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調査概要 

 

１ 調査目的 

甲府市では、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最

期まで続けられるように、在宅医療と介護の連携を推進している。 

切れ目の発生しやすい生活場面「日常の療養」「入退院支援」「急変時」「看取り」の、４つの場面におけ

る現在の在宅医療・介護の連携状況と課題を把握するために、アンケート調査を実施した。 

甲府市内における医療と介護の連携の状況、連携における現状・課題等を把握し、今後の在宅医療・介

護連携推進事業の取組へ反映するため。 

 

２ 調査対象 

指定居宅介護支援事業所・９２事業所に所属する介護支援専門員 

指定訪問看護ステーション・１８事業所に所属する訪問看護師 

 

     

３ 調査方法と調査期間 

（１） 調査方法：郵送配布。返信用封筒にて郵送回収 

インターネットによる調査（山梨県市町村総合事務組合が運営する行政サービス 

ポータルサイト「やまなしくらしねっと」）併用 

（２） 調査期間：令和３年年８月上旬～令和３年９月末日 

 

４ 調査施設数及び専門職の調査対象数と回収率 

  令和３年度 

カテゴリー 
対象票数

（人) 

有効回収票

数（人） 

有効回収率

（％） 

介護支援専門員 ３０５ １３１ ４２.９％ 

訪問看護師 １５２ ３５ ２３.０％ 

合計 ４５７ １６６ ３６.３％ 
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甲府市在宅医療・介護連携に関するアンケート集計結果  

     

・回答者の職種   

   回答数 構成比 

 (1)  訪問看護師 ３５ 18% 

 (2)  医療系介護支援専門員 ３０ 21% 

 (3)  福祉系介護支援専門員 １０１ 61% 

   計 １６６ 100.0% 

     

・経験年数  

   回答数 構成比 

 (1)  ５年未満 ３８ 23% 

 (2)  ５～１０年未満 ５３ 32% 

 (3) １０～２０年未満 ５５ 33% 

 (4) ２０年以上 ２０ 12% 

  計 １６６ 100.0% 
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問１ 多職種、他機関連携を図りやすくなりましたか？ 

「そう思う」「ややそう思う」は約８割である。「あまりそう思わない」「そう思わない」は、１７％

である。「あまりそう思わない」「そう思わない」は、情報が途絶えることや、相互理解の不足を理由

としている。 

 

問２ 問１の回答理由（自由記載） 

連携への意

識の変化等 

入退院時の連携が

スムーズになってき

た。 

入退院時の連携が以前よりスムーズになっていると感じる（４） 

入退院時に病院連携室や担当看護師から連絡がくることが多くなった。（２） 

入退院時の連携がしやすくなり、利用者さんの心身状況が早めにわかりやすく

なった 

病院の相談室との連携がしやすくなり、入院中の様子や主治医への質問を受

けてくれる様になった（２） 

病院側から積極的

に情報共有を求め

てくれるようになり、

連携の意識が高ま

ってきていると感じ

る。 

 

 

病院の連携室から連絡が来ることが多くなってきており、スタッフの意識に変

化があると感じている（６） 

以前は病院関係者との連携が取りにくかったが、今は病院の方から積極的に

連携を求めてくるようになった（７） 

受診同行時のやりとりや病院からケアマネに連絡が入るようになり、病院のケ

アマネに対する認識が変わった 

以前は医師との連携には敷居が高く、苦手意識が強かったが、近頃は病院か

ら情報提供も多く連携しやすくなった 

病院側も積極的に在宅復帰を支援する様になってきた（２） 

病院連携室（MSW、リハ職、看護師等）と密に連携でき、退院後も在宅のことを

気にかけてくれる。 

医療関係者との連

携が取りやすくなっ

た 

 

病院との連携が取りやすくなったと思う（３） 

医療関係者と話しやすくなり、情報をもらいやすくなったと思う 

在宅診療の医師や看護師と連携しやすくなり、電話やメールでやりとりができ

やすくなった 

病院の SW と連携が取りやすくなり、主治医との連携ができるようになった。 
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多職種間の連携意

識が向上した 

 

 

多職種間のお互いの連携意識が高まってきたと思う（４） 

連携の必要性をどの職種も理解して、努力をしていると思う（２） 

情報交換の機会が多くなって、多職種のメンバー個々が意識的に連携を行っ

ている（４） 

難病の利用者を支援する中で、多職種連携がとりやすくなってきており、連携

の必要性が浸透してきていると思う 

連携が必要という意識が、医師を含めどの職種でも高くなっている（３） 

医療関係者（看護師やリハビリ関係等）と介護との連携の中で、介護関係者に

対する当たりが柔らかくなったと感じる 

多職種連携の経験

を重ねることで、他

職種との連携が取

りやすくなった 

 

福祉との連携をこまめにとれるようになった（２） 

ケアマネ業務で現在までかかわってきた多職種の方が多くいるため 

病院等や多職種との連携が以前よりしやすくなり、横のつながりが増えた 

医療依存度が高い人やターミナルの利用者さんを受け持ち、必然的に多職種

連携を図る機会が増えたことで、他機関の役割等を少しずつ理解でき、連携が

図りやすくなった（２） 

医療や薬局など医療系サービス利用時、同じ土俵に立って話しが速やかに進

行できるようになった 

訪問看護、薬剤師、ヘルパー事業所、福祉用具事業者はじめ担当 Dｒ、包括等

と常時やりとりができるようになった  

入退院時や同行受診においてケアマネージャーとしての存在も分かり連携が

とりやすくなった 

訪問看護の知名度や役割が医師や病棟看護師に浸透していると感じる 

多職種に対して、仕切りが感じられなくなり相談しやすくなってきている（２） 

担当者と連絡がとりやすくなり、情報がタイムリーに頂けるようになった 

相手方と連携する際にこちらの持っている情報が有効だと感じる 

医師との連携が取

りやすくなった 

 

医師との連携が図りやすく、介護に対して理解してくださる機関が増えた（３） 

ケアマネに対する医師の対応が変わってきて、しっかり対話していただける先

生が増えてきていると感じる（２） 

医師も在宅に目を向けてくださっている為、関わりやすくなっている 

病院の医師から病状や治療状況などの電話報告があり、病状については分

かりやすい 

在宅に寄り添って頂ける医師がいてくれる 

医師との連携がとりやすく、協力が得られている（２） 

主治医への連絡をすぐ対応してくれた事例があり、それにより利用者にスムー

ズな処置が行えた  

職種や個人のスキ

ルにより連携意識

に差がある 

 

医療機関との連携では、退院後の生活の視点に対する理解が得られず、変化

がない（連携しにくい）と感じる 

医師については、まだまだ（在宅に関する認識が）二分されていると感じる 

職種や個人のスキルによって差があり、まだまだスムーズな連携というには壁

があると感じる  

在宅チーム間は連携が図りやすくなっているが、医療機関や薬局などの連携
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はまだまだと感じる 

医師や看護師の中には、介護保険制度や在宅サービスについて理解されて

いる人が少ないと感じる（２） 

ケアマネジャーの認知度が上がったと実感しているが、理解を得られていない

と感じる場面は多い 

事業所や病院によっては温度差や視点の違いもあり、歩み寄れないことが今

もある 

体制整備等 病院の在宅療養支

援機能が強化され

て、連携しやすくな

った 

 

医療との連携が以前より図りやすくなり、病院相談室が在宅へ向け、力を入れ

てくれた（２） 

総合病院などは、一部を除き、関係機関が連携を図ろうと、体制づくりに取り組

む傾向がある 

総合病院、診療所で在宅生活に向けての支援が多くなった 

医療関係におけるケアマネ業務への理解が進み、利用者支援がスムーズに

行えるようになったことから協力体制が構築されてきたと感じる 

連携室等の窓口が明確であるため。認定看護師や専門看護師といった専門

性の高いスタッフが院内の職員（外来や病棟看護師、医師等）とつなげてくれ

るため 

総合病院の医療相談室が整備されて連携しやすくなった（６） 

入院時等に情報提供した際、受け取っていただく方の対応がスムーズになっ

ていることが多くなっている 

入退院連携ルールの見直しなどが行われ、同時に周知されつつあるように感

じる 

連携しやすい環境

がある 

職場の環境が看護師や理学療法士など専門職が常に身近におり、他職種の

連携がとりやすく、タイムリーで情報共有できている 

同事業所内に 多職種がいるので相談しやすい（２） 

医療法人であり、法人内にサービス事業所が存在するため、病院からも積極

的に連絡がある 

対面での連携は少

ないが、方法を工

夫して連携はでき

ている 

 

連携方法が電話・FAXが中心で、１度に全員と情報共有できないが、特に医療

系サービスや医療機関はとても協力的で助かっている 

直接会う機会は少なくなったが、他の方法で連携を工夫して、今までの取り組

みで関係もあるため、連携はできているとは思う 

以前よりも連携する機会が増え、統一した書類なども出来ている 

ICTの導入により連

携が推進された 

しんげんネットの活用により、さらに具体的に連携がとりやすいと思う 

MCS が利用できる事で、医療の情報が共有しやすくなっていることで、病院か

ら退院後のサービス調整の依頼について連絡がくることが増え、サマリーも確

実にもらえるようになっている 

医療機関により連

携体制に格差があ

る 

 

病院の体制によっては連携が図りにくく、スムーズな退院ができない(3) 

多職種間協働はとてもスムーズに図れて良いと思うが、病院により入退院の

医療連携はまだスムーズだと思わない 

入院時に情報提供し、連携の依頼をしても、退院や転院の際に連絡がない事

がある（２） 

病院との看看連携 IT を活用することでタイムリーに多職種へ連携することが優先となってしまい、
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に課題がある 病院との看看連携は遠ざかってしまった 

事業所により連携

が図りにくい 

医療～病院相談員、訪問看護事業所とでは情報共有しやすく電話で話ができ

るが、訪問介護事業所は連絡が取りにくくなっている 

研修等の充

実 

交流会や研修会を

通して互いの役割

が理解でき関係づ

くりができている 

 

交流会で顔の見える関係が築けるようになってきている 

様々な連携の研修が開催され、顔が見える関係作りが浸透している 

研修会などで顔を合わせる機会もあり、お互いの存在を知っている人も多く 

なったため 

交流会や研修会を通じて連携の必要性や方法を学ぶことができ、他の職種 

について理解することでお互いに尊重し合い話ができるようになった 

多職種との交流の

機会や場が増えた 

連携する職種やケアマネにもよるが、情報交換の機会が増えてきた 

多職種での研修や事例検討や交流の場が多くなった（２） 

病院での合同カンファレンス、包括主催の地域ケア会議、市主催の「顔の見 

える関係づくり交流会」など交流の機会は増えた。 

など、多職種が集まる場が以前より増えたと感じる 

入退院時の連携や多職種での研修会が、盛んになったと思う 

リハ会議などの開催が多くなった 

研修により多職種

間の連携意識が向

上した 

 

こちらからの情報について、病院、クリニックの医師、看護師、ワーカー等が確

認してくれ、研修などで多職種連携意識が高まって来たと感じる 

日々の業務の中で、関連機関からの情報は必要時に入ってきて、それに関し

た研修も増え、各々の職種の意識も高まっている 

研修会なども多くなり、連携を意識的に行う人たちが増えていることで、連携 

をとりたいという思いも伝わりやすくなったと感じている 

コロナウイル

スの影響 

コロナ禍で病院等

との連携が難しい 

コロナ禍で退院前カンファレンスや家屋評価もできず、今現在の連携の取り方

が難しいと感じる。 

また、ワクチン接種をしていないことで、病院にも入れないことがあった 

コロナ流行にともない、医療機関とのますます難しくなっている（４） 

ＭＳＷや医療関係者、ケアマネも連携について意識してお互いに情報共有を

積極的に行なうようになったが、コロナ感染防止の観点から連携がしづらくなっ

てしまった 

退院時、コロナで面会規制があり、口頭と書面だけの情報では退院後イメージ

と違う時がある 

電話で多職種と連

携できている 

コロナ禍でも電話などで多職種と連携とれている 

その他  経験年数が浅く、その期間の中であまり変化を感じない 

自分が業務に慣れてきたため 

医療用語が多く難しい 

退院日をカンファレンスで決定し、それに向けて準備していても「本人がどうし

ても帰りたいと言っている」と退院日を相談なしに早められてしまったことがあ

った 

 

 問３ 医療介護関係者だけでは限界を感じる場面（自由記載） 
日常 

 

24時間の支援体制の構築ができない。状態の変化が時間で変化する状況で用意する書類が多す

ぎる。 
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24時間の支援体制を作ることが難しい。 

往診をしてくださる医院が少ない。 

日頃色んな医院やクリニックに受診している比較的状態の安定している利用者の場合、主治医が定

まらず急変時の連絡先に苦慮する。複数の医院にかかる場合、かかりつけ医同士やケアマネとの

連携を取りやすくするシステムがあると良い。 

 訪問診療の医師や診療所からの連絡がない。または、取れず家族に聞いても理解できていないこと

が多い。訪問看護も連絡が取りづらいため、医師付き添いの看護師から連絡を欲しい。特に急変し

そうなときは。 

在宅医の調整  

入退院連携 

 

入退院支援では医療側と在宅側の認識が異なっていることが多く、もっと情報交換（共有）やすり合

わせが必要だと感じる。最終的に決断するのは本人や家族なので私たちは情報や選択肢を与える

役割で決めつけはすべきではないと思う。看取りにも通じることだが、本人家族の意向を聞いたり決

定する力を引き出すのが私たちの役割であると感じる。 

在宅生活が見えないまま退院することで、生活が整うまで時間がかかる。病院との連携が必要 

入退院支援。病院と在宅のギャップが大きい。自分の力量を含め在宅を見据えた支援が不十分 

退院時、病院と同じ待遇になるべく近づけた在宅環境を目指すが、できない事が多かったり、本人が

希望しない場合、方法に苦慮する。 

急変時 

 

急変の場合、救急車を呼んでもいつもかかっている病院で受け付けて貰えないことがよくあり、結局

転院する事もある。入院退院時、現状病棟に入らないことが多く、アセスメント出来ない。看護師や

相談員の話で想像するしかない。ADLが大きく変わっていると、想像がつかないので、困ることがあ

る。 

急変時は止む無しとしても日常の療養時に家族が些細なことで頻繁に助けを求めてくる。家族が在

宅で介護するうえで不安になり特に看護師に対して昼夜を問わず連絡をしてくる気持ちはわからな

いではないが、度を越してくると支える側も負担となってしまう。 

急変時、家族の思いや家族力が影響を受けやすいため対応力の差や疲労などで困難となるのでは

ないかと感じている。 

利用者と家族との意向のすり合わせを行うが、実際の場面では思うようにいかない。「日常の療養」

の場面である程度、利用者や家族と話し合いを重ねているが、「急変時」「看取り」の場面では家族

がパニックになってしまう。その時の状況に合わせて関係者が対応している。 

急変した際に病院にすぐに受診させたいが、なかなかすぐに来ていいという返事が貰えずに受診が

遅れる時がある。 

急変時訪問し対応できる担当医師（診断は医師なので）が急遽行けなくなった場合でも、代わりの医

師が行けるように、何人かのチーム体制を普段からつくって連携して頂ければと思います。 

急変時に主治医がおらず、スムーズに受診できない事例があったため、主治医不在時にも受診が

できるような体制を整えてほしい。 

看取り 夜間の、特に祝日、年末年始等、の訪問や支援体制。急変し、亡くなられていた場合の診断。 

看取り手前で、在宅は困難な状況でも退院して下さいと言われたことがある。 

看取りに対してサービスは多様になったが事業者の人材不足でサービスを必要量利用が出来な

い。 

相互理解 連絡取りにくい。情報共有しづらい。 

医療と介護の見通しのずれを感じる 

新型コロナの事があり、面会ができずに、退院支援をしなければならない。また、急変時など、病院

の受け入れが難しくなっている事。 

医療の関わりはできているが、訪問介護の関わりに限界がある（対応力）。 

いずれも医師との連携が必要な為、医師が在宅での生活や介護サービスについて理解しているか

が重要と考える。 

医師との連携が難しい。 

医師との連携が取りづらい。こちら側からも連携を図りますが、医師側からも情報を知らせてくださる

と有り難いです。 

解決策としては地域のかかりつけ医がもっと関わってもらい情報共有を積極的にしてほしい。 

独居・ 家族力がない方は特に難しいです。 
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身寄りなし 独居の方の入院時の対応で、家族が関わりを持てないときにケアマネが対応しなくてはいけない場

面がある（場合によってデイサービスの職員・看護師さんが関わってくれる時がある）。 

身寄りのいない方の看取りについては生活保護課や住宅課の支援もお願いしたいと感じました。 

 独居で認知症の方の看取り支援の困難さを感じ、そのためにもサービスだけでない社会資源協力

支援の取り組みが必要 

家族の介護力や金銭面での影響が多大だと思います。特に独居となると日常の療養や急変時，看

取りの部分では困難さを感じています。 

自宅で看取りをしようと考える際には、家族の支援が必要となり、それが難しい場合は病院などでの

看取りになってしまう。介護休暇の取得の支援が必要と思う。 

家族の協力が得られないと難しいと思います。解決のための取り組みとしては家族への対応や理解

等に対する周知をしていくことでしょうか。いずれも「同居する家族」「別居であっても、連絡の取りや

すい家族」の存在が求められます。しかし、身寄りが無い、家族と絶縁状態など、家族の協力が得ら

れない場合、限界（困難さ）を感じます。 

家族の就労や各家族のなか在宅での介護ができる親族が少ない。 

認知症などにより本人の意思決定が困難で、家族等の代理決定者もいない場合 

支援は「家族がいない」「家族が遠方」「家族と疎遠」などの理由がありますが身内の協力がないと 1

日を通して介護が必要となった時が大変だと思います。解決策は模索中です。 

家族への 

説明 

ＩＣ不足で利用者、家族が病気に対し理解不足の場合、看取りは告知しない場合 

多疾患を併診されている方が入院出来ない。退院時に面談出来ず、様子が分からない。全ての手

続きを丸投げされることがある。病状説明がしっかりされていない、病識や在宅療養のイメージがな

い方がいる。 

本人や家族が自分たちで決断したり、動いたりしなければならないことを医療介護関係者に依存す

ることが多くなってきている。 本人や家族の意識づけが必要と感じる。 

家族介護 日常的にレスパイト入院ができる環境が少ないと感じる。 

制度はあっても、それを実現するサービスがない、又は不十分な事 

自宅での看取りについてはご家族の就労や子供の少子化のため介護負担を分散することができず

にいます。 

介護者の負担が多い、どう家族ケアをするか。 

家族の介護状況 

住民への普及

啓発 

独居利用者や、経済的支援、地域で支える対策づくり 

在宅医療（往診）の充実、医療体制の確保。在宅での看取りの周知、啓発 

ACPについての理解と周知 

日々の努力、限界はない。その人々が、その人らしく過ごすことを目的とすることを、常に忘れず、共

有できるよう働きかけ続ける。 

経済的支援 家族構成員が少なく、他者支援が必要となると、やはりお金がかかります。経済的負担も大きくなる

ので、理想を実現することは難しい。しかし、短期間（長期でなければ）であれば、実現可能かも。 

家族の介護力を介護保険サービスで補う事は出来ると思いますが、金銭的な部分では限られた中

での支援になってしまう事が解決できる問題ではないと思います。 

狭間 介護保険や医療保険で賄えない隙間をどうするか。家族が対応できない時はどうするか、法的な根

拠がないままの支援は後のことを考えながらケアマネが動くこともありますが、何か他の手立てがあ

ると良いと思います。 

独居などで病状や薬の相談をする為に看護師の受診同行が必要であると感じるが、訪問内容にい

れることができない。 

受診同行を訪問として算定出来れば良いと感じる。 

コロナウイルスがあるので、思うように病院に行けない状態である。 
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コロナウイル

スの影響 

「目指すべき姿」とは、誰が思うことでしょうか？支援者と療養者、家族、それぞれが違うところを目

指していると困難になります。療養者自身が目指すところに支援者が共感していくことが大切です

が、個々の考え方や違う概念を持っていると、なかなか共有できず困難になります。個々のケースに

ついてカンファレンス等を通じて、支援者が充分に意見交換し利用者について理解することが必要

だと思います。 

 発熱があると、かかりつけに断られたりするので、場合によっては救急搬送に頼る家族が出てきて

いる。看取りついても、病院でのカンファレンスもコロナの流行を伴い、行われないようになってきて

いるので、連携が取りづらい事がある。 

その他 看護師を利用する際に介護保険を使っていないと使いにくい状況があった。 

情報伝達に時間と手間がかかってしまい、タイムリーな情報共有が図れていない。共通の情報共有

ツールがあると解決できると考える。 

自宅での生活が出来なくなり、ショートロングになった時、最期食事や水が摂れなくなったら預からな

いと言われ、帰るところもないし、いつもそこを考えなくてはならず、困っている。 

 

 

日常の療養                                         

問４ 今後、より連携を深めていきたい職種はありますか？（複数回答） 

「医師」「看護師」「薬剤師」との連携を図りたい割合は、約３割～４割である。また、その他の職

種として、「行政」「弁護士・司法書士」「民生委員」等と回答されている。 
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問６ 連携エチケットとして実践しているものはありますか？（複数回答） 

連携エチケットで実践されていることは、「立場を尊重した対応」「経過報告」「利用者及び家族の

尊厳の順守」「事前の面会約束」が約５割である。「わかりやすい言葉」「依頼業務範囲の精査」「担当

者不在の対応」は実践意識が低くなっている。 

 
【クロス】 職種別の連携エチケットの実施が一番多いのは、医療系介護支援専門員は、「利用者及

び家族の尊厳」と「訪問前の約束」、福祉系介護支援専門員は、「経過報告」、訪問看護師は、「日常的

な情報交換」である。実践が少ない項目は、医療系介護支援専門員・福祉系介護支援専門員は、「担

当者不在時の対応」、訪問看護師は、「業務範囲を超えていないかの精査」となっている。 
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問７ 利用者の意向とは異なり、生活の場を変えなければならなかった経験があった場合の理由は

何でしたか？（複数回答） 

施設での介護や入院の必要性に次いで、「家族介護者がいない」ことや「認知症等精神状態の変化」

が原因により、利用者の意向と異なり生活の場を変えた経験が、約２割弱である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ 利用者の意向に沿って生活の場を変えずに過ごすためには、どのようなことが必要だと思い

ますか？（複数回答） 

日常の療養の中で、多職種連携における住み慣れた場所で生活ができるようにするためには、「家

族」を共通キーワードに、「支援者間における意思共有」、「在宅サービスに関する理解」と「利用者

の身体的状態を理解する」「家族全体の理解を得る説明」が、必要だと感じている介護支援専門員と

訪問看護師が、約５割を占めている。 
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問９ 認知症の方を含めて利用者自らが意思決定できるよう、実施している支援についてお教えく

ださい。（複数回答） 

利用者の意思決定のために実践している多くは、「本人の意思表示を関係者で共有する」、「本人の

言葉で話せる場をつくる」、「ゆっくり落ち着いて話せる場をつくる」が８割強を占めている。一方

で、早期から意思確認を実施しているのは１５％に留まっている。 

 
問１０ 実施しない理由は何ですか？ 

「時間がない」４４％、「やり方がわからない」２８％、「必要性を感じない」１１％である。 

 

問８ その他 

●施設待機が短くなること。 

●全体的に利用料金が軽減すること。 

①サ高住、ユニット施設、グループホームは年金だけで入れない方も多い。 

②定期巡回は、滞在時間が短く入浴したい時は、デイサービスを利用し、ベッド等福祉用具を

導入すると（限度額基準が）オーバーが出て、経済的に厳しくなる。 

●介護負担がないこと 
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入退院支援                                                            

問１１ 退院の見通しについて、主にどのように情報を得ていますか？（複数回答） 

退院の見通しは、「入退院連携窓口」、「病棟看護師」等の病院と連携がされている。問１の連携の

実感に関する理由には、病院からの連携が増えたことを実感している感想があることも踏まえると、

入退院連携ルールの浸透や連携意識の高まりともつながっていると考える。 

 

問１２ 退院調整がうまくいかないときに、課題だと感じる一番の理由は何ですか？ 

「在宅準備が整う前」が２７％、「本人や家族の意向が確認されていない」２５％、「医療者同士の情

報共有のみで、介護関係者に情報共有がされない」２０％という回答になっている。 
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問１３ 利用者や家族が、在宅療養を選択しやすくするのに必要だと思う体制は何ですか？ 

（複数回答） 

在宅療養を選択しやすくするためには、「急変時の在宅医療を後方支援する医療機関があること」、

「２４時間対応できる体制」が必要と感じている。 

 

 

問１４ 担当する利用者が医療機関に入院をして、情報提供を行った場合について伺います。利用者

が転院等を理由に他の医療機関で治療をうけることになった際、あなたが届けた利用者情報が引き

継がれていると感じますか？ 

 情報が引き継がれていると「感じる」、「感じない」が、それぞれ３割であり、情報の扱いが分から

ないと答えた方が３５％あった。 

 



16 

 

 

急変時                                                               

問１５ 急変時に家族が対応できるよう、連絡先等について決めていますか？ 

急変時の連絡先を決めているのは、９６％が決めている。 

 
 

問１６ 急変時の連絡先を医療介護関係者と共有していますか？ 

急変時の連絡先について、共有しているのは９０％である。 
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問１７-１ 利用者の DNAR（患者または代理者の意思決定を受けて心肺蘇生法を行わないこと）の意

思確認は必要だと思いますか？ 

 「必要だと思う」、「まぁ必要だと思う」と感じているのは、９７％である。 

 

問１７-２ 意思確認を行っていますか？ 

「確認している」４８％、「確認していない」５０％である。 
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問１８ 確認した DNARは、繰り返し意思を確認し、更新していますか？ 

回答者の３割は、DNARの意思確認を繰り返し実施しており、２３％更新されていない。 

 

 

【クロス】経験年数別の DNARの更新状況は、経験年数が高い程、更新状況の実践が高い。 
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問１９ 確認した DNARは、救急時に備えて救急隊と共有方法を決めていますか？ 

 救急隊との共有方法を決めていないは、約半数である。 

 

DNARについて救急隊と共有方法を決めている場合 

・主治医に救急的受け入れを想定して DNARが確認できていることを一筆書いてもらい、文章を用意した

ことがある。 

・救急隊に家族、看護師が伝える。 

・救急要請した際に、直接主治医が病院に確認してもらっている。 

・紙に記載し、自宅に置いてある。（２） 

・救急隊ではなく、病院医師から救急隊に DNARの指示を出してもらうよう依頼した。 

・搬送時に家族と救急隊に伝える。 

・担当者会議での共有 

・搬送時に支援者側から申し送る。 

・救急車には連絡せず、訪問看護への連絡をする。 
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問２０ DNARの意思確認を難しくさせる理由に一番近いものについてお答えください。 

意思確認を難しくさせる理由は、「死に関する話題を出しにくい」、「タイミングが分からない」が

半数以上を占めている。また、経験年数別でも、同様の理由で、経験年数による難しさの違いはない。 
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看取り                                                               

問２１ 利用者が望むケアに関する意思確認は、誰が行うことが妥当だと思いますか。（複数回答） 

利用者が望むケアの意思確認については、「医師」、「ケアマネジャー」、「看護師」の順となってい

る。「その他」では、「家族」と答えがあった。 

 

問２２ 今までに、在宅での看取りに立ち会った経験がありますか？ 

在宅の看取りに立ち会ったことがあるは８１％、ないが１８％である。 
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【クロス】経験年数別看取りの経験の有無は、５年未満も看取りに立ち会ったことがあると回答している。 

 

 

 

問２３ 看取りの場面に立ち会ったのは、どのような状態の方でしたか？ 

看取りの場面に立ち会った時の状態では、「がん等の身体的機能が急変する疾患による看取り」が

４１％、「慢性疾患、老化によるゆっくりと身体機能が低下する看取り」が３９％となっている。 
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問２４ 今までに看取りに立ち会った経験件数はどれぐらいですか？ 

看取りに立ち会った経験件数は、「５件未満」が約４割、５～１０件が２割となっている。 

 

 

問２５ 在宅で最期を迎えるために必要なことは何だと思いますか？（複数回答） 

「家族の意向が一致している」１３％、「24 時間対応ができる体制」１２％、「家族が看取りの身体

的変化を理解する」１２％、「利用者の意思が確認できる」１２％となっている。 

また、「その他」では、家族も休養が取れる等があげられた。 
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問２６ 利用者が望む場所で最期を迎えるための支援として、実践していることは何ですか？ 

利用者が望む場所で最期を迎えられるために実践していることは、「利用者の意思を確認」、「家族の

意向が一致している」、「家族が身体的変化について理解している」、それぞれ２割弱が回答し、全体

の半数を占めている。 
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問２７ 本市で設置・作成等しているパンフレット等のツールについてお答えください。 

「こうふ医療・介護情報」は、半数以上が知っており、活用状況も半数となっている。 

「ご存じですか？在宅療養」は、知らないと回答した方が多く、活用状況は、無回答、活用していな

いが半数以上である。 

「想いのマップ」は、８割弱が知っているが、活用は３割にとどまっている。 

「しんげんネット」は、９割以上に周知されており、活用はほぼ半数となっている。 

「在宅医療相談室」、「在宅歯科医療相談室」は、６～７割程度であり、活用状況は２割程度となって

いる。 
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問２８ 本市で設置、作成等しているパンフレット等ツールについて、ご意見、ご要望をご記入ください。 

設置・配布 もし医療機関に置いていなかったら置いていただき、退院前に情報が得られるようにしてほしい。 

居宅介護事業所への最低一部配布（各年度毎） 

パンフレットが身近にはないため、直接渡しての活用はできない。 

周知 新しく更新された時に教えてほしい。 

パンフレットがそもそも、どこに設置されているのか不明のものがある。 

情報や活用方法等をもっと事業所に広げてほしい。 

パンフレットやツールの活用事例等について、定期的なアナウンスがあると利用しやすいと思う。対

面でのカンファレンス 

パンフレットだけでなく、SNS（ツイッター・インスタ）なども活用して低コストで情報を拡散し、周知した

方が良いと思いました。 

介護保険課の窓口にパンフレットをおいて、皆に周知していただくようにしてほしい。 

どこに設置され、どこでもらえるか分からない。あることも知らないツールがありました。 

パンフレットやツールの存在の情報がほしい。その後、設置場所や入手方法の情報がほしい。 

在宅サービスの利用時にサービス事業所が新しく増えた情報 

周知が不足しているように感じます。設置してあるだけでは周知されないと思います。 

今回、様々なツールやパンフレットがあることを知りました。 

役立ててい

る 

こうふ医療・介護情報は、今年法改正に伴う新たなサービスや制度改正などが詳細に掲載されてい

るので役立っている。また、市内の医療機関や介護事業所、生活支援センターのエリアも載っている

ので活用しやすい。 

「こうふ医療・介護情報（保存版）」は、仕事で持ち歩いて使っています。各家庭に置いておくには今

の装丁で十分なのですが、持ち歩くと 1年未満でボロボロになります。大事に取り扱います。 

その他 市役所などでよい物があれば利用している。 

必要に応じ、タイミング良く連携出来るよう、心がけて行きたくとおもいます。 

 

問２９ ICT（情報通信技術）を使った情報共有は、どのような場面に有効だと思いますか？（自由記載） 
感染症対策 病院、施設内におられる方で、コロナ禍で直接面会ができない時（3） 

最小限の接触で情報共有可能 

多職種、多事業所が関わる場合、オンライン面会、身体状況等の共有ができる。 
合同カンファレンス、担当者会議など多職種、大人数が集まる際 
コロナの中、面談が出来ないので本人の状況が把握出来ない。家族だけなく、ケアマネにも様子を

見せてもらいたい。 
看取りなどにおける在宅での支援時情報共有という点からも有効と思う。また現在のコロナの状況

のなか退院時など本人に会えないのでリハなどの情報を確認するにも有効また人数が集まれない

のでリモートにおけるリハ会議なども開催している。 
効率的連携 

 

連携ノートにするとノートを見に行く（書きに行く）手間が生じるが省ける。 

移動時間等含め、関係者の時間が合わないことがあるが、空いた時間で確認したり、短時間で CF

に参加できる 

時短（移動時間の節約・議題のピックアップをしておくなど最小限の発言で討論）になるため、今後も

取り入れていった方が良いと思う。 

記録業務など事務作業の負担が軽減できる。 

一つの情報を多数の支援者が見ることで同じ内容で情報共有がしやすい。発信者も一度の発信で

済むので手間が省ける。 

本人、家族に統一した対応ができる。 

他施設や多職種との連携の場面(2) 
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訪問を行わないで、面談を出来るツールとして有効と感じます。可能であれば ZOOMなどの TV電

話でなく、Virbelaのような仮想オフィスが医療介護業界でも浸透することが出来ると、より有効かと

思います。 

多職種間で時間や場所を問わず情報共有ができる。 

医師との情報共有（データでのやり取りのほうが、負担が少ないと感じている医師が多いと推測） 

情報迅速さ 状態変化の著しい利用者の迅速な情報共有に有効と考える。 

他職種間の情報共有が迅速に行える（2） 

看取り等、変化の多い（早い）場面では、タイムリーに情報共有することが大切です。ICTを活用する

ことで、多くの支援者とタイムリーに共有できる。(7) 

状況変化がある時、即時に共有できること。チーム支援ができることに有効(2) 

事業所間の迅速な情報のやり取り。 

各自が時間のある時に確認でき、跡が残るので良い。 

関係者と情報伝達がすぐでき、処置などが迅速に対応ができること。 

急変時の情報がすぐにわかる。 

情報の 

わかりやす

さ 

医師、ケアマネ、看護師の訪問時の情報共有、食事量や褥瘡の大きさ、家族からの話なども共有で

きる。 

文字では伝わらない実際の映像（例えば褥瘡の状態）の共有はできる。 

病状の進行、内服等の連携 

訪問診療になった方は、ご利用者の身体状況を早期に伝えられるツールとして有効だと思う。特に、

写真などで医療に分かりやすく伝えることができる。 

タブレットの活用（入院先、ケアマネ、事業者）によりお互いに状態像が分かる。 

在宅復帰する場合に、自宅の様子（環境等）を入院先に提供できる。 

創部等の共有を画像でタイムリーに把握できる。 

情報量・ 

頻度・エリア

の拡大 

新規事業所の情報を利用者に提供出来る。 

しんげんネットなどより広い情報共有が出きてよい。 

山間部や薬だけ欲しい人、災害等で医療機関へ行けない人のための遠隔診療やドローンを利用し

ての薬の配達 

タブレットなどの端末を持つことでスタッフ間の情報共有が活発化できる。 

遠方にいる家族の連絡が可能(3)   

遠隔での参加 

その他 簡単に情報がすぐに共有できてもいいと思うが、表現方法が相手にうまく伝わらないことがある。誤

解等あると困る。 

他に情報がもれそうで心配。  

しんげんネットはとても有効 

大きなアクシデント以外にも些細な変化を共有しやすい。 

常時必要 

ケアマネジャー等が状況確認する手段及び情報提供、情報共有。打ち合わせ手段 

往診や訪問診察ができない場合の利用、診断、処方、指示 

他職種が関わる利用者の情報共有 看取りでなくてもいつもの身体の状態がわかる。状態が変わる

時に対応しやすい。 

 

問３０ 新型コロナウイルス感染症による、医療介護連携に何か影響がありましたか？ 

工夫 本人の意向、身体状況も全てを看護師、MSWに聞きとってもらった。 

家族からの写真の情報のみで、住環境や福祉用具に関するアドバイスをいただき、環境を整えて準

備した。 

サービス事業所ごと、聞き出して情報共有している。 

新規の退院時の方と面談していない中の支援は大変でしたが最近はリモートにおける本人面談も

増えています。 

日常の療養 サ高住、施設、事業所に面会制限のため行けず、何カ月も利用者に会えていない。（3） 

施設での面会制限（2） 

介護施設にほぼ立ち入れなくなり、要介護高齢者の様子が見えにくくなった。 

家族が感染を疑われる際にサービスを受けることができず、困った。 
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本人に直接会っての情報収集が難しくなった。 

訪問の際に私たちが感染源とならないように気を使っている。利用者にも暗に「もしかかったらあな

たたちのせい」といった言葉を言われることもありストレスを感じている。 

本人や家族が、病院に対して直接言えないことをケアマネジャーから伝えて欲しいと言われることや

病院から本人や家族が決断しなければならないことをケアマネジャーを通して調整して欲しいと言わ

れる。面会ができないためか、上記の状況が増えてきている。病院と家族の間に入り、悩んでしまう

ことが多くなっている。 

ショートステイの利用がしにくい。長期利用のみ受け入れる所があったり、入所のたびに PCR検査

を求められるところがある。 

家族が遠方であったり、関係性が希薄だと受診や検査をすぐに受けられず、サービス再開まで時間

がかかってしまう。 

直接顔を合わせて連携を取ることがなく電話でのやりとりがほとんどです。 

利用者の受診同行に行くのが感染リスクから困難になり、医療との連携がとりにくくなっています。 

担当者会議ができず、紙面上での対応がほとんど、情報が伝わるまで時間がかかった。 

入退院連携 面会が出来ない（4） 

病院や介護施設にほぼ立ち入れなくなり、要介護高齢者の様子が見えにくくなった。 

面会ができないため退院時にアセスメントができない。 

退院時の病院との情報共有に支障が大きく生じている。（2） 

患者に直接面談出来ず、状態把握や意思確認が難しい。 

入院すると家族が面会できないで不安なこと。本人の状態を退院するまで確認できないこと。 

本人の意向が確認できない（18） 

本人との面談が出来ないため、意向の確認、状況確認が出来ず、在宅生活へのイメージが持ちづら

かった。 

入院中に担当者会議が開けず、退院日に自宅で担当者会議を実施しないとサービスが入れなかっ

た。 

感染防止対策のため入院中の利用者に面会できないため、意向の確認や身体状況の確認ができ

ない。 

家屋評価が実施できず、イメージでアドバイスするため、在宅環境や経済面で合致せず、退院後再

調整する手間になってしまう。（2） 

退院直前に本人の様子を確認しづらくなった(退院前の家屋訪問)。 

退院前の家屋調査に同行できなかった。退院前の家屋評価も家族に写真を撮ってもらっての評価な

ので現実とのギャップがあった。 

【退院前カンファレンス】 カンファレンス等のやりづらさがある。 

病院からのカンファレンス招集が少なくなったと感じる。 

退院支援の難しさ（5） 

カンファレンスに人数制限がある。大勢で検討できない（4） 

退院カンファレンスが行われない、行われても、人数や時間や制限がある。 

病院での退院前カンファレンスの実施ができず、退院してきてから利用者に初めて会うケースが多く

なった。 

退院支援がカンファレンスの開催が直接できず意思疎通に困難 

入院中の訪問、退院前カンファレンスが実施できず、聞き取り情報と実際の身体状況との違いが大

きい。また、患者情報が不足していた。（20） 

入院中の方に面会できないので、担当者から情報を聞いて得たが、退院時の実際の状態と乖離し

ていた。 

退院前カンファレンスが開かれない、入院中の本人に面会できないなど様々な制限があり、入院中

の本人の状況を聞き取り以外で確認できないままの退院となる。サービス担当者会議も入院中に行

えないため、退院後すぐに自宅で集まれない場合サービス導入が難しい。 

ケアマネがコロナワクチンを 2回接種していない理由で、退院前 CFへの参加や受診同行ができな

いことがありました。 

情報収集の難しさ 

入院した利用者について対面でのカンファレンスが出来なくなり、画面ごしの連携となった。やむを

得ない事ではあるが通信環境の課題もあり、音声が聞こえにくく、聞きたいことがうまく伝えられない

事があった。 
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入院中に家族が本人と面会できないため、家族が期待する回復状態の見込みと、本人の状態にギ

ャップができてしまった。 

家族が本人状況を知る機会を失ったことで、本人状態を理解できていない。家族の不安（2） 

医師と直接相談したり、退院時に面談ができないことが在宅生活に影響している。 

面会ができないため退院時にアセスメントができない。 

病院から在宅指導が少なくなっている。 

急変時 発熱があると搬送先が決まらない、決まるまで時間がかなりかかる。（２） 

発熱等の対応 

発熱時の受診は、手間がかかり患者さんに負担となっていた。 

利用者さんに 37.5以上の発熱があると、PCR検査を受けないとサービスが入れなかったケースが

ありました。 

発熱があった場合に、訪問に制限が出来てしまった。 

看取り 入院中の面会制限のため、在宅看取りが増えた。 

家族 家族が遠方、又関係性が悪いと受診や検査をすぐに受けられずサービス再開まで時間がかかって

しまいました。 

家族が感染を疑われる際にサービスを受けることができず困ったことがあった。 

家族が本人に会えず退院を迎える。 

家族が退院した本人を見て対応に困っていた。 

その他 感染症予防対策について、事業所により対応が違うところがあり最初は戸惑った。 

某病院（クラスター発生）と全く、すぐに電話連絡が取れず、サービス（訪問リハ）調整できなかった。 

通信機器を利用している所もあるが、目線が合わない。 

 

問３１ 医療介護連携について、日頃感じることがありましたら自由にご記入ください。（自由記載） 

療養者が住み慣れた地域で安

心安全に過ごしていくために医

療・介護の多職種連携は重要

である 

 

 

コロナ禍であってもできるだけ情報を集め、より良い支援ができると良いと思う 

医療と介護の両方を必要とする高齢者がこれからも住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを続けることができるよう、医療、介護の関係者がサポートし続けることが

大切と思う 

本人が住み慣れた場所での生活という点では今後も医療と看護での情報共有は

重要と感じた 

連携は、本当に時間もかかり、タイミングも難しく、高い評価もされず、やってる人

たちの情熱で動かしていると思うが、療養者の支援していくために必要不可欠で

ある 

日頃の連携を通じて、良好な関係を作っておくことで、些細なことでも相談でき、助

言をいただけるのでありがたいと感じている 

連携が図りやすくなり、在宅療

養への支援がスムーズになっ

た 

医療と介護が昔に比べると、かなりコミュニケーション、情報の共有が出来る様に

なり、医師の壁が高く感じられなくなってきていて、お互いに歩み寄る事で、情報

共有できる 

病院の連携室のワーカーや病棟の看護師と関わりやすくなったため、利用者・家

族の生活状況を伝え、理解してもらえる機会が増え、自宅に戻ってからの支援に

ついて早い段階から話し合いが持てるようになった 

病院へ出向くことが増えたことで医療相談員と連携が取りやすくなった 

病院の医療連携室を中心として、SWが直ぐに提供してくれ、助かっている 

病院医療連携室との連携は取りやすくなり、通院後のサービス調整をしやすくな

った 

訪問看護事業所とは、連携が取りやすく状況共有できていると思う（２） 

病院関係者に生活の視点を持

ってもらいたいと感じる 

日頃の連携において、病院関係者が利用者の生活全体を見据えた医療提供をさ

れることを期待する 

医師には介護保険のことをもう少し詳しく知って、家庭環境を知った上での話をし

てもらいたい 

情報共有をする上で医療職と

介護職の壁を感じる 

介護職は医療職に対し、引け目を感じていることが多いが、それぞれの専門的立

場から情報を発信し、共有していきたい 

以前よりは分かりやすくなったと思いますが、まだ遠慮してしまう所もある 
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敷居がたかくてなかなか上手く聞くことが出来ない 

医療系と介護の壁を感じる 

福祉系介護支援専門員にとって、医療との連携はまだまだ敷居の高い事と認識さ

れていて、実際に受診同行や文書で挨拶をする等工夫しても情報共有がうまくい

かないケースもある 

ケアマネジャーの役割を理解し

てほしい 

関係者による検討を抜きに、（医療職が）介護保険サービスを本人、家族に提案

し、事業所まで決めてケアマネジャーに報告されることがある。サービス導入に

は、関係者間のサービス導入の妥当性を共有されてることが、ケアマネジャーの

ケアマネジメント業務であることを理解してほしい。 

ケアマネジャーの仕事の役割の理解をしていないと感じる場面が多い（２） 

病院も２４時間連携できる体制

にしてほしい 

私たちは 24時間 365日の体制で仕事をしているが、病院は平日の夜や土日、祝

日と相談窓口や外来が休みであるため、急変時の連携が上手く行かないことがた

くさんあり、外来看護師は日頃、利用者、家族と関われる立場にあるので、外来看

護部の役割を拡大していつでも状況が伝わるように体勢にしてもらいたい 

医療機関あるいは診療科同士

で、利用者の情報が共有され

ていないと感じる 

１.かかりつけ医に体調不良を相談したら、他の専門病院へ行くように言われ、紹

介状を書いてもらえなかった。２.総合病院にて複数診療科にかかっている方が、

その総合病院に入院し介護状態になった時に、どの科の医師からも介護保険主

治医意見書の作成を断られ、診療科同士で、利用者の情報が共有されていない

と感じることが何度もあった 

施設や職種によって連携に格

差が大きい 

連携しやすいところと、そうでないところの差が大きい（３） 

医師との連携には課題があり、文書で情報提供による依頼をするが、現状を主治

医意見書に反映してもらえないことがある 

医療関係者の方との連携が大きな病院の場合は難しいと感じている。病院の医

師や、リハ職の方は多忙であるとは思うが、少しずつ意識改革をしてほしいと思う 

病院や施設によって温度差があるが、ケアマネはあまり重視されていないと感じ

ることもある 

病院と同じようにしなさいと指示を貰っても、経済的事情、環境、本人の意思等で

出来ない事が多々ある事を理解して欲しい 

看護師との連携がうまくいかないと感じることがあり、一方的な展開になってしまう

事が多くみられる 

医療機関の連携窓口の担当者により、意見や対応が違って困ることがあり、MSW

や PSWは患者の社会的背景や制度の理解もした上で関わってくれますが、看護

師等だと、うまく伝わらないことがあった 

病院関係者から医療情報が十

分に把握できないと感じている 

（利用者の）病気について、医師から患者、家族へどのように説明がされているの

か知りたい、医師からの話が心の支えや生活を決めるよりどころになると感じて

いる 

病院からの情報が十分でないことがあり、退院時、聞いていた話と現状が合って

ないことがある 

医療関係の方達は、忙しそうで、ゆっくり説明を聞く事が申し分けないように感じる 

少しずつ歩み寄っている感じがあり、今後もより良い関係でありたいと思う 

看護師とのやりとりで専門用語が多く、忙しい中で聞き返すことがなかなかできな

い 

労働環境・人材確保に課題が

ある 

医師間の連携した２４時間チーム体制は、重要だが、医師の労働条件（実際の医

師の心身の健康管理面も考えながら）に配慮した体制作りは、大変だと思う 

連携支援している在宅の介護支援専門員は、労働条件も悪く、実際の活動状況

について世間からの理解も事実と乖離していることで心身の負担増となり、資格

更新せず実務につかない、他の職種を選んでいる状態となっているが、そういう

時代だからとそれを許容していくかは、それぞれの判断だが、対策しなければ、

連携できず破綻する 

連携して支援する、訪問介護員（ヘルパー）の人材不足、高齢化は深刻または 

壊滅状態 
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本人家族の思いの相違で在宅

での看取りが難しい 

本人は家にいたい、家族は自宅で看られない、不安といわれると最後は病院にな

ってしまう、家族へ寄り添って良いケアができるように考えるが、なかなか難しい 

入退院時の病院と在宅の情報

共有に課題がある 

入院期日が過ぎてしまうからと、在宅支援の調整が整ってなくても急な退院になっ

てしまうことがあり、家族も不安になると思う（２） 

入退院連携について、生活に戻るというイメージが十分ではない場合が多く、退

院日だけの調整と本人状態情報が曖昧なまま連絡してくることが多い。（入院時

連携書類を見てないと感じることがある） 

利用者が入院してしまうと様子が分からない 

医療の相談員より連絡がこないことがあり、個々の病院や相談員により連携内容

に差がある 

入院中の状態や退院の時期等細かく連絡をくれる医療機関とこちらから確認しな

いと情報が得られない医療機関や依頼しても退院の連絡をくれなかった 

医療機関等、医療側の入退院時の連携方法が統一されていないと感じる時があ

る 

家族等の支援が得られない人

への対応に課題を感じている 

協力者、身内のいない方の着替えや荷物（通帳や財布、保険証も）をケアマネに

持ってきてほしいと病院から依頼され、リハパンやおむつを購入することも頼ま

れ、困っている 

理解力が低下している方の受診同行に毎回行くのは大変ですが、本人、家族も

次の予約もタクシーの予約も取れず、医師からの指示を覚えていないので、結局

付添うことになり、時間も手間も大きい 

利用者で、介護サービスにつながらない方の支援を「介護認定を受けている」とい

う理由だけで担当ケアマネが継続するのは大変であり、「付き添いができれば、

わざわざ往診しなくても」と考える医師だと、外来受診の支援を誰がどんな手段で

行うか悩んでいる 自費ヘルパーは、高額なので、経済的に困っている人は利用

できない  

研修や交流会の開催を期待し

ている 

利用者の日常生活、療養生活を支援するには、取り巻く多職種の連携が大切で

あり、それぞれの立場を理解していく上でも、顔の見える研修があるとありがたい 

コロナのため中止になっているが 、顔見える関係作りが出来る機会を 再開して

もらいたい 

介護保険について医療側がもっと勉強してほしいし、介護側も医療についてもっと

学ばなければならないと思うので、コロナ禍では難しいが、研修やグループワーク

などで意見交換ができると良い 

その他 医療機関側の介護との連携の意識がどの程度あるのかの実態をアンケートなど

で把握してもらいたい 

 

※文書最後にある（ ）書き数字は、同一意見の件数です。 


