
特集１  2020年度診療報酬改定 新たに求められる連携強化策
それまで「入院後でもよい」とされていた褥瘡や栄養状態，薬剤などのチェックをすべて入院前に実施することが要
件となる「入院時支援加算１」が新たに設けられました。入院前にこれらの対応を行うことでより円滑な入退院支援
と在宅復帰につなげることができると期待されてのことですが，一方でこれを実施するためにはこれまでよりもさらに
多職種間の連携が不可欠となります。本特集では，各施設における多職種連携による入院前支援の取り組みについ
て紹介します。 

院後の生活を見据えた支援の充実および強化
を図ることが重要な課題となる。そのため当院
では，入院前から外来で患者への情報提供およ
び入院の説明を行い，退院支援困難が予測され
る患者の状況を退院支援担当者に情報提供する

「入院サポート」を2015年より開始した。
　当院患者支援センター入院サポート部門
は，看護師３人が予約入院患者を対象に，患
者の状態を把握した上で入院生活の説明を行
い，安心して入院医療が受けられるよう不安
の解消に努める業務を担っている。2018年
度診療報酬改定から，入院前に治療の説明や
オリエンテーションなどの支援を行った場合
の評価として入院時支援加算が新設された。

当院の患者支援センターの体制

　我が国は世界に類を見ない超高齢社会に突
入しており，団塊世代が75歳を迎える2025
年には，高齢化率が30％に達することが見
込まれている。2018年度診療報酬改定から，
質が高く効率的な医療提供体制の整備と共に，
新しいニーズにも対応できる医療の実現が求
められている。その対応に向けた取り組みの
一つとして，PFM（Patient Flow Manage
ment）の考え方がある。
　地域医療支援病院である当院においては，
患者が住み慣れた地域でその人らしく療養生
活を送るため，包括的にアセスメントし，退

予約入院患者支援推進に向けた多職種連携
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一定の要件を満たせば，入院サポートで行っ
た支援が診療報酬として算定できることとな
り，入院サポートの看護師による支援だけで
なく，関連の職種（薬剤師・栄養士・社会福
祉士・退院支援看護師・認定看護師）および
病棟との連携を強化することが必要であると
考え，体制の整備に取り組んだ。

患者支援センター 
入院サポート部門の現状と課題

　2018年までの入院サポートは，看護師２
人で９診療科（内科・循環器内科・小児科・
外科・整形外科・脳外科・泌尿器科・婦人科・
眼科）の予約入院患者に対し，主に，①患者
情報の聴取，②内服薬の確認，③必要物品の
説明を行い，必要に応じて関連部署（薬剤科・
栄養科・医療相談係・看護相談係）に連絡し
相談していた。一方で，2018年度診療報酬
改定で新設された入院時支援加算は，８項目

（ア．身体的・社会的・精神的背景を含めた
患者情報の把握，イ．入院前に利用していた
介護サービス又は福祉サービスの把握，ウ．
褥瘡に関する危険因子の評価，エ．栄養状態
の評価，オ．服薬中の薬剤の確認，カ．退院
困難要因の有無の評価，キ．入院中に行われ
る治療・検査の説明，ク．入院生活の説明）
の支援を実施しなければ算定することができ
ない。そのため，多職種の連携を強化し，適
時適切な患者支援が可能な仕組みづくりを行
い，入院時支援加算算定要件を満たすことが
できるように支援体制を整える必要があった。
　2018年時点での入院サポートは，予約入
院患者の約半数の対応をしており（現在は予
定入院患者の７割以上に対応している），入
院時支援加算対象患者の対応時間は１人当た
り60分程度かかる状況であった。入院サポー

トで対応する予約入院患者すべてに対し，療
養支援を実施することは困難と考えた。その
ため，2018年度は確実に入退院支援加算１
との同時算定が可能な治療を予定している患
者に限定して支援を実施することにした。
　入院サポート業務は，入退院受付近くの廊
下の一角をパーテーションで仕切り，２カ所
のブースのみで患者対応を行っている（写真

１）。入院サポート看護師２人が同時に患者
対応している場合は，薬剤師や栄養士が患者
と面談で使用することができない上に，新た
に対応する患者を待たせる可能性がある。ス
ペースの制約に左右されない，多職種が介入
できる入院時支援方法を検討する必要があっ
た。当院の患者支援センターの組織図では，
入院サポートは患者支援センターに属し，セ
ンター長に副院長，副センター長に医事課長・
副看護部長を配置し，そのもとに看護相談係・
入院サポート・医療相談係・総合相談が限ら
れた人員で連携しながら業務を遂行している。
　今回の問題点として，①多職種の連携基準
がないため，栄養科・薬剤科の関与が少な
い，②入院前に作成する療養支援計画書がな
い，③算定の仕組みがない，④患者対応ブー
スが２カ所のため，患者を待たせる可能性が
あるという４点を改善する必要があった。

写真１ 入院サポートブース

3地域連携　入退院と在宅支援  Vol.13 No.2



改善の取り組み期間と実際の改善策

【改善期間】2018年3月から2020年２月まで

【対象患者】

外科：胃切除術・大腸切除・人工肛門造設術

泌尿器科：人工膀胱造設術

内科：在宅酸素導入

※確実に入退院支援加算１との同時算定が

可能な治療に限定して支援を実施

多職種の連携基準作成（図）

　栄養士については，栄養に関する支援基準
を通常体重から直近３カ月間に３kgの増減が
あった場合と設定した。入院サポート看護師
が問診時に栄養状態を評価し，低栄養状態と
判断した患者や患者が希望した場合に，栄養
士との面談を設定する。面談設定をスムーズ
に行うため，入院サポート看護師が栄養科職
員に連絡するための専用PHSを設置した。栄
養士との面談場所は，決められた場所の確保

が困難であったため，そのケースごとに空き
スペースを探して（入院サポートブースか栄
養指導室）実施することとした。入院前に栄養
士から栄養指導を実施することで，手術前に少
しでも栄養状態を改善し，治療を受けること
ができるよう介入している。
　薬剤師については，持参薬や「お薬手帳」
を併せて鑑別し，鑑別内容および休薬を要す
る薬剤があった場合には推奨される休薬期間
について，薬剤確認書（資料１）を作成し入
院サポートに提出する。入院サポート看護師
が薬剤鑑別を依頼する場合，患者から預かっ
た「お薬手帳」と持参薬は，薬剤科助手を介
して，薬剤師に渡すこととなった。患者から
預かった物品の取り違いのリスクを回避する
ため，防止策として入院サポートブースに番
号をつけ，番号ごとに色の違うプラスチック
ケースと番号札を準備した。このことから，
間違いなく預かった持参薬などのやりとりを
実施することができた（写真２）。

図 入院サポート来院患者のフロー図

・入院前に必要な検査（Ｘ線・
心電図・採血・呼吸機能検査
など）の実施

・麻酔科診察の実施
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薬剤師・栄養士・MSW・認定看護師
病床管理・病棟看護師・医事課職員

写真２ 薬剤ケースと薬剤の受け渡し資料１ 入院サポート　薬剤確認書

ID： 年齢　　性別　　
患者名：

【入院サポート　薬剤確認書】
１．術前休薬を必要とする薬剤

□あり（薬剤名：　　　　）　□なし
２．調査方法は

□実薬剤　□お薬手帳　□紹介状
より鑑別しました

３．備考（ ）
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入院時支援に関する 
療養計画書作成と改訂
　患者とその家族および入院予定病棟との情
報共有を目的に，療養支援計画書を作成する
こととした。作成した療養支援計画書を基に
入院前から行う支援について説明し，患者の
署名後，患者とその家族・病棟に交付した。
　また，入院時支援加算要件の８項目に合わ
せた支援内容を検討し，各職種（薬剤師，栄

養士，社会福祉士，看護師，医事課職員）と
話し合いの場を設け，療養支援計画書につい
て多職種での関与と支援内容が分かるように
作成した。さらに，電子カルテ上の定形文書
として入力し，患者に説明し署名をいただい
た上で交付した。
　当初作成した療養支援計画書（資料２）は，
運用した結果，入力方法が分かりにくいため
資料３のように改訂した。

資料２ 療養支援計画書（改訂前）

説明年月日　　　　　　　　

患者名 説明者 入院予定日

患者さんやご家族が安心して入院生活が送れるように入院サポートでは多職種で支援させていただきます。
入院サポート担当者が以下の項目について確認，説明させていただきました。

□✓　※入院生活の説明
□✓　※身体的・社会的・精神的背景を含めた情報の確認

例）入院までの経過や病気のこと・連絡先やキーパーソン等を確認し必要時退院に向けて支援を行います。

□✓　※入院前に利用していた介護サービス・福祉サービスの確認
例）要支援１

□　床ずれの有無の確認と起こりやすい要因についての確認 　→床ずれある場合部位〔　　　　　　　　　　〕
例）日常生活自立度J1，交通機関を利用して外出できる。
例）定期的に危険因子の評価を行い，褥瘡予防のためのケアを実践いたします。

□　栄養状態の確認
□✓体重変化：１カ月で（　　３　　）kg　増加　　　　□✓身体症状：嚥下困難　　　　□✓消化器症状：下痢

□　現在内服しているお薬の確認（薬剤師による）

□　退院が困難になることが予想される要因の確認
例）病気のことや心配なこと，日常生活動作等について確認しました。

□　入院中に行われる治療・検査の説明

□　その他

上記内容は，現時点で考えられるものであり，今後検査等を進めていくに従って変わり得るものです。
本日説明したことで，ご不明な点がありましたら，入院サポートまでご連絡ください。
変更や追加する情報がありましたら，入院日に病棟看護師にお話しください。

療養支援計画書について説明を受け，了承しました。
患者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同席者氏名 続柄（　　　　　）
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資料３ 療養支援計画書（改訂後・記載例）
説明年月日

ID番号

今回の入院に際し，安心して入院生活が送ることができ，無事に退院することができるように，以下の項目について確認し，支援さ
せていただきます。

必須事項

入院前に利用していた
介護サービス・福祉サービスの確認

内服薬の確認

栄養状態の確認

床ずれの有無と
起こりやすい要因の確認

退院が困難になることが
予想される要因

入院中に行われる治療・検査について

その他

□✓入院生活の説明 □✓身体的・社会的・精神的背景を含めた情報の確認
□✓介護保険の申請　　　あり □✓要介護度　　要支援２
□✓介護サービスの利用　あり
□✓障害者手帳　　　　　あり □その他（ ）

□✓現在内服中の薬　　　あり □✓薬剤師の介入　あり
□✓休薬が必要な薬　　　あり 別紙記載の休薬日を確認してください
□✓支援計画内容
薬剤師が内服中の薬剤を確認いたしました。
入院中に使用する薬剤（点滴や内服薬）については，入院後に病棟担当薬剤師が説明しま
す。
薬剤師が投薬歴・アレルギー歴・副作用歴を確認しました。入院中の薬物治療が安全に行
えるように支援します。

□✓栄養士の介入　あり
□✓体重変化　　　あり 体重　３　カ月で　６　㎏　減
□✓身体症状　　　あり 腹水　　浮腫　　床ずれ　　嚥下困難
□✓消化器症状　　あり 悪心　　嘔吐　　下痢　　　食欲不振
□✓支援計画内容
栄養士と栄養状態について話をしました。
入院中の食事については，病気の症状や治療に応じて提案・提供をさせていただきます。

□✓床ずれ　　　　あり ありの場合　　発生部位　　手動入力　　仙骨部
□✓日常生活自立度 Ａ２　寝たり，起きたりの生活
□✓褥瘡（床ずれ）発生要因 坐位保持困難　　骨突出あり　　関節拘縮あり
 皮膚湿潤　　　　浮腫あり
□✓支援計画内容
入院中に床ずれが悪化しないように，観察とケアの実施を行います。
入院中に床ずれが発生しないように，観察とケアの実施を行います。

□✓悪性腫瘍　　　□認知症　　　□誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれか
□経済的な不安がある　　　　　□✓日常生活動作の低下が予測される
□✓介護保険サービスの利用の希望があるが未申請　　□介護に支援が必要である
□在宅介護に対し家族から不安の訴えがある　　　　□排泄に介護を要する
□身寄りがない　　　　　　　　□退院後もリハビリが必要である
□必要な医療・介護を十分に受けられない　　　　　□医療処置が必要
□入退院を繰り返している　　　□✓その他（　ストーマケアが必要になる可能性がある　）
□✓支援計画内容
退院後の生活について支援の必要性が考えられます。入院前から多職種で支援します。
心配なこと・不安なことについては，必要に応じて各関係部署と連絡をとって相談してい
きます。

2018年○月○日に開腹手術予定

上記内容は現時点で考えられるものであり，今後の検査・治療によって変わり得るものです。
本日説明した内容で，ご不明な点がありましたら，入院サポートまでご連絡ください。
お話しいただいた情報に変更や追加がありましたら，入院先の病棟看護師にお伝えください。

2018　年　　○　月　　○　日
患者氏名　　　　　　　東部　花子　　　　　　　　（署名） 
同席者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（署名）（続柄　　　　　）

患者氏名

説明実施者

療養支援計画書の説
明後に，同意サイン
を記入していただく

療養計画書について，説明を受け同意しました。

2018年○月○日

0000-0000

東部　花子

支援　療子
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算定の仕組みづくり
　退院支援担当医事課職員は，入院時支援加
算の算定のために，入院サポート看護師が療
養支援を実施した後に電子カルテ上の診療報
酬の入力画面から入院サポートの項目を新設
し，入退院支援加算（入院時支援）を実施済
確定できるようにした。入院サポート対応後
に入院し，退院までに入退院支援加算１の算
定を病棟看護師が実施すれば，同時算定でき
るようになった。
　2017年に当院外科病棟で作成した「手術
を受ける患者様へ」を入院サポートで提供し，
術後合併症予防を中心に説明を実施した。
　入院サポートでの患者支援内容を電子カル
テに入力する際は，看護記録のタイトル「入
院サポート記録」「退院支援記録」を選択す
ることとした。入院後は，看護問題として

「退院指導を受ける患者の看護」や「手術後
の患者の看護」を立案し，入院中に介入し実
施したケア内容を記録した。

入院サポート予約枠の新設
　２つの入院サポートブースを同時に使用し
ている際の，患者の待ち時間短縮と負担軽
減，また看護師が時間に余裕を持って安全に
対応できることを目的に入院サポート予約枠
を作成した。
　入院サポート予約の運用開始については，医
局会での医師への周知のほかに，患者支援セン
ター長から全職員向けに院内メールを送り，予
約枠の新設と目的・予約方法について周知した。

改善の成果

多職種の連携基準作成
◦栄養科との連携

　入院サポート看護師が栄養状態のアセスメ

ントを実施するに当たり，連携基準を設定す
るために，看護師と栄養士で話し合いを行っ
た。明確な連携基準を策定することで，栄養
士との面談設定はスムーズに行えている。ま
た，顔の見える話し合いの場を設けたこと
で，看護師は連携基準にかかわらず，状況に
応じた連携をしている。患者の希望や食物ア
レルギーについては看護師が栄養士に連絡
し，確実な情報共有と入院後の安全な食事提
供ができている。
◦薬剤科との連携

　入院時支援実施前は，お薬手帳・持参薬や
紹介状に服薬中の薬の情報がある場合に，看
護師が薬剤師に薬剤鑑別を依頼していた。薬
剤師が薬剤鑑別する時間には制限（13時半か
ら16時）があり，限られた薬（抗凝固薬・降
圧剤）のみの鑑別であった。そこで改善でき
る点を話し合い，薬剤鑑別の時間制限をなく
し，患者の内服している薬剤すべて薬剤鑑別
することとなった。薬剤師が鑑別した薬の内
容は電子カルテ内の常用薬履歴に入力された
後，薬剤確認書が発行されることになった。
この薬剤確認書には，休薬の必要な薬剤名と
必要な休薬期間を記載してもらうこととした。
ここで記載された薬剤確認書を薬剤師と看護
師で確認することで内服薬をダブルチェック
することとなり，薬剤支援の安全が確保でき
るシステムが構築された。薬の休薬に関する
医師への疑義照会は，患者の全体像を把握し
ている看護師が実施することにした。入院前
支援を実施する薬剤師の業務負担がないよう
に，療養支援の対象患者のみに限定して薬剤
鑑別を行った（表）。対象者を限定して支援
開始としたことで，薬剤師にとって薬剤鑑別
が大きな業務負担となることなく，支援実施
につながっている。その後も話し合いを重ね
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て，薬剤鑑別できる患者の限定を取り払い，
必要に応じて全科で薬剤鑑別依頼の実施が可
能となった。
　また，支援開始当初に懸念していた患者か
らの預かり物品の取り違いについては，番号
札と色付きケースでの運用で誤認防止および
安全に対応できている。

入院時支援に関する療養計画書作成と改訂
　最初に作成した療養支援計画書（資料２）
は，文字入力の範囲が不明確なため，どこに
入力するか迷いが生じ，入力項目を探しながら
作成しなければならず時間を要した。入力漏れ
につながる可能性もあり，該当項目がない患者
の場合は空欄が生じるため，患者への説明に戸
惑うことがあった。そのため，運用開始４カ月
後に療養支援計画書を改訂した（資料３）。
　改訂に当たり，入院時支援加算の算定要件
である８項目が漏れなく網羅でき，入力項目
を迷うことなく選択し，入院後の退院困難要
因のスクリーニングも実施できる内容となる
ように工夫した。また，各職種の支援内容を
確認し，その内容を療養支援計画書に反映さ
せた。これは，入院後に各職種の支援内容を
患者に明確に伝えるツールとなった。

算定の仕組みづくり
◦医事課との連携

　電子カルテ上の診療報酬の入力画面に入院
サポートの項目を新設したことで，入院時支
援加算の算定についても電子カルテでスムー
ズに入力でき，必要な患者に確実に実施でき
ている。入院後に入退院支援加算１を算定す
ることで，入院時支援加算が同時算定される
システムとなっている。
　2018年度の入院時支援の実施は93件で，
そのうち入退院支援加算１と合わせて800点
の算定に至ったのは89件であった。入院時
支援を実施した予定入院の前に緊急入院と
なった場合や別の入院目的で入院する場合に
は，最初に算定した入院時支援加算が入退院
支援加算と結びつかずに算定漏れとなりそう
なケースがあった。しかし，事前に看護師が
確認することが可能となり，医事課への連絡
を実施し，算定漏れ防止につながっている。
◦病棟との連携

　入院前に「手術を受ける患者さまへ」のパ
ンフレットを渡すことで，患者は入院後の経
過をイメージして入院することができている。
入院中は術後合併症予防のために，自発的に
パンフレットを見ながら院内や棟内を歩行す
る患者の姿があった。今後も疾患や入院目的
に応じて，入院後のイメージが持てるように
説明・支援を実施する。退院困難要因のある
患者に対する病棟での支援内容は，各病棟の入
退院支援委員や退院支援看護師の連携によっ
て，看護記録への記載が適切にできている。
　退院後に外来受診した患者からは，「手術
前にイメージができてよかった」「いろいろ
な人がかかわってくれて安心できた」と肯定
的な意見が聞かれた。療養支援計画書を作成
することで，患者と共に入院前から入院後と

表 入院サポートでの対応件数

期間
項目

入院サポート
対応件数

療養支援計画書
作成件数

薬剤科対応件数

栄養科対応件数

入院時支援加算
算定件数

2019年４月～
2020年２月

3,090

117

86

136

121

2018年４月～
2019年２月

2,650
（３月まで2,854）

77
（３月まで93）

108
（３月まで120）

94
（３月まで107）

52
（３月まで64）
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その先の退院を見据えたさまざまな情報共有
を実施することとなり，今まで以上に安心し
て入院生活を送ることにつながった。

入院サポート予約枠の新設
　入院時支援として療養支援計画書の作成・
説明を実施し多職種の介入があると，入院サ
ポートでの対応時間は患者１人当たり平均
60分程度かかっている。新たに作成した入
院サポート予約枠を活用した患者は，事前に
看護師がカルテから情報収集することがで
き，ほかの予約患者と重なることがないた
め，待機時間が少なくゆとりを持って対応が
実施できるようになった。

今後の取り組み

①多職種連携の中でも薬剤科との連携は，患

者と薬剤師の面談形式での支援の実施がで

きていないことから，今後人員の確保と環

境を整備し，薬剤師が患者に対面で支援を

行えるようにしていく。

②療養支援計画書については，2020年度診

療報酬改定で入院時支援加算１，入院時支

援加算２となることからも，個々に必要な

計画書として改訂を重ねてよりよいものに

していく。

③入院時支援加算は入退院支援加算との同時

算定であるため，算定漏れを防ぐ方策やシ

ステムの改善を検討していく。

④入院サポート予約枠が，まだ十分活用され

ていないため，活用を図っていく。

まとめ
　現在の多職種関与は，情報の共有のみのこ
とが多い。人員・スペース上の問題はある
が，さらなる連携の強化と外来部門との連携
拡大，情報共有するためのシステムを構築
し，入退院支援にかかわるすべての職種が患
者に顔の見える支援をすることが今後の課題
である。

引用・参考文献
１）杉本恵申編集協力：診療点数早見表〈2018年４月
版〉，医学通信社，2018.

２）厚生労働省ホームページ
　https://www.mhlw.go.jp/（2020年４月閲覧）

戸石未央氏
東京医療保健大学 和歌山看護学部
看護学科（地域・在宅看護学領域） 助教

入院前から始める入退院支援の
取り組みと人材育成

退院後の生活を見据えたケアができる！

札幌
21年 2/21（日）
道特会館

［時間］10：00～16：00

本誌購読者 15,500円　一般 18,500円参加料／税込

プログラム

日総研 14715学習のねらいは 検索検索

病棟との協働で進める仕組み作りと継続教育の実際

1．入退院支援部門の役割とその実際
●退院支援と在宅療養支援　●PFMに基づく入退院支援
●ベッドコントロール　●各種相談支援機能

2．入退院支援プロセスの実際
●入院前からの支援 ～入院支援看護師による情報収集とスクリーニング、アセスメント
●入院３日までの支援 ～病棟看護師による情報収集とスクリーニング、アセスメント
●入院７日までの支援 ～多職種カンファレンスの開催と方向性の決定
●入院７日以降の支援 ～患者総合支援センターとの連携と調整

3．病棟における入退院支援の実際
●病棟担当退院支援スタッフの役割
●病棟担当退院支援スタッフと病棟看護師の連携
●患者・家族への意思決定支援

4．入退院支援において病棟看護師に求められる能力
●的確な情報収集　●病状・ADLの予測
●退院後の生活における課題抽出　●アセスメント

5．キャリア開発ラダーとリンクさせた入退院支援教育の実際
●入退院支援教育の目的設定と具体的プラン
●新人研修における入退院支援教育　●レベルⅠ・Ⅱにおける入退院支援教育
●レベルⅢにおける入退院支援教育　●ラダー研修外の入退院支援研修
●他研修とのコラボレーション　●ラダー研修の評価　●研修後のフォロー
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特集2

緊急入院患者は予期せぬ入院となるためさまざまな課題を抱えていることが多く，退院に向けた
課題解決のためには救急部門との連携が不可欠です。そこで本特集では，救急部門とのスムー
ズな連携などの取り組みを紹介し，緊急入院患者の退院支援のあるべき姿を考察します。

緊急入院患者のスムーズな退院支援に向けて
救急部門との効果的連携の具体策

　救命救急センターには，実に多くの方が毎日救急搬送され，緊急入
院に至っています。在院日数について，私の周囲の救命救急センター
では７日程度のところが多いです。それゆえに，救命救急センターの
緊急入院患者を担当するMSWは，極めて短い時間の中で退院支援を
行っています。もちろんこの理由は，診療報酬制度の観点から見て在
院日数を短縮しなければならないといったものだけではありません。
救命救急センター担当MSWの迅速かつ適切な退院支援が，患者の
命・病態・ADLや，患者・家族の人生・生活に大きな影響を直接的
に与えるからです。
　一方，救命救急センターには，実にさまざまな方が毎日救急搬送さ

れ，緊急入院に至っています。救命救急センターは，当該医療機関で対応できない，また，満床で
病床を準備できないなどの事情がなければ，救急隊の搬送を受け入れ，必要に応じて入院治療を行
います。換言すれば，そうした事情がなければ，救命救急センターは患者を選びません。だからこ
そ，身体的だけでなく，心理的・経済的・社会的に多種多様な悩みや問題を抱えた緊急入院患者も
少なくないのです。
　私は2019年に本誌（Vol.11，No.６）にて，国立国際医療研究センター病院の救命救急センター
に所属するMSWの活動に触れて執筆しました。同院は東京都新宿区に位置する特定機能病院で，
2017・2018年と続けて救急搬送件数が東京都で第１位となっていました。そして，同院の救命救
急センターには，その所在地も関係して，ホームレス，薬物依存者，アルコール中毒者，被虐待者，
自殺企図者が救急搬送されることも少なくないことを報告しました１）。また，別の雑誌でも同院の
救命救急センター担当MSWに取材を行いましたが，その際，「（前略）他の病院では受け入れを断

早稲田大学　大学院人間科学研究科　博士後期課程　影山康博
かげやま・やすひろ◦早稲田大学人間科学部卒業。アメリカ合衆国にて大学院正規留学。現
在，早稲田大学大学院博士後期課程に在籍する一方，MSWとして救急医療機関に常勤で在
籍。社会福祉士国家資格保有。主たる研究テーマは，急性期医療機関におけるMSWと退院
支援看護師の協働促進。所属学協会は，日本医療マネジメント学会，日本在宅ケア学会，日
本看護福祉学会，日本保健福祉学会，日本社会福祉士会，東京社会福祉士会。「二次・三
次救急医療機関より，急性期病棟のMSWとして，今，伝えたいこと」というテーマにて，15回
にわたり本誌連載を監修・執筆（2017年９・10月号～2020年１・２月号）。
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られるような患者様を率先して受け入れてい
ます。そのため，高齢で身寄りがない方や住
所不定の方など，困難事例が多い傾向があり
ます」「医療機関に対する拒否感が強い方に
寄り添い，お話ししやすい環境づくりから始
めなければならないことも多々あります」と
いった発言がありました２）。
　先述のことからも，救命救急センター担当
MSWは，心理的・社会的・経済的な理由で
退院支援が困難と見なされる緊急入院患者に

対し，極めて短い時間の中で退院支援を行う
ことが少なくないと言えます。
　本稿では，武蔵野赤十字病院で医療連携セ
ンターに所属し，救命救急センターを担当す
るMSWの大川真央さん（以下，大川さん）
に取材を行いました。「救命救急センター担
当MSWの退院支援実践」というテーマのも
と，緊急入院患者への退院支援と救命救急セ
ンター内外の連携について報告します。

緊急入院患者への退院支援と救命救急センター内外の連携

大川さんのMSWとしての仕事・活動

　大川さんは医療連携センターに所属し，主
として救命救急センターの入院患者の退院支
援を行っています。また，武蔵野赤十字病院
ではMSWと退院支援看護師がペアとなり，
主担当・副担当を決める体制をとっており，
ペアを組む退院支援看護師が主担当の病棟で
は，副担当として相談支援を行っています。
三次救急医療を担う武蔵野赤十字病院では，
入院を機にさまざまな課題と直面する緊急入
院患者が多く，多種多様な社会資源に関する
情報提供や，それらの活用に向けた調整も大
川さんの重要な役割となっています。さら
に，認知症疾患医療センターの専任MSWと
しての業務も担っています。

　救命救急センターにおける緊急入院患者へ
の退院支援については，いかに迅速かつ的確
に情報を収集・共有・提供できるかがとても
大切になります。大川さんは平日の毎朝８：
30 ～８：45は救命救急センター所属の看護
師のカンファレンス，９：30 ～10：00は救
命救急センター所属の多職種のカンファレン
スに参加して，情報の収集・共有・提供に努
めています。
　一方で，全国の赤十字病院に所属する
MSWと連携し，いろいろな活動を積極的に
行っています。今は災害に関するプロジェク
トの地区ブロック担当として活動を重ねてい
ます。
　「“Red Cross（赤十字）”のMSWだから
こそできることをしていきたいです」，そう

武蔵野赤十字病院　医療連携センター　MSW　大川真央
神奈川県藤沢市出身。立教大学コミュニティ福祉学部卒業。社会福祉士国家資格保有。日本医療マネジメント学会，まなびあ
い（立教大学コミュニティ福祉学部の学会），東京都医療社会事業協会，日本医療社会福祉協会に所属。高校生の時にソー
シャルワーカーの仕事を知って関心を持ち，立教大学コミュニティ福祉学部に進学。大学生の時，病気やけがを患った人と出
会う機会が多く，そうした方々の変化の場面にかかわりたいと思い，MSWという仕事を選択。立教大学卒業後，武蔵野赤十
字病院入職。大学生の頃から現在まで，ミャンマーの子どもたちを支援するNGO活動に参加，毎年夏季休暇を利用してミャン
マーに行くこともライフワークの一つ。

大川真央さんプロフィール
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話す大川さんの凛とした表情に，自らの仕事
や活動に対する真剣みと誇りを感じました。

救命救急センター内外の 
他職種との連携事例

　大川さんが救命救急センター内外の他職種
とどのような連携を行い，緊急入院患者にど
のような退院支援を行っているかに関して，
事例を２つ挙げて端的に紹介します。事例に
ついては，個人が特定されないように加工し
ています。

腹腔内出血で緊急入院した 
60代男性Ａさんのケース
　腹痛があり，Ａさん自身が救急要請を行い
ました。救急搬送後にバイタルが不安定にな
り，救命救急センターの対応となりました。
Ａさんには元妻と息子がいましたが，Ａさん
とのかかわりに消極的でした。Ａさんは金銭
的に困窮しており，入院前から生活保護の相
談を考えていたとのことで，それを聴き取っ
た救命救急センターの病棟看護師が，入院後
すぐに大川さんに報告しました。止血処置後
に会話ができる状態となったため，大川さん
は迅速に介入し，Ａさんの話を丁寧に聴き，
居住市に生活保護受給の相談を行いました。
元妻・息子はＡさんとのかかわりに消極的で
したが，これまで金銭的に援助をしていたよ
うでした。息子には精神疾患があったため負
担をかけないようにし，「できる範囲で協力
します」と言う元妻の協力を得て，大川さん

は生活保護の申請に必要な書類の準備などを
進めました。
　腹腔内出血はその後安定しましたが，ADL
の低下が見受けられたため，理学療法士が評
価を行いました。そして，救命救急センター
の多職種で毎朝行っているカンファレンスで，
自宅に直接戻ることは困難であり，生活保護
受給の決定を見据えつつ，リハビリテーショ
ンの継続と生活支援体制の整備といった目的
で転院することが望ましいと判断しました。

身体機能低下と褥瘡で緊急入院した 
50代女性Ｂさんのケース
　複数の既往疾患から身体機能が徐々に低下
し，褥瘡も複数できていたため，同居家族が
救急要請し，緊急入院となりました。家族は
入院に至るまで対応に悩みながらも，どこに
相談すればよいのか分からなかったとのこと
でした。Ｂさんは救命救急センターに入院と
なったため，まずは大川さんがＢさん・家族
と面談をし，これまでの経過について確認し
たり，今後見込まれることについて説明を
行ったりしました。
　武蔵野赤十字病院では医療連携センター所
属のMSWと退院支援看護師がペアになる形
で，各病棟の退院支援担当者を決定していま
す。Ｂさんが救急管理を脱し，救命救急セン
ターから一般病棟へ転科転棟となった際，主
たる退院支援担当は大川さんから転棟先病棟
担当の退院支援看護師に引き継がれましたが，
大川さんとその退院支援看護師がペアを組ん

武蔵野赤十字病院　医療機関概要

病床数：611床（一般病床528床，ICU８床，HCU22床，GICU６床，SCU９床，NICU６床，GCU12床，感染症病床20床）
診療科数：33科　平均在院日数：10.0日（2018年度）
三次救急医療機関，DPC特定病院群，災害拠点病院，地域がん診療連携拠点病院，東京都肝疾患診療連携拠点病院，地域医
療支援病院。急性期医療に特化した医療機関として地域に貢献する地域中核病院。
退院支援専門職種としてMSW４人，看護師７人が医療連携センターに所属。入退院支援加算１を算定（2020年３月時点）。

東京都武蔵野市
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でいたため，協働していくことになりました。
　大川さんと退院支援看護師は，武蔵野赤十
字病院からの転帰や今後の療養生活を考える
と，Ｂさんには社会保険制度や社会資源とつ
ながる道筋をつけていくことがまずは必要と
判断しました。医師によるＢさんのインフォー
ムド・コンセントにも，大川さんと退院支援
看護師が一緒に同席し，情報収集を行いまし
た。そして大川さんは，家族に障害者福祉や
介護保険に関する制度の概要を説明し，家族
が手続きを円滑に進めていくために，当該窓
口につながるよう支援していきました。一方
で退院支援看護師は，支援経過を病棟看護師
や診療科医師に適宜伝達していきました。
　大川さんと退院支援看護師が支援を重ねる
中で，褥瘡の状態やこれまでの経過を考える
とＢさんはすぐに自宅に戻ることは難しく，
転院の方向で進めることになりました。転院
するに当たり，大川さんは転院先に関する費
用や利便性について家族の希望を聴き，それ
らの条件を満たし，必要な医療行為が可能な
転院先候補の選択肢を準備しました。そして，
社会保険制度の申請手続きも完了させ，今後
の課題を引き継ぐ形で転院に導きました。

事例を振り返って
　Ａさんのケースについては，日々の病態変
化を確認しつつ社会的事情を踏まえ，医療と
生活の両側面を熟慮した最適な方針を立てる
ことができたのは，やはり大川さんが，救命
救急センター所属の看護師のカンファレンス
と救急救命センター所属の多職種のカンファ
レンスに毎朝参加していることがキーポイン
トになったと考えます。大川さんは，これら
のカンファレンスにて，患者の病状やその変
化，日々入れ替わる患者の情報，介入の必要

性・目的・タイミング，病棟の動きなどをタ
イムリーに確認しています。一方で，退院支
援の進捗状況を随時報告しています。MSW
が病棟のカンファレンスや申し送りに毎日参
加することは，院内多職種と情報共有を円滑
に行えるという意味で極めて有用と考えます。
　Ｂさんのケースについては，主たる退院支
援担当が転棟先病棟担当の退院支援看護師に
引き継がれた後，その退院支援看護師に大川
さんが協力する体制で退院支援が展開されて
いきました。具体的に，大川さんは障害福祉
や介護保険に関する複数の制度に関して支援
し，退院支援看護師は病棟看護師や医師に支
援経過を適時適切に報告していきました。大
川さんは，「患者が経済的不安を抱える場合
や社会的サポートを必要とする場合は，退院
支援看護師と一緒にかかわるようにしていま
す」「医師や病棟看護師に情報伝達する時に，
MSWだけでは力不足なこともあり，（退院
支援看護師に）手伝ってもらったり，時に代
弁してもらったりすることもあり，そうした
時に心強く思います」と話します。
　さらに，Ｂさんもそうですが，「治療の主
となっている疾患だけでなく，複数の疾患を
抱える患者の今後見込まれる状態変化や疾患
特性を確認したい時は，退院支援看護師に相
談することが多いです」と話します。Ｂさん
のケースは，異なる専門性を持つMSWと退
院支援看護師がそれぞれの強みを生かして協
働し，２職種がチームとして高いパフォーマ
ンスを発揮したケースと考えます。また，同
一ケースの退院支援において，MSWと退院
支援看護師が役割を分担しつつ，互いに協力
し合って取り組むことの有用性を物語るケー
スと考えます。
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MSWとしての大川さんの思い

　緊急入院は，そもそも入院の予測ができた
り，準備ができたりするわけではないため，
その入院が，傷病以外にさまざまな問題を生
み出します。そうした問題は，救命救急セン
ターでの入院期間だけで解消・解決できない
ことが非常に多いです。それゆえに，そうし
た問題への対応を転院先に引き継いでもらう
必要が出てきます。
　一方で，医療的な対応も救命救急センター
だけで完結するとは限りません。組織の機能
や体制を考えると，救命救急センターと転院
先では大きく異なります。こうした背景があ
るため，「医療的な対応を継続でき，さらに
緊急入院がきっかけで生じた傷病以外の問題
への対応も継続してもらえる，そういった転
院先をいかに選定していくのかが課題です」
と大川さんは話します。また，救命救急セン
ターだけでは治療が完結しない可能性や，救
命救急センターだけでは傷病以外の問題が解
消・解決できない可能性に関して，患者・家
族がしっかりと理解して次のステップに最適
なかたちで移行できるようにかかわることが
重要と大川さんは考えています。

おわりに
　救命救急センターでは，日々めまぐるしく
病床が動いているため，かかわる患者の入院
日数を意識せざるを得ません。「この患者が
退院・転院できなければ，次に来る患者の対
応ができなくなるといった焦りを感じてしま
うことは多々あります」と大川さんは言いま
す。これは，救急医療機関のMSW誰もが抱
き得る感情です。こうした感情と向き合いな
がら，患者・家族にとって最適な退院支援を
熟慮・実践していくことが，私たち救急医療

機関MSWの責務なのだと考えます。
　武蔵野赤十字病院の救命救急センターの平
均在院日数は７～８日です。患者・家族に介
入できる時間は極度に制限されていますが，
大川さんは特に初回面談に十分な時間をか
け，患者・家族の思いをくみ取り，両者の課
題抽出・意思決定支援に努めています。いつ
も話をしていて感じることですが，大川さん
の語りにはぬくもりがあり，それを患者や家
族は感じ取りながら，居心地のよい空間で面
談が展開されているものと考えます。そし
て，患者や家族が，過ぎた日に背を向けずに，
前を向いてゆっくり歩んでいける，そんな働
きかけが重ねられているものと考えます。救
命救急センターを含め，慌ただしく時間が流
れる救急医療機関でこそ，こうした支援が大
切なのだと確信します。
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急性期医療機関の 
退院支援担当者の方へのお願い

　本誌2020年11・12月号より，「MSW・退院支
援看護師の活躍と２職種協働」というテーマで新連
載を予定しています。現在，この連載の取材にご協
力いただけますMSWまたは退院支援看護師を募集
しています。ご検討いただけます方は，下記メール
アドレスまでお気軽にご連絡いただけますと幸いで
す。データ収集方法につきましては，インタビュー
調査と原稿作成の資料とさせていただくため，まず
は質問紙調査を実施させていただきます。次いでイ
ンタビュー調査を行わせていただきます。インタ
ビュー調査に訪問させていただくことが距離的に難
しい場合は，代わりに電話ヒアリング調査を実施さ
せていただきますので，日本全国どちらの医療機関
に所属されていてもご応募いただけます。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

早稲田大学　影山康博
E-mail：kageyama@toki.waseda.jp
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