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Ａ所属している医療機関 Ａ所属している医療機関

問１　あなたが所属されている医療機関を教えてください。（１つに○） 問１ 所属している医療機関

※　もし差し障りがないようでしたら、あなたが所属している医療機関や診療
科、事業所の名称、及びスタッフ数をお書きください。

問1 付問医療機関・事業所名、スタッフ数

問２　あなたの職種は次のどれですか。（１つに○） 問２ 職種
問３　あなたが所属されている医療機関の所在地はどこですか。（１つに○） 問３ 所属している医療機関・事業所の所在地
B在宅療養支援への取組み状況 B在宅療養支援への取組み状況

問４　あなたの、府中市民への在宅療養支援の取り組み状況についておたず
ねします。
（１）は医師、（２）は歯科医師、（３）は薬剤師、（４）は看護師、
（５）は訪問看護師、（６）は医療ソーシャルワーカーの方がお答えください。
（１）(医師の方)あなたは、平成28年9月中に在宅療養支援を行いましたか。
（①～③それぞれ１つに○）

問４（1） 医師の在宅療養支援

（２）（歯科医師の方）あなたは、平成28年9月中に在宅療養支援を行いました
か。（１つに○）

問４（2） 歯科医師の在宅療養支援

（３）（薬剤師の方）あなたは、平成28年9月中に在宅療養支援を行いました
か。（１つに○）

問４（3） 薬剤師の在宅療養支援

（４）（看護師の方）あなたの平成28年9月中の活動状況をお答えください。（①
～③それぞれ１つに○）

問４（4） 看護師の在宅療養支援

（５）（訪問看護師の方）あなたの平成28年9月中の活動状況をお答えください。
（①～③それぞれ１つに○）

問４（5） 訪問看護師の在宅療養支援

（６）（医療ソーシャルワーカーの方）あなたの平成28年9月中の活動状況をお
答えください。（①～③それぞれ１つに○）

問４（6） 医療ソーシャルワーカーの在宅療養支援

C医療・介護の連携状況 C医療・介護の連携状況
問５　あなたは、医療と介護の連携の必要性についてどのようにお考えです
か。（１つに○）

問５ 医療・介護の連携の必要性

《問５で「２」とお答えの方におたずねします》
問５-1　あなたはがそのように考える理由は何ですか。（１つに○）

問５-１ 必要ない理由

問６　あなたは、府中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６ 在宅療養者への医療・介護の連携

《問６で「３」又は「４」とお答えの方におたずねします》
問６-1　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６-１ 在宅療養者への医療・介護の連携ができていないと感じる理由

問７　あなたは、退院前（時）カンファレンスやサービス担当者会議に出席した
ことがありますか。（１つに○）

問７ 退院前（時）カンファレンス・サ-ビス担当者会議への出席経験

《問７で「１」とお答えの方におたずねします》
問７-1　退院前（時）カンファレンスやサービス担当者会議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７-１ 退院前（時）カンファレンスやサ-ビス担当者会議の頻度〈自由回答〉

資料２－５
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問８　あなたは、介護サービス事業者との間で問題やトラブルの発生を経験し
たことがありますか。（１つに○）

問８ 介護サ-ビス事業者とのトラブル

《問８で「１」とお答えの方におたずねします》
問８-1　あなたは、どのような問題やトラブルの発生を経験しましたか。具体的
にお書きください。

問８-１ トラブルの内容〈自由回答〉

問９　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９ 医療機関・職種への連絡状況

問10　あなたは、今後在宅医療に関してどのようにお考えですか。（１つに○） 問10 今後の在宅医療について
《問10で「２」とお答えの方におたずねします》
問10-1　あなたは、どのように関わりたいとお考えですか。具体的にお書きくだ
さい。

問10-1 具体的なかかわり方〈自由回答〉

問11　あなたは、医療職と介護職が連携するために、どのようなことが充実す
るとよいと思いますか。（いくつでも〇）

問11 医療職と介護職が連携するために充実するとよいこと

D医師の取組み状況 D医師の取組み状況
問12　あなたの医療機関では、地域連携の部署を設置していますか。（１つに 問12 （医師）地域連携の部署の設置
《問12で「１」とお答えの方におたずねします》
問12-1　あなたの医療機関における地域連携の部署は、どのような活動を
行っていますか。（いくつでも○）

問12-1 （医師）地域連携の部署の活動内容

問13　あなたの医療機関や診療科と、他科や他の医療機関との連携はとれて
いますか。（１つに○）

問13 （医師）他科・他の医療機関との連携

問14　あなたの医療機関では、在宅療養支援診療所（病院）の届出を行ってい
ますか。（１つに○）

問14 （医師）在宅療養支援診療所の届出

問15　現在、あなたの医療機関が行っている在宅医療はどれですか。（いくつ
でも○）

問14-1 （医師）在宅療養支援診療所の届出を行わない理由
問15 （医師）在宅医療支援ベッド確保
問15-1 （医師）在宅医療支援ベッド確保の計画

問16　あなたは、介護関係者との情報交換の機会を確保していますか。（１つ 問16 （医師）介護関係者との情報交換の機会
問17　あなたは、ケアプランの送付と受け取りの必要性についてどのようにお
考えですか。（１つに○）

問17 （医師）ケアプランの送付と受け取りの必要性

問18　あなたは、介護保険制度及び介護サービスの内容についてどの程度習
熟していますか。（１つに○）

問18 （医師）介護保険制度・介護サービスの理解

問19　あなたは、介護従事者にどのようなことを期待していますか。（いくつで 問19 （医師）介護従事者への期待
問20　あなたが担当している患者のうち、認知症の症状がある人は何割くらい
ですか。

問20 （医師）認知症患者の割合

問21　あなたが、認知症の方を治療するときに困ることは何ですか。（いくつで 問21 （医師）認知症患者を治療するときに困ること
問22　あなたは、認知症の方の治療を専門医に紹介することはありますか。
（１つに○）

問22 （医師）認知症専門医への紹介

《問22で「１．ある」と回答した方におたずねします》
問22-1　どのような目的で紹介をしますか。（いくつでも〇）

問22-1 （医師）認知症専門医への紹介の目的

問22-2　どのような機関の専門医ですか。（いくつでも〇） 問22-2 （医師）認知症専門医の種類
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問22-3　その時どのようなことが問題になりますか。（いくつでも〇） 問22-3 （医師）認知症専門医に紹介した際に問題になったこと
問23　あなたは今後、次のような認知症や認知症の介護に関する研修があれ
ば受けたいですか。（いくつでも○）

問23 （医師）受けたことがある研修
問24 （医師）認知症や認知症の介護に関する研修受講の意向

Ｅ歯科医師の取組み状況 Ｅ歯科医師の取組み状況
問24　あなたの歯科診療所では在宅療養支援歯科診療所の届け出を行って
いますか。（１つに○）

問27 （歯科医師）在宅療養支援歯科診療所届出

問25　あなたの歯科診療所では、訪問歯科診療や居宅療養管理指導を行って
いますか。（１つに○）

問25 （歯科医師）訪問歯科診療・往診の実施

《問25で「１」とお答えの方におたずねします》
問25-1　あなたの歯科診療所では、訪問時に口腔衛生指導等を実施していま
すか。（１つに○）

問25-1 （歯科医師）訪問時の口腔衛生指導の実施

問25-2　あなたの歯科診療所では、歯科衛生士による訪問歯科衛生指導及
び居宅療養管理指導を実施していますか。（１つに○）

問25-2 （歯科医師）歯科衛生士による訪問歯科衛生指導及び居宅療養管理
指導の実施

問25-3　訪問歯科診療や居宅療養管理指導の依頼先はどこですか。（いくつ
でも○）

問25-3 （歯科医師）訪問歯科診療や往診の依頼元

問25-4　訪問歯科診療や居宅療養管理指導で対応可能な治療は何ですか。
（いくつでも○）

問25-4 （歯科医師）訪問歯科診療や往診で対応可能な治療

問26　今後、依頼があった場合に訪問歯科診療や居宅療養管理指導の実施
は可能ですか。（１つに○）

問26 （歯科医師）訪問歯科診療・往診実施の可能性

問27-1 （歯科医師）在宅療養支援歯科診療所の届出を行わない理由
問27　あなたは、在宅で療養生活を送っている府中市民の方の主治医（かか
りつけ医）と連携していますか。（１つに○）

問28 （歯科医師）在宅療養者のかかりつけ医との連携

《問27で「２」又は「３」とお答えの方におたずねします》
問27-1　その理由は何ですか。（１つに○）

問28-1 （歯科医師）在宅療養者のかかりつけ医と連携していない理由

問28　あなたは、在宅で療養生活を送っている府中市民の方のケアマネ
ジャーと連携していますか。（１つに○）

問29 （歯科医師）在宅療養者のケアマネジャーとの連携

問30 （歯科医師）摂食・嚥下の指導の実施
問30-1 （歯科医師）摂食・嚥下の指導を行わない理由

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31 （歯科医師）医療と在宅ケアの間で苦労している点〈自由回答〉

問30　あなたは、介護従事者にどのようなことを期待していますか。（いくつで 問32 （歯科医師）介護従事者への期待
F薬剤師の取組み状況 F薬剤師の取組み状況
問31　あなたの薬局は、在宅患者訪問薬剤管理指導（居宅療養管理指導）の
届け出を行っていますか。（１つに○）

問33 （薬剤師）在宅患者訪問薬剤管理指導の届出

《問31で「１」とお答えの方におたずねします》
問31-1　あなたの薬局を利用されている方の中に、現在、在宅患者訪問薬剤
管理指導（居宅療養管理指導）を利用している府中市民の方はいますか。（１

問33-1 （薬剤師）在宅患者訪問薬剤管理指導（居宅療養管理指導）利用者、
人数

《問31-1で「２」とお答えの方におたずねします》
問31-2　いない理由は次のどれですか。（いくつでも○）

問33-5 （薬剤師）今後在宅患者訪問薬剤管理指導届出を行う計画がない理
由
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問31-3　あなたは、医師との連携はどのようにとっていますか。（１つに○） 問33-2 （薬剤師）医師との連携

《問31-3で「２」とお答えの方におたずねします》
問31-4　具体的にどのような手段が用いられていますか。（いくつでも○）

問33-3 （薬剤師）処方箋以外の連携の手段

問33-4 （薬剤師）今後在宅患者訪問薬剤管理指導届出を行う計画の状況
問32　あなたは、府中市内で訪問診療を行う在宅療養支援診療所の処方箋を
どのくらい取り扱っていますか。（１つに○）

問34 （薬剤師）在宅療養支援診療所の処方箋取り扱い、人数

問33　あなたは、在宅で療養生活を送っている府中市民の方のケアマネ
ジャーと連携していますか。（１つに○）

問35 （薬剤師）在宅で療養生活を送っている市民のケアマネジャーとの連携

問34　あなたは、医療と在宅の間で、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36 （薬剤師）医療と在宅ケアの間で苦労している点〈自由回答〉

問35　あなたは、介護従事者にどのようなことを期待していますか。（いくつで 問37 （薬剤師）介護従事者への期待
G看護師の取組み状況 G看護師の取組み状況
問36　あなたは日ごろ、在宅療養支援の活動をしていますか。（１つに○） 問38 （看護師）在宅療養支援の活動状況
《問36で「１．している」と回答した方におたずねします》
問36-1　どのような活動を行っていますか。（いくつでも○）

問38-１ （看護師）在宅療養支援の活動内容

問37　 あなたは、介護関係者との情報交換の機会を確保していますか。（１つ 問39 （看護師）介護関係者との情報交換の機会
問38　あなたは、介護保険制度及び介護保険サービスの内容についてどの程
度習熟していますか。（１つに○）

問40 （看護師）介護保険制度・介護保険サービスの理解

問39　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40　あなたは、介護従事者にどのようなことを期待していますか。（いくつで 問41 （看護師）介護サービス従事者への期待
H訪問看護師の取組み状況 H訪問看護師の取組み状況
問41　あなたは、在宅医療を実施している医療機関とどのような連携をとって
いますか。（ア～ウそれぞれ１つに○）

問42 （訪問看護師）在宅療養実施医療機関との連携

《問41で、１つでも「１」又は「２」とお答えの方におたずねします》
問41-1　在宅医療を実施している医療機関との連携がとれていない理由とし
て特筆すべきことがございましたら、ご自由にお書きください。

問42-1 （訪問看護師）在宅療養実施医療機関との連携が取れていない理由

問43① （訪問看護師）患者・家族側の在宅療養を阻害する要因
問43② （訪問看護師）病院側の在宅療養を阻害する要因
問43③ （訪問看護師）診療所側の在宅療養を阻害する要因
問43④ （訪問看護師）訪問看護ステーション側の在宅療養を阻害する要因
問43⑤ （訪問看護師）ケアマネジャー側の在宅療養を阻害する要因
問44 （訪問看護師）在宅医療実践のための改善

問42　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43　あなたは、介護従事者にどのようなことを期待していますか。（いくつで 問45 （訪問看護師）介護従事者への期待
I医療ソーシャルワーカーの取組み状況 I医療ソーシャルワーカーの取組み状況
問44　あなたは、どのような地域連携活動を行っていますか。（いくつでも○） 問46 （MSW）地域連携活動の内容
問45　貴医療機関における介護保険施設からの患者の受入れ状況と転帰
（サービス中止）、施設に戻ったケースの状況について、あなたが平成28年9月
中に担当した人数をご記入ください。

問47 （MSW）介護保険施設からの患者の受入れ状況と転帰、施設に戻ったケ
-スの状況
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問46　あなたは、介護保険施設とどのように連携していますか。（いくつでも○） 問48 （MSW）介護保険施設と連携

問47　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49 （MSW）医療と在宅ケアの間で苦労している点〈自由回答〉

Ｊ医療と介護の連携におけるリハビリテーションについて
問50 介護保険におけるリハビリテーションで問題だと思うこと
問51 医療・介護の連携におけるリハビリテーションで問題だと思うこと
問52 医療・介護の連携におけるリハビリテーションについての意見

Ｊ地域包括ケアシステムに向けた医療と介護の連携 K地域包括ケアシステムに向けた医療と介護の連携

問48　2025年に向けて地域包括ケアシステムの構築が求められていますが、
その中で医療・介護の連携は最重要課題であるといわれています。あなたは、
これから府中市で医療・介護の連携が進むために、どのようなことが必要だと
お考えですか。（（１）～（４）それぞれ２つまで○）
（１）連携の仕組みづくり（２つまで○）

問53（1） 連携のしくみづくりで必要なこと

（２）地域の人材育成（２つまで○） 問53（2） 地域の人材育成で必要なこと

（３）サービス・基盤整備（２つまで○） 問53（3） サービス・基盤整備で必要なこと

（４）連携の仕組みづくり（２つまで○） 問53（4） 相談支援・情報提供で必要なこと

問49 医療と介護の連携についての意見・要望〈自由回答〉 問54 医療と介護の連携についての意見・要望〈自由回答〉
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