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地域連携室って、何している部署なの？ 
 

 

江角小百合 1) 
 

 

 

要 旨：地域包括ケアが問われる中、地域連携室は 2016 年 4 月に設置された。地域連携係と医療福祉

係があり、雲南医師会をはじめ地域の医療や介護との連携や行政との連携強化に取り組んでいる。地域

連携室の主な業務は、前方連携、後方連携と広報活動などで、具体的には、診療に関する調整・支援業

務、転院に関する調整・支援業務、医療相談に関する調整・支援業務などである。地域連携室では、毎

年キャッチフレーズを考えており、今年度は「院内でチームワーク 1 番の部署を目指します」であった。

毎日、みんなで話し合って解決できるよう、楽しむ努力をしながら頑張っている。 
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はじめに 
 

地域包括ケアが問われる中、地域連携室は 2016 年

4 月に設置されました。室には地域連携係と医療福祉

係があります。雲南医師会をはじめ地域の医療や介護

との連携や行政との連携強化に取り組んでいます。地

域連携室の主な業務は、前方連携、後方連携と広報活

動などです（表 1）。 

 

表 1： 地域連携室の業務 

                    

診療に関する調整・支援業務 

・他院からの放射線予約 

・他院への診療・検査予約 

・在宅療養後方支援 

・訪問診療 

転院に関する調整・支援業務 

他病院からの転医、転院 

・他病院への転院 

医療相談に関する調整・支援業務 

・療養等に関する相談 

・介護保険に関する相談 

＿・福祉制度に関する相談       

 

2020 年 2 月現在の体制は、看護師 3 名、医療相談

員(medical social worker、MSW) 3 名、事務員 1 名の

7 名体制で多職種（看護師、社会福祉士、精神保健福

祉士、事務員）で構成されています。 

 

地域連携室が連携しているところは？ 
 

 地域連携室の連携先を図 1 に示します。 

 

   
 

図 1： 地域連携室の連携先 

 

                         

1) 雲南市立病院地域医療部地域連携室 

著者連絡先：江角小百合 雲南市立病院地域医療部地域連携室 [〒699-1221 雲南市大東町飯田 96-1] 

E-Mail：hospital-renkei@city.unnan.shimane.jp  

電話：0854-47-7500/ FAX：0854-47-7501 

（受付日：2020 年 3月 31 日、受理日：2020 年 3 月 31日） 

 



地域連携室は院外との連携が大事な部署 
 

 地域連携室での院外組織との連携会議がこんなに

あります。 

 

・雲南圏域地域医療構想調整会議在宅部会 

・雲南地域在宅医療、介護連携担当者会議 

・雲南圏域障がい者地域自立支援協議会 

・雲南圏域緩和ケアネットワーク会議 

・雲南圏域難病患者療養支援関係者会議 

・精神科救急医療体制整備雲南圏域連絡調整会議 

・雲南圏域自死予防対策連絡会 

・雲南圏域子どもの心の診療ネットワーク会議 

・雲南圏域高次脳機能障がい者支援ネットワーク会議 

・雲南圏域医療介護連携調整検討委員会 

・雲南圏域女性に対する暴力対策関係機関連絡会 

・雲南ブロック会議 

・雲南地域精神保健福祉ネットワーク会議 

・障がい者就業・生活支援センター事業連絡会議 

・精神障害者社会適応訓練運営協議会 

・島根県精神保健指定医会議 

・雲南市ケア会議 

・雲南市障がい者地域自立支援協議会 

・雲南市認知症予防・支援ネットワーク会議 

・雲南市自死防止総合対策検討委員会 

・雲南市高齢者虐待予防対策連絡会 

・雲南市ひきこもり支援ネットワーク会議 

・雲南市要保護児童対策地域協議会代表者会議 

・雲南市生活困窮者支援ネットワーク会議 

・大東町介護サービス事業者連絡会 

・島根大学医学部附属病院医療連携会議 

・島根県内地域連携看護師会議 

・広域連合地域密着型サービス運営委員会 

・島根県地域包括ケア関係機関連絡会議など･････ 

（その他年度により名称変更や会議名の追加あり） 

 

毎年キャッチフレーズを考えています 
 

・院内で一番耀いている部署 

・院内で仕事に対する姿勢が一番あつい部署 

・雲南市立病院 おもてなし課～ようこそ わたした

ちが好きな病院へ～ 

・一期一会 

・院内で一番働きたい部署 

・先ずは Try、可能性を追求する部署 

今年度は･････ 

・「院内でチームワーク 1 番の部署を目指します！！」 

 

おわりに 
 

毎日みんなで話し合って解決できるよう頑張って

います。楽しむ努力をしながら･････。 

地域連携室を覗いてみて下さいね 

 



 

 

 

What is the mission of the regional cooperation office? 
 

 

Sayuri Esumi1) 
 

 

 

Abstract: The regional cooperation office was started in our hospital in April 2016 when the issue concerning a 

Community-based Integrated Care System in the future was being discussed. The regional cooperation section and 

the medical and welfare sections were in our office, which has since been given the role of strengthening 

cooperation with several regional organizations dealing with medical and nursing care in the community, such as 

Unnan medical association. Our main missions were forward and backward collaboration and public relations, as 

well as regulation and support of basic clinical services concerning transfer of patients and medical social work. 

We always come up with a slogan of the year, and the one of this year was “aim for the number one in teamwork 

in our hospital”. We are doing our best to resolve any challenges through good communication while enjoying our 

duties. 

Keywords: the Community-based Integrated Care System; regional cooperation; medical and nursing care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

1) Regional cooperation office, Health care center, Unnan City Hospital 

Correspondence: 
Sayuri Sumy, Regional cooperation office, Health care center, Unnan City Hospital [96-1 Daito-cho Iida, Unnan, Shimane 

699-1221, JAPAN] 

E-Mail: hospital-renkei@city.unnan.shimane.jp 

Telephone: 0854-47-7500 / Fax: 0854-47-7501 


