
平成31年3月完成

印刷部数：3500部



アンケート調査を実施

•期間：令和2年1月29日（水）～令和2年2月19日（水）

•対象：中部地区にある医療・介護施設1620カ所（管理者
及び医療・介護関係者）※閉鎖事業所10カ所削除

•目的：医療・介護関係者が連携マナーブックを活用する
ことで情報共有が行えているか、またスムーズな
連携が図れているかを調査する。



【1】連携マナーブックを使用していますか？

はい
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いいえ
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回答総数：234事業所 回答率：14．6％



事業所別回答内訳
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【2】連携マナーブックの良かったところは何ですか？（複数回答可）
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①連携マナーブック概要

②(入退院支援連携)共通マナー

③地域医療と住宅サービス

④介護報酬・診療報酬について

⑤入退院時参考資料

⑥救急搬送アンケート調査結果

⑦中部地区12市町村高齢者人口等概要

⑧(中部地区圏域)病院連携窓口一覧

⑨(中部地区圏域)在宅支援診療所窓口一覧

⑩(12市町村)地域包括支援ｾﾝﾀｰ一覧

⑪沖縄県介護支援専門員協会支部一覧等

⑫特になし

⑬その他



事業所別「良かったところ」選んだ理由 ※一部意見を抜粋

【居宅】・研修案内等活用しています

・医療との連携に役立った

・今まではどこに連絡するかわからなかったので、探しやすくなった

・医療・介護お互いの動きがわかる

・馴染みのない地域の情報が得られた

・往診対応病院の体制等の説明に活用しました

・受診、入院相談の際に参考にさせてもらった

・病院の選択ができる

・各職種・機関の特徴や動きの流れが図やﾌﾛｰﾁｬｰﾄでわかり易かった

【入所施設】

・多職種間の流れとﾎﾟｲﾝﾄがわかりやすく入退院の連携がｽﾑｰｽﾞに行えた

・医療機関からの速やかな受入の意識を高められた

・入居者が入院した際、退院時の調整に役立ちました。在宅支援診療所、包括の

一覧があり相談調整する時に役立ちました

・一般常識としてのﾏﾅｰの記載がある事でより意識することができる。情報提供書を

提出する部署だけではなく、対応時間帯が細かく書かれていたため



【病院】

・各専門の窓口が知ることができた

・地区以外はいつもﾈｯﾄで調べていたがﾏﾅｰﾌﾞｯｸに記載があり利用しました

・支援者各々の理解が深まり支援の質向上に繋がっていると思う。介護報酬を意

識するようになった

・相談内容で参考となる情報記載があった

・かかりつけ、地域包括支援ｾﾝﾀｰの一覧がすぐに確認できて良かった

【訪問介護】

・勉強会等にて使用（活用）できる

・病棟機能も知ることができました

【訪問看護】

・病院の連携窓口が細かく載っているので参考になりました

・連携窓口の連絡先一覧が確認しやすい内容だった



【包括】

・市外の市町村（近隣）とのやりとりも多く、どこに問い合わせれば良いか等こ

の一冊でわかる所は良い

・各医療機関の相談窓口、在宅療養支援診療所窓口一覧わかりやすくまとめられ

ており、連携とりやすいです。病院や診療所などと連絡するのはﾊｰﾄﾞﾙが高い

と感じています。医師への面談方法や優先順位があると荷が軽くなります。

・相手の立場を考えて連携できるので良い

【その他】

・知らなかった情報が整理されて載っている（薬局）

・利用者入院・受診等で活用（小規模多機能）



【3】連携マナーブックの悪かったところは何ですか？（複数回答可）
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悪かった点

【訪問看護】

・入院時情報提供書を訪問看護⇒病院へ活用させてもらいたいのですがｹｱﾏﾈ用になってい

る。看護師連携用の共通ｼｰﾄがあったら助かります。

・もっと訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝを活用してもらえる様な内容を組込でも良いのではと思った

【居宅】

・良いものが作られているのに周知不足では？と感じる

【病院】

・退院前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｼｰﾄは訪問看護や訪問診療なども入る事があり、このｼｰﾄはｹｱﾏﾈの視点だ

けになっている気がします。

【包括】

・年々変化していくデータはある一点のものを載せても…。悪いわけではないが不要。

知っている人も多いためそのﾍﾟｰｼﾞに他の情報を記載してもいいのではないか



【4】使いやすさはどうですか？

大変満足
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【居宅】・新人ｹｱﾏﾈにはすごく助かる

・Dr面談の優先順位は参考になりました。

・ﾃﾞｽｸの上に置き、必要時に使用している。電話での確認事項、依頼、相談する

ことができる

【入所施設】・家族や利用する相談者に説明がしやすかった。

・急性期病院や病棟による機能・在院日数・入院対象者などが

シンプルにまとめられており理解しやすい。

【包括】・経験年数に関わらず使用しやすいと思います。

【歯科】・システムを全体的に把握できる

【訪問看護】・利用者様からの質問等で他のｻｰﾋﾞｽを聞かれる事も多いので、この本を利

用して紹介・説明ができる。

【病院】・直接ｹｰｽに関わらないｽﾀｯﾌでも情報が得られた事

良かった点（大変満足・満足・普通）



【包括】

・使いこなしていく中で少し改良の案が出てくるのでは？

【居宅】

・内容は良いが使いたい時にどこに置いたか？と思う事がある。持ち運び用な

のか判断が難しい。小さいと持ち運びが可能として使うのか常に周知の問題

なのか？

・具体的病院情報が欲しい

不満だった点



【1】にて「いいえ」と答えた方 連携マナーブックを使用したこ
とがない理由を教えて下さい
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その他 具体的な理由
【病院】

・直接、施設や病院の担当者へ連絡をして情報を得ている

・使用する機会がない

・一度回覧したがそれで終わった。

・連携先によって連携手法が異なるため、「統一ルール」まで持っていくには相当な努力が

必要。

・今のところ必要性を感じたことはありません。

【薬局】

・使う事例がなかった為

【デイサービス】

・使用する機会がない

・現場でどう使っていいか分からない

【入所施設】

・病院やクリニックとの直接のやり取りがなく家族対応やｹｱﾏﾈと直接やりとりしているため

・未だなじみがなく手に取ることがほぼない



【居宅・包括】

・一度は目を通したが継続の活用が出来ていない。

・参考にするところがなかった

・資料としては活用させて頂いていますが、各医療機関ごとに対応が異なるため共

通ﾏﾅｰとしては活用できません。

・他の情報（ﾈｯﾄ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ）で調整している。

・事業所内で普段見える位置に保管していないので目を通す機会がなく活用できて

いない。

・見るのを忘れる事が多い。

・必要性を感じられない



連携マナーブックについてのご意見・ご感想

【居宅】

・中部だけではなく、県内統一して出してもらいたい。

・ 県のｹｱﾏﾈ協会が推奨する「沖縄県版アセス」の医療連携シートとすり合わせてみては

どうでしょうか。

・内容はとてもよく、会議でもいい内容が議論されているがその内容が周知されていな

い為に不十分なところがとてももったいないと思います。

・研修等では役立つと思いますが実務では実用性に欠けると思います。

【入所施設】

・部署が多く「ﾏﾅｰﾌﾞｯｸ」を拝見する機会がありませんでした。

・このアンケートをきっかけにﾏﾅｰﾌﾞｯｸについて活用してみたいと思います。



【デイサービス】

・使うのであれば、実際の活用方法などが知りたい。

・病院の窓口一覧もありそれぞれの動きもわかりやすく書かれていて見やすいです。

【病院】

・新入職員への連携について教える際、ﾏﾅｰﾌﾞｯｸを活用して伝える事ができた。

・訪問看護や訪問診療の流れについてあればいいなと思いました。

【薬局】

・在宅医療の学習資材として活用しようと思います。簡潔にまとまっているので使いやす
いと思います。

【包括】

・事務所に1冊なので手に取って活用するスタッフが少ない。

・「ｽﾑｰｽﾞな連携」の為には関係者の理解が必要でﾌﾛｰﾁｬｰﾄ等を利用しながら基本的な流れ
を示しているのは良かった。



アンケート結果①

・連携マナーブックを使用していると回答した事業所は41％、使用して

いないと回答した事業所は59％だった。

・中部地区圏域の医療機関、在宅療養支援診療所、地域包括支援セン

ターの窓口一覧や、多職種間の連携の動きやポイントの部分などを活

用しているとの声があった。（普段の業務や新人研修 等）

・悪かったところの内訳は「特になし」がほとんどだが、ケアマネ

ジャー目線に偏っているとの声があった。

・連携マナーブックの使いやすさに関して「大変満足」「満足」と回答

した事業所は、約70.9％だった。



アンケート結果②

・連携マナーブックを使用していない理由として、「見たことがない
（知らない）」と回答した事業所が約43％あった。

・「その他」の意見として、使用する機会がない、一度目にしたが継

続的に活用できていない、などがあった。

●“多職種の連携“を主軸に連携マナーブックを作成、配布し、目にし
た事業所からの評価は良かった。しかし、配布数が1事業所あたり2冊
と少なかったことと、配布後の周知不足により、見たことがないとい
う声が多い結果となった。



まとめ

①在宅医療介護連携推進事業についての活動内容も含めてホーム

ページを充実させて当事業のことを周知していく

②多職種研修会以外に事業所向けの研修会を計画

③沖縄県が次年度「基本心得」を出すため沖縄県全体で統一できる

情報共有シートは統一に向けて動いた方が利用する側にとって中部

圏域外との連携がスムーズにいくのではと考えている

④今回のアンケートからは連携マナーブックを必要と感じている専

門職はいることが分かった。使う頻度はその人の経験や職種によっ

て差異はでてくる。「必要な時、使いたい時に連携マナーブック」

を意識植え付けられる取り組みをする


