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令和3年度第6回多職種多機関連携研修会

「同職種と考える医療介護連携」

～外来通院において～

日時：令和4年3月29日（火）19：00～20：00【web配信】



筑紫地区の
在宅医療介護連携

の取り組み紹介
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筑紫地区

在宅医療

筑紫地区5市

福岡県

筑紫保健福祉

環境事務所

在宅医療・介護連携推進支援業務

在宅医療提供体制充実強化事業
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在宅医療介護連携支援センター

筑紫医師会



日常生活

入院
（病院・有床診）

日常生活の継続
（自宅・居住系施設）

日常の中での
看取り

介護保険施設

施設での看取り

参考資料：平成30年度福岡県在宅医療・介護連携従事者支援研修会三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 岩名 礼介 氏「地域包括ケアシステムの中の在宅医療・介護連携」

医療介護連携の支援場面の紹介

時
間
の
流
れ

入退院支援

日常の療養支援

急変時の対応

看取り支援
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各支援場面のツールの紹介
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対象：筑紫地区の医療機関に入院する筑紫地区の要支援・要介護認定者（すべての入院）

日 常

入院時

入院中 退院時

担当ケアマネジャー

準備
① 契約(更新)時に自分の名刺等と医療保険証、介護保険証、お薬手帳 を セットにする説明をして了承を得る*
②モニタリングの時に、セットと提示について声掛けをする

利用者・家族

入院窓口（Ns・MSW・事務等）

③-2 入院報告 介護保険サービス事業所等

① 経過や状態等の情報提供、退院後のサービス等についての相談対応や助言
② 各種制度や施設情報等の情報提供 ③スケジュールの共有

連携室(Ns,MSW)

情 報 交 換

転院後の連携については、本人・家族、 ケアマネと話し
合って決め入院中の医療機関が転院先へ伝える

①退院時情報提供 ※医療・介護共有シート
※退院前カンファレンスの開催

転院時

② 退院報告
介護保険サービス事業所等

転院先医療機関

受付、Ns.,SW等

患者・家族

保険証セットを提示する

③ 入院窓口を確認して 入院時情報交換 ※医療・介護共有シート

※医療・介護共有シート等関連資料は筑紫医師会ホームページよりダウンロードできます

筑紫地区 入退院時の情報共有の仕組み 医療・介護関係者用

*居宅介護支援の提供開始にあたり利用者に対して入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先の医療機関に提供するよう依頼することは義務付けられています

*ご家族や事業所からCMへ入院連絡が入った場合は早く連携を開始するためケアマネから入院窓口へ連絡を入れる

① ケアマネの名刺等(保険証セット)を確認する
② 担当ケアマネに入院したことを知らせる

在宅医療・介護連携支援センター

①

準備

②

③-2

① ② ③ ① ②

③

退院後

ケアマネジャーはモニタリング結果等を医療機関へ状況報告する

医師 病棟Ns.

令和3年4月より連携場面に『退院後』を追加しています
それぞれの場面の具体的な進め方はＰ6以降に掲載しています

入退院支援
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入退院支援
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入退院支援
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入退院・日常の療養支援
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訪問診療・往診可能 診療所一覧（筑紫医師会）

訪問診療・往診可能 病院一覧（筑紫医師会）

筑紫地域 病院情報一覧（筑紫医師会）

訪問歯科診療・車椅子対応可能 医療機関一覧（筑紫歯科医師会）

在宅訪問可能 薬局一覧（筑紫薬剤師会）

訪問看護ステーション看護ケア情報（筑紫）

筑紫地区 居宅介護支援事業所リスト

筑紫地区 訪問介護事業所リスト

筑紫地区 通所サービス事業所リスト
（通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション）

筑紫地区(看護)小規模多機能型居宅介護事業所リスト

筑紫地区 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)事業所リスト

令和4年度
ガイドブック
掲載予定



日常の療養支援
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外来通院における医療介護連携
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日常生活

入院
（病院・有床診）

日常生活の継続
（自宅・居住系施設）

日常の中での
看取り

介護保険施設

施設での看取り

参考資料：平成30年度福岡県在宅医療・介護連携従事者支援研修会三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 岩名 礼介 氏「地域包括ケアシステムの中の在宅医療・介護連携」

医療介護連携支援場面

時
間
の
流
れ

入退院支援

日常の療養支援

急変時の対応

看取り支援
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日常の療養支援の対象者

通院や通所をしてい
る患者

医療や介護の訪問サービス
を利用している患者

15



16

少子高齢化対策として登場した

地域包括ケアシステム

予防

医療

住まい 生活支援

介護

その前に・・・



地域包括ケアシステムが目指すこと

高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の
最期まで続けることができる

住み慣れた地域＝なじみの人間関係があるところ

自分らしい暮らし＝マイペースに生活できる気楽さ

「そこに住まい続ける」ことを支援
出典：令和3年度福岡県在宅医療・介護連携従事者支援事業「第1回在宅医療・介護連携従事者支援事業研修会」より

支援者に求められること

☞

☞



日常生活の継続
（自宅・居住系施設）

参考資料：平成30年度福岡県在宅医療・介護連携従事者支援研修会三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 岩名 礼介 氏「地域包括ケアシステムの中の在宅医療・介護連携」

日常の療養支援

病気になったから・・・

ケガをしたから・・・

食べられなくなったから・・・

居所変更 多職種連携

患者（利用者）が望む場所での生活の継続

♢日常の予防
♢重度化の回避

18

通院が無理だから・・・
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ケアマネジャー



・主治医意見書を書く
・訪問看護指示書を書く
・訪問リハビリテーション
指示書を書く

・居宅療養管理指導を行う
・介護サービス事業者
・自治体などへの情報提供
書を書く

・介護支援専門員と密接な
関係を持つ

・サービス担当者会議に参
加する

・介護認定審査会に出席す
る

・介護保険関連事業を運営
する

情報伝達・指示 多職種連携

かかりつけ医の求められる機能

出典：東京都医師会かかりつけ医機能ハンドブック200920



職種ごとの意見交換
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日常生活の継続
（自宅・居住系施設）

参考資料：平成30年度福岡県在宅医療・介護連携従事者支援研修会三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 岩名 礼介 氏「地域包括ケアシステムの中の在宅医療・介護連携」

日常の療養支援

皆様からいただいたご意見や疑問点を足
掛かりに、今後の「日常の療養支援」の
仕組み作りに取り組みます‼

たくさんのご発言を、お願いいたします！
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意見交換のテーマ

①ケアマネジャーから患者（利用者）のどんな情報がほしいか？

②ケアマネジャーにどんなことを知っておいてほしいか？

2 ケアマネジャーや介護保険のここが分からない！

1 日常の予防、重度化の回避を念頭に
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意見交換1の意見内容
日常の予防、重度化の回避を念頭に
①ケアマネジャーから患者（利用者）のどんな情報を提供してほしいか？

【医師】・本人や家族が医師の前では取り繕うので、CMから本当の姿を教えてほしい。
・確実なキーパーソンが誰であるか？
・家族背景

【歯科医師】
・訪問に至った経緯やキーパーソンについて
・通院途中で突然来られなくなる方がいるので入院連絡欲がほしい。
・ケアマネさんが歯科のない病院に入れることを知らないため口腔ケアが途絶えてしまう。入院中もケアが行えるような連絡が
欲しい。
【薬剤師】
・服薬情報（嚥下力と内服状況、服用歴、アレルギー、管理方法
・入退院情報
・ＡＤＬの情報
・性格、今までの生活状況、背景、経済状況（金銭管理）
・家屋状況
・家族について（家族構成、キーパーソンの状況、連絡方法、家族との関係性）
・利用しているサービス、デイサービスなどのスケジュール
・訪問するに際して注意する点
・お気持ち
・他科受診したこと
・ケアマネが持っている医療情報
・本人の状態がいつもと違うとき
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意見交換1の意見内容
日常の予防、重度化の回避を念頭に
②ケアマネジャーにどんなことを知っておいてほしいか？
【医科医師】
・普段の様子を探り、知っておいてほしい。
・CMからターミナルにどう対応したらいいのか、相談をうける。スピーディーに福祉用具など用意出来るように現場を知ってほしい。
・「分からないことは聞いてほしい。」と医師が考えていることを知ってほしい。
・在宅の時は初回の時と月2回の報告書を出すときがコミュニケーションをとるタイミングである。ケアプランに反映させるために居宅
療養管理指導報告書のどの項目が欲しい情報なのか教えてほしい。
【歯科医師】
・介護認定審査会に出ると、病名によって口腔ケアが必要と思えるケースがある。そのような人のケアマネさんが口腔ケアの必要性を感
じて欲しい。
・歯科の主治医を知っておいて欲しい。
【薬剤師】
・ケアマネが薬剤師に何を知っておいてほしいか、何を求められているのかを逆に知りたい。
・副作用や薬の飲み方（しかし、細かいことを言っていいのかわからない。）
・ケアマネの連絡先を探すのが難しいということ。
・リハビリなどの内容。
・コンプライアンス。
・治療への意欲
・入退院情報
・服用状況（家族のかかわり方）
・医師とやり取りできないケースがある。ケアマネが医療情報の媒介をしてほしい。
・家族背景、他科受診、退院情報
・薬局に関する情報
・診療から薬を渡すまでの流れ（外来であれば次の日に薬を渡す。）
・薬カレンダーやケースは薬局で準備をしており色々選べること。
・薬の配達可能な時間帯があること。（午前中は忙しいため配達できない等）
・急な対応が必要そうなとき。
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意見交換2の意見内容
ケアマネジャーや介護保険のここが分からない！
【医科医師】
・下記のようなことがあり、「ケアマネがよく分からない・・・。」という感じになり距離が出来てしまう。
⇒主治医を飛び越えて、ケアマネが、「どこそこを受診しろ。」と言うのはおかしいのではないか？知らないうちに受診している。
⇒ケアマネが医療を分かっていない部分があり、患者や訪看からの情報を聴き取り違いしてしまい（解釈違い？）誤解を招き困ったことがあった。
「それは違うでしょ？」と訂正をするようなこともある。
⇒欲しい情報の提供が無かったり、タイムラグもあり困る。
【歯科医師】
・施設によって情報提供の方法などに違いがあって情報のやり取りが難しい。どのようにしたらよいか？
・入院で義歯を外す、義歯がないから食形態を落とすということがある。ケアマネさんから退院後の状況などの情報が欲しいが、主治医に直接問い
合わせたほうがよいのか？
・通院中の方でご病気を持っていて、もうすぐ介護が必要と思われる方がおられるが、どのように連絡とればいいのか？（ケアマネさんと連絡が取
れるような仕組み→例えば、保険証やお薬手帳にケアマネの名前が書いてあるというような、パッと見てわかると良い。）
【薬剤師】
・家族から言われたが、要介護度が上がっていくと自己負担が上がっていくので、要介護度を上げて欲しくないと言われたがなぜか？
・担当者会議で何を話しているか？
・介護保険は月４回が限界なのか。（処方は２週間で、毎週訪問をしている。）
・包括に連絡をした結果、「大丈夫でした。」と言われた。確かに訪問時は大丈夫だったかもしれないが、問題点の捉え方に違いがあるのではない
か。
・サービス提供票の見方や介護度、支援度における点数の計算方法
・ケアマネジャーがどのような人か分からない
・他科受診事例。近くのクリニックだったので直接行って聞いて次回からうちにFAXするようにお願いしたがでしゃばりすぎたか。本来はケアマネ
の仕事かもしれないが、どこまで踏み込んでいいのか距離感がわかりにくい。
・介護保険は難しくてガイドラインを見ているが、分からないことが分からない。
・ケアマネへの連絡のタイミングをどうしていいのか。
・どのような情報がほしいのか？
・薬局を決めるのは誰か知りたい。
・介護保険をどこまで理解すべきか。

・担当者会議に参加しても、いつも同じことをしているようで必要性が分からない。



地域包括支援センターの紹介
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令和3年度第6回多職種多機関連携研修会

地域包括支援センターの紹介

令和4年3月29日



厚生労働省HPより



厚生労働省HPより



筑紫地区地域包括支援センター
筑紫野市 担当課：高齢者支援課高齢者福祉担当(923-1111)

地域包括支援センターちくしの荘
筑紫野市大字原田462

926-2871
原田 城山 筑紫 若江 隈 西小田 馬市 下見一 美咲 岡田
筑紫駅前通 光が丘 美しが丘北 美しが丘南 山家１区から９区

地域包括支援センター天拝の園
筑紫野市大字立明寺618-1

918-5788
東新町 紫ヶ丘 曙町 宮田町 松ヶ浦 紫 天神 俗明院 平等寺
朝倉街道団地 山口 萩原 古賀 立明寺 むさしヶ丘 針摺

地域包括支援センターむさし
筑紫野市湯町2-9-2

925-2775
天拝坂 都府楼団地 杉塚 塔原 六反 本町 入舟 京町 中央 栄町
昭和 次田 大坪 大門 鳥居 旭町 東町 湯町 武蔵 上古賀

地域包括支援センターアシスト桜台
筑紫野市大字常松456-2

923-8803
石崎 若葉団地 中原団地 針摺東 柚須原 香園 本道寺 大石 原
西吉木 東吉木 宮の森 ゴルフ場団地 みかさ台 上阿志岐東
上阿志岐西 中阿志岐 下阿志岐 天山 牛島 諸田 常松 永岡 桜台

春日市 担当課：高齢課支援担当(558-1205)

春日市北地域包括支援センター
春日市桜ｹ丘4-23福岡徳洲会病院前

589-6227 須玖北 須玖南 弥生 小倉 昇町 岡本 桜ヶ丘 日の出町 ｻﾝ･ﾋﾞｵ

春日市南地域包括支援センター
春日市塚原台3-129かすがの郷内

595-8188
紅葉ヶ丘 松ヶ丘 惣利 塚原台 大土居 天神山 上白水 下白水北
下白水南 白水池 白水ヶ丘 泉

春日市東地域包括支援センター
春日市宝町1-12-7

404-0310
宝町 千歳町 若葉台東 光町 若葉台西 ちくし台 大谷 小倉東
大和町 春日原 春日原南 春日公園 春日 平田台

令和4年4月1日時点



大野城市 担当課：すこやか長寿課地域包括支援センター担当(501-2306)

大野城市基幹型地域包括支援センター
大野城市曙町2-2-1市役所内

501-2306 大野城市全域

大野城市南地区地域包括支援センター
大野城市つつじｹ丘3-1-31

589-2632 牛頸 若草 平野台 月の浦 南ヶ丘１区 南ヶ丘２区 つつじヶ丘

大野城市中央地区地域包括支援センター
大野城市上大利1-3-9

595-6802 上大利 下大利 東大利 下大利団地 白木原 瓦田

大野城市東地区地域包括支援センター
大野城市中2-3-1

504-5858 釜蓋 井の口 中 乙金 乙金台 乙金東 大池

大野城市北地区地域包括支援センター

大野城市仲畑3-10-21
501-3838 上筒井 下筒井 山田 雑餉隈町 栄町 仲島 畑詰

太宰府市 担当課：高齢者支援課包括支援センター係(929-3211)

太宰府市地域包括支援センター
太宰府市五条3-1-1いきいき情報ｾﾝﾀｰ1F

929-3211 太宰府中学校区 太宰府東中学校区

太宰府市地域包括支援サブセンター
太宰府市通古賀197-3ｽﾎﾟｰﾂ振興事務所1F

918-2200 学業院中学校区 太宰府西中学校区

那珂川市 担当課：高齢者支援課高齢福祉担当(953-2211)

第１地域包括支援センター
那珂川市西隈1-1-1市役所第2別館1F

408-9886
五ヶ山 市ノ瀬 埋金 不入道 成竹 寺倉 南面里 西畑 別所
井尻 山田 西隈 後野 上梶原 下梶原 安徳 東隈 仲 王塚台
五郎丸 松木 今光 中原 観晴が丘 松原

第２地域包括支援センター
那珂川市片縄北4-2-20大神第3ﾋﾞﾙ1F

951-1600
道善 恵子区 片縄谷口 片縄内田 片縄観音堂 下片縄 下片縄西
片縄今池 片縄新町 片縄緑 片縄浦ノ原 片縄丸ノ口 片縄ときわ台



地域包括支援センターの4つの業務

(１)総合相談支援業務

①総合相談
高齢者等に関する様々な相談をすべて受け止め、適切な機関・制度・サー

ビスにつなぎ、必要に応じて地域包括支援センターの各業務につなげる。
→相談の入り口、ワンストップサービス的な機能

②地域包括支援ネットワークの構築
支援が必要な高齢者が発生したときに、支援チームとして対応できるよう

に、サービス事業者、社会福祉協議会、自治会、民生委員児童委員、シニア
クラブ、企業、警察等とネットワークを構築する。

→少なくとも「顔見知り」になり、日頃から関係性を構築



③実態把握

地域の高齢者等の心身状況や家庭環境等について実態を把握し、地域に

存在する隠れた問題やニーズ(個人・地域)を把握する。

→相談を待つだけでなく地域に出ていく。



地域包括支援センターの4つの業務

(２)権利擁護業務

①高齢者虐待の防止および対応
包括支援センターは「ネットワーク」「相談・通報・届出への対応」「事実確

認における関係機関からの情報収集や訪問調査」「援助方針の決定」「モニタリ
ング」といった場面で中心的役割を果たす。

→高齢者虐待防止法により、高齢者虐待対応は「市の責任」とされている。

市と連携・協働は不可欠。

②セルフネグレクトの防止および対応
ゴミ屋敷、不衛生(着替えない、入浴しない)、受診・治療拒否など、生命・身

体・財産に重大な危険が生じるおそれのある高齢者に対して支援する。

→支援を拒否する傾向にあり、本人と支援者との信頼関係の構築に時間がかかる。

緊急性を見逃さない。



③消費者被害の防止および対応
「訪問販売」「電話勧誘販売」「劇場型勧誘」などの悪質商法から高齢者
を守る。

→消費生活センターとの連携が不可欠。

④判断能力を欠く状況にある人への支援
本人にとって適切な金銭管理（財産管理）や良い環境で生活できる

よう介護サービスや施設入所の契約を行う(身上監護)ため、「成年後
見制度」につなげる。

また、日常的な金銭管理や通帳・印鑑等書類預かりサービスは「日
常生活自立支援事業」につなげる。

→個別の事例に対応するだけでなく、「成年後見制度」や「日常生活

自立支援事業」の普及啓発も包括支援センターの役割。



地域包括支援センターの4つの業務

(３)包括的・継続的マネジメント支援業務

①関係機関との連携体制構築支援＝「面」の支援
高齢者が抱える多様な課題に対応するため、介護・医療・福祉・地域等多

職種間の関係性を深め、連携意識を醸成する。介護支援専門員同士のﾈｯﾄﾜｰｸ
構築支援も行う。

→包括的・継続的ケアマネジメントを実践できる環境を整備する。

②個別マネジメント支援＝「点」の支援

地域の介護支援専門員のサポート(支援困難事例への助言)や自立支援型マ
ネジメントへの支援を行う。

→「地域ケア会議」の活用



地域包括支援センターの4つの業務

(４)介護予防ケアマネジメント業務

①「要支援1・2」「事業対象者」のケアマネジメント
ケアマネジメントの実施体制

対象者 要支者等 ※1 要介護者

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの実施主体 ※2 地域包括支援センター 居宅介護支援事業所

ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの類型

給付のみ利用する場合 保険給付 ※3※4
(介護予防支援)

保険給付(居宅介護支援)

給付と事業を併用する場合

事業のみ利用する場合
総合事業による実施 ※4
(介護予防ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)

※1 要支援者及び基本ﾁｪｯｸﾘｽﾄに該当した総合事業対象者
※2 介護保健施設、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護老

人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、特定施設入所者介護に
関しては、その施設の介護支援専門員等がｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行う。

※3 地域包括支援センターが指定介護予防支援事業所として実施
※4 居宅介護支援事業所に委託も可

【予防給付】
○介護予防サービス
・介護予防訪問看護 ・介護予防通所リハビリ
・介護予防福祉用具貸与
・介護予防居宅療養管理指導 など
○地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護など

【総合事業】
○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型ｻｰﾋﾞｽ
・通所型ｻｰﾋﾞｽ地域包括支援ｾﾝﾀｰの4つの業務は、地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営ﾏﾆｭｱﾙ２訂(長寿社会開発ｾﾝﾀｰ)を参考に作成



医師、歯科医師、薬剤師との具体的連携

診療等の場面

・衣服がいつも汚れている
・食べていない様子がある
・もの忘れが増えた
・虐待が疑われる
・定期受診に来院しない など

↓
・治療だけでは改善せず、
生活面の支援が必要

・生活環境、介護力など自宅
生活の状況確認が必要

包括支援センターの動き

・本人、家族に会う(自宅や事業
所を訪問)

・介護保険代行申請
・福祉・民間ｻｰﾋﾞｽの紹介(配食
ｻｰﾋﾞｽなど)

・既にCMがついている場合は、
CMへつなぐ

↓
◎本人に必要なｻｰﾋﾞｽへつなぐ
◎虐待対応は慎重に行う

包括へ
連絡

包括支援センターへ連絡する際に、本人の了承を得ていただく必要はありませんが、
可能であれば「包括に連絡を入れるよ」と一言お伝えいただくと助かります。



🍀自分以外の職種の役割りや動きを理解し
ており、相互に相談や働きかけができる。

🍀情報を共有し、利用者（患者）のた
めに活用できる。

目指す姿
筑紫地区の在宅医療・介護連携が

40
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＜アンケート結果 回答数30 回答率65.2％＞

1．あなたの職種をお教えください。

医科医師 4人

歯科医師 2人

薬剤師 24人

2．本日の研修はいかがでしたか。

満足 12人

どちらかと言えば満足 14人

どちらかと言えば不満足 4人

不満足 0人

3．話しを聞きたい職種をお教えください。（複数回答可）

・訪問看護師 ⇒18人 ・セラピスト⇒7人
・ケアマネジャー ⇒18人 ・医科医師⇒4人
・連携室スタッフ ⇒14人 ・歯科医師⇒4人
・訪問介護員（ヘルパー）⇒  9人 ・薬剤師⇒３人
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4.上記で聞いてみたい内容をお書きください。

・歯科の通院をされていた方が入院や在宅となり、通院が途絶えてしまうことがあります。かかりつけ歯科医院を
患者さんやご家族に確認することはありますか？
・コロナ禍での連携はどのようにされてますか？またどういうことをして欲しいなどありますか？
・訪問看護指示書や居宅療養管理指導の書類作成において、それぞれの立場で欲しい情報の要点を3点ずつ伺って
みたい！
・訪問された時に服薬状況や管理方法について気になる事があれば教えていただきたいです。
・患者さんによっては、薬剤師にはあまり話してくれない方もおられるので。
・薬剤師としても、気になった点をすぐに伝えられる環境だと嬉しく思います。
・在宅の進め方
・連携のための情報交換について．歯科に対しての要望など
・連携で困っていること
・一人で利用者様のところへ行かれると思いますが、自宅訪問時に注意する事は有りませんか？
・担当医からどんな情報が欲しいのか
・他職種の方が薬剤師に望む事を教えてほしいです。
・訪問に取り入れるべきセラピーの事。
・在宅訪問を行う薬局を紹介する上で薬局に対する不安要素がないか？あるとしたらどういった内容に関して不安
があるか？
・在宅の薬剤師への要望
・以前も、会議のなかででていましたが、Drへの質問は、faxが、よいですか？
・入退院の報告書について、どのような情報が必要か？役に立つか？について
・患者さんの性格や家族との関係など、患者さんのパーソナルな部分
・訪問診療や訪問薬剤管理について患者さんやご家族はどう思っているのか。
・医師からどのような情報を得たいか。 医師にどのようにして欲しいか。
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・各職種の困りごとの共有
・患者さんの服薬状況
・薬を服薬させるうえで困っていることは？
・連携で困ったことなど
・今は在宅の患者は担当しておりませんが、薬剤師として訪問する際こういうところに気をつけてほしいというこ
とを聞いてみたいです
・服用忘れについてのサポートや支援をどの程度連携できるか
・ケアマネさん側からの質問や疑問など聞いてみたいです
・入院中のかかわり方 重度化の予防法等
・訪問時で、困った事。どうやって解決したかの具体策を教えてほしいです。
・セラピストの方に、現場のことを聞いてみたい

5.本日のご意見・ご感想など自由にお書きください。
・貴重な時間をいただきありがとうございました。
・初めてこの研修会に参加しました。意見交換の際には途中、電波の不良により何度も途切れてしまい、大変申し
訳ありませんでした。初めての経験で緊張し、発言がまとまりませんでした。
・勉強になりましたので、次回も参加させていただきたいと思います。
・緊張しましたが意見交換は勉強と刺激になりました。馴染んできてからは話しやすくなりましたので、時間がも
う少しあれば、もっと突っ込んだ意見が出たかもしれないのが残念です。
・他職種もしくは、ケアマネジャーと話し合いができればもっと良かったと思います。
・短時間で話し合いができました．テーマと設定ありがとうございます
・意見交換が出来なかったのが残念でした。
・ズームでの意見交換会は初めてで緊張致しましたが、回数を重ねて様々な職種の方と意見交換が深くできたらと
感じました。
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・名簿に職種の記載があると便利だと思いました。
・介護を進める上でケアマネの立ち位置の重要さを再認識できた。
・ケアマネとの連携をより一層深め、情報共有できることが多職種のチームワークに大きく関わる事を改めて感じる
ことができた。
・同職種の方と有意義な情報交換ができました。ありがとうございました。
・不慣れで、ドキドキしましたが、この状況なので、この形式もありですね。
・参加者が司会をするより、記録係の方のような方がされた方がスムーズだったのではないかと思いました。
・密な連携のとりすぎは非効率になってしまうため、とびうめネット、MCS等が普及してそこで密な連携が取れれ
ばと思います。
・本日は音声が入らずに大変もうしわけありませんでした。原因がわからないので今後もマイクの不具合はあると思
いますが参加は可能でしょうか？
・また、ディスカッションに参加できませんでしたので意見交換のテーマについてですが、ケアマネージャーからど
ういう情報がほしいかについては、病歴以外にその方の性格、生活習慣、家族との関係などが大変参考になります。
どんなことを知ってほしいかはやはり重度化の回避という点では、コンプライアンスや治療への意欲などをしってほ
しいです。
ご迷惑をおかけしてほんとに申し訳ありませんでした。
・オンラインで初対面のメンバーが多いので、テーマに対しての意見が出るまでに時間がかかるのかなと感じました。
予めわかっているともう少し意見がしやすいかもしれないと感じます。
・画面は自身がうつるようにしておくと意見交換がしやすいので、事務局側からの依頼があるといいなと思います。
・不慣れな部分もありましたが 個々の薬剤師の意見が聞けて良かった。
・皆様、レベルが高くて、勉強不足を実感しました。
・4回を超えた保険請求についても、サービスと教えて頂き助かりました。
・在宅は、手探りで分からないことが多いので、今後も、教えて頂けると助かります。
・ありがとうございました。


