
第7期 第6期
調査⑤ 調査11

ケアマネジャー ケアマネジャー
Ａ基本属性 Ａ基本属性

問１ 所属している事業所の法人
問１　あなたが所属している事業所の所在地はどこですか。日常生活圏域の地区
名でお答えください。（１つに○）

問２ 事務所の所在地

問２　あなたの性別をお答えください。（１つに○） 問３ 性別

問３　あなたの年齢をお答えください。（１つに○） 問４ 年齢

問４　あなたは、介護支援専門員（ケアマネジャー、以下「ケアマネジャー」）以外
にどのような保健医療福祉関係の資格をお持ちですか。（いくつでも○）

問５ 介護支援専門員以外に所有している資格

問５　あなたは、平成28年９月１日現在、ケアマネジャー業務に従事してどのくら
いの経験がありますか。転職などをしている場合は、前職なども含めた合計期間
で答えてください。（１つに○）

問６ ケアマネジャー業務の経験年数

問６　あなたは、ケアマネジャーとして転職したことがありますか。（１つに○） 問７ ケアマネジャーとしての転職の有無

問７　あなたは、現在の居宅介護支援事業所でケアマネジャーとして在籍している
期間はどのくらいですか。（１つに○）

問８ 現在の居宅介護支援事業所での在職期間

問８　あなたの事業所にはケアマネジャーが何人いますか。あなたご自身も含め
て年代別・居住地別にご記入ください。

問９ 現在の居宅介護支援事業所のケアマネジャーの人数

Ｂケアマネジャー業務の担当状況について Ｂケアマネジャー業務の担当状況について

問９　あなたの勤務形態をお答えください。（１つに○） 問10 勤務形態

《問９で「２」又は「４」と答えた方におたずねします》
問９-１　どのような業務を兼務していますか。（いくつでも○）

問10-1 兼務している業務

問11 ケアマネジャー業務に従事した時間

問10　あなたが担当している利用者数などについてご記入ください。担当している
利用者や件数がない場合には「０」と記入してください。

問12 担当している利用者数・居宅サービス計画作成・変更件数

問10-1　問10の「ア．担当利用者数」について、日常生活圏域別及び要介護度別
の人数を記入してください。担当している利用者数がない場合には「０」と記入して
ください。（日常生活圏域については問１を参照）

問12-1 担当している平均利用者数（日常生活圏別、要介護度別）

問13 介護保険施設への入所を希望している利用者の有無、人数
C担当地域のサービスの状況について C担当地域のサービスの状況について

問11　担当している地域で、事業所数もしくは定員など、量的に不足していると感
じるサービス、また、ケアプランに組み入れにくいサービスはありますか。下記の
介護保険居宅サービスから３つずつ選んで番号を記入して下さい。
（１）量的に不足しているサービス

問14(1) 量的に不足していると感じるサービス
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（２）ケアプランに組み入れにくいサービス 問14(2) ケアプランに組み入れにくいサービス

問12　担当している地域で、インフォーマル（制度化されていない）サービスを含め
て在宅生活を支えるために今後充実が必要と感じるサービスはありますか。（いく
つでも○）

問15 在宅生活を支えるために今後充実が必要と感じる介護支援

問13　担当している地域で、今後充実が必要と感じる生活支援は次のどれです
か。（いくつでも○）

問16 今後充実が必要と感じる生活支援

問14　あなたは、介護保険以外のサービスをケアプランに加えたことがあります
か。（いくつでも○）

《問14で「１」とお答えの方におたずねします》
問14-1　ケアプランに加えた高齢者保険福祉サービスはどれですか。（いくつでも
○）

《問14で「２」とお答えの方におたずねします》
問14-2　ケアプランに加えた介護保険外サービスはどのような内容のものです
か。（いくつでも○）

問15　今後一層の充実が必要と思う高齢者保健福祉サービスは次のどれです
か。（いくつでも○）

問17 今後一層の充実が必要と思う高齢者保健福祉サービス

問18 介護保険制度改正についての考えや業務への影響
Dサービス提供事業所等とのかかわり Dサービス提供事業所とのかかわり

問16　あなたが、ふだん作成しているケアプランに沿って、実際のサービス提供を
依頼できる事業者がいくつくらいありますか。自事業者も含めて、サービスごとに
事業所数をお答えください。

問19 実際のサービス提供を依頼できる事業所数

問17　サービス提供事業所に関する情報収集や連絡・調整はどのようにしていま
すか。（いくつでも○）

問18　ケアプランの作成にあたって、医療機関等からの情報収集などを行ってい
ますか。（いくつでも○）

Eサービス担当者会議について Eサービス担当者会議について

問19　サービス担当者会議の開催にあたって、「参加を呼びかけた人」「実際に参
加した人」をそれぞれお答えください。（いくつでも○）

問20 サービス担当者会議に参加を呼びかけた人と実際に参加した人

問20　サービス担当者会議の開催にあたって、困難と感じることは何ですか。（い
くつでも○）

問21 サービス担当者会議の開催にあたって困難と感じること

問21　主治医、利用者や家族等がサービス担当者会議に参加しない場合、その
理由は何だとお考えですか。（ア～カそれぞれ１つに○）

問22 かかりつけ医、利用者や家族がサービス担当者会議に参加しない理由

F地域包括支援センターの役割について F地域包括支援センターの役割について
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問22　市内の地域包括支援センターは、その役割を果たしていると思いますか。
次の各項目についてお答えください。（①～⑩それぞれ１つに○）

問23　地域包括支援センターの役割に対する評価

Gサービス利用者の在宅医療の状況について G在宅医療の支援について
問23　あなたがサービスを提供している利用者の中に、往診＊が必要と思われる
方はいますか。（１つに○）

問24 往診が必要な利用者の有無、必要な人数

問24　あなたがサービスを提供している利用者の中に、訪問診療＊が必要と思わ
れる方はいますか。（１つに○）

問25 訪問診療が必要な利用者の有無、必要な人数

《問23及び問24とも「１．いる」とお答えの方におたずねします》
問25　あなたは、医療処置を必要としている方に往診や訪問診療が十分行われ
ていると思いますか。（往診と訪問診療に分けてそれぞれ１つに○）
①往診

問26① 往診の十分さ

②訪問診療 問26② 訪問診療の十分さ

《問25で１つでも「３」又は「４」とお答えの方におたずねします》
問25-１　その理由は何ですか。具体的にお書きください。

問26　あなたがサービスを提供している利用者の中に、訪問看護や訪問歯科診
療、訪問服薬管理指導が必要と思われる方はいますか。

問27① 訪問看護が必要な利用者の有無、必要な人数

同上 問27② 訪問歯科診療が必要な利用者の有無、必要な人数
同上 問27③ 訪問服薬管理指導が必要な利用者の有無、必要な人数

問27　あなたは、専門職の立場からみて、市内で在宅療養している高齢者の急変
時に医療機関へのスムーズな移行が行われているとお考えですか。

問28 在宅療養高齢者の急変時の医療機関への移行について

問28　あなたは、専門職の立場からみて、高齢者の在宅療養を進めていく上で不
足している機能は何だとお考えですか。（あてはまるものすべてに○）

問29 高齢者の在宅医療を進めていくうえで不足している機能

問29　あなたは、医療と在宅ケアの間で、どんなことに苦労していますか。具体的
にお書きください。

問30 医療と在宅ケアの連携で苦労していること

問30　あなたは、医療関係機関（病院・診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ス
テーション、病院の地域連携室等）にどのようなことを期待しますか。具体的にお
書きください。

問31 医療関係機関に期待すること

Ｈ認知症患者のサービス利用について Ｈ認知症の介護支援について

問31　あなたが担当している利用者の中で、医師から認知症と診断されている方
は何人いらっしゃいますか。（１つに○）

問32 医師から認知症と診断されている利用者の有無、人数

問32　認知症の利用者の状況で、実際にあるのは次のどれですか。またそのう
ち、最も大変だったことはどれですか。

問33 認知症の症状で実際にあるもの

問33　あなたは、通常医療機関やかかりつけ医とどのような方法で情報を交換し
ていますか。（いくつでも○）

問34 医療機関やかかりつけ医との情報交換の方法
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問34　あなたは認知症患者の支援にあたって、かかりつけ医との連携はとれてい
ると思いますか。（１つに○）

問35 認知症の人の支援にあたってかかりつけ医との連携

問35　これから認知症患者の支援にあたり必要になると思うのは、次のどれです
か。（３つまでに○）

問36 認知症の人の支援に必要となること

I医療と介護の連携について I医療と介護の連携について
問37 医療と介護の連携の必要性について

問36　市民の在宅療養者への医療と介護は、サービス担当者会議等を通じて連
携していると思いますか。（１つに○）

問38 サービス担当者会議を通じた医療と介護の連携

《問36で「３」又は「４」とお答えの方におたずねします》
問36-1　あなたがそのように考える理由は何ですか。（３つまでに○）

問38-1 医療と介護の連携が不十分と考える理由

問37　あなたは、退院前（時）カンファレンスに出席したことがありますか。（１つに
○）

問39 退院前（時）カンファレンスへの出席の有無

《問37で「１」とお答えの方におたずねします》
問37-1　退院前（時）カンファレンスの頻度はどのような状況ですか。次の１～4の
うち、該当する一箇所に○をつけ、具体的にご記入ください。

問40 医療と介護の連携を図るうえでの情報の共有化について
問38　あなたは、医療関係機関（病院・診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ス
テーション、病院の地域連携室等）との間で問題やトラブルが発生したことがあり
ますか。（１つに○）

問41 医療関係機関との間での問題やトラブルの有無

《問38で「１」とお答えの方におたずねします》
問38-１　あなたの介護関係機関では、どのような問題やトラブルが発生しました
か。具体的にお書きください。

問41-1 医療関係機関との間で発生した問題やトラブルの内容

問39　あなたが関わるサービス利用者の情報について、次の関係機関、職種へ
の連絡状況をお答えください。（ア～スそれぞれ１つに○）

問42 利用者情報について関係機関・職種への連絡状況

問43 医療と介護の連携を図るために必要なこと
Jケアマネジャー業務全般について Jケアマネジャー業務全般について

問40　あなたは、利用者の自立支援に向けたケアプランの作成が十分にできてい
ると思いますか。（１つに○）

《問40で「３」「４」「５」とお答えの方におたずねします》
問40-1　そのように思う理由について具体的にご記入ください。

問41　ケアマネジャー業務を行う上で、課題としてお考えのことはどのようなことで
すか。（いくつでも○）

問44 ケアマネジャー業務を行ううえでの課題

問42　ケアマネジャー業務の中で、どのようなことに負担を感じていますか。（いく
つでも○）

問45 ケアマネジャー業務の中で負担なこと
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問43　ケアプランを作成する上で、わからないことや困ったことがあったとき誰に
相談しますか。（いくつでも○）

問46 ケアプランを作成するうえで困った時の相談先

問44　どのようなことを相談していますか。（いくつでも○） 問47 相談内容

問45　ご自身のケアマネジャー業務のレベルアップのために（１）現在行っている
（２）今後行いたい取り組みをそれぞれ３つ選び、ご記入ください。
（１）現在行っている

問48① ケアマネジャー業務のレベルアップのために行っていること

（２）今後行いたい 問48② ケアマネジャー業務のレベルアップのために今後行いたいこと
問49 受講したことのある研修など

問46　利用者への情報提供の際に、課題と感じていることはありますか。（いくつ
でも○）

問50 利用者への情報提供の際の課題

K府中市への意向 K府中市への意向

問47　今後保険者としての府中市に対し、ケアマネジャーとして望むことは何です
か。（３つまでに○）

問51 ケアマネジャーとして府中市に望むこと

問48　「介護保険制度」全体をよりよくするために、市が力を入れるべきことは次
のうちどれですか。（３つまでに○）

問52 介護保険制度全体をよりよくするために府中市が力を入れるべきこと

問49　最後に、介護保険制度をよりよい制度としていくためのご意見や医療と介
護の連携についてのご意見等があれば、ご自由にお書きください。

問53 介護保険に関する要望等
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