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在宅医療・介護連携アンケート A(専門職）集計結果  

     

・回答者の職種    

   回答数 構成比 

 (1)  医師 30 5.1% 

 (2)  歯科医師 30 5.1% 

 (3)  保健師 8 1.4% 

 (4)  訪問看護師 39 6.7% 

 (5)  施設看護師（病院含む） 54 9.3% 

 (6)  薬剤師 39 6.7% 

 (7)  ケアマネジャー（医療系） 35 6.0% 

 (8)  ケアマネジャー（介護系） 99 17.0% 

 (9)  管理栄養士・栄養士 11 1.9% 

 (10)  社会福祉士 33 5.7% 

 (11)  介護福祉士 73 12.5% 

 (12)  理学療法士 19 3.3% 

 (13)  作業療法士 22 3.8% 

 (14)  言語聴覚士 8 1.4% 

 (15)  歯科衛生士 42 7.2% 

 (16)  その他（記述なし） 5 0.9% 

 (17)  その他（記述有り） 13 2.2% 

  無回答 23 3.8% 

   計 583 100.0% 

     

・事業所内のケアマネジャーの人数 (ケアマネジャーのみ）  

   回答数 構成比 

 (1)  １人 37 27.6% 

 (2)  ２人以上 92 68.7% 

  無回答 5 3.7% 

   計 134 100.0% 
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〔共通の質問項目〕   

質問１  現在、他の事業所との連携はできていますか？   

   回答数 構成比 

 (1)  十分できている 66 11.3% 

 (2)  概ねできている 347 59.5% 

 (3)  あまりできていない 98 16.8% 

 (4)  できていない 50 8.6% 

  無回答 22 3.8% 

   計 583 100.0% 

     

質問２  現在、よく連携している事業所は？ (回答最大 3つまで）  

   回答数 構成比 

 (1)  病院 247 18.0% 

 (2)  一般診療所 108 7.9% 

 (3)  歯科診療所 40 2.9% 

 (4)  薬局 59 4.3% 

 (5)  訪問看護ステーション 150 10.9% 

 (6)  居宅介護支援（ケアマネ）事業所 240 17.5% 

 (7)  介護老人福祉施設 34 2.5% 

 (8)  介護老人保健施設 19 1.4% 

 (9)  訪問介護事業所 102 7.4% 

 (10)  訪問入浴介護事業所 2 0.1% 

 (11)  通所介護事業所 103 7.5% 

 (12)  短期入所生活介護 35 2.6% 

 (13)  地域包括支援センター 130 9.5% 

 (14)  行政 22 1.6% 

 (15)  リハビリ事業所 29 2.1% 

 (16)  その他（記述なし） 3 0.2% 

 (17)  その他（記述有り） 16 1.2% 

  無回答 32 2.4% 

   計 1371 100.0% 
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質問３  連携をとりやすい職種は？ (回答最大 3つまで）  

   回答数 構成比 

 (1)  医師 146 10.6% 

 (2)  歯科医師 42 3.1% 

 (3)  保健師 34 2.5% 

 (4)  看護師 276 20.1% 

 (5)  薬剤師 60 4.4% 

 (6)  歯科衛生士 33 2.4% 

 (7)  ケアマネジャー 322 23.4% 

 (8)  管理栄養士・栄養士 28 2.0% 

 (9)  社会福祉士 35 2.5% 

 (10)  医療ソーシャルワーカー 175 12.7% 

 (11)  介護福祉士 106 7.7% 

 (12)  理学療法士 66 4.8% 

 (13)  作業療法士 19 1.4% 

 (14)  言語聴覚士 7 0.5% 

 (15)  その他（記述なし） 1 0.1% 

 (16)  その他（記述有り） 5 0.4% 

  無回答 20 1.4% 

   計 1375 100.0% 

     

質問４  連携をとりやすい理由は？ （回答最大 2つまで）  

   回答数 構成比 

 (1)  職種の専門性を理解している 244 23.8% 

 (2)  患者の症状等の共有ができる 300 29.3% 

 (3)  役割分担が明確 126 12.3% 

 (4)  目的が一致 126 12.3% 

 (5)  連携の経験がある 93 9.1% 

 (6)  相談しやすい環境がある 111 10.8% 

 (7)  その他（記述なし） 0 0.0% 

 (8)  その他（記述有り） 3 0.3% 

  無回答 22 2.1% 

   計 1025 100.0% 
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質問５  連携をとりにくい職種は？ (回答最大 3つまで）  

   回答数 構成比 

 (1)  医師 287 26.4% 

 (2)  歯科医師 123 11.3% 

 (3)  保健師 60 5.5% 

 (4)  看護師 43 4.0% 

 (5)  薬剤師 82 7.5% 

 (6)  歯科衛生士 42 3.9% 

 (7)  ケアマネジャー 26 2.4% 

 (8)  管理栄養士・栄養士 88 8.1% 

 (9)  社会福祉士 32 2.9% 

 (10)  医療ソーシャルワーカー 34 3.1% 

 (11)  介護福祉士 24 2.2% 

 (12)  理学療法士 30 2.8% 

 (13)  作業療法士 37 3.4% 

 (14)  言語聴覚士 77 7.1% 

 (15)  その他（記述なし） 6 0.6% 

 (16)  その他（記述有り） 27 2.5% 

  無回答 69 6.3% 

   計 1087 100.0% 

     

質問６  連携をとりにくい理由は？ (回答最大 2つまで）  

   回答数 構成比 

 (1)  職種の専門性の理解がない 63 8.0% 

 (2)  患者の症状等の共有ができない 42 5.3% 

 (3)  役割分担が明確でない 28 3.6% 

 (4)  目的が不一致 49 6.2% 

 (5)  連携の経験がない 208 26.4% 

 (6)  相談しやすい環境でない 275 34.9% 

 (7)  その他（記述なし） 6 0.8% 

 (8)  その他（記述有り） 51 6.5% 

  無回答 66 8.4% 

   計 788 100.0% 
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質問７  今後、連携したい事業所は？ (回答最大 3つまで）  

   回答数 構成比 

 (1)  病院 275 21.2% 

 (2)  一般診療所 178 13.7% 

 (3)  歯科診療所 47 3.6% 

 (4)  薬局 94 7.2% 

 (5)  訪問看護ステーション 127 9.8% 

 (6)  居宅介護支援（ケアマネ）事業所 123 9.5% 

 (7)  介護老人福祉施設 35 2.7% 

 (8)  介護老人保健施設 17 1.3% 

 (9)  訪問介護事業所 38 2.9% 

 (10)  訪問入浴介護事業所 1 0.1% 

 (11)  通所介護事業所 22 1.7% 

 (12)  短期入所生活介護 12 0.9% 

 (13)  地域包括支援センター 132 10.2% 

 (14)  行政 62 4.8% 

 (15)  リハビリ事業所 64 4.9% 

 (16)  その他（記述なし） 2 0.2% 

 (17)  その他（記述有り） 20 1.5% 

  無回答 48 3.7% 

   計 1297 100.0% 

     

質問８  地域の中に相談できる多職種とのつながりを持っていますか？   

   回答数 構成比 

 (1)  持っている 354 60.7% 

 (2)  持っていない 203 34.8% 

  無回答 26 4.5% 

   計 583 100.0% 

     

質問９  多職種とのつながりにおける患者・利用者の情報の共有方法は？ 

   回答数 構成比 

 (1)  ケース会議などの会議 218 37.4% 

 (2)  電話・ＦＡＸ 243 41.7% 

 (3)  ＰＣメール 6 1.0% 

 (4)  ＳＮＳ 8 1.4% 

 (5)  その他（記述なし） 5 0.9% 

 (6)  その他（記述有り） 20 3.4% 

  無回答 83 14.2% 

   計 583 100.0% 
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質問１０  必要に応じてケアマネジャーと連携は出来ていますか？ （ケアマネジャー以外の職種） 

   回答数 構成比 

 (1)  十分できている 79 17.6% 

 (2)  概ねできている 213 47.4% 

 (3)  あまりできていない 40 8.9% 

 (4)  できていない 36 8.0% 

  無回答 81 18.0% 

   計 449 100.0% 

     

質問１１  利用者(患者)の生活状態について家族以外の誰から情報を得ていますか？ 

   回答数 構成比 

 (1)  ケアマネジャー 314 53.9% 

 (2)  訪問看護師 62 10.6% 

 (3)  訪問介護員 47 8.1% 

 (4)  主治医 26 4.5% 

 (5)  その他（記述なし） 7 1.2% 

 (6)  その他（記述有り） 33 5.7% 

  無回答 94 16.1% 

   計 583 100.0% 

     

質問１２ー１  甲府市医師会の相談室を利用したことはありますか？   

   回答数 構成比 

 (1)  利用したことがある 64 11.0% 

 (2)  利用したことがない 503 86.3% 

  無回答 16 2.7% 

   計 583 100.0% 

     

質問１２－１  甲府市歯科医師会の相談室を利用したことはありますか？ 

   回答数 構成比 

 (1)  利用したことがある 58 9.9% 

 (2)  利用したことがない 503 86.3% 

  無回答 22 3.8% 

   計 583 100.0% 
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質問１２－２  甲府市医師会の相談室を利用したことがない理由は何ですか？ 

   回答数 構成比 

 (1)  記述有り 418 83.1% 

  無回答 85 16.9% 

   計 503 100.0% 

     

職種 甲府市医師会の相談室を利用したことがない理由 

医師 

・必要がない、機会がない（７件） ・相談事例がなかった（６件） 

・知らなかった ・相談支援の患者さんがいない 

・相談室の役割が分からない   

歯科医師 
・必要がない、機会がない（６件） ・知らなかった（２件） 

・利用方法等が分からない ・在宅での業務を実施していないから 

保健師 ・相談事例がなかった（２件）   

訪問看護師 

・必要がない、機会がない（１１件） ・主治医と連携がとれているため（６件） 

・相談事例がなかった（６件） ・利用方法等が分からない（２件） 

・知らなかった（２件）   

施設看護師 

（病院含む） 

・必要がない、機会がない（１４件） ・知らなかった（６件） 

・利用方法等が分からない（６件） ・主治医など相談先がある（５件） 

・相談事例がなかった（４件） ・ケアマネ・訪看が間に入っているため（２件） 

・他施設へ相談していたため ・思い付かないし敷居が高いイメージ 

・相談しやすい環境ではない ・当院のチームで連携できているので 

・利用しにくい   

薬剤師 

・必要がない、機会がない（１４件） ・知らなかった（１１件） 

・相談事例がなかった（２件） ・利用方法等が分からない 

・在宅での業務を実施していないから   

ケアマネジャー 

（医療系） 

・必要がない、機会がない（９件） ・主治医など相談先がある（７件） 

・知らなかった（５件） ・利用方法等が分からない（４件） 

・敷居が高く感じてしまう ・利用しにくい 

ケアマネジャー 

（介護系） 

・必要がない、機会がない（２１件） ・利用方法等が分からない（１８件） 

・主治医など相談先がある（１５件） ・知らなかった（１０件） 

・相談事例がなかった（３件） ・利用しにくい（２件） 

・敷居が高く感じてしまう  

管理栄養士 

・栄養士 

・必要がない、機会がない（４件） ・知らなかった（４件） 

・主治医など相談先がある（２件） ・栄養士の立場から利用する仕組みがない 

社会福祉士 

・利用方法等が分からない（７件） ・知らなかった（４件） 

・必要がない、機会がない（４件） ・主治医など相談先がある（３件） 

・相談事例がなかった ・敷居が高く感じてしまう 

・利用しにくい  
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介護福祉士 

・必要がない、機会がない（２８件） ・知らなかった（９件） 

・主治医など相談先がある（６件） ・利用方法等が分からない（５件） 

・敷居が高く感じてしまう（２件）   

理学療法士 
・必要がない、機会がない（９件） ・知らなかった（５件） 

・利用方法等が分からない（２件） ・相談場所として考えていなかった 

作業療法士 
・知らなかった（８件） ・利用方法等が分からない（５件） 

・必要がない、機会がない   

言語聴覚士 
・知らなかった（３件） ・主治医など相談先がある（２件） 

・必要がない、機会がない   

歯科衛生士 

・必要がない、機会がない（１８件） ・知らなかった（５件） 

・相談事例がなかった（２件） ・在宅での業務を実施していないから（２件） 

・利用方法等が分からない   

 

質問１２－２  甲府市歯科医師会の相談室を利用したことがない理由は何ですか？ 

   回答数 構成比 

 (1)  記述有り 407 80.9% 

  無回答 96 19.1% 

   計 503 100.0% 

     

職種 甲府市歯科医師会の相談室を利用したことがない理由 

医師 

・必要がない、機会がない（７件） ・症例がない（４件） 

・主治医など相談先がある（２件） ・医師会に属していないから 

・知らなかった   

歯科医師 

・必要がない、機会がない（９件） ・知らなかった（３件） 

・在宅での業務を実施していないから ・在宅介護に興味がないから 

・県の歯科医師会と相談している   

保健師 ・具体的な相談事例がなかった（４件）   

訪問看護師 

・必要がない、機会がない（１０件） ・主治医と連携がとれているため（５件） 

・相談事例がなかった（４件） ・知らなかった（2件） 

・利用方法等が分からない   

施設看護師 

（病院含む） 

・必要がない、機会がない（1９件） ・知らなかった（５件） 

・利用方法等が分からない（５件） ・相談事例がなかった（４件） 

・主治医など相談先がある（３件） ・ケアマネ、訪看が間に入っているため（２件） 

・訪問歯科 Dｒへ相談している（２件） ・思い付かないし敷居が高いイメージ 

・相談しやすい環境ではない ・当院のチームで連携できているので 

・利用しにくい   
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薬剤師 

・必要がない、機会がない（１４件） ・知らなかった（１１件） 

・利用方法等が分からない ・在宅での業務を実施していないから 

・相談事例がなかった   

ケアマネジャー 

（医療系） 

・必要がない、機会がない（１１件） ・知らなかった（５件） 

・利用方法等が分からない（２件） ・主治医など相談先がある（2件） 

・利用しにくい ・訪問歯科を利用するため 

ケアマネジャー 

（介護系） 

・必要がない、機会がない（２４件） ・利用方法等が分からない（１６件） 

・知らなかった（９件） ・主治医など相談先がある（５件） 

・訪問歯科を利用するため（５件） ・相談事例がなかった（４件） 

・利用しにくい（３件）  

管理栄養士 

・栄養士 

・必要がない、機会がない（５件） ・知らなかった（４件）     

・主治医など相談先がある  ・栄養士の立場で利用する仕組みがない 

社会福祉士 

・利用方法等が分からない（７件） ・知らなかった（５件）     

・必要がない、機会がない（４件） ・相談事例がなかった（４件）   

・敷居が高く感じてしまう  ・県の在宅歯科医療連携室に相談した 

介護福祉士 

・必要がない、機会がない（２６件） ・知らなかった（１０件） 

・利用方法等が分からない（１０件） ・主治医など相談先がある（４件） 

・ケアマネジャーと連携するため（２件） ・利用しにくい 

理学療法士 
・必要がない、機会がない（９件） ・知らなかった（５件） 

・利用方法等が分からない（３件）   

作業療法士 
・知らなかった（７件） ・利用方法等が分からない（５件） 

・必要がない、機会がない  

言語聴覚士 
・知らなかった（３件） ・必要がない、機会がない（２件） 

・病院の歯科で対応できるため   

歯科衛生士 

・必要がない、機会がない（１７件） ・相談事例がなかった（３件） 

・知らなかった（３件） ・在宅での業務を実施していないから（２件） 

・山梨県歯科医師会の在宅歯科医療連携室を利用していたため 
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質問１３  相談室に行ってほしい業務は？ (回答最大 3つまで） 

   回答数 構成比 

 (1)  相談業務 275 23.0% 

 (2)  医療情報の収集及び提供 304 25.4% 

 (3)  空床情報の提供 78 6.5% 

 (4)  研修会の実施 208 17.4% 

 (5)  住民への普及啓発 137 11.5% 

 (6)  ソリューションシステムの貸し出し 31 2.6% 

 (7)  在宅医療関連物品の貸し出し 35 2.9% 

 (8)  ＩＣＴを活用したシステム 40 3.3% 

 (9)  その他（記述なし） 4 0.3% 

 (10)  その他（記述有り） 22 1.8% 

  無回答 62 5.2% 

   計 1196 100.0% 

     

質問１４  医療と介護の連携に関して今後どのような研修を希望しますか？ 

   回答数 構成比 

 (1)  記述有り 274 47.0% 

  無回答 309 53.0% 

   計 583 100.0% 

     

職種 希望する研修内容 

医師 

・多職種連携の方法と課題（2件） ・多職種を交えての事例検討会 

・施設における看取りについて ・顔の見える関係作り 

・今のままで良い  

・在宅医療における眼科等専門分野の医師の関わり方 

歯科医師 
・顔の見える関係作り（包括エリアごとの研修も含む）（２件） 

・各専門職の役割についての理解度を増す研修 

保健師 
・各専門職の役割についての理解度を増す研修（２件） 

・多職種を交えての事例検討会 ・認知症の疑いがある方への対応について 

訪問看護師 

・顔の見える関係作り（５件） ・多職種を交えての事例検討会（２件） 

・在宅での看取りについて（２件） ・各々の専門職の日頃の仕事について（２件） 

・多職種連携の方法と課題（2件） ・地域ごとの連携の方法（２件） 

・疾患別の勉強会 ・在宅で活躍する言語聴覚士との研修会 

・ITを使った連携について ・各専門職の役割についての理解度を増す研修 

・地域での連携手法について   
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施設看護師 

（病院含む） 

・多職種を交えての事例検討会（８件） ・ターミナルケア・看取りについて（６件） 

・顔の見える関係作り（３件） ・多職種連携の方法と課題（２件） 

・休日開催の研修や勉強会  

薬剤師 

・医療を受ける側の要求と、対応方法について（３件） 

・薬の管理に関する介護関係者との研修会（３件） 

・多職種を交えての事例検討会（２件）   

ケアマネジャー 

（医療系） 

・多職種を交えての事例検討会（４件） ・顔の見える関係作り（３件） 

・介護保険に移行した精神疾患患者への対応について 

ケアマネジャー 

（介護系） 

・多職種を交えての事例検討会（５件） ・ターミナルケア・看取りについて（３件） 

・地域包括ケア病棟について ・連携業務の報酬についての事例検討会 

・各専門職の役割についての理解度を増す研修（４件） 

・総合病院の Dr と開業医から見た多職種連携について 

・認知症の利用者を在宅で生活させるための研修 

管理栄養士 

・栄養士 
・地域ごとの連携の方法 

社会福祉士 
・多職種を交えての事例検討会（６件） ・顔の見える関係作り 

・本人・家族の想いを、プランへ反映させるような研修 

介護福祉士 なし   

理学療法士 
・多職種を交えての事例検討会（２件） ・ケアマネジャーの質の向上 

・各専門職の役割についての理解度を増す研修 

作業療法士 
・多職種連携の方法と課題（2件） ・顔の見える関係作り（２件） 

・各専門職の役割についての理解度を増す研修 

言語聴覚士 なし   

歯科衛生士 
・多職種を交えての事例検討会（３件） ・多職種連携の方法と課題（２件） 

・顔の見える関係作り ・各専門職の役割についての理解度を増す研修 

 

質問１５  医療と介護の連携に関して今後充実してほしい施策や、連携について日頃感じて 

いることなどがありましたらご自由にお書きください。 

   回答数 構成比 

 (1)  記述有り 230 39.5% 

  無回答 353 60.5% 

   計 583 100.0% 
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職種 今後、充実してほしい施策 

医師 

・在宅医療に関しての普及啓発（３件）   

・各種介護事業者が乱立している様に見受けられるため、整備のためのルール作り 

・病院レベルで在宅医療チームを形成して介護チームと連携してほしい 

・コミュニケーションを深めるための、飲食を伴う会合の開催 

・各医師の専門分野や治療方法についての情報提供 

歯科医師 

・市民を対象とした、各保険制度についての勉強会の開催（２件） 

・情報連携を円滑に行うためのツール（SNS・ICT）の開発・普及 

・患者本人やご家族の意向を医科・歯科で共有する環境作り 

・歯科往診に関しての普及啓発   

保健師 ・アウトリーチ事業 ・在宅医療に関しての普及啓発 

訪問看護師 

・書類や相談窓口の統一など、相談しやすい環境作り（３件） 

・急変時の医療機関のバックアップ体制（３件） 

・入院中から在宅療養に向けての医療・介護連携の仕組み作り 

・多職種での情報共有ツールの構築  

施設看護師 

（病院含む） 

・相談窓口の充実（２件） ・気軽に情報共有ができる環境作り（２件） 

・市民向けの、介護保険制度や在宅医療についての周知（２件） 

・診療報酬について ・医療情報の共有化 

・急変時の医療機関のバックアップ体制 ・医療従事者への在宅医療の周知・啓発 

・多職種間での詳細な医療・介護の情報共有（往診可能な医療機関の情報等） 

薬剤師 

・診療報酬について ・在宅時の服薬情報、薬歴、入院時の情報の共有 

・多職種での情報共有ツールの構築  

・市民向けの、介護保険制度や在宅医療についての周知 

薬剤師 ・多職種間での詳細な医療・介護の情報共有（往診可能な医療機関の情報等） 

ケアマネジャー 

（医療系） 

・在宅と介護のスムーズな連携（４件） ・多職種での情報共有ツールの構築（２件） 

・医師と分け隔てなく連携が取れる環境づくり（２件） 

・地域包括ケア体制の構築  

・在宅時の服薬情報、薬歴、入院時の情報の共有 

・書類や相談窓口の統一など、相談しやすい環境づくり 
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ケアマネジャー 

（介護系） 

・医師と分け隔てなく連携が取れる環境づくり（１３件） 

・医療情報の共有化（１２件） ・多職種での情報共有のツールの構築（７件） 

・情報連携を円滑に行うためのツール（SNS・ICT）の開発・普及（２件） 

・往診医の増員について ・急変時の医療機関のバックアップ体制 

・介護保険制度について  

・個人経営等の小規模事業所でも出来るような、ICTを活用した情報共有システムの構築 

・グループホームの利用者様個人で訪問看護が使えるようになってほしい 

・多職種間での詳細な医療・介護の情報共有（往診可能な医療機関の情報等） 

・医療情報の共有における個人情報と守秘義務のルール作り 

・書類や相談窓口の統一など、相談しやすい環境づくり 

・アウトリーチの体制（未受診者をサポートする体制） 

・「医療従事者の考える在宅支援」などの講演会 

・介護職が行える医療行為の拡大についての施策 

・切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築 

管理栄養士 

・栄養士 
なし 

社会福祉士 

・アウトリーチの支援体制（２件） ・往診医の増員について 

・訪問介護の充実 ・医師と分け隔てなく連携が取れる環境づくり 

・患者が安心して生活できるよう、病院と在宅との連携 

・情報連携を円滑に行うためのツール（SNS・ICT）の開発・普及 

・精神疾患未受診のケースで往診できる先生を派遣してくれる体制 

・多職種間での詳細な医療・介護の情報共有（往診可能な医療機関の情報等） 

介護福祉士 

・医療情報の共有化（４件） ・気軽に相談できる環境整備（３件） 

・医療と介護の連携強化（２件） ・急変時の医療機関のバックアップ体制（２件） 

・入院中から在宅療養に向けての医療・介護連携の仕組み作り（2件） 

・地域包括ケア体制の構築 ・内科医以外の他科医による施設受診 

・風通しの良い介護現場作り   

理学療法士 

・医師と分け隔てなく連携が取れる環境づくり（３件） 

・相談窓口の充実 ・医療と介護の連携強化 

・主治医からの栄養・運動に関する指示の明確化 

作業療法士 

・情報連携を円滑に行うためのツール（SNS・ICT）の開発・普及（２件） 

・入院中から在宅療養に向けての医療・介護連携の仕組み作り 

・医療と介護の連携時に報酬加算をするシステムの構築 

・医師と分け隔てなく連携が取れる環境づくり 

・医療従事者への在宅医療の周知・啓発 

言語聴覚士 ・入院中から在宅療養に向けての医療・介護連携の仕組み作り 

歯科衛生士 
・退院後の歯科衛生士による継続的な口腔ケア体制の構築（２件） 

・相談窓口の周知 ・医療情報の共有化 

 


