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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 40 8.0% 
 (2)  歯科医師 41 8.2% 
 (3)  保健師 9 1.8% 
 (4)  訪問看護師 9 1.8% 
 (5)  施設看護師（病院含む） 53 10.6% 
 (6)  薬剤師 39 7.8% 
 (7)  ケアマネジャー（医療系） 24 4.8% 
 (8)  ケアマネジャー（介護系） 75 15.0% 
 (9)  管理栄養士・栄養士 10 2.0% 
 (10)  社会福祉士 20 4.0% 
 (11)  介護福祉士 63 12.6% 
 (12)  理学療法士 19 3.8% 
 (13)  作業療法士 20 4.0% 
 (14)  言語聴覚士 37 7.4% 
 (15)  歯科衛生士 7 1.4% 
 (16)  その他（記述なし） 2 0.4% 
 (17)  その他（記述有り） 6 1.2% 
  無回答 25 5.0% 
   計 499 100.0% 
     

・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 15 15.2% 
 (2)  ２人以上 61 61.6% 
  無回答 23 23.2% 
   計 99 100.0% 
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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 40 8.0% 
 (2)  概ねできている 295 59.1% 
 (3)  あまりできていない 100 20.0% 
 (4)  できていない 46 9.2% 
  無回答 18 3.6% 
   計 499 100.0% 
     

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 229 19.4% 
 (2)  一般診療所 89 7.5% 
 (3)  歯科診療所 38 3.2% 
 (4)  薬局 56 4.7% 
 (5)  訪問看護ステーション 146 12.4% 
 (6)  居宅介護支援（ケアマネ）事業所 209 17.7% 
 (7)  介護老人福祉施設 34 2.9% 
 (8)  介護老人保健施設 24 2.0% 
 (9)  訪問介護事業所 87 7.4% 
 (10)  訪問入浴介護事業所 1 0.1% 
 (11)  通所介護事業所 79 6.7% 
 (12)  短期入所生活介護 17 1.4% 
 (13)  地域包括支援センター 85 7.2% 
 (14)  行政 19 1.6% 
 (15)  リハビリ事業所 32 2.7% 
 (16)  その他（記述なし） 1 0.1% 
 (17)  その他（記述有り） 7 0.6% 
  無回答 26 2.2% 
   計 1179 100.0% 
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質問３  連携を取りやすい職種は？ (回答最大 3つまで） 

   回答数 構成比 
 (1)  医師 121 10.0% 
 (2)  歯科医師 36 3.0% 
 (3)  保健師 21 1.7% 
 (4)  看護師 238 19.7% 
 (5)  薬剤師 42 3.5% 
 (6)  歯科衛生士 26 2.2% 
 (7)  ケアマネジャー 259 21.5% 
 (8)  管理栄養士・栄養士 26 2.2% 
 (9)  社会福祉士 44 3.6% 
 (10)  医療ソーシャルワーカー 130 10.8% 
 (11)  介護福祉士 99 8.2% 
 (12)  理学療法士 85 7.0% 
 (13)  作業療法士 52 4.3% 
 (14)  言語聴覚士 11 0.9% 
 (15)  その他（記述なし） 0 0.0% 
 (16)  その他（記述有り） 8 0.7% 
  無回答 9 0.7% 
   計 1207 100.0% 
     

質問４  連携を取りやすい理由は？ （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 206 23.3% 
 (2)  患者の症状等の共有ができる 272 30.8% 
 (3)  役割分担が明確 87 9.9% 
 (4)  目的が一致 99 11.2% 
 (5)  連携の経験がある 96 10.9% 
 (6)  相談しやすい環境がある 105 11.9% 
 (7)  その他（記述なし） 1 0.1% 
 (8)  その他（記述有り） 4 0.5% 
  無回答 13 1.5% 
   計 883 100.0% 
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質問５  連携を取りにくい職種は？ (回答最大 3つまで） 

   回答数 構成比 
 (1)  医師 242 24.7% 
 (2)  歯科医師 142 14.5% 
 (3)  保健師 57 5.8% 
 (4)  看護師 48 4.9% 
 (5)  薬剤師 70 7.2% 
 (6)  歯科衛生士 47 4.8% 
 (7)  ケアマネジャー 31 3.2% 
 (8)  管理栄養士・栄養士 75 7.7% 
 (9)  社会福祉士 31 3.2% 
 (10)  医療ソーシャルワーカー 28 2.9% 
 (11)  介護福祉士 23 2.4% 
 (12)  理学療法士 33 3.4% 
 (13)  作業療法士 28 2.9% 
 (14)  言語聴覚士 56 5.7% 
 (15)  その他（記述なし） 5 0.5% 
 (16)  その他（記述有り） 13 1.3% 
  無回答 49 5.0% 
   計 978 100.0% 
     

質問６  連携を取りにくい理由は？ (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 41 6.1% 
 (2)  患者の症状等の共有ができない 40 6.0% 
 (3)  役割分担が明確でない 30 4.5% 
 (4)  目的が不一致 33 4.9% 
 (5)  連携の経験がない 191 28.4% 
 (6)  相談しやすい環境でない 249 37.1% 
 (7)  その他（記述なし） 3 0.4% 
 (8)  その他（記述有り） 32 4.8% 
  無回答 53 7.9% 
   計 672 100.0% 
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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 209 19.0% 
 (2)  一般診療所 126 11.4% 
 (3)  歯科診療所 56 5.1% 
 (4)  薬局 75 6.8% 
 (5)  訪問看護ステーション 122 11.1% 
 (6)  居宅介護支援（ケアマネ）事業所 101 9.2% 
 (7)  介護老人福祉施設 38 3.5% 
 (8)  介護老人保健施設 29 2.6% 
 (9)  訪問介護事業所 26 2.4% 
 (10)  訪問入浴介護事業所 6 0.5% 
 (11)  通所介護事業所 23 2.1% 
 (12)  短期入所生活介護 15 1.4% 
 (13)  地域包括支援センター 94 8.5% 
 (14)  行政 72 6.5% 
 (15)  リハビリ事業所 58 5.3% 
 (16)  その他（記述なし） 1 0.1% 
 (17)  その他（記述有り） 4 0.4% 
  無回答 46 4.2% 
   計 1101 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)  多職種とのつながりを持っている 305 61.1% 
 (2)  多職種とのつながりを持っていない 184 36.9% 
  無回答 10 2.0% 
   計 499 100.0% 
     

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)  主にケース会議などの会議 153 30.7% 
 (2)  電話やＦＡＸなど 254 50.9% 
 (3)  ＰＣメール 5 1.0% 
 (4)  ＳＮＳによる情報交換 26 5.2% 
 (5)  その他（記述なし） 3 0.6% 
 (6)  その他（記述有り） 17 3.4% 
  無回答 41 8.2% 
   計 499 100.0% 
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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 50 12.5% 
 (2)  概ねできている 198 49.5% 
 (3)  あまりできていない 71 17.8% 
 (4)  できていない 22 5.5% 
 (5)  該当なし 42 10.5% 
  無回答 17 4.3% 
   計 400 100.0% 

     

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 254 51.0% 
 (2)  訪問看護師 48 9.6% 
 (3)  訪問介護員 52 10.4% 
 (4)  主治医 45 9.0% 
 (5)  その他（記述なし） 11 2.2% 
 (6)  その他（記述有り） 39 7.8% 
  無回答 50 9.8% 
   計 499 100.0% 
     

質問１２  多職種連携のための情報共有ツールを利用したことがありますか？ 

   回答数 構成比 

 (1)  利用したことがある 181 36.3% 

 (2)  利用したことがない 303 60.7% 

  無回答 15 3.0% 

   計 499 100.0% 

     

質問１２－１  利用したことがある情報共有ツールをお答えください。(○はいくつでも） 

   回答数 構成比 
 (1)  しんげんネット（メディカルケアステーション） 68 30.1% 
 (2)  サイボウズライブ 52 23.0% 
 (3)  紙ベースの情報共有ツール（連絡ノートなど） 86 38.1% 
 (4)  その他（記述なし） 3 1.3% 
 (5)  その他（記述有り） 15 6.6% 
  無回答 2 0.9% 

   計 226 100.0% 
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質問１３  多職種連携のための情報共有ツールに、今後どのようなことを期待しますか？ 

   回答数 構成比 

 (1)  記述有り 136 27.3% 

  無回答 363 72.7% 

   計 499 100.0% 

     

職種 情報共有ツールに期待すること 

医師 

・しんげんネットのさらなる普及と活用(3件) ・監視システムの介入 

・ツールを用いて互いの信頼関係を醸成し、全ての人が利用者へ最善を尽くすという使命を心得る

こと 

歯科医師 
・しんげんネットの利用者の増加(2件) ・使いやすさ 

・利用者様のみでなく関係者サイドも含めて個人情報を厳守すること 

保健師 ・一方的ではなく、また、職種を問わず使えること 

訪問看護師 
・関わる人に積極的に利用してもらうこと 

・使いやすさ、プライバシーの保護、多くの事業所や医師の参加 

施設看護師 

・タイムリーな情報提供(2件) ・ICTを活用した情報共有 

・患者や家族の思いを尊重するための情報がわかること 

・関わる全ての職種が参加し、現在の情報（患者の現在の状況）を正確に共有出来ること(4件) 

・入院後早期に多職種で計画的な退院調整を実施し、院内職員や関係機関との言語コミュニケーシ

ョンを活発化させ、退院支援に関する意識向上につなげること 

薬剤師 

・使いやすさ(4件) ・インターネットによる情報共有 

・患者への訪問予定日や、電子カルテ、検査結果、現病歴、薬歴の共有 

・しんげんネットやサイボウズライブなど、既存の情報共有ツールに対する広報活動 

・薬剤師やケアマネジャーが登録していても、医師の登録がなければ使えないため、多くの医師に

使用してもらうこと 

ケアマネジャー

（医療系） 

・既存の情報共有ツールで、情報を適切に使用するためのガイドラインを整備すること 

・必要な情報をオンタイムで共有でき、情報共有の為の時間の短縮が出来るようになること(4件) 

・介護職やバックベッドとしての機能を持つ病院の医師、医療ソーシャルワーカーも連携に加わる

こと 

・既存の情報共有ツールを適切に使用するための操作説明手順を広く周知すること 

ケアマネジャー

（介護系） 

・ICT化 ・参加人数を増やすこと 

・情報が充実していること ・容易にコミュニケーションが取れること 

・多職種連携が個人や家族への情報を含むため、本人や家族も情報を共有できること 

・リアルタイムに情報が共有でき、すぐに対応できること(4件) 

・情報が更新された時の通知や掲示板的なツールとして活用すること(2件) 

・多職種連携のために専門用語を使わず、誰が読んでも分かるようにすること 

・他の文書等からのコピー＆ペースト等が可能な形式で構築すること 

・連携を行うことで本人の状況を把握し、患者や利用者本人がよりよい生活を送れること 

・情報を共有化することで多職種の意見をいただき、サービス計画書の内容を広げること(5件) 

・しんげんネットやサイボウズライブなど、既存の情報共有ツールに対する広報活動(4件) 
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職種 情報共有ツールに期待すること 

管理栄養士・

栄養士 
・電子カルテですぐに共有できること 

社会福祉士 
・情報共有のしやすさ、タイムリーに情報共有が出来ること(3件) 

・個人情報を含まずに、関係機関が他機関の進捗状況や近況などを情報交換できること 

介護福祉士 

・ICT化 

・情報の見落としのないようなツールを手軽に使用すること 

・掲示板等を作成し、パスワードを入力すれば誰でも見られるような仕組み 

理学療法士 

・簡単に素早く誰でも情報共有ができるツール ・医師間の連携が円滑となること 

・お互いの専門性を理解し、それぞれの役割を把握すること 

・誰でも簡単に素早く情報共有ができるツール 

・地域包括支援センター担当地域で主体となる各サービスや課題等の紹介が出来るもの 

作業療法士 
・療養目標に対しての経過の分かりやすさ 

・受診結果などの情報を、ネット上で確認できること(2件) 

言語聴覚士 
・新規利用しやすいこと ・施設ごとの状況（食形態）がわかること 

・ますます連携しやすい環境になること ・細かい情報を 24時間共有可能なこと(2件) 

歯科衛生士 ・該当なし 

     

質問１４ 既存の情報共有ツールをどのように活用すれば多職種連携が推進すると考えますか? 

   回答数 構成比 

 (1)  記述有り 115 23.0% 

  無回答 384 77.0% 

   計 499 100.0% 

     

職種 既存の情報共有ツールの活用方法 

医師 

・より周知して有用性を実感してもらう 

・あれもこれもあると逆に面倒であるため、統一する 

・医師が積極的に患者の部屋をつくり、多職種を招待してもらう 

・患者の状態把握に関わっている多職種の方へ、情報共有ツールに参加するよう、行政や医師会が

介入する 

・各自の視点からの気づきについて、それぞれがもっと自覚することが第一であり、何を使うかで

なく、何を伝えるかであると思う 

歯科医師 

・利用者数を増やす ・お互いの職種や職域を学ぶために活用する 

・根気よく何度も関係者にアピールをする 

・些細なことであっても自ら積極的にツールを用いて情報発信するような、多職種間の垣根を取り

払う努力が必要 

保健師 ・大変でも、時間がなくてもできるだけタイムリーに活用する 
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職種 既存の情報共有ツールの活用方法 

訪問看護師 
・意識的に取り入れていくこと 

・施設によっては活用していない所もあるため、情報共有ツールが全職種で共有できるようにする 

施設看護師 

・情報源と発信先の一本化 ・記入または入力の手間を少しでも少なくする 

・ケアプランにより目指している目標を可視化する 

・ツールの問題というよりは担当者の連携に対する意識によって変わってくると考える 

・既存の情報ツールでは退院支援や医療と介護の連携がまかないきれないので、この先の支援には

他のツールが必要だと思う 

・多職種合同カンファレンスを多く開催することで、情報共有ツールでの意見交換の重要性を認識

する 

・患者が生活する上でどんなことを望んでいるのか、何を大切にしているのか、最期をどのように

迎えたいと思っているのか、家族はどう考えているのかなどの情報を共有する 

薬剤師 

・周知を徹底する ・診療所だけでなく病院での活用を広める 

・連携の具体例を学ぶ ・ツールの活用に加え、月に 1度顔をあわせる 

・在宅診療をしていない医師にも参加してもらう 

・もっと気軽に書き込みできるようなイメージを各職種にうえつける、または質問などを投げかけ

るようなコメントをしてみる 

ケアマネジャー

（医療系） 

・事前の話し合いが十分になされること ・皆が共有したいなと考えないと難しいと思う 

・大きな病院の連携室が活用する、そうすることで入退院情報がスムーズになると思う 

・現在、デイサービスやヘルパーなどが招待されて連携をとっているケースは極めて少ないため、

主治医の理解が進み、福祉職も招待してくれるようになると良い 

・早期に情報が共有できるネットワークを拡大させること 

支援者がそのシステムを知ること、そのシステムに多く関わりが持てるよう情報を発信していく

ことだと思う 

ケアマネジャー

（介護系） 

・利用を医師から勧めてもらう ・どんなことでも書き込み、相談する 

・利用人数を増やす(2件) ・分かりやすく、活用しやすいようにする(2件) 

・病院も活用し、連携できれば良いと考える ・連携に対する意識を持ち、活用していく 

・わかりやすい具体的な表現で書き込む ・ツール活用に加え、顔の見える関係を強化する 

・医師の参加を促す ・利用者一人一人が意識をして情報を確認する 

・全事業所の全ての職員が利用できて、情報を確認出来ればと思う 

・内容に対する修正、変更、提案など積極的な意見が発せられると良い 

・写真の添付による全身状況の把握による、多職種の意識向上が推進につながると思う 

・やり取りするデータ情報を記録に使えるよう、言語や形式を共通化する 

また、動画や静止画を使うことも認められるとイメージも含めて情報交換しやすい 

管理栄養士・

栄養士 
・本日の予定や行事等を共有する ・具体的なケアプランなどをツールで相談する 

社会福祉士 

・現在活用できていない立場の事業所は、参画や活用ができない理由を確認し、対策を講じる 

・どの事業所も統一したシステムを利用し、タイムリーに情報を交換する 

・多職種連携の推進は、異なる職種の 2つ以上の機関等が同じ目的に向かい協働して取り組むこと

で、その目的が共有できなければツール活用だけで推進できる問題ではない 

ツール作り以前に、連携の必要性の周知や啓発等も進めるべきだと思う 
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職種 既存の情報共有ツールの活用方法 

介護福祉士 

・些細なことでも情報発信する(2件) ・全ての事業所で利用できるようにする 

・まずは情報共有ツールの存在や使い方を講習会等で説明し、既存の情報共有ツールの周知をする

(4件) 

・多職種や利用者家族と連携をとりやすくする ・リアルタイムで情報を受け、即現場に反映する 

・介護保険の主治医意見書、認定調査結果を共有する 

・ケアマネジャーからの発信があると利用しやすいため、ケアマネジャーを通じた頻繁な情報発信

を相互に行う 

理学療法士 
・既存の情報共有ツールの周知を徹底する 

・専門職間の情報がやりとりできるよう、より専門的な内容を共有できるようにする 

作業療法士 
・まずは情報共有ツールの認知度を上げ、さまざまな事業所や職種がつかえる環境を整える (2件) 

・各団体や市町村が持つツールを一つにまとめ、県内の医療機関のスタンダードにしていくこと 

言語聴覚士 ・既存の情報共有ツールの存在の周知 

歯科衛生士 ・該当なし 

   

質問１５ 甲府市医師会の在宅医療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 78 15.6% 

 (2)  利用したことがない 393 78.8% 

  無回答 28 5.6% 

   計 499 100.0% 

     

質問１５－１  甲府市医師会の在宅医療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 338 86.0% 

  無回答 55 14.0% 

   計 393 100.0% 

     

職種 甲府市医師会の在宅医療相談室を利用したことがない理由 

医師 

・相談を必要とする事例がない(15件) ・利用のメリットを周知されていない(2件) 

・在宅医療を行っていない 

・在宅医療を実施している先生に直接紹介している 

歯科医師 
・相談を必要とする事例がない(18件) ・相談室の存在を知らなかった(4件) 

・在宅医療を行っていない(2件) 

保健師 ・相談を必要とする事例がない(３件) ・相談室の存在を知らなかった 

訪問看護師 ・相談を必要とする事例がない(２件) ・相談室の存在を知らなかった(4件) 

施設看護師 

・相談を必要とする事例がない(９件) ・相談室の存在を知らなかった(10件) 

・活用方法等がわからない(4件) ・自院で対処できているため 

・業務が煩雑になるのではないかという懸念がある 
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職種 甲府市医師会の在宅医療相談室を利用したことがない理由 

薬剤師 
・相談を必要とする事例がない(10件) ・相談室の存在を知らなかった(５件) 

・相談室の役割がよくわからない(３件) ・在宅業務を行っていない(2件) 

ケアマネジャー

（医療系） 

・相談を必要とする事例がない(９件) ・相談室の存在を知らなかった(４件) 

・普段から連携している医療機関が複数あるため 

ケアマネジャー

（介護系） 

・相談を必要とする事例がない(22件) ・相談室の存在を知らなかった(８件) 

・主治医等相談先があるため(7件) ・活用方法等がわからない(５件) 

・気軽に相談しにくい(3件) 

・病院からの連携がとりやすい診療所等の紹介や、家族や本人の希望により決めていた 

管理栄養士・

栄養士 

・相談室の存在を知らなかった(４件) ・相談を必要とする事例がない 

・在宅医療と関わりのある業務をしていない 

・周囲の多職種との話し合いでおおむね解決するため 

社会福祉士 
・活用方法等がわからない(4件) ・相談を必要とする事例がない(2件) 

・自分自身のネットワークを活用して解決できているため 

理学療法士 
・相談室の存在を知らなかった(８件) ・相談を必要とする事例がない(５件) 

・活用方法等がわからない(５件) 

作業療法士 

・相談室の存在を知らなかった(８件) ・相談を必要とする事例がない(３件) 

・活用方法等がわからない(２件) 

・ケアマネジャーや施設の相談員、病院のケースワーカー等、相談先があるため 

言語聴覚士 
・相談室の存在を知らなかった(20件) ・相談を必要とする事例がない(４件) 

・活用方法等がわからない ・院内の相談室にて対応できている 

歯科衛生士 ・相談を必要とする事例がない(３件) 

   

質問１６  甲府市歯科医師会の在宅歯科医療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 69 13.8% 
 (2)  利用したことがない 398 79.8% 
  無回答 32 6.4% 
   計 499 100.0% 
     

質問１６－１  甲府市歯科医師会の在宅歯科医療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 343 86.2% 
  無回答 55 13.8% 
   計 398 100.0% 
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職種 甲府市歯科医師会の在宅歯科医療相談室を利用したことがない理由 

医師 
・相談を必要とする事例がない(19件) ・在宅医療を特に行っていないため 

・患者から歯科受診の希望がない ・利用のメリットを周知されていない(2件) 

歯科医師 
・相談を必要とする事例がない(13件) ・相談室の存在を知らなかった 

・在宅医療を特に行っていないため 

保健師 ・相談を必要とする事例がない(3件) ・相談室の存在を知らなかった 

訪問看護師 
・相談を必要とする事例がない(２件) ・相談室の存在を知らなかった(2件) 

・直接、歯科医師に訪問歯科を依頼できるため 

施設看護師 

・相談を必要とする事例がない(17件) ・相談室の存在を知らなかった(11件) 

・活用方法等がわからない ・利用者各自で受診対応となっている 

・直接、歯科医師に訪問歯科を依頼できるため(2件) 

薬剤師 

・相談を必要とする事例がない(13件) ・相談室の存在を知らなかった(5件) 

・活用方法等がわからない(2件) ・歯科と関わることがない(2件) 

・在宅業務を行っていない(3件) 

ケアマネジャー

（医療系） 

・相談を必要とする事例がない(６件) ・主治医等相談先がある(6件) 

・相談室の存在を知らなかった(3件) 

ケアマネジャー

（介護系） 

・相談を必要とする事例がない(20件) ・主治医等相談先がある(14件) 

・相談室の存在を知らなかった(5件) ・気軽に相談しにくい(2件) 

・活用方法等がわからない(2件) ・歯科と関わることがない 

管理栄養士・

栄養士 

・相談室の存在を知らなかった(3件) ・相談を必要とする事例がない 

・訪問歯科によりおおむね解決するため ・在宅業務を行っていない 

社会福祉士 
・相談を必要とする事例がない(3件) ・活用方法等がわからない(2件) 

・相談室の存在を知らなかった(2件) ・家族または本人に任せているため 

介護福祉士 

・相談を必要とする事例がない(14件) ・相談室の存在を知らなかった(8件) 

・訪問歯科医師等に相談している為(４件) ・活用方法等がわからない(2件) 

・連携する機会がないため(3件) ・主治医等相談先がある(2件) 

・利用者本人で自己管理ができている 

理学療法士 
・相談を必要とする事例がない(7件) ・相談室の存在を知らなかった(7件) 

・活用方法等がわからない(4件) 

作業療法士 
・相談室の存在を知らなかった(10件) ・相談を必要とする事例がない(2件) 

・活用方法等がわからない(2件) ・主治医等相談先がある(2件) 

言語聴覚士 
・相談室の存在を知らなかった(19件) ・相談を必要とする事例がない(6件) 

・活用方法等がわからない ・主治医等相談先がある 

歯科衛生士 ・相談を必要とする事例がない 
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質問１７ 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)  在宅医療に関する相談業務 256 25.2% 
 (2)  在宅療養に関する医療情報の収集及び提供 242 23.8% 
 (3)  空床情報の提供 86 8.5% 
 (4)  多職種連携のための研修会の実施 154 15.2% 
 (5)  住民等への普及啓発 113 11.1% 

 (6)  
心電計、見守りカメラ等のソリューションシステムの貸

し出し 
25 2.5% 

 (7)  点滴台、在宅酸素等在宅医療関連物品の貸し出し 25 2.5% 
 (8)  ＩＣＴを活用した情報連携を行うシステムの運用 45 4.4% 
 (9)  その他（記述なし） 4 0.4% 
 (10)  その他（記述有り） 8 0.8% 
  無回答 58 5.7% 
   計 1016 100.0% 
     

質問１８ 本市で開催している「医療・介護連携 顔の見える関係づくり交流会」（以下、交流

会）に参加したことはありますか？ 

   回答数 構成比 

 (1)  参加したことがある 206 41.3% 

 (2)  参加したことがない 270 54.1% 

  無回答 23 4.6% 

   計 499 100.0% 

     

質問１８－１ 交流会を機に連携関係を構築し、その後も連携をとっている方はいますか？ 

   回答数 構成比 

 (1)  いる 74 35.9% 

 (2)  いない 132 64.1% 

  無回答 0 0.0% 

   計 206 100.0% 

質問１８－２ その後も連携をとっている方の職種をお答えください。(○はいくつでも） 

   回答数 構成比 

 (1)  医師 27 13.2% 

 (2)  歯科医師 8 3.9% 

 (3)  保健師 10 4.9% 

 (4)  看護師 29 14.1% 

 (5)  薬剤師 21 10.2% 

 (6)  歯科衛生士 5 2.4% 
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 (7)  ケアマネジャー 44 21.5% 

 (8)  管理栄養士・栄養士 5 2.4% 

 (9)  社会福祉士 9 4.4% 

 (10)  医療ソーシャルワーカー 24 11.7% 

 (11)  介護福祉士 5 2.4% 

 (12)  理学療法士 10 4.9% 

 (13)  作業療法士 5 2.4% 

 (14)  言語聴覚士 2 1.0% 

 (15)  その他（記述なし） 0 0.0% 

 (16)  その他（記述有り） 1 0.5% 

  無回答 0 0.0% 

   計 205 100.0% 

     

質問１９ 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 121 24.2% 

  無回答 378 75.8% 

   計 499 100.0% 

     

職種 希望する研修内容 

医師 

・ざっくばらんな意見交換ができる場が望ましい 

・開業医に勤務しながら研修会等への参加は困難、違う手法で情報を得られると良い 

・今後も顔の見える関係づくり交流会等、研修の定期的な開催を希望する 

・交流会に参加する方は同一の場合が多いように思う 

特に医師の参加が少ないので、参加を促すことが必要であると思う 

・単なる事例紹介ではなく、研修会前までに解決できていない介護の困難事例を紹介して会の中で

意見を募集する 

・独居者対応（高齢化に伴い自宅内転倒骨折、他合併症の併発者増加顕著）、栄養管理（高齢化に伴

い、調理意欲低下者増加は深刻） 

・これからも相互に交流できる機会を設けてほしい 

他者との交流より個々の気づきが促され、学習・行動変容が進むことを期待する 

歯科医師 
・顔の見える関係づくり交流会の発展的な継続を希望する(2件) 

・モデルケースの事案、保険請求の仕方なども含めた研修会 

保健師 

・直接ケースに関わったものでなくても連携ができるような、相談ができるような体制づくりを行

う研修 

・顔の見える関係づくり交流会等、研修の継続的な開催 

訪問看護師 ・交流会でグループをもう少し小さい規模にしてもらった方が関係を築きやすいと思う 

施設看護師 

・在宅看護の現状と課題など ・各事業所の事業内容など 

・在宅に向けた医療職の役割の明確化 ・栄養に関連する研修会 

・専門的知識を入れながら観察の重要性を入れた研修 

・症例検討会等、多職種との意見交換の出来る研修会 
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職種 希望する研修内容 

施設看護師 

・交流会は多職種連携や意見を聞く機会となり良かった、今後も続けてほしい 

・デイサービスに所属している看護師だが、利用者様の情報が伝わってこないため、どのようにし

たら連携がスムーズにいくか検討する研修を希望する 

・小規模事業所では、スタッフ数の関係もあり、研修を受けたくとも参加出来ない事が多い 

休日等に研修日を設けて参加しやすい環境がほしい 

薬剤師 

・ケーススタディ ・互いの業務内容の確認 

・新人が参加しやすい研修 ・具体例をもとに研修を行ってほしい(２件) 

・経済的負担の少ない在宅医療推進へのアドバイス 

・グループディスカッションのような各職種の話を直接聞ける研修 

・参加したいが、薬局は 19時まで終わらないので参加できない 

もう少し遅くか休日、または時間や曜日をかえて何度か行ってほしい 

ケアマネジャー

（医療系） 

・情報の共有化 ・顔の見える関係づくり交流会 

・研修終了後も連携をとれるような構成の研修 ・情報共有ツールの活用法について 

・連携をスムーズに行えるための窓口や方法、連携をどのように行ってきているか等 

・介護関係者の中で、医療への壁を自ら作っている方がいるように感じるため、多職種間の垣根を

取り払うような研修 

・それぞれの職種の専門性を相互に理解したうえで、目的が一致し、協働が進み、意識が一層高ま

る研修を継続できればよい 

・病院側は意外と在宅の状況や制度を知らないため、病院から退院する癌ターミナルケースの退院

支援が上手くいかないことがある 

在宅側から病院側へ、連携のために必要な支援などについての研修があってもよいのではないか 

ケアマネジャー

（介護系） 

・さまざまな情報提供 ・ターミナルケアについての連携 

・医療と介護の事例検討会(2件) ・看取り支援の在り方について(3件) 

・多職種との連携ができるような研修(2件) ・顔の見える関係づくり交流会の継続(8件) 

・医師と介護職が情報を共有でき、より連携が図りやすくなる為の研修(4件) 

・医師側から介護へ望むこと、知識的な説明の場(2件) 

・慢性疾患患者の病状悪化に伴う医療施設の連携について 

・それぞれの役割について相互理解が必要なので、研修より交流会を望む 

・事実に沿いながら穏やかに語り合い、お互いを思いやることができつつ情報交換できるような場 

管理栄養士・

栄養士 
・地域で交流ができるように、研修だけでなく、情報交換ができる議題にしてほしい 

社会福祉士 

・医療職からの事例提供によるケース検討研修 ・顔のみえる関係づくり交流会の継続的な開催 

・実際に参加者と連携するためのルートが明確になると良い 

・医師や弁護士を含め、多職種との連携 

名刺や連携カード、自己紹介カードなどを作っておく 

・認知症に関する課題 

ＢＰＳＤが激しい症例や家族内のトラブルがある困難事例の症例検討 

・介護や福祉の方々とは交流会以外にも研修で会うことが多いが、開業されている医師と連携に関

する交流会、研修会は少ないので希望する 

・テーマよりも参加者の偏りがないことが重要であるため、参加者を多職種から募る工夫を望む 

行政が主体だと医師や看護師等の医療職の参加もあるが、行政主導でなければ医療職の参加は少

なく、ケアマネジャーや福祉職がメインで平等なネットワークつくりが困難な状況 
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職種 希望する研修内容 

介護福祉士 

・吸引について ・施設での看護、介護のありかた 

・また交流会の機会を作ってほしい ・連携に関するケーススタディ、Q&A 

・在宅医療を進めるにあたって、各専門職の役割の理解し、関係性を築き上げる研修会(3件) 

・医療現場（病院）での身体拘束の現状と福祉サービスでの身体拘束の現状について 

・実際に連携を図るためどのような取り組みが行われているのか、事例等も含め知りたい 

・現状だと両職種が連携に関する研修に費やせる時間を設けるのが難しいが、知識共有や悩んでい

ることなどを話したり、アドバイスがいただける研修を希望する 

・医療の相談指導を受ける窓口や、相談したい医療の科（内科、脳外科、精神科）、介護中の悩みな

ど、専門分科の医師に指導を受けたい 

・医療と介護は利用者に対しての視点が違うためずれもある 

どちらを優先にするというわけでもない為、もっと上下意識なく連携が取れるような研修 

理学療法士 

・お互いの役割を明確に理解するような内容 

・どのように連携しているのか具体例を挙げた研修会 

・交流会はとても良い研修だったと思うが、継続と回数が必要だとも思う 

作業療法士 
・症例検討会(2件) ・入退院時の迅速な連携方法 

・職種ごとの専門性を知る為にもケースカンファレンスのような話し合い形式の研修があると良い 

言語聴覚士 ・顔の見える関係づくり交流会  

歯科衛生士 

・それぞれの職種の特性や地域における役割が理解できる(3件) 

・介護に必要な基本的な知識を増やしたい ・1人の患者について各職種からの視点を知る 

・顔の見える関係づくり交流会は他の職種の考えなど、いろいろ勉強になったので、その後が続く

ような研修があればよい 

   

質問２０ 合同カンファレンスや退院前カンファレンスに参加していますか？ 

   回答数 構成比 

 (1)  参加している 201 40.3% 

 (2)  ときどき参加している 84 16.8% 

 (3)  ほとんど参加していない 55 11.0% 

 (4)  全く参加していない 115 23.0% 

  無回答 44 8.8% 

   計 499 100.0% 
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質問２０－１ 合同カンファレンスや退院前カンファレンスが、在宅に向けての情報の共有・検

討の場になっていると感じますか？ 

   回答数 構成比 

 (1)  非常に感じる 118 41.4% 

 (2)  感じる 152 53.3% 

 (3)  あまり感じない 12 4.2% 

 (4)  全く感じない 0 0.0% 

  無回答 3 1.1% 

   計 285 100.0% 

     

質問２０－２ カンファレンスに参加してみての意見・感想等をご自由にお書きください。 

   回答数 構成比 

 (1)  記述有り 185 37.1% 

  無回答 314 62.9% 

   計 499 100.0% 

     

職種 カンファレンスに参加してみての意見・感想 

医師 

・参加する時間がほしい ・開催時刻を検討していただきたい 

・在宅という視点がはっきり定まっていない印象がある 

・カンファレンス日時までに方針が決まっていることが多く、問題解決や視野拡大に寄与してい

ないと思う 

・他の職種の視点からの気づきを得られるときは貴重に感じるが、そのような気づきを話してく

れる人はなかなかいない 

歯科医師 

・多職種が一同に集まることができる時間設定が困難 

・参加することで医療・介護・病院・在宅のシームレスな連携が作りやすくなるが、スケジュー

ルあわせが難しい 

保健師 

・患者の退院後の生活を想定しながら、必要な情報を提供してほしい 

・身体状況がわかり在宅で生活するうえでの注意点が分かる、また、再度医療が必要になる場合

のつなぎ等がスムーズになる 

訪問看護師 

・在宅の問題点が具体的に共有できると思う 

・入院時に情報提供しているが活用されていないと感じる 

・他の職種の方が同じ患者に向き合って話し合い、同じ目的を持つことができるので良い 

・概ね方向性が決まっているので家族への説明、再確認の場という印象が強い 

・病状や療養生活、周囲の支援、入院目的の疾患情報だけではなく、既往の病気の状況と対応に

ついても知りたい 

施設看護師 

・情報の共有と検討は非常に重要だと思う 

・退院先の事業内容がわからないと利用者にあった事業所を紹介できない 

・多職種の方との情報共有や、以後のフォローについて大変役立つと思う(2件) 

・施設内では在宅に向けての情報は方向性がちがうため、その情報をフィードバックできない 
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職種 カンファレンスに参加してみての意見・感想 

施設看護師 

・今後の治療方針によって、施設利用の目安にもなるため、退院時のＡＤＬやＩＡＤＬ状態は参

考になる 

・入院から退院後の生活を見据えた準備が不足しており、対応が後手に回ってしまうことがある 

・入院前から入院中のことについての情報が共有でき、その人にとって一番よい状況をつくるこ

とができる 

・専門的な立場から、現状やこれからの課題を聞くことができるので、在宅へつなげる立場とし

て参考になる 

・病院入院中の経過はよくわかるが、今後の在宅生活やケアプランについてとなると一方通行に

なることが多いため、病院側に理解してほしい 

・来所する上で、合同カンファレンスや退院カンファレンスは経過を知るためのツールとして、

とても大切だし今後の関わりも必要だと考える 

・利用者さんが経済面で負担にならない方法を検討するのも必要に感じた 

例えば、ショートやデイサービスの利用者に訪問看護が必要かなど 

・情報を共有し、患者、家族の全体像を把握し、今後のかかわり方を考える良い機会だと思う 

また、病院→在宅→病院のつながりにもなると思う 

・在宅での状況が把握しにくいがケアマネジャーや訪問看護師、ヘルパーなどの情報から本人の

状況を知れてよりよい環境を考えられると思う 

・患者、家族も参加したカンファレンスであり、思いや意向、参加者の立場を考慮しながら安心

して地域で生活できるような検討の場となっている 

薬剤師 

・顔合わせや、情報共有ができて助かる 

・時間が長く、仕事に支障をきたすことがある 

・医療機関で行われていたこと、退院に際して注意が必要なことがわかり、今後の在宅の参考に

なる 

・在宅に関わるスタッフが全員集まり、目的を共有して利用者のＱＯＬ向上につなげることがで

きると思う 

・薬剤師が参加することにびっくりされることが多い 

当然参加するように意識がかわってくれると良いと思うし、薬剤師は参加したがっている 

ケアマネジャー

（医療系） 

・在宅に向けての支援につながっている 

・できるだけ各事業所に参加してもらいたい 

・顔の見える関係と、早めの対応ができている 

・病気を診ている医師と、生活を見ている在宅支援者の差がある 

・本人の参加が半々くらいなので毎回参加してほしいと思った 

・在宅に向けて、現状把握や生活上の留意事項等の確認が出来るので良いと思う 

・自分自身ではわからない部分があり、専門的な立場からの意見を伺えるという点からとても重

要なものであると思う 

・訪問看護と在宅医が参加すると、医療依存度の高い利用者は、特に在宅医療での課題が具体化

されて良いと思う 

・スムーズな在宅復帰のために、入院中の身体状況の把握・注意事項、必要なサービスを的確に

組み立てることが出来る 
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職種 カンファレンスに参加してみての意見・感想 

ケアマネジャー

（医療系） 

・リハビリテーション病院の退院カンファレンスでは在宅に向けての情報共有ができているが、

一般病院での退院カンファレンスでは情報共有は難しい 

・カンファレンスの場では、お互いに共通意識を持って良い意見交換が行えるが、そこに至るま

での壁が大きいと思う 

・たまに個人情報だからと言って利用者の住所を教えてくれない病院もあるが、病状等について

の専門的な情報が得られてとても貴重な場である 

・退院後の生活上の注意点やサービス提供にあたる注意点の確認・共有や、病状や治療経過、

ADLの変化等の確認・共有が図りやすい 

・余命の短い利用者さんの場合、家族が退院後のイメージやリスクをわかっていないケースが多

く、家族で意見が統一されていないと感じることがある 

ケアマネジャー

（介護系） 

・退院後の施設介護の参考としている 

・在宅生活を送る為の介護サービスの導入の参考になる 

・病院と在宅での温度差があるため、相互理解が必要 

・医師が参加するカンファレンスがほとんどないため、医師が参加できる場があるとより良いと

思う 

・医療と介護の情報共有ができ、在宅生活に向けて必要な支援等が明確になっている(8件) 

・退院前カンファレンスを行うことで在宅生活時に必要な物品や介護、医療が行う準備等が事前

に把握でき、その後の生活がスムーズであると感じる(2件) 

・入院中の様子やリハビリで感じた問題点、退院後の支援の課題や方向性、注意点等が分かり、

退院後の支援がしやすくなる(8件) 

・カンファレンス、インフォームドコンセント等、医師からの病状説明をご利用者本人、家族と

共有でき、本人や家族が不安なく生活できることが大切と感じた(7件) 

・それぞれの立場での意見を共有でき、利用者の自立に向けて方向性や方法を検討できる有意義

なものだと思う(7件) 

・カンファレンスに参加するスタッフの方によっては忙しそうにしていて申し訳ない気がする 

・ソーシャルワーカーによってカンファレンスの進行や入院、退院に向けた会議の持ち方や進め

方に差がある 

・在宅復帰に向けて非常に大切であると思うが、現状の確認だけになってしまっている 

・在宅介護を支えている者と、病院での治療を支えている者とで、意識の違いがまだまだ大きい

と思う 

・退院前カンファレンスは退院日間近でないと開催してもらえないことがあるが、退院後の準備

期間を見越して開催してもらえると助かる 

管理栄養士・

栄養士 

・多職種の力のみせどころだと感じる、また家庭への知識の提供は大切だと思う 

・在宅想定の入院生活をプランしていくために、学習が必要と感じる 

社会福祉士 

・生活の視点が不足していると感じる場合がある 

・カンファレンスの意味を理解する参加者が増えるといいと思う 

・カンファレンスをしっかりする事が、本人、家族の安心につながると感じる 

・退院後の受診や医療面でのフォローをカンファレンスでもう少し検討していければよかったと

思う 
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職種 カンファレンスに参加してみての意見・感想 

社会福祉士 

・退院調整にあたり、入院中の様子や病院での対応を確認でき、また、各専門職種からの意見を

聞くことができるため、自宅に帰ってからの心配事や注意点を確認することが出来ると感じた

(7件) 

・積極的に退院前カンファレンスをしてくれる病院とそうでない病院がある 

病院の都合が優先され、在宅チームは急に呼ばれることもある 

・治療の内容や状態が確認でき、退院後の在宅生活が具体的にイメージできるため、訪問看護サ

ービス導入時は特に必要と感じている 

介護福祉士 

・毎回カンファレンスに参加させてほしい 

・医療と介護ではリスクの認識が異なることが多い 

・意見を出しやすい環境づくりをしてほしい、またよく使われている専門用語を禁止してほしい 

・カンファレンス内での情報と本人に対応をしたときの情報にまれに食い違いがある 

・在宅に戻るとき、医師、看護師ではなく、理学療法士、作業療法士などの情報が現場には大切

だと感じる 

・病院から生活の場へ戻ることへの第一歩になると感じている、そのためにはとても大切な場だ

と思う 

・退院前カンファレンスで言っていなかったことが、当日のサマリーに書いてあってビックリす

ることがある 

・病院での様子はよくわかるが、病院関係者の多くはその状態からの自宅での生活が想像できて

いないように感じる 

・情報共有、意見交換を行うことによって、より適切な在宅生活を検討できるため、重要な機会

と感じている(９件) 

・退院時のカンファレンスは利用者の情報を総合的に得られ、在宅生活での注意点や緊急時の対

応等、気になることがあれば、主治医・看護師など専門職へ直接確認できるため、重要である

(8件) 

理学療法士 

・病院側の一方的なカンファレンスもまだ多い 

・在宅生活に向けての情報共有の場として、必要不可欠なものだと思う(3件) 

・極力早いタイミングで連絡をいただけると参加しやすくありがたいと感じる 

・医療の現場、介護の現場での考え方に乖離があるように感じるときがある 

・身体状況や生活状況を早めに把握でき、住宅整備等もかかわると介入のイメージがしやすいた

め、退院直前より退院の 1ヵ月前に開く方が本当は良い 

作業療法士 

・もっと在宅の視点を持った人が増えたらいいなと思う 

・とてもよく状況がわかり、自分たちが何をしたらよいのかを考えさせらせる 

・もう少し生活のイメージや各サービス提供者の役割、目標などを具体化した方が良い 

・お互いに相手がどんな情報を必要としているか不明確なまま情報交換しているため、ほしい情

報との乖離がある 

言語聴覚士 

・短い時間でどのように情報共有するかが課題 

・それぞれの意見を述べるのみで、本当に理解できたかが分からない 

・他の職種を理解することで支援の幅も広がると感じた 

・リハビリ専門職の在宅生活での課題の抽出や、課題解決に向けた提案が十分でない 
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職種 カンファレンスに参加してみての意見・感想 

言語聴覚士 

・ケアマネジャーの態度が悪く、自分で出来ることを他の職種に押し付けていた 

・事前に知りたい情報が更に具体的になっていればもっと効率よく進められると思う 

・限られた時間で患者さんの現状を説明するのは難しく、家族や施設の方が十分に理解している

か不安 

・どんな情報が必要とされているのかはっきりしないまま、自身が必要と思うことを伝えている

気がする 

・簡単な情報共有は可能であるが、実際に在宅生活をイメージした今後についてのやり取りは行

えていない印象 

歯科衛生士 ・退院直前ではなく、入院早期からカンファレンスを開き、一緒にプランを考えたい 

  

質問２１ 医療と介護の連携が、ご自身の仕事の働きがいにつながっていると感じますか？ 

   回答数 構成比 

 (1)  非常に感じる 70 14.0% 

 (2)  感じる 259 51.9% 

 (3)  あまり感じない 96 19.2% 

 (4)  全く感じない 25 5.0% 

  無回答 49 9.8% 

   計 499 100.0% 

     

質問２２ 医療と介護の連携は進んでいると感じますか？ 

   回答数 構成比 

 (1)  非常に感じる 20 4.0% 

 (2)  感じる 252 50.5% 

 (3)  あまり感じない 159 31.9% 

 (4)  全く感じない 19 3.8% 

  無回答 49 9.8% 

   計 499 100.0% 

     

質問２３ 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 129 25.9% 

  無回答 370 74.1% 

   計 499 100.0% 
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職種 今後充実してほしい施策など 

医師 

・気軽な情報交換の場が少ない印象がある 

・住民啓発を進め、住民からのニーズの拡大を原動力として連携を進めることが必要 

・それぞれの業務を他職種に伝える機会がまだ少ない 

行政が中心になってそのような場を作っていく必要がある 

・山梨県は病床が多いのと、農家の家族、核家族、共働き家族が多いため在宅医療の発展は難し

いと考える 

・家族、家庭環境等をふまえた対応が必要になるので、連携なくして在宅医療なしだと思う 

情報共有化の一層の推進が望まれる 

・ケアマネジャーの担当利用者を今より少なくしてきめ細かい見守りをしても、ケアマネジャー

の経済的インセンティブが低下しない仕組みが必要 

・連絡票を書いても統一した対応をしてもらえないことに疑問を感じる 

歯科医師 

・地域や介護施設、医療機関のシームレスな連携に対する行政の支援を期待する 

・個人個人のつながりが全体のつながりになっていくと感じる 

逆に、全体のつながりがあっても個人個人のつながりにはなかなか結びつかないように思う 

・地域ケア会議の普及に関して行政の支援が必要 

保健師 

・連携することで互いの専門性を高めあうことができるよう、医療は介護の分野の制度や職種

を、介護は医療の分野の制度や職種を、互いに学びあい、連携しあうことが必要 

・互いの得意分野、領域を理解して協力し合えると互いの負担も少なくなる 

訪問看護師 ・該当なし 

施設看護師 

・一部の医師及び地域包括支援センターでの動きのようにしか感じない 

・医療ソーシャルワーカーが在籍していない個人医院との連携が難しいように思う 

・介護者のレベルを上げられるような研修があれば施設で活かしていきたい 

・在宅での看取りを希望された場合の患者、家族、施設等の連携に努めていきたいと思う 

・どうしても医療関係者と介護関係者で上下関係が生まれやすく、連携が難しいと感じている 

・介護施設等からの転院の際の情報が、看護の立場としてわかりづらいので統一するべき 

・本人の思いや希望に出来る限り近づき、充実した日々が支援出来るようになれば良いと思う 

・在宅での生活が不可能、または現状況下で難しくなったとき、受入れ先の病院や施設が多くあ

ればと感じる 

・医療と介護の連携というとケアマネジャー中心のことが多い 

通所系サービスのスタッフも参加しやすい研修会などお願いしたい 

・急性期病院の医師と在宅医との間で、最期のときをどうしたいのか、どう考えていくことがそ

の方にとってよいのか、意見に相違があり、とまどうことがある 

・院内や施設内の連携室の整備を制度化し、連携室の機能を向上させて、連携室が中心となって

施設と地域が気軽に相談や情報共有できるようになると良い 

・法律での縛りから、入院が必要であっても病院から出されてしまい、施設では医療依存度の高

さから受け入れが難しく、在宅では看る人がいないといった状況を、安心して生活できるよう

連携できれば良いと思う 
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職種 今後充実してほしい施策など 

施設看護師 

・御家族様→ケアマネジャー→相談員と連携されるが、「報連相」の徹底がなく、十分に御利用者

様の情報がないまま、業務にあたっており、緊急時に困ることがある 

・担当によって協力度に違いがあると感じており、協力が得られない場合、患者にしわ寄せがい

くこともある 

医療と介護の連携が上手くいかない場合の相談や対応をやってもらいたい 

薬剤師 

・在宅管理が必要な患者の情報をケアマネジャーが中心となり提供してほしい 

・国の方針と現場や世論、法律に乖離がある 

患者が必要とする助けと、医療者が行う助けにもしばしば乖離がみられる 

・患者宅での薬の管理が看護師と薬剤師とで被る部分があり、役割分担が明確でない 

看護師が入っているケースでは点数はとれず、薬剤師はボランティアになることが多い 

どこまで関与していけば良いのか、望まれているのかが分かりにくく、迷うことがある 

・薬剤師のすべき内容が明確でない 

単純な残薬確認くらいしか実施していないのではないか？ 

ケアマネジャー

（医療系） 

・診療情報提供書の検討なども必要と感じる 

・介護の現場では医療との連携を欲していることを伝えてほしい 

・介護関係者にもっと医療の必要性の学習と、医療との連携をしてほしい 

・在宅医師が非常に熱心で、患者様のこと、ご家族の介護負担を理解した上で、アドバイスをい

ただけるので、医師を中心に医療・介護の連携が図れており、大変感謝している 

・入院時に在宅状況について情報共有していても、連絡がないまま退院していることがある 

入院経過や生活の注意点等を把握・共有し、適切にサービスをつなげられるよう、連携を図っ

てほしい 

・病院の連携室はよく理解しているが、医師や看護師が介護保険や在宅について勉強されていな

いと感じる 

ケアマネジャー

（介護系） 

・医師との連携が取りにくい(2件) 

・訪問看護との連携に助けられている 

・ケアマネジャーの負担が大きくなっていると感じる 

・医療と連携し、情報を共有する専用のツールを作ってもらいたい(2件) 

・介護が医療へ報告する際、相談しやすい関係ができると良い(3件) 

・開業医でも相談窓口があると相談しやすい(2件) 

・医師にも認知、精神患者のアウトリーチをしてほしい 

・必要と考えた上で受診を依頼するが、内容により受診拒否がある 

・今後もお互いにとって有益な情報共有が出来ればと思う 

・今の関係を継続しながらお互い理解していくことが大切だと思う 

・医師が介護保険制度を理解していないケースがあった 

・介護保険証更新等で、主治医意見書作成をできるだけ早目にお願いしたい 

・介護側の内容を医療側がしっかり理解し、本人の生活という部分を考えてほしい 

・入退院時のカンファレンスでの情報や、入院中の状態についての情報を共有していきたい 

・医療依存度の高い利用者が、なかなかショートステイを利用できず、介護負担の軽減が困難 

・ケアマネジャーとして、もっと積極的に主治医と連携をとっていかなくてはいけないと思って

いる 
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職種 今後充実してほしい施策など 

ケアマネジャー

（介護系） 

・元職が医療系ではないことから、医療についての知識が少なく、病院からの説明時などにあま

り専門用語が多いようだと気後れしてしまうことがある 

・業務の中で連携の必要性は強く感じており、実際に医療との連携は図りやすくなっているが、

時間的な余裕を作るのが課題 

・介護から医療、特に医師は敷居が高いイメージがあり、質問しづらい感じがしてしまう 

あと一歩踏み込めるようにしてみたいと思う 

・高齢者が通院することはＡＤＬ、経済的な負担、介護力により大変になってくるため、通院か

ら往診への切り替えがスムーズになるとよい 

・それぞれの出来ることや出来ないこと、特色や特徴などを簡単に見ることができるツールがあ

り、窓口がはっきりしていると良い 

・医療と介護の連携だけでは本人や家族を支えられないところもあり、障害者、若くして介護保

険を利用している人への専門的な支援やお金のかからない在宅支援の充実を望む 

・連携が取りやすい様に互いの制度を知ることも必要と思う 

・介護支援専門員の仕事に関する病院側の理解（家族にしかできない事を頼んでくる） 

管理栄養士・

栄養士 

・医療と介護、在宅において、誰でもどこでも安心して生活できるように支援を実施したい 

何が出来るかわからないが、力になれることがあればご協力させていただきたい 

社会福祉士 

・ケアマネジャーの質の向上が必要と感じる 

・お互いを理解するための交換研修等を市町村で企画して頂いてもいいのかなと思う 

・市立甲府病院の医師、看護師、相談員との連携は必要と感じており、今後の医療・介護連携に

も参画が必要と感じる 

・市医師会で企画する交流会があったり、市で企画するものがあったりするので、縦割りな感じ

を受ける 

今後は横との連携を強くしていただき、より良い研修会にしてもらいたい 

・医療と介護の連携を目的とした研修で名刺交換を行い、他職種ともつながるようにしているが

なかなか日々の業務における連携につながっていない 

実際の業務に合った取り組みができると良い 

・在宅での看取りや医療的ケアの必要がある利用者をどのように支えていくのか、要介護者の増

加、介護人材不足等の社会的課題にどう対応していくか、この先に不安を感じる 

・少なくとも交流会や研修会で会う方々とは連携ができるようになってきていると感じるが、出

てこない方とは依然として難しいため、多くの方々へ出席してもらえる研修会を希望する 

介護福祉士 

・介護サービスでの役割の明確化 

・連携を身近に気軽に出来る環境 

・病院からの情報の発信、医師や看護師との話し合いの場 

・医療度の高い方だと、病院側の役割ではないからと協力的でないことが多い 

・常に情報のやりとりができるよう、今後も連携をとっていきたいと思う 

・医療と介護が連携を図り、互いに情報共有するシステムができることを望む 

・申し込んでも定員オーバーで行けないことがあるので、もっと参加できる方法があればよい 

・医師が多忙なため、自分の立場のみで話をして、現場の話を聞く機会が少ない 

・良い研修があっても業務で参加できないのが残念 
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職種 今後充実してほしい施策など 

介護福祉士 

・連携することで利用者家族の安心につながると思う 

気づいたことは連絡し、よりよいサービスを目指したい 

・医師からの情報や指示が全てではないと思うので、自由に質疑応答・情報提供と意見が言える

ようにしてほしい 

・緊急時にかかりつけ病院などの受け入れが難しく困ってしまうことがあり、日々のコミュニケ

ーションが大切だと感じる 

・事業所と医療機関は、ケアマネジャーを通しての連携がほとんどである 

今後、医療機関と事業所が直接通じていれば、何か問題が起きたときや緊急時に役立てること

が出来るのではないか 

・利用者の病気等に関して確認したいことがあったが、主治医に話が伝わるまでスムーズでな

く、困ったことがあった 

サービス担当者会議を有効に使えるといい（医療職も含めた積極的な参加） 

・医療の分野はどんどん進歩しているが、介護の分野はまだ遅れている部分があり、ついていけ

ないと感じる 

これからは医療と介護が密に連携を取り、介護は人介護にしっかり携わらなければいけないと

思う 

・病院は治療目的の為、身体拘束はやむを得ない場合があり、それについて理解は出来るが、退

院日まで抑制が必要だった方が福祉施設に来ると、無理が生じる 

退院前に身体拘束しないでも良い対応策を、一緒に考えて下さるとありがたい 

理学療法士 

・医療の情報（利用者の疾患の変化等）が、十分に情報共有できていない 

・セラピスト（特にＰＴとＯＴ）の専門性の違いが、あまり理解されていないと感じるので、そ

こが認知されるようになればと思う 

作業療法士 

・甲府市は、一歩ずつ確実に進んでいると思う 

・主治医に気軽に質問ができる環境が欲しい 

・退院時のサマリーを頂けない時があるので、サマリーはいただきたい 

・介護施設に入所されている方が受診をした際に、結果等を提供してくれるシステムが欲しい 

・連携ツールの作成だけでなく、各基幹病院の医師を巻き込んだ研修会や症例検討会 

言語聴覚士 ・ある程度、他の職種に対する一定の知識を共通で持っていた方が、効率化が図れると思う 

歯科衛生士 

・連携の捉え方が個人によって異なっているように感じる 

紹介、照会したら連携の一歩ではあるが、連携先が何をどこまでできるのかなど、今後は他の

職種を理解することが更に必要と思う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


