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「奄美大島・喜界島 入退院時連携の情報共有ルールの手引き」新旧対照表 

[令和3年４月改編分] 

 

頁 旧 新 

表紙 令和２年６月 令和３年４月 

目次 ２（３）ルール参加機関 ２（３）ルール参加機関(令和３年４月更新) 

目次 ６（１）病院の窓口一覧 

 

６（１）病院・有床診療所の窓口一覧（令和

３年４月更新、有床診療所参加） 

目次 ６（２）居宅介護支援事業所一覧 

 

６（２）居宅介護支援事業所一覧（令和３年

４月更新） 

目次 (新) 

 

９「奄美大島・喜界島 入退院時連携の情報

共有ルール」の策定後経過 

目次 ８「奄美大島・喜界島 入退院時連携の情報

共有ルール」に関する相談窓口・問合せ先 

９「奄美大島・喜界島 入退院時連携の情報

共有ルール」に関する相談窓口・問合せ先 

P2 ～

P6 

病院 

  

病院・有床診療所 

※2ページ以降を全て変更 

P2 ２（１）（最後の行） 

････このルールは、令和２年６月から運用を

開始しています。 

 

２（１）（最後の行） 

････このルールは、令和２年６月から病院で

の入退院時に活用するため運用を開始しまし

たが、令和３年４月から有床診療所も参加と

なりました。 

P2 （３）ルールの参加機関 

① 病院 

（３）ルールの参加機関 

① 病院・有床診療所 

P7 ４ 介護保険制度について 

（２）４０歳から６４歳までの人 

※特定疾病 

⑩ 初老症 

４ 介護保険制度について（２） 

（２）４０歳から６４歳までの人 

※特定疾病 

⑩ 早老症 

P13 ６．奄美大島・喜界島 関係機関連絡先一覧 

（１）病院の担当窓口一覧 

６．奄美大島・喜界島 関係機関連絡先一覧 

（１）病院・有床診療所の担当窓口一覧 

P14 （１）奄美大島・喜界島･････ 

【病院一覧】 

１ 奄美中央病 

（入院前にｹｱﾏﾈｼﾞｬｰが決まっている場合） 

・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰが入院時に連絡をする部署（人）

→病棟  

・入院時情報提供先 

（持参する場合）→病棟 

（持参以外の場合）→病棟 

・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰに連絡する部署→病棟 

（１）奄美大島・喜界島････ 

【病院一覧】 

１ 奄美中央病院 

（入院前にｹｱﾏﾈｼﾞｬｰが決まっている場合） 

・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰが入院時に連絡をする部署（人）

→地域医療連携室 

・入院時情報提供先 

（持参する場合）→地域医療連携室 

（持参以外の場合）→地域医療連携室 

・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰに連絡する部署→地域医療連携室 
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頁 旧 新 

P14 ２ 奄美病院 

（住所）奄美市名瀬浜里町10番地 

２ 奄美病院 

（住所）奄美市名瀬浜里町170番地 

P15 ７ 喜界徳洲会病院 

（入院前にｹｱﾏﾈｼﾞｬｰが決まっている場合） 

・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰが入院時に連絡をする部署（人）

→MSW加治佐（不在の場合は病棟リーダーが

対応可能） 

・入院時情報提供先 

（持参する場合）→MSW加治佐（不在の場合

は病棟リーダーが対応可能） 

（持参以外の場合）→MSW加治佐（不在の場

合は病棟リーダーが対応可能） 

・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰに連絡する部署（人）→MSW加治

佐（不在の場合は病棟リーダーが対応可能） 

・退院ｶﾝﾌｧﾚﾝｽや退院日をｹｱﾏﾈｼﾞｬｰに連絡す

る部署（人）→MSW加治佐（不在の場合は病

棟リーダーが対応可能） 

（入院前に担当ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰが決まっていない場

合（新たに介護保険を検討する場合）) 

・病院が本人や家族に介護保険の説明など支

援する部署（人）→MSW加治佐（不在の場合

は病棟リーダーが対応可能） 

・病院が地域包括支援センターやｹｱﾏﾈｼﾞｬｰに

連絡する部署（人）→MSW加治佐（不在の場

合は病棟リーダーが対応可能） 

・地域包括支援センターからの問合せに対応

する部署（人）→MSW加治佐（不在の場合は

病棟リーダーが対応可能） 

・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰや地域包括支援センターが状態を

確認する部署（人）→MSW加治佐（不在の場

合は病棟リーダーが対応可能） 

・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰや地域包括支援センターがリハビ

リ状況について確認する部署（人）→MSW加

治佐（不在の場合は病棟リーダーが対応可

能） 

７ 喜界徳洲会病院 

（入院前にｹｱﾏﾈｼﾞｬｰが決まっている場合） 

・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰが入院時に連絡をする部署（人）

→地域医療連携室 

 

・入院時情報提供先 

（持参する場合）→地域医療連携室 

 

（持参以外の場合）→地域医療連携室 

 

・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰに連絡する部署（人）→地域医療

連携室 

・退院ｶﾝﾌｧﾚﾝｽや退院日をｹｱﾏﾈｼﾞｬｰに連絡す

る部署（人）→地域医療連携室 

 

（入院前に担当ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰが決まっていない場

合（新たに介護保険を検討する場合）） 

・病院が本人や家族に介護保険の説明など支

援する部署（人）→地域医療連携室 

 

・病院が地域包括支援センターやｹｱﾏﾈｼﾞｬｰに

連絡する部署（人）→地域医療連携室 

 

・地域包括支援センターからの問合せに対応

する部署（人）→地域医療連携室 

 

・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰや地域包括支援センターが状態を

確認する部署（人）→地域医療連携室 

 

・ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰや地域包括支援センターがリハビ

リ状況について確認する部署（人）→地域医

療連携室 

P16 (新) 【有床診療所一覧】 

1 朝沼クリニック 

2 いづはら医院 

3 記念クリニック奄美 

4 和光整形外科 
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頁 旧 新 

P17 

 

 

 

 

 

（２）奄美大島・喜界島居宅介護支援事業所

一覧 

≪奄美市≫ 

９ 奄美市社協 居宅介護支援事業所  

（代表） 

電話番号 0997-52-7601 

FAX番号 0997-535172 

郵便番号 894-0036 

住所 奄美市名瀬長浜町5番6号 

 

 

 

 

 

（２）奄美大島・喜界島居宅介護支援事業所

一覧 

≪奄美市≫ 

９ 奄美市社協 居宅介護支援事業所 

（代表） 

電話番号 0997-52-7601 

FAX番号 0997-535172 

郵便番号 894-0036 

住所 奄美市名瀬長浜町5番6号 

（笠利） 

電話番号 0997-63-2529 

FAX番号 0997-63-2521 

郵便番号 894-0502 

住所 奄美市笠利町万屋1255番地1  

P17 11 指定居宅介護支援事業所つばさ 

電話番号0997-53-5050 

11 指定居宅介護支援事業所つばさ 

電話番号0997-69-3811 

P17 

 

 

 

13 ケアサービスてて  

電話番号 0997-63-2370  

FAX番号 なし 

郵便番号 894-0501  

住所 奄美市笠利町宇宿2573番地6 

13．ケアサービスてて 

電話番号 0997-63-1115 

FAX番号 0997-63-1115 

郵便番号 894-0626 

住所 奄美市笠利町屋仁1番地2 

P17 

 

22 むかいクリニック 

電話番号 0997-58-5552 

FAX番号 0997-58-5553 

住所 奄美市名瀬小浜町24番7号 

22 むかいクリニック 

電話番号 0997-54-7170 

FAX番号 0997-54-7171 

住所 奄美市名瀬小浜町24番10号 

P17 

 

(新) 26 居宅介護支援事業所ほほえみ 

電話番号 0997-54-3456 

FAX番号 0997-69-3670 

郵便番号 894-0062 

住所 奄美市名瀬有屋町29-13 

P17 28 奄美市社協笠利居宅介護支援事業所 削除 

（※9.奄美市社協 居宅介護支援事業所へ統合） 

P17 ≪瀬戸内町≫ 

1 生協サービスセンターせとうち 

郵便番号 894-1503 

≪瀬戸内町≫ 

１ 生協サービスセンターせとうち 

 郵便番号 894-1505 

P18 

 

≪喜界町≫ 

1 社会福祉法人喜界町社会福祉協議会指定

居宅介護支援事業所 

電話番号 0997-65-0449 

≪喜界町≫ 

1 社会福祉法人喜界町社会福祉協議会指定

居宅介護支援事業所 

電話番号 0997-55-3032 
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頁 旧 新 

P18 ３ 医療法人徳洲会喜界徳洲会介護センター  

電話番号0997-65-1100 

３ 医療法人徳洲会喜界徳洲会介護センター 

電話番号 0997-65-1817 

P18 （３）奄美大島・喜界島 小規模多機能介護

事業所一覧 

≪奄美市≫ 

１ あおぞら小規模多機能介護事業所 

電話番号 080-6410-9257 

（３）奄美大島・喜界島 小規模多機能介護

事業所一覧 

≪奄美市≫ 

１ あおぞら小規模多機能介護事業所 

 電話番号0997-69-3633 

P18 

 

（４）奄美大島・喜界島 地域包括支援セン

ター一覧 

８ 龍郷町地域包括支援センター 

 FAX番号 0997-65-2535 

（４）奄美大島・喜界島 地域包括支援セン

ター一覧 

８ 龍郷町地域包括支援センター 

FAX番号0997-62-2535  

P23 (新) ８ 「奄美大島・喜界島 入退院時連携の情

報共有ルール」策定後経過  

P24 ８ 「奄美大島・喜界島 入退院時連携の情

報共有ルール」に関する相談窓口・お問い合

わせ先 

・つむぐネット 

http://www.abcde-tumugu.net/ 

９ 「奄美大島・喜界島 入退院時連携の情

報共有ルール」に関する相談窓口・お問い合

わせ先 

・つむぐネット 

http://www.amami-tumugu.net/ 

 

http://www.abcde-tumugu.net/
http://www.amami-tumugu.net/

