(ポー

タブルトイレ)や入浴補助用具(シャワーチェア)等。基本的に事前申請が必要

であり、償還払いである。 

ふ 福祉用具レンタル；福祉用具貸与                      【介護】 

介護保険サービスの一つ。日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与。車

いすや特殊寝台（介護ベッド）等。ただし、要介護区分により利用できる福祉

用具が異なる。 

ほ ほうかつ（包括）；地域包括支援センター                     【介護】 

①総合相談支援、②権利擁護、③包括的・継続的ケアマネジメント支援、④介

護予防ケアマネジメント等を担う。保健師（または看護師）、社会福祉士、主

任ケアマネジャーの 3 職種のほか、認知症地域支援推進員などの職種が配置

されており、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する。 

ほ  包括ケア病床；地域包括ケア病床（地域包括ケア病棟）        【医療】 

入院治療後、病状が安定した患者に対して、リハビリや退院支援など、効率

的かつ密度の高い医療を提供するために、厳しい施設基準をクリアし、国か

ら許可を受けた「在宅復帰支援のための病床」。原則、最長６０日以内での

退院。 

ほ ホームエバー                                             【医療】 
理学療法士や作業療法士が患者の自宅環境を評価しに行き、住宅改修すべき

ところ等を指導すること。退院支援加算を取れる医療機関が主に実施してい

るもので、全ての医療機関が実施しているわけではない。 
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【西都児湯版　参考様式】

記入日：　　　年　　　月　　　日
入院日：　　　年　　　月　　　日

　情報提供日：　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
御中

歳　　

　年　　　　月　　　　日 生

　□ 自立   □ J１   □ J２   □ A１   □ A２   □ B１   □ B２   □ C１   □ C２                

　□ 自立    □　Ⅰ    □　Ⅱa    □　Ⅱb    □　Ⅲa    □　Ⅲb    □　Ⅳ     □　M

　□ なし　　　□ あり
7．薬について　　　※必要に応じて、「お薬手帳（コピー）」を添付

内服薬 □ なし　　　□ あり（　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　） 眠剤の使用

薬剤管理
□ 自己管理
□ 他者による管理
（管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　、管理方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

服薬状況

□ 処方通り服用
□ 時々飲み忘れ
□飲み忘れが多い、
　　処方が守られていない
□服薬拒否

薬に関する
特記事項

かかりつけ医機関名 電話番号

医師名
（ﾌﾘｶﾞﾅ）

診察方法
・頻度

　□通院 　　 □ 訪問診療
　　・頻度＝（　　　　　　　）回　／　月

6．かかりつけ医について

※携帯電話 等繋がる番号

３．本人の生活歴について

本人の生活歴

４．入院前の介護サービスの利用状況について
入院前の介護

サービスの利用状況
同封の書類をご確認ください。
□居宅サービス計画書1.2.3表　　□介護予防サービス支援計画書　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．今後の在宅生活について（ケアマネジャーとしての意見）
退院後の主介護者 □本シート２に同じ　　□左記以外（氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　続柄　　　　　　・ 年齢　　　　　）

介護力  □介護力が見込める（　□十分　　・　　□一部　）　　 □介護力は見込めない　　□家族や支援者はいない　　□今のところ不明

世帯構成 □独居　　　□高齢者世帯　　□子と同居 　 □日中独居
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〇ジェノグラム

主介護者氏名
（ 同居 ・　別居 ）
（続柄： 　　  　）
(年齢：　　　歳）

TEL
※携帯電話 等繋がる番号

キーパーソン （続柄:　     　　）
（年齢：　　　歳）

TEL

２．家族構成／連絡先について

住環境
　※可能ならば、「写真」な

どを添付

 住居の種類（ 戸建て・　集合住宅）．  　　　階建て．        居室　　　階．    　エレベーター（有　・無）

 特記事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入院時の要介護度 　□ 要支援（　　　　）　　□要介護（　　　　）　　有効期間：　　　年　　　月　　　日　　～　　年　　　月　　　日
　□ 申請中(申請日　　　／　　 ）　　　□区分変更（申請日　　　　／　　）　　□ 未申請

障害高齢者の
日常生活自立度

□医師の判断
□ケアマネジャーの判断
□意見書
□認定調査

認知症高齢者の
日常生活自立度

障害など認定 　□ なし　□ あり（　身体 ・ 精神 ・ 知的　）

男　    女

生年月日 　明・大・昭

住所
〒

電話番号

患者氏名
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 年齢 　　 性別

ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

利用者(患者)／家族の同意に基づき、利用者情報(身体・生活機能など)の情報を送付します。是非ご活用下さい。

１．利用者(患者)基本情報について

入院時情報提供書　( 介護 →  医療 ）

事業所名：
ケアマネジャー氏名：
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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）様

※この参考様式は、入退院調整を円滑にするためのものであり、介護・診療報酬の加算算定を担保するものではありません。

　□ なし　　□ あり(　部分義歯　・　総義歯　）

自　　立 見 守 り 一部介助 全 介 助

著しく不良

自　　立

軽　度

　□ なし　　□ あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自立 見守り 一部介助 全介助

一部介助

一部介助

一部介助

全 介 助

全 介 助

全 介 助

全 介 助

全 介 助

見 守 り 一部介助 全 介 助

□なし
□悪性腫瘍　　□認知症　　□呼吸器感染症（肺結核　等）　　□脳血管障害　　□骨折
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

入院前に実施している
医療処置

褥瘡の有無

眼鏡

補聴器

飲酒

アレルギー

義歯

口
腔

ポータブルトイレ

オムツ／パッド

排
泄

食事制限

水分とろみ

食
事
内
容

　(      　)　回／日　（　朝　      時頃　 ・昼　       時頃　 ・夜　       時頃　）

  □ なし     □ あり（　　　　                                                  　）　□不明

　□ 経口　　□ 経管栄養　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□ 普通 　□きざみ　□ 嚥下障害食　□ ミキサー   □その他（　　　　　　　　　　　　　　）

聴力

自　　立

排便

　□ なし　　　　□ 夜間　　　　　□常時

　□ なし　　　　□ あり（　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

コミュニ
ケーショ
ン能力

視力

喫煙

言語

意思疎通

排尿

見 守 り 一部介助 全 介 助

　□ なし　　　　□ 夜間　　　　　□常時

常にむせる

口腔清潔

摂取方法

嚥下機能

　□ なし　□ あり

むせない 時々むせる

食事形態

良 不良

　　　　　(屋外） □ 杖 　□ 歩行器 　□ 車いす　 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自　　立

食事回数

自　　立

自　　立

見 守 り

見 守 り

一部介助

一部介助

食　　事 自　　立 見 守 り

入　　浴 自　　立 見 守 り

A
D
L

移　　動

更　　衣

8．身体・生活機能の状況／療養生活上の課題について

麻痺の状況 な　し 重　度中　度

（室内）　 □ 杖 　□ 歩行器 　□ 車いす　 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※各項目の具体的な記載　等

起居動作 見 守 り

整　　容

移　　乗

9．特記事項

無 有 　　　　　　　　本くらい／日

無 　有　             合くらい/日あたり

問題なし やや難あり 困難

　□ なし　　　　　□ あり（　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　）

問題なし やや難あり 困難

　□ なし　　　　　□ あり（　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　）

問題なし やや難あり 困難

問題なし やや難あり 困難

精神面における
療養上の問題

疾患歴

□なし
□幻視・幻聴　　□興奮　　□焦燥・不穏　　□妄想　　□暴力/攻撃性　　□介護への抵抗　　□不眠　　□昼夜逆転
□徘徊　　□危険行為　　□不潔行為
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□なし
□点滴   □酸素療法   □喀痰吸引   □気管切開   □胃ろう   □経鼻栄養   □経腸栄養   □褥瘡　 □尿道カテーテル
□尿路ストーマ　　□消化管ストーマ　　□痛みコントロール　□排便コントロール
□自己注射（　　　　　　　　　　　　　　）　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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【西都児湯版　参考様式】

御中

記 　 入 　 日 ：　　　　　　年　　　　月　　　　日

フリガナ 性別 年齢

氏名 男　・ 女 　歳

入院原因疾患
(入所目的等）

今後の医学管理 医療機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

移動手段

嚥下機能（むせ）
口腔清潔
口腔ケア

認知・精神

□なし　　
□あり（　□処方箋等添付あり　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

内
容

特記事項

　　様 明・大・昭　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

退院時情報提供書  ( 医療 → 介護 ）

医療機関名

担当者

情報提供日：　　　　　   年　　　月　　 　日

生 年 月 日

・入院日：　　　　　年　　　　月　　　　日　　　・退院予定日：　　　　　年　　　　　　月　　　　　日

次回受診日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

現在治療中の疾患 感染症の有無 □なし
□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ＡＤＬ　等 特記事項　・　詳細

□自立　□杖 　□歩行器
□車いす　 □その他（　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　）

※ADLが変化している場合は、詳細を記入

排　　泄
□自立   □見守り　□一部介助　□全介助
□トイレ　□ポータブル　□おむつ □その他（　　　　　　　　　　　　　）

最終排泄日（　　　　　月　　　　　　日　　　）

入　　浴
□自立　□シャワー浴　 □一般浴　　□機械浴　　　□行わず
最終入浴日（　　　　　月　　　　　　日　　　）

処方薬

食　事

制限：□なし 　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

形態：□普通 □きざみ □嚥下障害食 □その他（　　　　　　　　　）

方法：□経口　□経管栄養　□その他（　　　　　　　　　　　　　）
□なし　　□あり（　時々 ・ 常に　）
□良　　□不良　　□著しく不良
□自立　□一部介助　　□全介助　　

睡　　眠
□良好　　　□不良（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
眠剤の使用　□なし　　□あり

□認知機能低下　□せん妄　□徘徊　□焦燥・不穏
□攻撃性　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

退院後に必要な
医療処置の内容

□なし　　
　□点滴　　□酸素療法　　□喀痰吸引　　□気管切開　□胃ろう　　□経鼻栄養　　□経腸栄養　　
　□褥瘡　　□尿道カテーテル　□尿路ストーマ　□消化管ストーマ　　　□痛みコントロール
　□排便コントロール　　□自己注射（　　　　　）　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
特記事項
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症状・病状の
予後・予測

退院に際しての日常
生活の阻害要因
（心身状況･環境
等）

特記事項

※この参考様式は、入退院調整を円滑にするためのものであり、介護・診療報酬の加算算定を担保するものではありません。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）様

退院後に必要な
看護の視点

□なし　
　□血圧　　□水分制限　　□食事制限　　□食形態　　□嚥下　　□ 口腔ケア　　□清潔ケア　
　□血糖コントロール　　□排泄　　□皮膚状態　　□睡眠   □認知機能・精神面   □服薬指導
　□療養上の指導（食事・水分・睡眠・清潔ケア・排泄 などにおける指導）　□ターミナル
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
特記事項

退院後に必要な
リハビリの視点

□なし　　　　　　　□添付書類あり
　□本人指導　□家族指導　□関節可動域練習（ｽﾄﾚｯﾁ含む）　□筋力増強練習　□バランス練習　
　□麻痺・筋緊張改善練習　□起居／立位等基本動作練習　□摂食・嚥下訓練　□言語訓練
　□ADL練習（歩行／入浴／トイレ動作／移乗等）　□IADL練習（買い物、調理等）
　□疼痛管理（痛みコントロール）　□更生装具・福祉用具等管理　□運動耐容能練習
　□地域活動支援　 □社会参加支援　　□就労支援　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）
特記事項

禁忌事項

（禁忌の有無） （禁忌の内容／留意点）

□なし　　□あり
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