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事業所からみたサービス担当者会議におけるアンケート調査について

発 表 者 新川 雄一 （滋賀県：近江診療所）

共同研究者 西村 妙子、田川 扶佐子、森本 洋子、桐山 辰也
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結論

地域医療データバンクを活用し、超大規模な定

量的なデータを可視化することにより、行政機

関で活用できる地域分析を可視化することがで

きた。

地域分析では、同一圏域であっても、疾患によっ

て受療する医療機関に変化があることが確認さ

れたが、月別の動向分析、県外との流入出数等

が行政から要望があった。

地域医療のデータを有効活用できることによ

り、医療資源の効率的利用方法や適切な地域医

療圏の設定等の医療政策立案に貢献できると考

える。

さらに診療・生活・介護データの多面活用する

ことにより、行政の現場で使いやすいシステム、

データ提供を行っていきたい。

本研究は JSPS科研費 基盤研究（A）２３２４９０２７

の助成を受けたものです。
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紹介を賜りました滋賀県 近江診療所の新川

と申します。
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まず、今回この議題を検討しようと思ったきっ

かけは、担当者会議の時期が重なったり、多い

月があると感じたことでした。

自分としても、出来るだけ出席をするのです

が、自分が思う時間よりも超えることもあり、

次の業務に影響が出ることもあったため、「各

事業所はどのように考えているのか？」と思い、

アンケート調査を実施しようと思いました。
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アンケートは、共通５項目を設け、ケアマネ

用と事業所用に分けて配布。私は事業所分を担

当しました。

当診療所があって、赤い範囲の事業所に配布

しました。回収率は、事業所４２に対し２７、回収

率は６４％でした。人数は、複数回答にさせてい

ただいたため４９名からの回答を得ました。
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ケアマネと事業所に対して行った共通５項目

の結果です。
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事業所に対して行った７項目の結果です。
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担当者会議等についてのフリーコメントで

す。全てを紹介する時間がありませんので、割

愛しながら説明していきます。

普段のかかわりだけでは判断できないことも

あり、会議を通してそれぞれの専門職の方との

情報交換で解決できたり、見直すべき所が出て

きたりするので、質の高いサービスを行う上で

重要な場としてとらえているという意見でした。
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担当者会議２につきましては、非常に良い内

容が書かれていますので、ここは、まだ読まれ

ていない方は是非読んでください。
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出席・頻度につきましては、退所カンファレ

ンスがサービス担当者会議となる時に、在宅で

の様子が把握しにくいことがある、新しいサー

ビスの導入のための担当者会議などで、自分の

事業所には全く関係ない場合に、出席を依頼さ

れるのは困るという意見でした。
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ケアマネにつきましては、割愛させていただ
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きます。
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結果・まとめです。事業所側は、担当者会議

の必要性を理解しています。時間帯においては、

９割近い事業所が１時間以内の終了を希望して

います。会議の開催には、必ず返答をし、参加

する意識が高く出ています。家族側に立った、

より質の高い会議を事業所は望んでいます。
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今後は、この結果を、再度各事業所にアンケー

トと一緒に配布し、事業所の意見を集約してい

きたいと思います。また、当地域で行っている

多職種連携教育(IPE)を活用し、会議の有効性

や、円滑に向けての取り組みを勉強し、育成に

つなげていきたいと思います。そして、この地

域における担当者会議（育成も兼ねた）のシス

テム作りにつなげていきます。

v�.�

• -5Ug�²��,Ô��Ï�®¯��È)
�+,R}E+�òb��*���3

• IæKÂ�WY�wß�,xÐ�y��Ð�Ú
Û�§1Ñ���,à}�ÏwÚÛ�§+b
zbcEU,LWÌKY�-{�,10�¿.�
òó��5ù)cE�á�j,òó�U)�
�ß�E*ÏdèâÖ	�v��ÐÑ�b��
á�3

• �.�,ò�LWÌKY�×	E��íÑ�,
g�²��|})ÍcðrT23

今回は各事業所が、どのように担当者会議を

思い、感じていることが理解できました。

フリーコメントの部分で、非常に深みのある

内容が多かった事や、同じような内容が多い要

因としては、アンケートの大半が、１０年前後の

経験者が回答をしてくれた為、経験年数を振り

分けて行う方法も考えるべきであったと思われ

ました。

最後に、このアンケートに応えてくださった、

各事業所に謝辞を申し上げます。
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