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「医療・介護共有シート勉強会」報告 

日 時 ：令和 4年 6月 22日(金) 18：30~20：00 

参加者：72名 

内訳：医療機関（連携室）19名、地域包括支援センター9名、居宅介護支援事業所 39名、 

小規模多機能型居宅介護支援事業所 5名 

＜内容＞ 1． 取り組み紹介：「筑紫地区の医療介護連携」【スライド 2～16】 

2．勉強会：「医療・介護共有シートを使って情報共有を考えてみましょう」【スライド 17～20】 

3．意見交換：「転院時のＣＭからの情報の引継ぎどうしていますか？」【スライド 21～29、下部参照】 

4．その他：「かかりつけ医への報告・相談」【スライド 30～33】 

5．情報交換会 

             ・筑紫医師会在宅医療介護連携支援センターから動画研修の紹介【筑紫医師会ホームぺージ参照】       

             ・名刺交換や挨拶の時間 

♢内容 3で出た意見 

『入院時に介護支援専門員からもらった情報』について、 

＜患者を送り出す側の医療機関＞ 

転院先の医療機関へ、どう伝えているか/どの程度伝えているか 

・今の病状、担当ＣＭの名前、ご本人の退院後の希望（在宅 or 施設） 

・ＣＭからの情報を看護サマリー作成に活かすことは出来るが、サマリーには担当ＣＭを記入する欄はないた

め、口頭で伝えている 

 

＜患者を迎える側の医療機関＞ 

元医療機関から引き継がれる情報についての状況 

・担当ＣＭの確認、自発的に情報収集している 

 

<CM側から> 

居宅介護支援事業所 

・知らないうちに転院していたということはある。家族から聞くケースもある。医療機関との連携は進んでき

たと感じているが、元病院と転院先との間で途切れてしまっている。明日あさって退院します！と連絡を受け

ても、ＡＤＬはどうなのか？と、対応に困る…。どこへ転院になっても、患者情報は引き継いでもらいたい。 

・医療機関側が連携加算を取っているかどうかで対応・動きが違う。『在宅へ戻るため』の情報をくれるため、

その準備ができる。 

 

⇒送り出す側の医療機関 

・転院先へ情報を送ろうにも、ＣＭからの入院時の情報提供件数が少ない実態がある 

直近 2 ヶ月の状況：19 件のみ（共有シート 3 件、大阪府様式 8 件、オリジナル 7 件） 

 

・『看護協会 様式 50』 の社会資源の項目に,介護支援専門員の記入欄ができた。 

医療機関側も意識して対応していかなければと思う。 

 

 

♢アンケート結果 回収率：97％ （参加者 72名  回収枚数 70枚） 
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1．あなたの所属をお教えください。 

・医療機関 （16）           ・地域包括支援センター （9） 

・居宅介護支援事業所 （39）      ・小規模多機能型居宅介護事業所 （6） 

 

2．本日の勉強会はいかがでしたか？その理由もお書きください。 

・かなり満足（15）  ・まあまあ満足（42）  ・普通（12） 

・少し不満  （1）  ・かなり不満  （0） 

 

【内訳と理由】 

かなり満足 15 

医療機関 6 

・多くの所属機関が参加されているため 

・在宅への情報共有がコロナ禍で難しい状況の中、現場のケアマネジャーの方の意見や急性期病院での CM との連携

の状況が聞けたのでとても参考になりました。筑紫地区での勤務がまだ短いので顔の見える連携が出来て参加して良

かったです。 

・看護添書の書き方、退院支援へ向けてのケアマネにもう少し早めに連携を取ろうと思いました。 

・意見交換が充実していた。 

・急性期病院の MSW（Ns）のこぼれ話など新しい情報が聞けた。 

・初めての参加でしたが、ベテランの方のお話を聞くことができ勉強になりました。 

 

地域包括 1 

・医療側からの現状や意見を聞くことが出来た。かかりつけ医との連携の必要性を再認識した（現状でも報告してい

るつもりだが、更に検討していく）病院との連携について積極的に行う事を意識づけできた→周知していく 

 

居宅介護支援事業所 7 

・久しぶりに情報交換が出来、医療側からの意見を聞くことが出来た。 

・医療との連携の中で、直接何が必要なのか等を知ることが出来た。 

・初めて参加させていただき、他社のケアマネジャーやソーシャルの意見を聞けて刺激的だった。 

・各職種情報の共有が行えた。 

・それぞれの立場から意見が聞けて良かった。 

 

小規模多機能型介護支援事業所 1 

・普段聞けない病院 SW の話、とても助かりました。ケアマネとしてハッとしたときがあった。情報伝達、かか

りつけ医への連絡等、十分ではないと気づいた。 

 

まあまあ満足 42 

医療機関 10 

・CM の困りごと、必要なこと等を聞くことが出来た 

・情報共有不足なことが分かり、いろんな意見が聞けて良かったです。 
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・かかりつけ医の報告、CM への報告など、どの場面においても早めの情報提供が必要と感じました。 

・顔の見える状態での情報交換が出来て良かった。職種の違う方との声がきけてよかった。 

・久しぶりに顔をみてお話をすることが出来て良かったです。 

・ケアマネジャーさんの意見を直接聞くことでよかったです。 

 

地域包括支援センター 4 

・他職種、それぞれの立場の意見を聞くことが出来て良かった。 

・医療と介護の距離が近づいていると実感ができてうれしかった。（意見交換が出来て良かった） 

・グループで医療側、CM 側からの情報交換が出来、いろんなことを知れた。 

・医療側の立場にいる方の意見や努力されていることなどを知る機会となりよかったです。 

 

居宅介護支援事業所 24 

・医療側の意見が聞けて良かった。 

・医療連携シートを使って病院へ情報を送っている居宅ケアマネが少ないことを実感した。きちんと使っていこ

うと思う。 

・シートを初めてみて、なるほどと思いましたが、活用するための取組は授けがあまりされていない感がありや

や残念だった。 

・入院時情報の必要性を再度確認できた。医療との連携は MSW と行っているが医師や看護師とはタイミング等

が難しく消極的になりがちであった。今後は、必要な情報連携をスムーズに行えるようにしたいと思えるように

なった。 

・転院時の病院間の情報の流れが知れて良かった。転院先の SW との連携を考えたい。 

・実際問題、共有シートについて仕事が増え、オーバーワークになる。 

・内容がたくさんあり、色々な情報を得ることが出来た。 

・MSW の話が聞けて良かった。 

・各項目に配分された時間が短い（もう少し十分にあったほうがよい） 

・知らない情報を得ることが出来、勉強になりました。 

・共有シートについて更に必要なことが聞けて良かった。 

・連携を図りたいが医師の性格にもよる 

・病医院の方も交えてのグループワークだったので生の声が聞け、そしてこちらの困りごとも伝えられてよかっ

た。（顔が見える関係は大事） 

・同じテーブルの MSW と関係が取れた。かかりつけ医への報告や相談は意識していなかった。 

・平日ということもあり、短時間での堅守は有難いけど十分に話し合いが出来なった。 

・医療と介護の連携の大切さが改めて理解出来た。 

・かかりつけ医との連携に気づくことが出来た。 

・違った視点で考えることが出来た。 

・コロナ禍で受け身の研修、人数制限があった。久しぶりのグループワーク、情報交換出来てよかったです。 

 

小規模多機能型介護支援事業所 4 

・普段の皆さんの役割りを知れた。相手を理解するよい機会になった。 

・連携シートの使い方があまり理解できていない。 

・ケアマネと病院で情報共有や必要に思っていることを検討出来た。 

・居宅の CM さんや HP のソーシャルとの意見交換が有意義だった。共有シートの活用について知ることができ
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て勉強になった。 

普通 12 

医療機関 0 

 

地域包括支援センター 3 

・医療介護共有シートの利用がまだまだだと思った。 

 

居宅介護支援事業所 8 

・共有シートが使われていないことに驚いた。 

・司会者が話をまとめるのでお互いディスカッションが不足。グループワークは必要です。 

 

小規模多機能型介護支援事業所 1 

・普段転院時に CM からの情報がうまく流れていないように感じることが多い。このことを改めて感じた。こ

の点も医療介護連携を行うにあたって考慮してもらうと助かります。 

 

3．研修の前と後では、医療介護連携についての意識に変化はございましたか？その理由もお書きください。 

・元々前向きだったが話を聞いて更に前向きになった（37） 

・元々前向きだったが話を聞いての変化はない（8） 

・話を聞いたことで前向きになった（25） 

・もともと連携に意識が向いておらず、話を聞いても意識は変わらない（0） 

・気重になった（0） 

 

【内訳と理由】 

元々前向きだったが話を聞いて更に前向きになった 37 

 

医療機関 11 

・居宅 CM から直接話を聞き、退院支援を行うにあたり、CM との情報共有をする際に提供したほうがよい内容

が聞けて良かった。かかりつけ医との情報共有も忘れずに行っていきたいと思った。 

・ケアマネジャーサイドの意見を聞け、今後の退院指導に繋げたいと思った。 

・仕事で連携については、毎日課題と感じていたので、在宅との連携を意識して行いたいと思いました。 

・転院の時などケアマネさんにもらった情報用紙も一緒に送ったほうが相手側にも参考になるのだと思いました。 

・ケアマネさんの立場がよく分かり、相手の立場に立って情報共有が出来たり相互の信頼関係が深まったと感じ

たから。 

・入院中、退院時にケアマネジャーさんとの情報共有を丁寧にすることが大切だと改めて感じました。 

 

地域包括支援センター 2 

・医師や看護師も忙しいだろうなと思う事が多かったが情報を欲しいという意見を聞くことができ、今より積極

的に連携したいと思った。 
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居宅介護支援事業所 21 

・医療の方も情報があることでスムーズに入退院に繋がると知り連携しやすくなった。 

・ご利用者に、より、寄り添った支援が出来る。 

・転院時の連携の仕方についてＣＭからも提案が必要。かかりつけ医とも連携の大切さを再認識した。 

・利用者や家族からの信頼や安心できるかかわりを持つためにも医療との連携は必要だと思うから。 

・かかりつけ医の先生との連携をどのようにしていくのがいいか考えます。 

・他事業所のことも分かった。 

・病院側もケアマネの情報が必要だと言うことが分かり、更に連携が図りやすくなった。 

・双方の困りごとなどを聞くことが出来、連携を図りやすくなってきているがもっと強化していかなくてはと思

いました。 

・入院されたことをかかりつけ医に連絡しようと思った。 

・出来るだけ医療との連携は図りたいと思う。在宅に向けて医療情報がすごく必要だと思う。最近はカンファレ

ンスも多くなり、情報共有が出来るようになってきていると感じている。 

・かかりつけ医の報告について怠っていたように思います。ドクターは気難しい方もおり、関係性が構築しにく

いがその壁を作っているのも私達と思います。 

・今後も医療との連携はしていきたいと思っている。しかし、たまに、病院の方から情報は必要でない旨の話も

あり少し気重になる。 

・CM側もMSW側も患者さんのためにはどうすれば一番よいのか悩んでおり、更に意識することが出来そうだ。 

・MSW の知りたいことを知るよい機会でした。 

・ケアマネジャーの現状をもっと医療側に分かってほしいとも思いました。 

 

小規模多機能型介護支援事業所 3 

・参加された医療の方が介護サービスやケアマネ情報を必要に思われることが分かりました。どの病院もそのよ

うなスタンスをもっていただくと有難い。 

・積極的なアプローチが出来るようになった。医・介それぞれが手際よく情報のやり取りが出来たらいいと痛感。

病院に対して少し遠慮していた自分にも気づけた。 

 

元々前向きだったが話を聞いての変化はない 8  

医療機関 1 

・気を付けるべき点など知識が深まった 

 

地域包括支援センター 3 

・することは変わらない。自分で出来ていると自負している。 

 

居宅介護支援事業所 3 

・今後もフェイスシート、アセスメントシートなど、オリジナルのものを情報として渡すと思われる。 

 

小規模多機能型居宅介護支援事業所 1 
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話を聞いたことで前向きになった 25  

医療機関 4 

・今まで入退院時にあまり関わってなかったので今後は CM 連絡等情報共有が上手くいくように出来たらと思

います。 

・ＣＭに連絡してもいいのか悩むこともありますが、今日話を聞いてお互いに情報を伝えることが大切だと思い

ました。 

・ケアマネジャーさんとの関わりや病院間の連携、かかりつけ医との連携の不足がみえて勉強になった。 

・情報共有の必要性を更に感じた。 

 

地域包括支援センター 4 

・病院の看護師さんよりサマリーの中に CM の氏名を記載する欄が無く、これからは意識して CM 氏名を記載

しなくてはいけないとの意見が出たことはとてもありがたかった。 

・かかりつけ医を輪の中に入ってもらってよいと聞いたこと 

・病院 Ns がケプランを見てくれていると知ったこと 

・医療介護のシームレスな支援となるよう私自身の努力が必要だと感じました。 

 

居宅介護支援事業所 15 

・自分から積極的に動こうと思った。 

・医療機関は、医療の知識不足の自分にはきちんとやり取りが出来ていない引け目があったがシートを活用し、

成長しようと思った。 

・シートの存在すら知らなかったのでこれから活用していこうと思います。 

・話を聞いたことで MSW が求めているところが理解できたので活かそうとおもう。 

・より良い書式になり、ケアマネ、ソ－シャルの仕事の効率化を図れれば良いと思う。 

・利用者の為にも情報を共有して活用していくことが大事である。かかりつけ医へ訪問診療や入院の相談を必ず

入れる。 

・「共有シート」の活用を更に行っていけたらと思う。 

・自分から積極的に動いた方がいいと思えた。 

・医療も情報を必要としていることがわかった。 

・積極的に病院に連絡するようにします。緊張します。 

 

小規模多機能型居宅介護支援事業所 2 

・担当ケアマネが誰か分かるように連絡が必要。退院後の支援がスムーズにいくように出来るだけ早く情報を共

有していく。 

・かかりつけ医との連携や HP との情報共有の大切さが知れて今後に活かしたいと思う 

 

4．本日、参考になったところはございましたか？（複数回答可） 

・筑紫地区の医療介護連携の取り組み紹介（21） 

・共有シートの勉強会（37） 

・転院時についての意見交換（56） 

 

※内訳 
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 医療機関 地域包括 居宅介護 小多機 合計 

取り組み紹介 6 2 11 2 21 

共有シート 9 5 19 4 37 

転院時の情報共有 15 7 31 3 56 

 

 

5．今後、勉強会や研修会等取り上げてほしいテーマがございましたらお書きください。 

 

医療機関 

・SW に特化した勉強会 知識を深めるような内容 

・在宅に戻るときの効果的な情報提供 

・介護保険を勧める時期などどのタイミングがよいのか色々な意見が聞きたいです。 

・事例検討会 

・意見交換会の時間を多く取ってほしい。介護保険サービス利用の具体的な知識に関するケアマネさんからの勉

強会。例えば、要介護 1 だと週何回デイが利用できる・・・などの具体的な説明 

・在宅支援として、緊急時の後方支援体制（バックベッド）など筑紫医療圏でどのようにしていくのか？安心し

て在宅医療、介護が継続できる地域を作るために・・・。 

・顔の見える交流が出来ると有難いです。オンライン開催なども検討いただけると有難いです。 

 

地域包括支援センター 

・違う職種の仕事や全体の中の役割を知ることができる内容のもの 

・身寄りがない方を受けてくださる医療、介護施設が多くなったような実感があります。身寄りのない方の支援

について取り上げてください。 

 

居宅介護支援事業所 

・連携しやすく、より業務の効率化が進むような勉強会をお願いします。 

・主治医との連携をもっと図れる手段、方法 

・交流会 

・家族と連絡がつかない状態での入院が困難だったのでこのような場面での対応の仕方など 

・なんでも参加したい。 

・介護医療連携の点でＣＭ、ＳＷ以外に訪問診療や訪問看護の方のお話も聞きたい。 

・医療依存度の高い方を在宅で受け入れるため在宅側のレベルを上げていくことが出来る内容 

・書類がとにかく多い。訪問時間を削ってしまいます。簡潔・分かり易い書類作成があればお願いします。 

・在宅医も入った情報共有や在宅診療の勉強会 

・在宅看取り期のケアマネジメント 

・情報共有（かかりつけ医）のスキルアップ 

・在宅介護の現状 

・介護家族の思いの変化 

 

小規模多機能型居宅介護支援事業所 

・互いの役割りをもっと知れるようなもの。 

・CM とかかりつけ医との連携。 
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・在宅での看取り支援 

・若年認知症の方や高次機能障害、神経難病の方々の在宅支援 

 

6．本日の内容や運営等へのご意見、感想、その他何でもご自由にお書きください。 

 

 

医療機関 

・ありがとうございました。 

・共有シート A3 は FAX や印刷がし難いのではないでしょうか？ 

・なかなか集まってカンファレンスなども出来ないのでこう言う場は有難いです。 

・せっかくグループになっているので会場全体より少人数でもっと話をしたいなと思いました。小規模のよいと

ころもあると思います。 

・効果的な情報共有のための意見交換が出来てとてもよい時間であったと思います。 

・グループワークは出来れば地区ごとの方がいいような気もした。太宰府、筑紫野となると春日からは今一つ日

頃連携している方たちではないのでちょっと残念でした。 

・対面での研修会はとても伝わるものがあり、良かったです。（Zoom ばかりの為）いつも企画して下さり医師会

の在宅医療連携センターのご担当者様有難うございます。 

・グループの振り分けで各職種を振り分けられていたので意見交換しやすかった。 

 

地域包括支援センター 

・夜は頭がついていかないので、もう少しゆっくりと話していただけると嬉しいです。 

・マイクの声が聴き取りづらかったです。 

・かかりつけ医への報告相談を CM から病院へと言われていたが・・・そもそもかかりつけ医の変更は本人家族

が行うべきであって CM がするのか？と疑問。それをお願いするのはどうでしょうか？基本、本人家族だと思い

ますが・・・。 

・18：30 開始は渋滞もあり間に合わない。19：00～にしてほしい。医療介護共有シートの内容より CM がつい

ている／ついていない、CM が誰なのかを伝達する意識が相互に高まらなければ、現状からの改善は難しいと感

じた。 

 

居宅介護支援事業所 

・医療の方の聞けて良かったです。 

・日頃、他のケアマネジャーさんやＳＷと直接意見交換する機会がないので勉強になった。 

・発表の時間をもう少し作ってはどうかと思った。他のグループの話も聞きたい。 

・日頃話すことの出来ない方々と意見交換をすることが出来、大変勉強になりました。 

・かかりつけ医の情報は「確かに！」と思いました。今後は気を付けたいと思います。 

・書式を各グループで決めて意見をまとめたものを後で回収すれば発表時間が短くてもたくさんの意見を集約で

きると思います。 

・医師からの意見、かかりつけ医の報告などのパワーポイントの資料が欲しかった。 

・共有シートについて「入院、退院」の時、活用出来たらと改めて思いました。 

・地区の病院の連携室の方々の紹介やケアマネの紹介で互いに顔の見える関係作りをしたらより連携がし易くな

ると思う。 

・多参加者の席が遠く声が聞こえにくかった。 
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・グループメンバーでとても冷淡な態度をとられて不快でした。 

・「かかりつけ医に利用者の入院の件を報告する」全くしていなかったので今後の課題となった。 

・参加者同士が繋がることが出来る会の開催をお願いします。司会者＋その方の知り合いがほとんどでした。又、

関係者席の紹介もしてほしいです。 

・病院側の意見がもっと聞きたい。 

・病院側の話が聞けてとてもよかったです。 

・情報を渡すとき、足りないのでは？と不安になることがあります。 

 

小規模多機能型介護支援事業所 

・コロナ禍での研修ありがとうございました。準備後片付け本当に大変だと思います。 

・介護と医療の繋がりの大切さを改めて感じました。 

 

 


