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区分 実施内容 区分 今後の改善内容 区分 実施内容 区分 次年度の改善内容

地域包括ケアへ
向けた地域との
連携の推進

・現行も地域包括ケアシス
テム構築へ向け、尽力して
いるが2025年へ向け、より
強固な連携の推進が求めら
れている。また、保険医療
機関だけでなく、介護保険
施設など医療介護連携の強
化も図っていかねばならな
い。

・地域包括ケア推進のため、近隣の保健医
療機関に計画的に訪問する。
・明石市在宅医療連携システムの試行運用
推進
・顔の見える関係作り強化とスタッフのス
キルアップを目指して、地域包括支援セン
ターへの見学実習を実施する 2018年3月 ○

概ね
達成

・近隣の保健医療機関訪問につい
ては、上半期、近隣の医療機関20
件、福祉医療機関14件計34件の訪
問を実施。　　　　　　　　　・明石市在
宅医療連携ｼｽﾃﾑについては、上半
期運用方法を検討し10/2より運用
開始。後方連携での活用がｼｽﾃﾑ上
効果的である判断で、後方連携の
多い、医療機関の既連携患者にお
いても登録を進めている処である。
・今年度より地域包括支援ｾﾝﾀｰへ
の見学実習を実施（看護師とMSWﾍﾟ
ｱで2組　2日間ずつ）顔の見える連
携につながっている。

継続

・下半期、垂水区の医療機
関をﾀｰｹﾞｯﾄに医療機関訪問
を診療部と連携し実施して
いく予定　　・明石市在宅医
療連携ｼｽﾃﾑの試行運用開
始。引き続き後方連携対象
者も含め運用推進していく
・次年度も地域包括支援ｾﾝ
ﾀｰへの見学実習継続し、医
療介護連携の強化も図って
いく

○
概ね
達成

・下半期診療部と連携した医療
機関訪問は日程が合わず実施
出来ず。
・明石市在宅医療連携ｼｽﾃﾑの
2017年10月試行運用開始。
316件/10月～3月（平均約53件
/月）ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ連携の多い地域
医療機関からは「子午線ネット
の活用はさせていただいてい
る。今後もお願いしたい」との
声を頂いている

継続

・地域医療機関訪問は紹介患者
の減少している医療機関を診療
部と連携し試行訪問を実施する
・明石市在宅医療連携ｼｽﾃﾑ運
用継続し、地域医療機関との連
携強化を図っていく
・2018.4より明石市地域包括支
援ｾﾝﾀｰと在宅介護支援ｾﾝﾀｰが
合併し、福祉丸ごと相談窓口とし
て「地域総合支援ｾﾝﾀｰ」が開設
された。顔の見える関係性を強
化すると共に合併後の業務内容
を理解し連携調整業務のｽｷﾙ
ｱｯﾌﾟのため次年度も見学研修を
行っていく

診療報酬改定に
合わせた取り組
み

・2016年4月に地域医療連
携部門にかかわる内容で、
大幅な診療報酬の改定が
あった。2020年には医療介
護報酬の同時改定が予定さ
れており、これらに柔軟に
対応していかねばならな
い。

・施設基準をみたすため、連携している保
健医療機関または介護サービス事業所等の
職員と定期的な面会を実施し、それらの記
録を残していく。
・医事企画課を含む他部門と共同し、「外
来がん患者在宅連携指導料」の算定手順の
診療部への周知済み。対象患者のｹｰｽ担当者
からも、医師へ働きかけを行い、指導料の
算定率向上を目指す。
・退院支援に必要なケースで、積極的に
「退院前訪問」と「退院後訪問」を実施し
ていく。

2018年3月 ○
概ね
達成

・介護支援連携指導料75 件
/4～9 月、前年度比107％と
増加している。退院支援加
算1の算定要件（15件以上
の連携/100床あたり）は問
題なく満たす見込みである。
・外来がん患者在宅連携指
導料に関しては、21件/4～9
月、昨年度算定件数より上
半期で上回っているが、外
来で緩和ｹｱに移行した患者
に対して算定率16％にとど
まっている。
・退院前訪問指導料15件/4
～9月（前年度比109％）、退
院後訪問指導料4件/4～9
月（前年度比100％）

継続

・連携している保健医療機
関または介護サービス事業
所等の職員と定期的な面会
を実施し、引き続きそれらの
記録を残していく。
・算定件数は増加している
が、依然算定率は低いた
め、引き続き「外来がん患者
在宅連携指導料」の算定率
の向上に向けて、対象患者
のｹｰｽ担当者からも、医師
へ働きかけを行い、指導料
の算定率向上を目指す
・病棟と連携し、退院支援に
必要なｹｰｽで「退院前訪問
指導」と「退院後訪問指導」
推進していく

○
概ね
達成

・介護支援連携指導料は137件
/年、前年度比97％とほぼ同等
の算定となっている。近畿厚生
局適時調査の際、情報交換の
記録・加算算定漏れがあること
が明らかとなった
・連携している保健医療機関ま
たは介護サービス事業所等の
職員と定期的な面会記録を残
し3回/年以上・20件/年以上の
退院支援加算1の算定要件は
満たしている。
・外来がん患者在宅連携指導
料は各診療課別算定状況を運
営協議会で報告、各医師へﾒｰ
ﾙ配信での周知、対象患者の
ｹｰｽ担当者からも、医師へ働き
かけを行い、指導料の算定率
は前年度比530％(16件→85件
/年）に向上した
・退院前後訪問指導を推進し、
退院前26件/年、前年比
127%(22件→26件/年）、退院後
訪問8件前年度比100%と定着し
てきたと評価する。

継続

・介護支援連携指導料の算
定漏れ減少に向けた取り組
みの継続
・今年度介護報酬改定に伴
いｹｱﾏﾈｼﾞｬｰとの連携が増え
ることが想定される。ｼｰﾑﾚｽ
な医療と介護の連携が図れ
るよう連携方法を整えていく
・施設基準をみたすため、連
携している保健医療機関ま
たは介護サービス事業所等
の職員と定期的な面会を実
施し、それらの記録を残して
いく。

がん地域連携パ
スの評価および
内容の見直し

○ ○

前方連携支援と
して紹介患者数
の増減の分析

・今まで紹介患者数の増減
について各科、紹介元ごと
に集計し詳細な分析までは
行っていない。

・紹介患者数の増減について紹介元ごとに
集計し分析を行うことにより、各科の紹介
患者数増加に貢献できると思われる。院長
ヒアリングや経営戦略の資料として活用で
きるようにする。

2017年夏
頃

○
概ね
達成

・紹介患者数の増減につい
て紹介元ごとに集計し分析
を行い、院長ヒアリングや経
営戦略の資料として活用で
きるように実施した

継続

・引き続き経営戦略の資料
として活用できるよう、紹介
患者数の増減について各
科、紹介元ごとのﾃﾞｰﾀ分析
を継続する

○
概ね
達成

・紹介患者数の増減について
紹介元ごとに集計し分析を行
い、院長ヒアリングや経営戦略
の資料として活用できるように
実施した

継続

・引き続き経営戦略の資料と
して活用できるよう、紹介患
者数の増減について各科、
紹介元ごとのﾃﾞｰﾀ分析を継
続する

（注）実施管理・区分欄の記入について

　 C評価における区分は、「達成」「概ね達成」「未達成」から、A改善における区分は、「完了」「継続」「その他」から、それぞれ１つ選んで記入する。
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・がん診療連携協議会がん
パスワーキング部会にて各
パスの見直しが終了し、各
診療科においての最終見直
しが終了。システムでの修
正中。

・システムでの各診療科パスの修正が終了
したら、できるだけ早期に運用開始できる
ように調整を行う

2017年夏
頃

完了

今後も診療科と協働しながら
地域連携ﾊﾟｽの運用を行って
いくが、県統一版の地域連
携ﾊﾟｽの見直しが終了し、改
訂版の運用開始も計画通り
行えたため実施完了とする。

達成

計画度通り10月2日より改定版
地域連携パス運用開始でき
た。11月地域連携ﾊﾟｽ説明会を
開催実施（医師16名を含め、参
加人数29名）医師の入れ替わ
りに伴う前立腺がんの運用件
数が減少し、全体の運用件数
は247件/.年前年度比80％と
なった

概ね
達成

・各診療科のパス修正が完
了し、10月2日より改定版地
域連携パス運用開始。今年
度は前年度に比較し運用件
数が少なめで推移（106件/4
月～9月　前年度比：70.9％）
している

継続

・運用件数の低下は、医師
の入れ替わりに伴う地域連
携ﾊﾟｽの認識度（地域連携ﾊﾟ
ｽ自体・運用方法）が低下し
ている可能性も考えられる
ため、今年度11月7日に「地
域連携ﾊﾟｽ説明会」実施予
定


