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在宅医療・介護連携アンケート B(医療機関・訪問看護ステーション）集計結果 

〔在宅診療（訪問診療・往診）に関すること〕   

     

質問１  在宅診療を実施していますか？   

   回答数 構成比 
 (1)  実施している 47 47.5% 
 (2)  実施していない 41 41.4% 
  無回答 11 11.1% 
   計 99 100.0% 
     

質問１－１  在宅診療を始めたきっかけは何ですか？（○はいくつでも） 

   回答数 構成比 
 (1)  かかりつけ患者・家族からの要望 39 32.0% 
 (2)  医師会等からの依頼 7 5.7% 
 (3)  他の病院・診療所からの依頼 13 10.7% 
 (4)  訪問看護ステーションからの依頼 13 10.7% 
 (5)  特別養護老人ホーム・介護老人保健施設からの依頼 11 9.0% 

 (6)  
有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム（ケ

アハウス）・認知症グループホームからの依頼 
8 6.6% 

 (7)  サービス付き高齢者住宅からの依頼 8 6.6% 

 (8)  居宅介護支援事業所からの依頼 7 5.7% 

 (9)  地域包括支援センターからの依頼 5 4.1% 

 (10)  在宅医療に係る研修や講演会への参加 3 2.5% 

 (11)  その他（記述なし） 0 0.0% 

 (12)  その他（記述有り） 8 6.6% 

  無回答 0 0.0% 

   計 122 100.0% 

     

質問１－２  在宅診療を実施できている主な理由は何ですか？ 

   回答数 構成比 

 (1)  記述有り 39 83.0% 

  無回答 8 17.0% 

   計 47 100.0% 
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区分 在宅診療を実施できている主な理由 

一般診療所 

・必要としている患者がいるから(3 件) ・患者や家族からの要望があるため(2 件) 

・かかりつけ患者に限定しているから(2 件) 

・かかりつけ医としての本来の役割であるため(2 件) 

・休診日や休診時間等の条件の中で対応できる患者のみに限定しているため(2 件) 

・医師や看護師（訪問看護）、ケアマネジャーなど多職種の連携が取れているため(4 件) 

・昼休み、休診日を返上して実施しているから 

・診療と地域への医療を実施していきたいと思うため 

・在宅診療を主体に診療しているクリニックのため 

・訪問先の患者さんとご家族の笑顔があるから 

・患者と家族の理解、有能な訪問看護師、病院のあたたかなバックアップ 

・在宅診療の届出はしていないが、自分の患者や医師会からの依頼については、責任をもって行

っている 

・実施していたが現在は患者が 0 

診療時間外で時間に余裕がある昼休みを利用しているが、患者人数には制限がある 

多くて 1～2 名/週と考えている 

・訪問看護導入前提による場合、在宅酸素療法導入者の病状進行に伴う往診の実施が可能なため 

・時間的にはかなり困難で休診日を利用している 

理由は、患者さん最優先と日頃より思い、医療を行っているから 

実施するにあたり、医師・看護師はかなり苦労しながらもやりがいを感じている 

歯科診療所 

・必要としている患者がいるから(3 件) 

・休診日や休診時間等に依頼を受けることができるから(３件) 

・在宅診療希望の患者がまだ少なく、当院のスタッフで対応できるため 

・複数の歯科医師や在宅専門のスタッフがいるため 

・患者や家族の協力があるから 

・35 年前から在宅医療を行っている実績から 

・かかりつけ患者の口腔管理を最期まで行うため 

・義歯等の調整、口腔ケアに関するものであるため 

・老人ホームや病院との連携がしっかりできていて、在宅診療を行える設備がしっかり整ってい

るため 
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質問１－３  在宅診療を実施していない理由は？ (回答最大 2つまで） 

   回答数 構成比 
 (1)  スタッフが不足している 15 23.4% 
 (2)  患者・家族からの希望がない 6 9.4% 
 (3)  採算がとれそうにない 0 0.0% 
 (4)  必要性を感じない 6 9.4% 
 (5)  24時間 365日の対応が困難 14 21.9% 
 (6)  在宅診療を行う上で、他のサービスとの連携が困難 3 4.7% 
 (7)  実施するためのノウハウが不十分 12 18.8% 
 (8)  その他（記述なし） 1 1.6% 
 (9)  その他（記述有り） 5 7.8% 
  無回答 2 3.1% 
   計 64 100.0% 
     

質問１－４  今後、在宅診療を実施していただくことは可能ですか？  

   回答数 構成比 
 (1)  実施時期が概ね決まっていて実施可能 0 0.0% 
 (2)  実施時期は未定だが実施可能 13 31.7% 
 (3)  実施不可能 24 58.5% 
  無回答 4 9.8% 
   計 41 100.0% 

     

質問１－４－１  実施不可能な理由は何ですか？また、どのような環境があれば在宅診療を 

実施できますか？ 

   回答数 構成比 
 (1)  記述有り 22 91.7% 
  無回答 2 8.3% 
   計 24 100.0% 

区分 在宅診療が実施不可能な理由など 

病院 

・医師不足 

・救急病院としての役割があるため 

・病院としては現在考えていないため 

・医師が確保でき、病院の方針で訪問診療をやっていくとなれば実施可能 

一般診療所 

・外来診療があり時間的に余裕がない(２件) ・スタッフ不足 

・在宅診療を必要としない診療科のため(2 件) ・必要性を感じないため(２件) 

・高齢で体力が続かず、不可能と考えている ・通常の診察が楽になれば、体力的には可能 

・24 時間 365 日の対応が必要なく、バックアップの病院があれば実施可能 

・スタッフが不足している、24 時間 365 日の対応が困難等の理由による 



31 

 

区分 在宅診療が実施不可能な理由など 

一般診療所 

・当院は眼科であり、眼科診療で重要な視力検査などが在宅では困難で、単に目の所見を取るく

らいは出来ても、それではあまり意味がないから(２件) 

・透析施設（外来）であり、在宅診療は専門外である、また、在宅診療を行うためには、スタッ

フ教育から専門知識の習得、人材の確保等、現在の職種以外の問題が発生する 

歯科診療所 
・在宅診療に必要な治療器具が用意されていないため 

・訪問診療については当法人の他の歯科医院で対応しているため 

 

〔共通の質問項目〕   

質問２  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 9 9.1% 
 (2)  概ねできている 49 49.5% 
 (3)  あまりできていない 17 17.2% 
 (4)  できていない 16 16.2% 
  無回答 8 8.1% 
   計 99 100.0% 
     

質問３  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 49 23.0% 
 (2)  一般診療所 25 11.7% 
 (3)  歯科診療所 3 1.4% 
 (4)  薬局 16 7.5% 
 (5)  訪問看護ステーション 33 15.5% 
 (6)  居宅介護支援（ケアマネ）事業所 26 12.2% 
 (7)  介護老人福祉施設 10 4.7% 
 (8)  介護老人保健施設 6 2.8% 
 (9)  訪問介護事業所 6 2.8% 
 (10)  訪問入浴介護事業所 0 0.0% 
 (11)  通所介護事業所 2 0.9% 
 (12)  短期入所生活介護 4 1.9% 
 (13)  地域包括支援センター 13 6.1% 
 (14)  行政 1 0.5% 
 (15)  リハビリ事業所 2 0.9% 
 (16)  その他（記述なし） 2 0.9% 
 (17)  その他（記述有り） 2 0.9% 
  無回答 13 6.1% 
   計 213 100.0% 
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質問４  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 44 20.8% 
 (2)  歯科医師 10 4.7% 
 (3)  保健師 4 1.9% 
 (4)  看護師 49 23.1% 
 (5)  薬剤師 11 5.2% 
 (6)  歯科衛生士 7 3.3% 
 (7)  ケアマネジャー 54 25.5% 
 (8)  管理栄養士・栄養士 3 1.4% 
 (9)  社会福祉士 2 0.9% 
 (10)  医療ソーシャルワーカー 12 5.7% 
 (11)  介護福祉士 3 1.4% 
 (12)  理学療法士 2 0.9% 
 (13)  作業療法士 0 0.0% 
 (14)  言語聴覚士 0 0.0% 
 (15)  その他（記述なし） 1 0.5% 
 (16)  その他（記述有り） 1 0.5% 
  無回答 9 4.2% 
   計 212 100.0% 
     

質問５  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 46 27.5% 
 (2)  患者の症状等の共有ができる 54 32.3% 
 (3)  役割分担が明確 18 10.8% 
 (4)  目的が一致 12 7.2% 
 (5)  連携の経験がある 15 9.0% 
 (6)  相談しやすい環境がある 10 6.0% 
 (7)  その他（記述なし） 1 0.6% 
 (8)  その他（記述有り） 1 0.6% 
  無回答 10 6.0% 
   計 167 100.0% 
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質問６  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 17 9.4% 
 (2)  歯科医師 8 4.4% 
 (3)  保健師 5 2.8% 
 (4)  看護師 2 1.1% 
 (5)  薬剤師 11 6.1% 
 (6)  歯科衛生士 7 3.9% 
 (7)  ケアマネジャー 8 4.4% 
 (8)  管理栄養士・栄養士 17 9.4% 
 (9)  社会福祉士 10 5.6% 
 (10)  医療ソーシャルワーカー 8 4.4% 
 (11)  介護福祉士 9 5.0% 
 (12)  理学療法士 13 7.2% 
 (13)  作業療法士 14 7.8% 
 (14)  言語聴覚士 20 11.1% 
 (15)  その他（記述なし） 5 2.8% 
 (16)  その他（記述有り） 4 2.2% 
  無回答 22 12.2% 
   計 180 100.0% 
     

質問７  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 8 6.1% 
 (2)  患者の症状等の共有ができない 9 6.8% 
 (3)  役割分担が明確でない 6 4.5% 
 (4)  目的が不一致 6 4.5% 
 (5)  連携の経験がない 41 31.1% 
 (6)  相談しやすい環境でない 30 22.7% 
 (7)  その他（記述なし） 4 3.0% 
 (8)  その他（記述有り） 5 3.8% 
  無回答 23 17.4% 
   計 132 100.0% 
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質問８  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 34 17.5% 
 (2)  一般診療所 18 9.3% 
 (3)  歯科診療所 4 2.1% 
 (4)  薬局 8 4.1% 
 (5)  訪問看護ステーション 16 8.2% 
 (6)  居宅介護支援（ケアマネ）事業所 18 9.3% 
 (7)  介護老人福祉施設 14 7.2% 
 (8)  介護老人保健施設 10 5.2% 
 (9)  訪問介護事業所 7 3.6% 
 (10)  訪問入浴介護事業所 1 0.5% 
 (11)  通所介護事業所 2 1.0% 
 (12)  短期入所生活介護 2 1.0% 
 (13)  地域包括支援センター 19 9.8% 
 (14)  行政 8 4.1% 
 (15)  リハビリ事業所 7 3.6% 
 (16)  その他（記述なし） 3 1.5% 
 (17)  その他（記述有り） 3 1.5% 
  無回答 20 10.3% 
   計 194 100.0% 
     

質問９  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 52 52.5% 
 (2)  多職種とのつながりを持っていない 38 38.4% 
  無回答 9 9.1% 
   計 99 100.0% 
     

質問１０  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 8 8.1% 
 (2)  電話やＦＡＸなど 56 56.6% 
 (3)  ＰＣメール 3 3.0% 
 (4)  ＳＮＳによる情報交換 5 5.1% 
 (5)  その他（記述なし） 1 1.0% 
 (6)  その他（記述有り） 4 4.0% 
  無回答 22 22.2% 
   計 99 100.0% 
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質問１１  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 6 6.1% 
 (2)  概ねできている 44 44.4% 
 (3)  あまりできていない 18 18.2% 
 (4)  できていない 11 11.1% 
 (5)  該当なし 12 12.1% 
  無回答 8 8.1% 
   計 99 100.0% 

     

質問１２  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 42 42.4% 
 (2)  訪問看護師 20 20.2% 
 (3)  訪問介護員 3 3.0% 
 (4)  主治医 8 8.1% 
 (5)  その他（記述なし） 2 2.0% 
 (6)  その他（記述有り） 4 4.0% 
  無回答 20 20.2% 
   計 99 100.0% 

     

質問１３  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 20 20.2% 
 (2)  利用したことがない 72 72.7% 
  無回答 7 7.1% 
   計 99 100.0% 

     

質問１３－１ 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 53 73.6% 
  無回答 19 26.4% 
   計 72 100.0% 
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区分 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 

病院 
・相談を必要とする事例がない ・相談室の存在を知らなかった 

・相談室の役割がよくわからない(2 件) ・病院同士、病院と診療所の連携が多いため 

一般診療所 

・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(2 件) 

・直接在宅専門の先生に相談や紹介をしている ・在宅医療を行っていないため 

・医師会の会員でないから 

・1 度問い合わせをしたが、情報を得られなかった 

・ＳＮＳ、facebook、twitter などのツールが利用しやすいため 

・直接クリニックから相談せず、家族やケアマネジャーに任せている 

・相談室から頼まれたことはあるが、こちらから相談したことはない 

歯科診療所 
・相談を必要とする事例がない(12 件) ・相談室の存在を知らなかった(6 件) 

・相談室の役割がよくわからない 

訪問看護 

ステーション 
・相談室の存在を知らなかった(2 件) 

     

質問１４  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 16 16.2% 
 (2)  利用したことがない 70 70.7% 
  無回答 13 13.1% 
   計 99 100.0% 

     

質問１４－１ 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 50 71.4% 

  無回答 20 28.6% 

   計 70 100.0% 

     

区分 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 

病院 
・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) 

・相談室の役割がよくわからない(２件) 

一般診療所 

・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 

・特定の歯科医師に頼んでいるため(２件) ・公平性がないため 

・直接クリニックから相談せず、家族やケアマネジャーに任せている 

歯科診療所 
・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 

・自院で処理したため 

訪問看護 

ステーション 
・相談室の存在を知らなかった(2 件) 
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質問１５  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 42 22.7% 
 (2)  在宅療養に関する医療情報の収集及び提供 46 24.9% 
 (3)  空床情報の提供 15 8.1% 
 (4)  多職種連携のための研修会の実施 17 9.2% 
 (5)  住民等への普及啓発 25 13.5% 

 (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 
5 2.7% 

 (7)  点滴台、在宅酸素等在宅医療関連物品の貸し出し 6 3.2% 
 (8)  ＩＣＴを活用した情報連携を行うシステムの運用 8 4.3% 
 (9)  その他（記述なし） 0 0.0% 
 (10)  その他（記述有り） 3 1.6% 
  無回答 18 9.7% 
   計 185 100.0% 
     

質問１６  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 25 25.3% 
  無回答 74 74.7% 
   計 99 100.0% 

区分 希望する研修内容 

病院 

・介護との連携の為に医療機関がすべきこと 

・顔の見える関係づくり交流会に開業医が多く出席されること 

・互いにどのような役割があるのかを理解する顔の見える関係づくり交流会は良い試みだと思う 

・患者、家族が安心して在宅を選択することが出来るように病院や医療機関がすべきこと 

・外部講師を招いてのケアチームに関する技術研修（リーダーシップ、マネジメント、ファシリ

テーションなど） 

一般診療所 

・多職種での交流 ・今までに実施されてきた研修の継続 

・診療報酬、算定に関すること ・顔をあわせる機会をもつ 

・ネットワーク構築のために必要なこと ・情報を得やすくする方法の検討 

・在宅－病院－診療所との連携など、広い視野で連携が取れるような研修 

歯科診療所 

・摂食嚥下や認知症 

・他の職種と情報共有するために必要な基礎知識についての勉強会 

・他の職種との交流が少ないため、易しいところからはじめてほしい 

・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 

・担当患者の義歯、口腔の状態、口腔ケアの必要性等の情報交換の場 

・地域一体型のチームとして密な連携が取れるようになるにはどうすれば良いか 

訪問看護 

ステーション 
・患者の状態等報告に関するフローチャートの必要性 
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質問１７  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 19 19.2% 
  無回答 80 80.8% 
   計 99 100.0% 
     

区分 今後、充実してほしい施策など 

病院 

・地域ケアマップの作成（例えば地域の医療と介護の連携に関わるスタッフが集まり、その地域

のサービスマップを作成する） 

・各事業所が役割を果たし、スムーズな連携が出来るように理解しあうことも必要かと思う 

・地域住民が住みなれた地域で安心して暮らす為には多機関との連携や多職種ケアチームの構築

が必要と日々感じている 

今後も甲府市のリーダーシップに期待しているのでよろしくお願いしたい 

一般診療所 

・住民啓発に重点を置くべき 

・超高齢社会となり業務が増加する中、在宅医療・介護連携の情報共有に難しさがある 

・幸いなことに、現在、ケアマネジャー・訪問看護師との連携が取りやすい環境にあるので、今

後も継続し、連携をとっていければと思う 

・当診療所は、常駐する医師がおらず、すぐ相談に応じることができないので、介護や看護者で

判断ができる力を伸ばしてもらえると助かる 

・提供した内容を介護の現場で活かしてほしい 

再診時、確認すると指示通りに介護していただいている施設等があまりにも少ないことが残念 

・連携会議など開催する場所の選定がむずかしいようである 

医療機関の中でも一部が専門に特化する傾向があるため、他の医療機関はそこに任せようとす

る傾向が出てきている 

・夜間及び休日の救急の対応方法やフローチャートの作成など 

連携している施設やケアマネジャーから、家族や施設はどうしたら良いか困るという話を聞く 

当クリニックでもオンコールはあるものの、救急搬送先を探すことは出来ず、また、透析を行

っている患者様を受け入れてくれる受け皿がなかなか見つからないのが現状で困ることがある 

歯科診療所 

・医科との連携が難しい 

・医療と介護相互で実例を踏まえたプレゼンテーションを行う 

・多職種間の垣根を取り払う為、交流会の息の長い開催を主導してほしい 

・医療従事者と介護者（患者）さんとの出会いの場（きっかけ）の仕組みがよくわからない 

ある程度、自分で介護者の開拓をしなければいけないのだろうか 

訪問看護 

ステーション 
・甲府市保健師の役割がどのようなことか、ケアチームの中で果たす役割を示してほしい 

 

 


