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在宅医療・介護連携アンケート D(介護サービス事業所）集計結果 

〔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 26 15.2% 
 (2)  概ねできている 122 71.3% 
 (3)  あまりできていない 13 7.6% 
 (4)  できていない 4 2.3% 
  無回答 6 3.5% 
   計 171 100.0% 

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 54 12.5% 
 (2)  一般診療所 25 5.8% 
 (3)  歯科診療所 20 4.6% 
 (4)  薬局 28 6.5% 
 (5)  訪問看護ステーション 49 11.4% 
 (6)  居宅介護支援（ケアマネ）事業所 107 24.8% 
 (7)  介護老人福祉施設 5 1.2% 
 (8)  介護老人保健施設 3 0.7% 
 (9)  訪問介護事業所 22 5.1% 
 (10)  訪問入浴介護事業所 0 0.0% 
 (11)  通所介護事業所 32 7.4% 
 (12)  短期入所生活介護 6 1.4% 
 (13)  地域包括支援センター 55 12.8% 
 (14)  行政 8 1.9% 
 (15)  リハビリ事業所 11 2.6% 
 (16)  その他（記述なし） 0 0.0% 
 (17)  その他（記述有り） 2 0.5% 
  無回答 4 0.9% 
   計 431 100.0% 
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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 30 7.2% 
 (2)  歯科医師 7 1.7% 
 (3)  保健師 4 1.0% 
 (4)  看護師 78 18.8% 
 (5)  薬剤師 16 3.9% 
 (6)  歯科衛生士 2 0.5% 
 (7)  ケアマネジャー 128 30.8% 
 (8)  管理栄養士・栄養士 5 1.2% 
 (9)  社会福祉士 17 4.1% 
 (10)  医療ソーシャルワーカー 51 12.3% 
 (11)  介護福祉士 36 8.7% 
 (12)  理学療法士 23 5.5% 
 (13)  作業療法士 14 3.4% 
 (14)  言語聴覚士 0 0.0% 
 (15)  その他（記述なし） 0 0.0% 
 (16)  その他（記述有り） 1 0.2% 
  無回答 3 0.7% 
   計 415 100.0% 
     

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 65 20.9% 
 (2)  患者の症状等の共有ができる 77 24.8% 
 (3)  役割分担が明確 47 15.1% 
 (4)  目的が一致 43 13.8% 
 (5)  連携の経験がある 35 11.3% 
 (6)  相談しやすい環境がある 39 12.5% 
 (7)  その他（記述なし） 0 0.0% 
 (8)  その他（記述有り） 2 0.6% 
  無回答 3 1.0% 
   計 311 100.0% 
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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 104 31.8% 
 (2)  歯科医師 50 15.3% 
 (3)  保健師 13 4.0% 
 (4)  看護師 16 4.9% 
 (5)  薬剤師 27 8.3% 
 (6)  歯科衛生士 10 3.1% 
 (7)  ケアマネジャー 3 0.9% 
 (8)  管理栄養士・栄養士 19 5.8% 
 (9)  社会福祉士 5 1.5% 
 (10)  医療ソーシャルワーカー 12 3.7% 
 (11)  介護福祉士 0 0.0% 
 (12)  理学療法士 15 4.6% 
 (13)  作業療法士 12 3.7% 
 (14)  言語聴覚士 15 4.6% 
 (15)  その他（記述なし） 1 0.3% 
 (16)  その他（記述有り） 3 0.9% 
  無回答 22 6.7% 
   計 327 100.0% 
     

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 17 7.3% 
 (2)  患者の症状等の共有ができない 7 3.0% 
 (3)  役割分担が明確でない 6 2.6% 
 (4)  目的が不一致 12 5.1% 
 (5)  連携の経験がない 59 25.2% 
 (6)  相談しやすい環境でない 95 40.6% 
 (7)  その他（記述なし） 2 0.9% 
 (8)  その他（記述有り） 9 3.8% 
  無回答 27 11.5% 
   計 234 100.0% 
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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 90 23.0% 
 (2)  一般診療所 59 15.1% 
 (3)  歯科診療所 19 4.8% 
 (4)  薬局 22 5.6% 
 (5)  訪問看護ステーション 26 6.6% 
 (6)  居宅介護支援（ケアマネ）事業所 37 9.4% 
 (7)  介護老人福祉施設 6 1.5% 
 (8)  介護老人保健施設 8 2.0% 
 (9)  訪問介護事業所 9 2.3% 
 (10)  訪問入浴介護事業所 2 0.5% 
 (11)  通所介護事業所 4 1.0% 
 (12)  短期入所生活介護 6 1.5% 
 (13)  地域包括支援センター 36 9.2% 
 (14)  行政 25 6.4% 
 (15)  リハビリ事業所 27 6.9% 
 (16)  その他（記述なし） 0 0.0% 
 (17)  その他（記述有り） 5 1.3% 
  無回答 11 2.8% 
   計 392 100.0% 
     

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 134 78.4% 
 (2)  多職種とのつながりを持っていない 34 19.9% 
  無回答 3 1.8% 
   計 171 100.0% 
     

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 71 41.5% 
 (2)  電話やＦＡＸなど 82 48.0% 
 (3)  ＰＣメール 1 0.6% 
 (4)  ＳＮＳによる情報交換 4 2.3% 
 (5)  その他（記述なし） 0 0.0% 
 (6)  その他（記述有り） 5 2.9% 
  無回答 8 4.7% 
   計 171 100.0% 
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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 

介護サービス 

事業所 

・相談を必要とする事例がない(45件) ・相談室の存在を知らなかった(21件) 

・活用方法等がわからない(12件) ・関わりが少ないため(3件) 

・在宅施設ではないから ・気遣いをしてしまう 

・相談する選択肢に入っていない 

・医師や訪問看護師、ケアマネジャーなど、他の職種や相談先と連携がとれているため(24件) 

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 47 27.5% 
 (2)  概ねできている 92 53.8% 
 (3)  あまりできていない 4 2.3% 
 (4)  できていない 0 0.0% 
 (5)  該当なし 0 0.0% 
  無回答 28 16.4% 
   計 171 100.0% 
     

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 125 73.1% 
 (2)  訪問看護師 10 5.8% 
 (3)  訪問介護員 17 9.9% 
 (4)  主治医 7 4.1% 
 (5)  その他（記述なし） 0 0.0% 
 (6)  その他（記述有り） 4 2.3% 
  無回答 8 4.7% 
   計 171 100.0% 
     

質問１２  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 21 12.3% 
 (2)  利用したことがない 144 84.2% 
  無回答 6 3.5% 
   計 171 100.0% 

質問１２－１  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 124 86.1% 
  無回答 20 13.9% 
   計 144 100.0% 
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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 

介護サービス 

事業所 

・それぞれの分野の医療機関と普段から一緒に仕事ができているから 

・病院からの連携が取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 

質問１３  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 22 12.9% 
 (2)  利用したことがない 143 83.6% 
  無回答 6 3.5% 

   計 171 100.0% 

質問１３－１  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 122 85.3% 

  無回答 21 14.7% 

   計 143 100.0% 

     

区分 甲府市歯科医師会の在宅医療相談室を利用したことがない理由 

介護サービス 

事業所 

・相談を必要とする事例がない(67件) ・相談室の存在を知らなかった(16件) 

・活用方法等がわからない(9件) ・訪問歯科診療の対応で十分なため(6件) 

・敷居が高く感じる ・相談する選択肢に入っていない 

・医師や訪問看護師、ケアマネジャーなど、他の職種や相談先と連携がとれているため(20件) 

  

質問１４  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 76 21.7% 
 (2)  在宅療養に関する医療情報の収集及び提供 72 20.5% 
 (3)  空床情報の提供 25 7.1% 
 (4)  多職種連携のための研修会の実施 75 21.4% 
 (5)  住民等への普及啓発 41 11.7% 

 (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 
12 3.4% 

 (7)  点滴台、在宅酸素等在宅医療関連物品の貸し出し 11 3.1% 
 (8)  ＩＣＴを活用した情報連携を行うシステムの運用 17 4.8% 
 (9)  その他（記述なし） 0 0.0% 
 (10)  その他（記述有り） 1 0.3% 
  無回答 21 6.0% 
   計 351 100.0% 
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質問１５  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 69 40.4% 
  無回答 102 59.6% 
   計 171 100.0% 

     

区分 希望する研修内容 

介護サービス 

事業所 

・自由に話し合う場(3件) ・看取りについて(7件) 

・情報共有の方法(5 件) ・事例を用いた多職種の意見交換(10件) 

・職種の専門性が理解でき、役割が明確化される内容(6件) 

・顔の見える関係づくり交流会(3件) ・研修後も連携が続くようなもの(2件) 

・病院への入退院に伴う連携や情報共有システムの見直し 

・格式や形態に拘らず風通しの良い研修 ・通所介護での注意点、実践的なアドバイス 

・在宅医療相談室の使いかた ・医療機関との具体的な関わり方 

・通所系サービススタッフも参加しやすい研修会 

・在宅とユニット型施設での連携の違いについて 

・施設での医療的ケアについて ・地域で受けられる医療サービス等の紹介 

・地域リハビリテーションについて ・ケアマネジャーに対しての知識向上の研修 

・連携後に留意する内容についての研修 ・施設→救急隊員→病院の連携について 

・SNSを活用し、多職種での連携が図れるための研修 

・顔の見える関係づくり交流会の別のエリアに出てみたい 

・生活機能向上連携加算の事例検討など、具体的なケースを多職種で共有できるような研修会 

当法人のグループ内で勉強会を実施したところ、お互いを知る良いきっかけになった 

・認知症の方への地域の関わりについて ・改正など変化している項目についての研修 

・地域資源の情報と一緒に作り出していくための方法 

・施設や職種をこえて日常的に利用できるシステムの構築について 

・共有できる面、担う面の違いをはっきりさせ、共有できる部分についての意識をどのように高

めていくかなどの研修(2件) 

・それぞれの団体（看護協会や歯科医師会等）が連携についての研修を行っているが、それを 1

つの研修にしていく必要もあると思う 

・行政主導の連携研修会の継続を希望する 

職能団体や、他の機会で連携の場もあるが、行政主催での開催により、参加者の層が広がり、

有効と感じる 
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質問１６  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 70 40.9% 
  無回答 101 59.1% 
   計 171 100.0% 

区分 今後、充実してほしい施策など 

介護サービス 

事業所 

・障害者の医療の充実 ・入退院時情報提供シートの統一 

・多職種で交流できる場づくり ・連携の窓口をつくってもらいたい 

・ICT を活用した連携(2件) ・緊急、救急時の対応やその際のシステム 

・医療側からみた介護側に求める連携について ・当事者を中心に支援するための意識改革研修 

・在宅に対する住民への理解の推進 ・在宅医などの専門職の育成(2件) 

・インターネットを通じて連携する手法の発展 

・医師などの病院関係者に介護保険制度について理解してもらうための研修(3件) 

・各職種の専門性を高めることで、より連携の意義が明確になると思う 

・専門職が地域支援事業に関われるよう、環境の調整や働きかけを相互に出来ると良いと感じる 

・在宅介護を受ける利用者に関わる、全事業所統一の連絡帳をもつこと 

病院や全事業所が、統一されたネットワークを使用し、リアルタイムで情報を共有すること 

・市や県レベルで介護サービスや施設の利用状況や空床情報の管理を行い、スムーズな連携が取

れるような施策があればと思う 

・いつでも気軽に相談の出来る相談窓口の認識を、施設にも浸透させること 

・診療所の先生方が在宅医療に参加できるよう、市としての体制づくりをお願いできればと思う 

・終末期（看取り）時、自身も家族も自宅でという思いがあると思うが、間際になるとやはり病

院に頼らざるを得ないため、訪問医療・看護の充実と、いつでも入院入所出来る体制作り 

・リハビリのデイサービスを提供しているが、血圧が高い方など利用者の身体や疾患に関しての

主治医からの注意や指導などをいただきたい 

・お互いが忙しく動く中で、共通の考えに変化が起きたとき、また、患者様の急変時に対応でき

るネットワークの普及 

・医師によって看取りへの考え方が違うように感じられるため、利用者にあった医師を選択でき

るよう、この部分が理解できるような機会があるとよい 

・ケアマネジャーを通すことにより、伝言ゲームのように伝わる時には内容やニュアンスが変わ

っていることがあるため、連携をとるときに現場から直接、医師や看護師と情報共有をしたい 

・医療系の方と直接話し合える機会が少ないと感じるため、もっと率直に意見交換できる場があ

れば良いと思う 

・病院との連携が難しく、連携室は頑張ってくれているが病棟との絡みが特に難しく感じる 

・医療と介護の連携は大変なことが多く、ケアマネジャー中心になりやすいと感じる(2件) 

・病院の医師や看護師との連携が図りづらい(4件) 

・医療関係者と聞くと自分達の中で壁をつくってしまい、相談しにくさや、こんなこと聞いたら

と感じてしまう 
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区分 今後、充実してほしい施策など 

介護サービス 

事業所 

・各個人の知識の幅がちがい、話がみえないことがある 

・医療と介護でリスクに関する認識の違いを感じている 

・複数の事業所が関わるケースでは、伝達方法や手段に不足があり、連携の難しさを感じる 

・どこと連携すると何が充実するのか、この職種はどこまで何ができるのかの相互理解がまだ不

十分に思える 

・連携していく中で患者や家族と相談室との間で理解度や内容に差があることがあり、修正や再

確認が必要となることが多い気がする 

・回答者が従事している地域では、在宅生活に問題を抱えている方々が多いが、有効に使える医

療サービスや介護サービスが柔軟に浸透していない 

・法人内では研修を行い、連携は出来ているため、医療と介護での在宅支援は充実していると思

っている 

・主治医と連携をとる中でサイボウズを活用して、利用者の情報を共有し、隔週か必要に応じて

往診や訪問診療の実施が確立しており、十分な連携が取れていると思う(2件) 

・現在、当事業所では、他の職種（ケアマネジャー）との連携がスムーズに取れている 

担当者会議や電話連絡にて情報共有ができ、利用者様中心の介護が提供できている 

・医療と介護の目的は違うが、上手く連携していけたらと思う(2件) 

・認知症介護に携わるものとして、毎回入院生活に差別を感じ疲弊している 

その人の人なりを知ってもらうことで身体拘束の必要でない人もいるはずなのに、その人が生

活の場に戻ってから以前のリズムを取り戻すのに長い時間を要することが多いため、うまい連

携方法はないかと感じる 

・通所介護などは自宅から送迎し、来所されるが、送迎時の嘔吐や緊急時にどのように対応した

ら良いのかを、近場の医療と連携し、考える必要があるのではないか 

・医療度の高い利用者の関わりについて、ケアマネジャーの対応と理解、介護保険の適正利用に

ついて明確にする必要があると思う 

・退院時のカンファレンスだけではなく退院後カンファレンスや、医療、介護、家族との連携も

必要と感じる 

・ケアマネジャーからの情報では医療的な情報が少ないと感じるため、病院の連携室や医療側が

介護にわかりやすく医療生活情報を伝達する必要があると思う 

・グループホームにおける看取りの希望が増えている今、医療と介護の連携は必要度合いが増し

ているため、今後もさらに深めていく必要がある 

・医療と介護の連携はここ数年で画期的に変化してきていると感じるが、その反面、まだ連携の

取りづらい状況もあるのではとも感じる 

ケアマネジャーが出来る範囲、医療が出来る範囲を知っていく必要があるのではと思う 

・現在、看取りをしていないが、連携によって出来るのであれば、必要なことだと感じている 

そのために地域ごとに連携できる相談窓口があれば活用したいと考える 

・介護職にも医療的な役割が徐々に求められている中、医療に頼っている部分は大きいが、介護

が担っていることも医療職にはもっと理解してほしい 

まだまだ医療が上、介護が下という考えを持っている関係者が多いなと感じる場面が多々あ

り、それをフラットにしないと本当の意味での連携は難しいと思う 

在宅生活を支えるのに介護と医療の連携は不可欠なので、お互いのことをもっと知れると良い

なと感じる 


