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◆目的◆ 

 山梨県看護協会峡東地区支部と山梨県介護支援専門員協会峡東支部は多職種連携を目的

とした研修会を各々で開催したり、平成 23年度には山梨県看護協会峡東地区支部継続看護

委員会「他職種との連携チーム」において「受診、入院および相談の問い合わせ窓口担当部

署の一覧表」を作成するなど連携強化に取り組んできた。 

 しかし、作成した窓口担当部署の一覧表が継続して活用されておらず、適切な時期に患者

（利用者）の情報共有が出来ないなど、連携上の課題が残っている。 

 そこで、医療（看護職）と介護（介護支援専門員）が更なる連携推進を目指すため、「山

梨県峡東地域 医療と介護の連携の手引き」を作成し、活用するとともに定着化できるよう

取り組んでいく。 

 

 

◆連携関係機関（ｐ４～８掲載）◆ 

 医療（看護職）：峡東地域の病院 14 病院 

 介護（介護支援専門員）：峡東地域の居宅介護支援事業所 55 事業所（R1.7.1 現在） 

 

 

◆対象者◆ 

 峡東地域に居住しており、峡東地域の 14 病院に入院し、峡東地域の居宅介護支援事業所

に担当介護支援専門員がいる方。 

 

      

◆連携窓口◆ 

 ｐ4～掲載の「峡東地域医療機関窓口担当一覧」「峡東地域居宅介護支援事業所一覧」を基

に連絡を取る。 

  医療（看護職）から介護（介護支援専門員）へ連絡を取る場合 

     ⇒ 居宅介護支援事業所の管理者あてに連絡                

  介護（介護支援専門員）から医療（看護職）へ連絡を取る場合 

⇒ 病院窓口担当者あてに連絡    

 

 

◆個人情報◆ 

 連携にあたり、個人情報の取扱には注意を払う。 

 厚生労働省から出されている「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のた

めのガイダンス（平成 29 年 4 月 14 日通知・同年 5 月 30 日適用）」を参考にする。 
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◆位置づけ◆ 

 医療（看護職）と介護（介護支援専門員）が連携し、患者（利用者）のスムーズな在宅移

行を支援するための基本的な流れを示したものである。 

 定めた日数や内容は、「目安」であり、個別の事情に応じた対応が必要な場合は、関係者

間で適宜調整する。 

 

 

◆見直し◆ 

 毎年 6 月頃、運用状況の確認、評価、見直しのための会議を行う。 

 なお、会議の主催は、山梨県看護協会峡東地区支部と山梨県介護支援専門員協会峡東支部

が交代で行う。（ｐ10 参照） 

併せて、「峡東地域医療機関窓口担当者一覧」「峡東地域居宅介護支援事業所一覧」は、毎

年 6 月頃に更新した内容を医療機関と事業所に配布する。 
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◆患者（利用者）の状態像に合った医療（看護職）と介護（介護支援専門員）の役割◆ 

  【介護】  介護支援専門員 【医療】  看護職 

 

 

 

在宅時 

 

  

介護支援専門員が誰か、本人・家族にわかるよ

うに工夫する。 

・担当する利用者に介護支援専門員の名刺を

「医療保険証」や「介護保険証」に挟み入れてお

き、入院の際には持参するよう伝える。 

・利用者、家族に入院したら介護支援専門員に

連絡するよう伝える 

担当看護師が介護支援専門員の情報を把

握する。 

 

 

 

 

 

入院 

  

【在宅時の情報提供】 

 入院を把握したら、原則として３日以内に入

院時情報提供書を活用し、病院に情報提供する。

（＊１） 

【入院時連絡】 

介護支援専門員に入院したことを、原則 3

日以内に連絡する。 

 

＊「看護職が介護支援専門員を把握」または「介護支援専門員が入院を把握」、どちらか早い方が

相手にアプローチする。 

 

 

入院中 

  

【患者情報の収集】 

 入院中の患者情報を収集する。 

・直接病院に通う機会を増やす。 

・インフォームドコンセントやカンファレンス

に参加する（退院後の生活を見立てて共有） 

【患者情報の提供】 

 入院中の患者情報を提供する（＊２） 

・介護支援専門員に入院中の状況を説明する  

・インフォームドコンセントやカンファレン

スを開催する際には介護支援専門員に連絡

する。 

 

退 院 の

見込み 

  

【退院に向けた調整を開始】 

病院から退院見通しの連絡を受けたら、退院

調整のための情報共有について、病院と調整す

る。 

【患者の退院見込みを連絡】 

退院の見通しがついたら、介護支援専門員

に連絡する。 

 

＊退院前訪問が必要と認められた場合は、看護職が介護支援専門員に連絡し、介護支援専門員

は同行する。 

退 院 調

整 

  

【入院中の患者情報を共有し、相互に協力して退院に向けた調整を実施】 

・患者や家族の意向を確認し、介護サービス・インフォーマルサービス等を調整する。 

・退院前カンファレンスの開催、参加      ・退院後訪問の有無の確認 

・退院時情報の提供 など 

退院後 【退院後の情報共有】 

看護職にケアプランや退院後の生活状況など

フィードバックする。 

退院後訪問を実施する際には、介護支援専門

員に連絡する。 

＊１ 主な情報提供の内容： 

①心身の状況（例：疾患、病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無等） 

  ②生活環境（例：家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況等） 

  ③サービスの利用状況（居宅サービス計画書等） 

＊２ 主な情報提供の内容： 

本人・家族への病状説明や受け止め方、今後の治療方針、本人及び家族の生活に対する意向、ADL 等 

◎退院調整に関する診療報酬や介護報酬があります。 

算定にあたっては、最新の算定要件・施設基準を確認してください。



 

 

 

4
 

峡東地域医療機関窓口担当者一覧                         

令和３年７月１日現在 

施設名 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 窓口担当名 職種 部署 

石和共立病院 406-0035 笛吹市石和町広瀬 623 055-263-3131 055-263-3136 丸山 陽子 看護師 地域総合相談室 

石和温泉病院 406-0023 笛吹市石和町八田 330-5 055-263-0111 055-263-0260 三神 恵子 ＭＳＷ 医療相談室 

甲州リハビリテーション
病院 

406-0032 笛吹市石和町四日市場 2031 055-262-3121 055-262－3727 小池 英美 保健師 
地域医療介護連携室 
入退院支援室 

笛吹中央病院 406-0032 笛吹市石和町四日市場 47‐1 055‐262‐2185 055‐262‐5985 星野 美代子 看護師 退院支援室 

一宮温泉病院 405-0077 笛吹市一宮町坪井 1745 0553-47-3131 0553-47-3434 伊丹 美咲 看護師 外来 

山梨リハビリテーション
病院 

406-0004 笛吹市春日居町小松 855 0553-26-3030 0553-26-4569 桑原 美和 MSW 
地域医療連携部 
患者支援相談課 

富士温泉病院 406-0004 笛吹市春日居町小松 1177 0553-39-8227 0553-39-8227 鈴木 伴子 看護師 地域連携室 

春日居サイバーナイフ・
リハビリ病院 

406-0014 笛吹市春日居町国府 436 0553-26-4126 0553-26-4366 小松 美穂 看護師 外来 

山梨厚生病院 405-0033 山梨市落合 860 0553-23-1311 0553-23-0168 内田 二美 看護師 総合サポートセンター 

加納岩総合病院 405-0018 山梨市上神内川 1309 0553-22-2511 0553-23-1872 鈴木 つき美 看護師 退院支援 

日下部記念病院 405-0018 山梨市上神内川 1363 0553-22-0536 0553-22-5064 
岩澤 友和 
中村 ひとみ 

看護師 
PSW 

外来課 
医療福祉相談課 

塩山市民病院 404-0037 甲州市塩山西広門田 433-1 055-332-5111 055-332-5115 奧山さおり 看護師 地域連携室 

甲州市立勝沼病院 409-1316 甲州市勝沼町勝沼 905 0553-44-1166 0553-44-2906 金井 奈穂子 看護師 総看護師長室 

山梨市立牧丘病院 404-0013 山梨市牧丘町窪平 302-2 0553-35-5025 0553-35-4434 土屋 真理子 看護師 外来 
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峡東地域居宅介護支援事業所一覧 

令和３年 7月 1日現在（休止中の事業所を除く） 

  法人名 事業所名 郵便番号 事業所所在地 管理者氏名 
事業所- 

直通電話番号 

事業所- 

FAX番号 

1 
社会福祉法人  

山梨県社会福祉事業団 

サテライト桃源荘 

居宅介護支援センター 
405-0025 山梨市一町田中 197 熊王 智美 0553-21-7122 0553-21-7128 

2 社会福祉法人 恵信福祉会 
恵信山梨落合サポート 

センター 
405-0033 山梨市落合 464-1 中村 浩枝 0553-39-8380 0553-39-8370 

3 合同会社 なとり ケアプランあさがお 405-0006 山梨市小原西 840 メゾン 53Ⅱ106号 名取 久美子 0553-39-9328 0553-39-9329 

4 医療法人 銀門会 
甲州居宅介護支援事業所  

山梨事業所 
405-0006 山梨市小原西 909 山口 里奈 0553-34-5150 0553-34-5152 

5 
有限会社 

松蔭ケアセンター 
松蔭居宅介護支援事業所 405-0013 山梨市鴨居寺 417-1 反田 暁洋 0553-22-8398 0553-22-2744 

6 株式会社  やさしい手甲府 やさしい手 山梨事業所 405-0018 
山梨市上神内川 1646 

ステーションビル竹川 2C 
手塚 昌美 0553-21-7333 0553-21-7336 

7 合同会社 山梨介護福祉社 山梨介護福祉社 405-0011 山梨市三ケ所 1318-3 古屋 正彦 0553-21-8228 0553-21-8229 

8 合同会社 はなぶさ 居宅介護支援事業所 ささえ 405-0023 
山梨市下栗原 1129 サンハイツ関口 

203号室 
土橋 陽子 0553-34-6233 0553-34-6234 

9 社会福祉法人 壽光会 居宅介護支援事業所 リアン 405-0007 山梨市七日市場 710-1 鷹左右 恵美 0553-20-1088 0553-23-4333 

10 合同会社 榮眞堂 ケアプラン日和 405-0042 山梨市南 1006-1 窪川 眞佐美 0553-22-2210 0553-22-2210 

11 社会福祉法人 恵信福祉会 恵信山梨南サポートセンター 405-0042 山梨市南 1335 内藤 由美子 0553-20-1711 0553-20-1712 

12 社会福祉法人  壽光会 笛吹荘居宅介護支援事業所 404-0012 山梨市牧丘町室伏 2452 茄子川 修 0553-35-3600 0553-35-3602 

13 合同会社 あさひ 居宅介護支援事業所あさひ 405-0031 山梨市万力 726-3 手塚 惠 0553-39-9303 0553-39-9310 
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峡東地域居宅介護支援事業所一覧 

令和３年 7月 1日現在（休止中の事業所を除く） 

  法人名 事業所名 郵便番号 事業所所在地 管理者氏名 
事業所- 

直通電話番号 

事業所- 

FAX番号 

14 社会福祉法人 天寿会 居宅介護支援事業所 弘寿 406-0024 笛吹市石和町川中島 1160-1 山下 真司 055-234-5613 055-234-5612 

15 株式会社 木下の介護 応援家族 石和温泉リゾート 406-0024 笛吹市石和町川中島 467-1 伏原 京子 055-261-2977 055-261-2988 

16 株式会社 ＮＡＩＫＩ 介護センター パートナー 406-0034 笛吹市石和町唐柏 538-2 内木 えり 055-261-8107 055-261-8106 

17 
株式会社  

山梨介護サービス 

石和げんき園 

指定居宅介護支援事業所 
406-0043 笛吹市石和町河内 182-1 柳原 淳 055-261-5252 055-261-5255 

18 
社会福祉法人 

やまなし勤労者福祉会 
居宅介護支援事業所ほほえみ 406-0035 笛吹市石和町広瀬 781 河野 眞理子 055-263-3133 055-263-3296 

19 社会福祉法人 壽ノ家 
寿ノ家 

指定居宅介護支援事業所 
406-0032 笛吹市石和町四日市場 2031 田中 大輔 055-263-4100 055-263-4123 

20 医療法人  銀門会 甲州居宅介護支援事業所 406-0032 笛吹市石和町四日市場 2031 那須 美幹 055-262-0011 055-263-2250 

21 あおい株式会社 あおい居宅介護支援事業所 406-0023 笛吹市石和町八田 15-3 標 勝江 055-262-7997 055-262-6320 

22 医療法人 石和温泉病院 
石和温泉病院  

指定居宅介護支援事業所 
406-0023 笛吹市石和町八田 330-5 菅野 憲一 055-261-5125 055-263-0260 

23 株式会社 宗や そうや居宅介護支援事業所 406-0032 笛吹市石和町四日市場 1626-1 森下 静佳 055-270-1933 055-215-2702 

24 医療法人社団 協友会 
笛吹おひさま 

居宅介護支援事業所 
406-0032 笛吹市石和町四日市場 45-2 村上 浩太郎 055-263-2425 055-263-2825 

25 株式会社  やさしい手甲府 やさしい手 笛吹事業所 405-0058 笛吹市一宮町小城 300-1 今井松 千春 0553-20-5332 0553-20-5331 

26 医療法人 銀門会 
甲州居宅介護支援事業所  

一宮事業所 
405-0064 笛吹市一宮町塩田 741-1 上川 心 0553-47-6600 0553-47-6606 
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峡東地域居宅介護支援事業所一覧 

令和３年 7月 1日現在（休止中の事業所を除く） 

  法人名 事業所名 郵便番号 事業所所在地 管理者氏名 
事業所- 

直通電話番号 

事業所- 

FAX番号 

27 医療法人 桃花会 
一宮温泉病院  

居宅介護支援事業所 
405-0077 笛吹市一宮町坪井 1737-4 石川 みゆき 0553-20-5255 0553-20-5256 

28 
特定非営利活動法人  

社会生活促進援護会 
とみ居宅介護支援事業所 405-0052 笛吹市一宮町南野呂 393-1 二宮 美子 0553-39-9756 0553-39-9756 

29 社会福祉法人 幸徳会 一宮居宅介護支援事業所 405-0052 笛吹市一宮町南野呂 422-1 中村 香恵 0553-47-3181 0553-47-3148 

30 医療法人 芙蓉会 
いちのみやケアセンター 

桃の里居宅介護支援事業所 
405-0076 笛吹市一宮町竹原田 1255-1 立川 隆 0553-34-9118 0553-47-4815 

31 有限会社 陽光 
指定居宅介護支援事業所  

サンライト 
406-0004 笛吹市春日居町小松 1013 坂本 房江 0553-26-3621 0553-26-3621 

32 株式会社 こもれび こもれび居宅介護支援事業所 406-0803 笛吹市御坂町井之上 737-1 小澤 洋見 090-1128-0650 055-267-8088 

33 合同会社 桜草 りんどう 406-0801 笛吹市御坂町成田 2533-8 大原 眞知子 055-288-8829 055-288-8854 

34 有限会社 小俣昌彦事務所 ケアプラン 美和 406-0807 笛吹市御坂町二之宮 1500-1 霜古田 理恵 055-215-6462 055-215-2112 

35 社会福祉法人 光珠福祉会 
エール二之宮 

居宅介護支援事業所 
406-0807 笛吹市御坂町二之宮 1966-2 雨宮 しげみ 055-261-5811 055-261-5812 

36 有限会社 北嶋 きたじま苑居宅介護支援事業所 406-0821 笛吹市八代町北 1616-2 北嶋 良明 055-265-1158 055-288-8346 

37 ケアプランエース株式会社 
ケアプランエース 

居宅介護支援事業所 
406-0821 笛吹市八代町北 512 小林 修 055-288-0215 055-288-0216 

38 社会福祉法人 美咲会 小山荘居宅介護支援事業所 406-0821 笛吹市八代町北 760 志茂 洋子 055-265-3377 055-265-3833 
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峡東地域居宅介護支援事業所一覧 

令和３年 7月 1日現在（休止中の事業所を除く） 

  法人名 事業所名 郵便番号 事業所所在地 管理者氏名 
事業所- 

直通電話番号 

事業所- 

FAX番号 

39 
特定非営利活動法人 

地域福祉サポート笛吹 
絆 指定居宅介護支援事業所 406-0832 笛吹市八代町竹居 1235-1 埴原 孝子 055-265-5133 055-265-5134 

40 
社会福祉法人  

笛吹市社会福祉協議会 

笛吹市社会福祉協議会  

居宅介護支援事業所 
406-0822 笛吹市八代町南 917 堀内 由香里 055-265-5200 055-265-4488 

41 医療法人  恵信会 恵信塩山サポートセンター 404-0042 甲州市塩山上於曽 1195 原 昌彦 0553-33-3205 0553-33-3207 

42 公益財団法人 山梨厚生会 
ハートフル塩山 

居宅介護支援センター 
404-0042 甲州市塩山上於曽 1372 古屋 千智 0553-33-8102 0553-33-8100 

43 
社会福祉法人  

甲州市社会福祉協議会 

甲州市社会福祉協議会 

ケアプランセンター 
404-0042 

甲州市塩山上於曽 977-5 

塩山保健福祉センター内 
中村 位枝 0553-32-6082 0553-20-6099 

44 医療法人 賢和ゆたか会 介護支援センター 和叶 404-0044 甲州市塩山下塩後 888-1 雨宮 美代子 0553-34-5422 0553-39-8422 

45 社会福祉法人 光風会 
光風園指定居宅介護支援 

事業所 
404-0035 甲州市塩山西野原 603 矢崎 聡 0553-33-8600 0553-33-7513 

46 医療法人 景雲会 
勝沼ナーシングセンター 

居宅介護支援事業所 
409-1302 甲州市勝沼町菱山中平 4300 銭谷 真理 0553-39-9191 0553-44-5221 

47 
株式会社   やさしい手甲

府 
やさしい手 甲州事業所 409-1306 甲州市勝沼町山 1110-1 井上 理加子 0553-44-4115 0553-44-4117 

48 株式会社 ＮＡＳ 藍 409-1306 甲州市勝沼町山 898 甘利 公男 0553-44-1681 0553-44-2780 

49 株式会社 サンクシア 
サンクシア甲州 

居宅介護支援事業所 
404-0046 甲州市塩山上井尻 1303-1 松野 敏明 0553-34-9161 0553-34-9162 
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峡東地域 地域包括支援センター等 一覧 

 

施設名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 

山
梨
市 

山梨市地域包括支援センター 405-8501 山梨市小原西 843 
直通：0553-23-0294 

代表：0553-22-1111 

直通：0553-23-0294 
（直通は平日 8:30～17:30） 

代表：0553-23-2800 

笛
吹
市 

笛吹市北部長寿包括支援センター 

（対象地域：石和町、春日居町） 
406-0031 笛吹市石和町市部 800 055-261-1907 055-262-1318 

笛吹市東部長寿包括支援センター 

（対象地域：一宮町、御坂町） 
405-0073 笛吹市一宮町末木 807-6 0553-34-8221 0553-47-0040 

笛吹市南部長寿包括支援センター 

（対象地域：八代町、境川町、芦川町） 
406-0822 笛吹市八代町南 917 055-225-3368 055-265-3670 

甲
州
市 

甲州市地域包括支援センター 404-8501 甲州市塩山上於曽 1085-１ 0553-32-5600 0553-20-6167 

峡東保健福祉事務所（峡東保健所） 405-0003 山梨市下井尻 126-１ 
長寿介護課：0553-20-2796 

健康支援課：0553-20-2753 

長寿介護課：0553-20-2754 

健康支援課：0553-20-2795 
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「山梨県峡東地域 医療と介護の連携の手引き」 見直しのための会議当番一覧（毎年 6月頃開催） 

 

2021年（令和 3年） 2022年（令和 4年） 2023年（令和 5年） 2024年（令和 6年） 2025年（令和 7年） 2026年（令和 8年） 

介護支援専門員協会峡東支部 看護協会峡東地区支部 介護支援専門員協会峡東支部 看護協会峡東地区支部 介護支援専門員協会峡東支部 看護協会峡東地区支部 

2027年（令和 9年） 2028年（令和 10年） 2029年（令和 11年） 2030年（令和 12年） 2031年（令和 13年） 2032年（令和 14年） 

介護支援専門員協会峡東支部 看護協会峡東地区支部 介護支援専門員協会峡東支部 看護協会峡東地区支部 介護支援専門員協会峡東支部 看護協会峡東地区支部 

 


