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在宅医療・介護連携に関するアンケート調査のお願い 

  

 日頃より本市の福祉・保健行政に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り、

厚くお礼申し上げます。 

本市では、今後の高齢者施策において「在宅医療・介護連携の推進」を特に

重要な課題と位置付け、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後まで続けることができるよう、多職種が

連携し、在宅医療支援体制の整備を進めてまいります。 

 そこで、市内の医療機関、薬局、介護サービス事業所等における医療と介護

の連携の状況及び連携における課題等をお伺いするとともに、市民への情報提

供、また、多職種間の情報共有を図るための医療機関や介護事業所等を掲載し

たリストを作成するにあたり、情報を収集するためのアンケート調査を実施す

ることといたしました。 

お忙しいところ大変恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただき、本調査にご

協力いただけますようお願い申し上げます。 

平成 28 年３月 

甲府市長  樋口 雄一 

ご記入にあたってのお願い 

アンケートに関する問い合わせ先 

甲府市 福祉部 長寿支援室 高齢者福祉課 

福祉支援センター 

電話 055-237-5484 

Ｄ：介護サービス事業所 

【所要時間】 １０分程度 

【提出期限】 平成 28 年４月 25 日（月）までにご返送ください。 

 

○回答者について 

  日常業務の中で、他機関と連携されている方がご回答ください。また、複

数人いる場合には、事業所内で協議の上、事業所の意見としてご回答くださ

い。 
 
○調査結果の一般公開・関係機関同士の情報共有について 

アンケート冒頭の太枠の中の範囲については、今後作成する在宅医療・介護

連携の事業所一覧や地図において一般公開させていただく内容となります。 

また、太枠以外については、医療・介護関係者のみ利用することを考えて

おります。情報共有について同意いただけない場合は、調査票右側の共有不

可の欄にチェックを入れてください。 
 
○アンケート内で使用する言葉の定義について 

事業所･･･医療機関、薬局、介護支援サービス事業所、行政機関等の総称とし

ます。 
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在宅医療・介護連携に関するアンケート調査票 

（介護サービス事業所） 

名称    

所在地  

電話番号 電話  FAX  

メールアドレス                 ＠ 

営業日  

休業日  

提供サービス 

（略称の説明は 

次ページ） 

介護予防 

サービス 

訪介・訪浴・訪看・訪リハ・通介・通リハ・福具貸・福具販 

短入生・短入療・特入介・認通介・小多居介・認共活 共
有
不
可 

介護 

サービス 

居介・訪介・訪浴・訪看・訪リハ・通介・通リハ・福具貸・福具販 

短入生・短入療・特入介・定期巡・認通介・小多居介・認共活 

地特入介・地介老福・看小多・介老福・介老保・介療医 

リハビリスタッフ ＰＴ 人 ＯＴ 人 ＳＴ 人 □ 

休業日・夜間の対応 １．可    ２．否 □ 

利用者の病状・摂食状況
に合わせた食事の提供 

１．可   ２．否   ３．該当なし □ 

胃ろう設置者の受け入れ １．可   ２．否   ３．該当なし □ 

認知症専用ユニット(棟) １．あり  ２．なし  ３．該当なし □ 

看取りの対応 １．可   ２．否   ３．該当なし □ 

医療行為の対応 

不可 ・ インスリン注射 ・ ストマ交換 ・ 痰の吸引 

経鼻経管栄養 ・ 褥瘡処置 ・ 酸素吸入(準備・管理) 

その他（       ） ・ 該当無し 

□ 

連
携
の
主
な
窓
口 

対応者※1 氏名  職種  □ 

連絡方法 電話 ・ FAX ・ メール ・ その他【          】 □ 

対応者の連絡先 
電話  FAX  □ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ □ 

連絡を取りやすい時間  □ 

担当者会議※2への参加 １．可    ２．否 □ 

医療・介護関係者に知っ
ておいてほしい施設の特
徴・PR など 

 
□ 

太枠内はホームページや紙ベースで一般公開する内容になります。 

太枠以外の内容については、今後、医療・介護関係者のみ利用できるようにする予定です。

医療・介護関係者に情報共有を希望しない場合には、共有不可の欄にチェック（☑）を入

れてください。 

※１ 記入されたアンケート内容の確認のため、連絡させていただく場合があります。 

※２ 退院時カンファレンスや介護事業所でのサービス担当者会議等多職種による会議を

言います。 
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提供サービス 凡例 

居介  ・・・・ 居宅介護支援 

訪介  ・・・・ 訪問介護 

訪浴  ・・・・ 訪問入浴介護 

訪看  ・・・・ 訪問看護 

訪リハ  ・・・・ 訪問リハビリテーション 

通介  ・・・・ 通所介護 

通リハ  ・・・・ 通所リハビリテーション（デイケア） 

福具貸  ・・・・ 福祉用具貸与 

福具販  ・・・・ 特定福祉用具販売 

短入生  ・・・・ 短期入所生活介護 

短入療  ・・・・ 短期入所療養介護 

特入介  ・・・・ 特定施設入居者生活介護 

定期巡  ・・・・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

認通介  ・・・・ 認知症対応型通所介護 

小多居介・・・・ 小規模多機能型居宅介護 

認共活  ・・・・ 認知症対応型共同生活介護 

地特入介・・・・ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

地介老福・・・・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

看小多  ・・・・ 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

介老福  ・・・・ 介護老人福祉施設 

介老保  ・・・・ 介護老人保健施設 

介療医  ・・・・ 介護療養型医療施設 
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【在宅医療・介護連携に関することについて伺います。】 

質問１ 現在、他の事業所との連携はできていますか？ 

１．十分できている       ２．概ねできている 

３．あまりできていない     ４．できていない 

 

質問２ 現在、よく連携している事業所は？（最大３つまで） 

 １．病院            ２．一般診療所   

３．歯科診療所         ４．薬局   

５．訪問看護ステーション    ６．居宅介護支援(ケアマネ)事業所 

７．介護老人福祉施設      ８．介護老人保健施設  

９．訪問介護事業所      １０．訪問入浴介護事業所 

 １１．通所介護事業所      １２．短期入所生活介護 

１３．地域包括支援センター   １４．行政 

 １５．リハビリ事業所      １６．その他（         ） 

 

質問３ 連携をとりやすい職種は？（最大３つまで） 

   １．医師        ２．歯科医師      ３．保健師  

 ４．看護師       ５．薬剤師       ６．歯科衛生士 

７．ケアマネジャー   ８．管理栄養士・栄養士 ９．社会福祉士 

１０．医療ソーシャルワーカー １１．介護福祉士    １２．理学療法士 

１３．作業療法士    １４．言語聴覚士    １５．その他（    ） 

 

質問４ 連携をとりやすい理由は？（最大２つまで） 

   １．職種の専門性を理解している ２．患者の症状等の共有ができる 

   ３．役割分担が明確       ４．目的が一致している 

   ５．連携の経験がある      ６．相談しやすい環境ができている 

   ７．その他（              ） 

 

質問５ 連携をとりにくい職種は？（最大３つまで） 

１．医師        ２．歯科医師      ３．保健師  

 ４．看護師       ５．薬剤師       ６．歯科衛生士 

７．ケアマネジャー   ８．管理栄養士・栄養士 ９．社会福祉士 

１０．医療ソーシャルワーカー １１．介護福祉士    １２．理学療法士 

１３．作業療法士    １４．言語聴覚士    １５．その他（    ） 

  

(共通) 
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質問６ 連携をとりにくい理由は？（最大 2 つまで） 

   １．職種の専門性の理解がない  ２．患者の症状等の共有ができない 

   ３．役割分担が明確でない    ４．目的が一致していない 

   ５．連携の経験がない      ６．相談しやすい環境でない 

   ７．その他（              ） 

 

質問７ 今後、連携したい事業所は？（最大３つまで） 

 １．病院            ２．一般診療所   

３．歯科診療所         ４．薬局   

５．訪問看護ステーション    ６．居宅介護支援(ケアマネ)事業所 

７．介護老人福祉施設      ８．介護老人保健施設  

９．訪問介護事業所      １０．訪問入浴介護事業所 

 １１．通所介護事業所      １２．短期入所生活介護 

１３．地域包括支援センター   １４．行政 

 １５．リハビリ事業所      １６．その他（         ） 

 

【地域の中の多職種とのつながりに関することについて伺います】 

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？ 

    （同職種のみのものを除きます。） 

    １．多職種とのつながりを持っている 

    ２．多職種とのつながりを持っていない 

 

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？ 

    １．主にケース会議などの会議  ２．電話やＦＡＸなど 

    ３．パソコンのメール      ４．SNS による情報交換 

    ５．その他（              ） 

  

【ケアマネジャーとの連携に関することについて伺います】 

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？ 

（ケマネジャーは回答しなくて結構です。） 

１．十分できている       ２．概ねできている 

３．あまりできていない     ４．できていない 

５．該当なし（現在の業務においてケアマネジャーとの関係性がない） 

 

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？ 

    １．ケアマネジャー       ２．訪問看護師 

    ３．訪問介護員         ４．主治医 

５．その他（         ）  

(共通) 
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【相談支援に関することについて伺います】 

質問１２-1 甲府市医師会・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？ 

【医 師 会】 

１．利用したことがある     ２．利用したことがない 
                 

【歯科医師会】 

１．利用したことがある     ２．利用したことがない 

                 

質問１２-２ （「２．利用したことがない」と答えた方のみお答えください。） 

利用したことがない理由は何ですか？ 

【医 師 会】  

 

【歯科医師会】  

 
 
質問１３ 相談室に行ってほしい業務は？（最大３つまで） 

    １．在宅療養に関する相談業務 

    ２．在宅療養に関する医療の情報収集及び提供 

    ３．空床情報の提供 

    ４．多職種連携のための研修会の実施 

    ５．住民等への普及啓発     

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 

７．点滴台、在宅酸素等在宅医療関連の物品貸し出し 

８．ICT を活用した情報連携を行うシステム 

９．その他（         ） 
 

【医療と介護の連携に関する研修について伺います】 

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。 

  ご自由にお書きください。 

 

 

【医療と介護の連携に関することについて伺います】 

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。 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

(共通) 


