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彗入登欝紅お捻る璽藍醐嘲霜着緒するケアサービス礫添  
【P的1   

医療絞存露が轟を鰍ビ畏粥発着を常愚とむた在宅ケアを謬添し、よ撃誓書むを、サボ一計に  

つかて示唆を寮長  
監対義琶   
①ハイテタ在宅者新党砦会長名誇、◎韓り全軍悉柁看護事案陰金正妻象謬ス㌻、馳零医療等業  

者ヂ」軒ペース約浸き、感軽阜県轟野寺惑ス亨－ション菅㈱諷⑳宅義臣東学軒屍病院、  

感療養毒竃廃残∴◎一電線tち詮出した愛婦内と略啓細慈照寺藻・身謹書責務でサービスを覇摺も  

ても、る育とその訝孝者、羞；よ言草ケア鮮碧とする中  

指頗釣叡郵  
lき毒素豪潤学部脚悪念同委員会で夢窓内密の審査を愛好る㊦   

豊き仮装さ紙データ綻夢窓賢済守乾摂すること経なく、対象者のプラぜバミ声－を守撃、弱Åが  

帝落さ紙も、こをを嚢海浜す愚琉   

3〉硬変の趣旨を文罫で義軍し、園豪を常ら洩た野漫者紅葉濠せ‾る卑   

脚撃蔓   
サービ荒河馬者に敗、基本添蕪整韓日彊、寧約、脚疾患、塾澄内容、受診霧葱、槻、屠窪  

毯、す－ビ束済定座、衆謹者深基本的累性櫻朗、琴簸き、骨藩牢数、贈に対する白鷺、浄藻者の現  

在嘲態宅基軸奉賛恕、喪章緑、療症状き、脚経済妖艶、介護紅鮒る愚を、苺項牽か  

ら構成する嬰   
サービ溝整険者紅妓、柵難軍、年齢、削、添轟形象、耶、王老飛車削、  

繋寮鯛立母障、零落蘭恕考量酬、転置症試き、濃艶したサーど嵩屠痩弼臥∴サービ  

ス内容、在宅きアで因ってをゝること帝現目盛tら護癒する¢   

L陀t■Fl   

データ鴎常爾経瓢専守顔から暴発とす悉破   
扱堅窟牽…琶   
文書紅よ窄翻意が希ち憾看護t僻紅関東票を酸素し、賓蓮紅よ野困奴を行っ  

ま㌔また、各キ帝・軒一ビス凝洪着よ撃骨－ビス軍用者へ雲間産寮を手渡u転恕してもらを、、文婁紅よる  

群で脚聯語ら艶鯛落着紅、霧遣で質問鼓棄を醸する竪   

新方法】   
データ咄、Eg温 繋況と澗 ㍊＿¢珊プロダラムを用を、衰㌔   

碩家集・考覿   
樹浄軒－ビス制覇者がl竜拓馬、サービ．諷脚l駿鳥であっま㌔在朝者と身護者とも紅染  

ヰ鮮雪謬義民で、憂患鞄冒野女性であ撃、現在瑚態紅つを、て豹ヰ習参㌻あま野良くなをち『悪  

いj毒・示していケ＿サーービス樫冬用さ；三人野I〉しサ声においてケ粛ヤポー障でき小、ことを翼軌二下  

げてを、るこむかち、渕摂劉感懐癌狩ニーズ葺こ痘こたサボーかが望ま絶てを、ま㌔   

また、こ身嘘ゝらの療養登活紅つを、て、サービス朝霧青線悪弊喝巨象まで自宅で還ごしたを、羞と望  

み、瀞常らかの牽麹で卦算できなくなっても羽稗者の豊熟丑詞がぎサービスを礪招し磯  

羞を睨むたをづと誓おで奪ゝる曙骨－ピ京澄練、廉S繋が『骨妾碑魔紅よ撃骨－ビスの欝密  

や繁遠江屡わたj謹穀をあげて－た止   



旨舞  

t．暮雪暮義サービス■用讐（在宅■暮著￥こおけも丁ンケート■暮 …・… 1  

荘＿を毒針ピ某輯柵お汁春桝秦業  

韮▼妾宅断腸お拷毒ア離縁菓  ⇒蓉   



Ⅰ、養毛掛ビス醐果   

l．在宅痍芸看貫芸濱1」由 れ＝j群叢拉；入㈱  衰輌   

ト1、在宅脚生活を共にする病景寺として鮒夢も㈱、   

義弘ヽて克㈱ていた申そ鴫、蜘強や㈱  

喪1在宅■暮書とR居書の■輌  

1】恥〉  

微温丁）  

l（n51  

1一章．脚発注で介護者が女性で帥、雨着が男性でほさ雪路、   
雨着が女性では訊、療養者が女性で介護者が男性で蜘鴇であった9  

表き轟養者と介護者棚】皇較  n＝1駁 上位：人くヽ）  

介読者  
男性   女性  

男性  S（l＿▲〉 l餌（5－．1）  1ほ（引5）  

女性  ●空こ21り  28く15，●）  TO佃15）  

合計  幻（打引 1黒（乃、5）  t8之（1（旧）  

1   



！→蚤一客宅療養者療零臨書宰萄季節擾経で姦智、1琴菱畳上密蒙素養参考鰯雲が   

瑚を占めている．  

泰露を宅療養者療季爵 宰轍新家雪蛇陣享感豪  

表意素養  
異義象土塁≦蓋麦落  
芳養象上部象蓑菜  
牽豪婁＿三春き義素養  

看き麓鼠と磯套藻  
琴表象上了委表裏素  
了き義象．と線衰薬  

療義盗上萎掴  
書き義鼻上策義真義  
撃義経主要き墓真裏  
褒歳竃上1郵歳乗嘉  

一詳羨象上  
褒医書  

讃淫き  
軽歪  
ま竜＿‡き  

蛮杢寿  
禿‡象！き  

≡蜜1象1享  

l把＿8）  

署著∈‡各章  
空一褒1一安  

武t3†  

蛮童空き  
蛮ま重  
責乙容  

i－象妾宅嚢筆者容量な疾患娃、蜘零■娠塗壷‡きモ奮下塗盆一義癒疫ぎi謁零と、   

義金菅疾患が童擾密雲汚毒最上を占添ても雲呑蓉  

蓑き妾宅抑圭毎疾患  
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1」Lを宅脚受㈹ヽるサービス実施額衰で最も多もヽ項目鼎が   
肌導き占めていた．  

表5在宅療纂香のサービス実義瑠ほ  

点漆警二璽  
辱め学親愛兼  
透帯  
ストーーマ管理  
酸素療法  
人工呼吸霊  
気雷囁恥処置  
轟感密着蓬  
髪菅栄葦  
毛ニタ一撃車扱圧・痛t醒素助産象どき  

槻ケア  
その飽  
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ト亨一夜宅掛医療欒覇へ¢受蹄整注、師事を占あてもヽた℡  

表す在宅療養者◎医療潤へ弓酔愛さ静態  

稚劫ガ  
隠■丁．3）  

2ま1乙4）  

7榔  

一考汲嚢  

還駕  
篭妄診  
遷触診  
その詭  
票層雲  

l牒＿在宅抑、泣、愛知黒内伽、療阜県内地1職委占めてもヽた。  

表を在宅療養者¢暴窪地  

変哲県内亀吉蛋市内  
愛無葉肉名古屋市外  
密雲層頑  

ト諷在朝翻す恐きっ紳とLて、診御舟、   

繊医書喝醜王の紹介が全休の軌を占めていた．  

寺g 在宅介書サーゼス鞘用のきっかけ（讐ttす書）  

奉告で選べた  鋼  

医箔一考御報分  針¢  
痢覆車囁羞¢寵介  j掩鮎  

市野・区掛蕉柳療介  き蜜柑廓  

社会確恕態議会℡竜骨  
義人蠍  
そ◎飽  

3   



ト隠妾宅護醜妻蜘嚢を占轟も￥琵軽重  
表餞奄宅療養善感案分謹ま  

京王．？）  

l玄7．¢）  

空車－ま索  

空1蔓ま！題  

蜜！象まき  

劉黍  
柁悉桑  

葦支援  
要愛護1  

要愛護重  
要愛護さ  
雲合護連  
票愛護き  
素密事  

卜Il．在宅靂霊書は、訪潤■讐が糾肇．恥、で可視レン夕潮零、   

蕎環愛護褒等零療割合でtを宅養護撃－ピ真書剰雛塗さ  

表！一朝発してぃ墨壷宅療養撃一ピ勾椰  
l地坪．！）  

l弧86．が  

妾添重量筆  
紙誰51  

き賓き窒嚢  
1蜜三顔  

3儀＝‡．か  

三顧一象肇  
i琢現車  

一乗雪象蓉  

詰琴愛護  

蓄発育窪  

詰責箋ゑ葉  

子ノケア・デイサービス  

ショートステイ  

配重曹－ピ芸  

介攫タクシー  

登竜透義  

毒温舜異桑レン李み  

そ率塗  

！1象妾宅肺身護漂寮監殊に利男Lてを離去舜奪に法、奮発看護が1き線   
種社用共のレンタルが15％翳を占めていた．  

曇lヱ介丘良縁以外に利用してし、るサービス内斬♯義国事l  

1尽8、卓1  

空襲1き腰  

蛮1，爵  

窮ま空き  
11く5．さ†  

喜～．7†  

敬重  
7く3．81  

－東了．¢†  

象希  
望賢妻雲．撃  

1賂車  

詰問愛護  
開署護  
介護ボランティア  
送還ボランティ丁  
諺鍔Å澄  
子イケ丁・デイサービス  
ショートステイ  

棄嚢撃－ピ呆  

介＃タクシー  

登宅塗瑳  
毒敏男美袋レン李み  
その他   



2．在宅■♯の在宅■養サービス利用に■する鞘（河ト‖）n＝E柑8  

2－1．在宅療養サービスを利用したことで、療養者の移動できる範囲は広がりましたか？  

そう患う：43人（23．1射  
少しそう患う：40人（21．5艶）  
どちらともいえない：ヰ2人（22．¢％）  
そう思わない：47人（25．ユ％）  
無回答：14人（7．5％）  

園1移動範囲の拡大   

2－2．在宅療養サービスを利用したことで、身の回りのことについて療養者自身でできることが  
増えましたか？   

そう思う：21人（11．3％）  
少しそう思う：35人（柑．8％）  
どちらともいえない：47人（25．3％）  
そう思わない：70人（37．鍋）  
無回答：13人（7．0％）  

圏2セルフケアの拡大   

2－3．在宅療養サービスを利用したことで、療養者の症状が軽く毛L‖山1がよくなりましたか？  

・そう患う：81人（18．7，i）  
・少しそう患う：53人（28．王粍）  
ぜちらともいえない：80人（32．3繁  
・そう患わない：29人（15．8％）  
・無回答：13人（7，肪）  

国31 D軽快   



2－4．在宅療養サービスを利用したことで、療養者の身体痛漕が維持できていますか？  

・そう患う＝106人（57．肌）  そう息わな 無風答  
い、「‾≠  

少しそう患う：引人（27．4？島）  

どちらともいえない：14人（7．5％：  どち与擁い  ■L  
そう患わない：ナ人（3．8％）  墜、  
無回答＝8人（4．3％）  7劇  

ナ1  

図4無体清潔の維持   

2－5．在宅療♯サービスを利用したことで、療養者が安心することができましたか？  

そう患う：08人（52．7％）  
少しそう患う：犯人（28．5，i）  
どちらともいえない：24人（12．弼  
そう患わない：6人（3．2，i）  
無回答：5人（2．7％）   

■回書  
∠2．職  

圃5 安心の獲得  

2－8．在宅療養サービスを利用したことで、療養者の気持ちが楽l＝なりましたか？  

そう患う：83人（44．8％）  

少しそう患う：52人（28．仇）  

どちらともいえない：33人（17．7？i）  

そう患わない：9人（4．8％）  

無回答：9人（4．8％）  

∪ 



2－7．在宅療養サービス奇利用したことで、療養者の生活上の不便が解消しましたか？  

無回答  
そう息わな 4．8％  

い  ＿－1■‾   
9．Ml   

／  

そう患う：52人は8．0％）  

少しそう患う：89人（37．1％）  

どちらともいえない：48人（21．5％）  

そう患わない：17人（9．1，i）  

無回答：8人（4．3％）  

■  
園7 生活上の不便解消   

2－8．在宅療養サービスを利用したことで、療養者の希望に沿った日鋼生活が  
送れるようになりましたか？   

・そう患う：40人（21．5％）  
・少しそう患う：67人（38．0％）  
ぜちらともいえない：46人（24．7％  
・そう患わない：22人（11．8％）  
・無回答：11人（5．9†i）  

t  
図8 希望に沿った日常生活  

2－9．在宅療養サービスを利用したことで、機械・器具の取り扱いについて医師と連絡が  
よくとれますか？   

そう患う：53人（28．5，i）  

少しそう患う：32人（17．訊）  

どちらともいえない：38人（20．4％  

そう患わない：25人（1乱4？ら）  

無回答：38人（20．ヰ％）  

図9 欄朋■者鼻の取り扱いにおける医師との  
連格  

7   



2－10．在宅療養サービスを利用したことで、療養者の毎日の生活にめりはりができましたか？  

そう患う：44人（23．7％）  

少しそう患う：85人（か‖摘）  

どちらともいえない：53人（28．5％）  

そう患わない：13人（7．肌）  

無回答：11人（5，9％）  

図10 生活のめりはり  

2－11．訪問者護師やホームヘルパーなどが寝圭や風邑場・台所といった生活の場に   
入ることについてどのように思われますか？  

全く抵抗がない：TO人（乱鍋）  
あまり抵抗がないニ69人（37．1恥  
少し抵抗がある：30人（18．1％）  

とても抵抗がある：9人（4．壬粍）  
その他：1人（0．5射  

無回答：7人（3．8％）  

園11生活の埠へ訪れることについて  

3．在宅♯葉書の■暮生活における希望（衰13－川）   

3－1．療養者はこれからの療養生活  

表13在宅療養者の療養生活における希望  

最後まで在宅で過ごしたい  82（封．3）  

病気が悪化したら入院したい   58（30．1）  

先のことは分からない  48（25．8）  

その他  12（8．5）  

無回答  8（4．3）   



か乙者が肋軋  

鼓＝ 介 者が介 できない状況における希望  

サービ利用と在宅療棚  43（2＆1）  

施設入所・入坑  92（4摘）  

親戚による介護  訳1．8）  

自分ではどうしようもない  3水17ヱ）  

その他  7（乱8）  

無回答  鋸4る）  

ヰ．榊介護利用者和（褒15－17）n＝；121斗位：人（％）  

ケ1．訪問介護サービスを利用し始めてからの期間  

♯15 訪 介醜サービス利用期間  

8ケ月未満  

8ケ月以上1年未満  

1年以上3年未満  

3年以上5年未満  

5年以上10年未満  

15（1乙4）  

1¢（13．2）  

38（31．4）  

28（23．り  

17（14．0）  

3（2，5）  

4（3．3）  

10年以上  

無回答  

4－2．訪問介護サービスの利用国数  

表16訪問介護利用回数  

1回／月  

2－3回／月  

l回／週  

2国／邁  

3国／遺  

4－5回／週  

1回／日  

2回以上／日  

無回答  

ヰー3．訪問介護の利用回数  

表17 訪問介護利用回数の希望  

現状より減らしたい  
現状維持がよい  
現状より増やしたい  
毎日利用したい  
無回答   



5．肋間介護サービス利用に潰する満足度（内ほ－21）n＝121  

5－1．訪問介護のサービス全体について満足度はいかがですか？  

無回答  大変満足：2g人（24．肌）  

かなり満足：74人（引．29i）  

やや不満：用人（11．飢）  

不満：1人（0．鍋）  

無回答：3人（2．5％）  

国12 訪問介護サービス全体満足度   

5－2．ヘルパーはあなたの話をよく聞いてくれますか？  

よく聞いてくれる：08人（7¢．鍋）  
またに聞いてくれる：18人（14．9％）  
あまり聞いてくれない：5人（4．1％）  
全く聞いてくれない：0人（0．鍋）  
無回答：5人（4．1％）  

1 ■  
図18 傾聴態度  

5－3・ヘル／く－は療養生活に役立つエ夫・捷案を一緒に考えてくれますか？  

考えてくれる二70人（57．9％）  
たまに考えてくれる：30人（24．8％）  
あまり考えてくれない：15人（12．4，i）  
全く考えてくれない：2人（1．7％）  
無回答：4人（3．3％）  

全く考えて  
くれない  無回答  

∵  

鶴1一環養生活のためのエ夫・椎葉   

10  



ト4．ヘルパーに悩みや愚痴を話すことができますか？  

無回答   
tlヽ  

全く話すこ  
とができな  

し、   
5．8  

話すことができる：71人（58．7％）  
あまり挿すことができない：39人（32．21  
全く結すことができない：8人（5．溝）  
無回答：5人（4．1％〉  

■■  r  

＿．．悩みの表出   

ち－5．この1ケ月のヘル／く－の態度についての満足度はいかがですか？  

満足：43人（35．5，i）  

まあ満足：81人（50．4％）  

どちらともいえない：12人（乱9％）  

やや不満：2人（1．7％）  

不満二1人（0．8？i）  

無回答：2人（1．7，i）  

不満  
0・即i 無画昔  
ノ ／ 1．職  どちらとも  

いえない   
9、9ヽ  1  

一  

国16 態度に関する満足度   

5－8．この1ケ月間のヘル／く－の約束した訪開時間の厳守についての満足度について   
いかがですか？  

やや不慮不満  
（4．，％，  

やや不満：4人（8．3％）  

不満：0人（0．0％）  

無回答：2人（1．7％）  

▼   

園†7妨問時間の厳守に関する満足麿   



5－7．この1ケ月のヘルパーの療養者に対する体調や状鞄への配慮について満足度は   
いかがですか？  

やや和で  
どちらと着・訓Lノ司   

いえなL嘘  
9．11  

満足：ヰ7人（38．8％）  

まあ満足：57人（47．1％）  

どちらともいえない：11（9．1％）  

やや不満：4人（3．3％）  

不満：0人（0．肌）  

無回答：2人（1．7％）   

5－8．この1ケ月のヘルパーの専門的な説明のわかりやすさについての満足度はいかがですか？  

満足：34人（28．1％）  

まあ満足：51人（42．1％）  

どちらともいえない：29人（24．0，ら）  

やや不満：3人（2．5，も）  

不満：0人（0．肌）  

無回答：4人（3．3％）  

：  

・こ‥芸・i  

J  

＿■  
図19専門的な娩明に関する満足度  

5－9．この1ケ月のヘルパーが提供する知識と技術についての満足度はいかがですか？  

轡  やや不満／  満足：35人（28．9％）  
まあ満足：83人（52．1？i）  
どちらともいえない：14人（11．6％）  
やや不満：4人（3．3％）  
不満：1人（0．8％）  
無回答：4人（3．ユ％）  

－、カ  

「▼■  

どちらともい   
えない   
11．8％  

園20知識と技術に関する満足度   



ト10．この1ケ月のヘルパーの介護方法について満足度はいかがですか？  

満足：ヰ0人（33．1％）  

まあ満足：＄2人（51．2％）  

どちらともいえない：12人（9．9％）  

やや不満：3人捻．5恥  

不満：0人（0．0％）  

無回答：4人（3．3％）  

だあ満足  
51．2l  

L＿＿一  

国21介護方法に関する満足度  

計11．この1ケ月のヘルパーの個人へのプライバシー厳守についての満足度はいかがですか？  

満足：53人（43．8％）  

まあ満足：48人（3g．7％）  

どちらともいえない：14人（11．¢％）  

やや不満：3人（2．5％）  

不満：0人（0．0％）  

無回答：3人（2．59i）  

不瀞   無回答  
0・  ・／■ 2、飢  

一  

国22プライ／くシー厳守に関する満足度  

さ－12．この1ケ月の訪問介護サービスに対する利用料金についての満足度はいかがですか？  

不満  無回答   満足：32人（26．4％）  

まあ満足：63人（52，1％）  

どちらともいえない：18人（14．9％）  

やや不満：3人（2．5，i）  

不満：2人（1．7％）  

無回草：3人（2．5％）  

1  

＼、、＿ノ′  

図23 利用料金に関する満足度   



5－13．この1ケ月のヘルパーの安全面への配慮について満足度はいかがですか？  

満足：47人（38．8％）  
まあ満足：54人（44．6％）  
どちらともいえない：11人（9．1％）  
やや不満：4人（3．3％）  
不満：○人（0．0％）  
無回答：5人（4．1％）  

箪／讐  
1  

l  

一  

国24安全面の配慮に関する満足度   

5－14．この1ケ月のヘルパーへの緊急時などの連格の取りやすさについての  

満足度はいかがですか？   

・満足：38人（32．2％）  

・まあ満足：49人（40．5％）  

ゼちらともいえない：22人（18．2，i）  

・やや不満：7人（8．8％）  

・不満：0人（0．0％）  

・無回答：4人（3．3％〉  

不満  無血脊 ■、■－、  やや不満  

■  
園25 緊急時の連絡に関する満足度  

5－15．この1ケ月のヘルパーのあなたや家族の希望や要求の理解について   
満足度はいかがですか？  

不満  
やや不満0．肌  

無回答   
2．5ヽ  満足dl人（33．9％）  

まあ満足：別人（44，8％）  
どちらともいえない：17人（川．0％）  
やや不満：¢人（5．0％）  
不満：0人（0．肌）  
無回答：3人（2．5％）  

■  
圃26希望や要求の理解に関する満足度   

14  



¢．配食サービス利用状況（褒t8－10）n＝＝14■位：人（％）  

か1．配食サ→ビスの利用者の内訳  

表柑利用者内訳  

療養者のみ  9（糾．3）  

療養者と介護者  4（28．6）  

8－2．配食サービスの利用国教  

義柑利用回数  

毎日  
卜¢回／遭  

1－3回／月  

丁．記食サービス利用に鋼する満足度（閂27ぺ沌）n＝14■位：人（≠）  

ト1．配食サービスの食事内容や土についての満足度はいかがですか？  

・満足：2人（14．39i）  

tまあ満足：7人（50％）  

・どちらともいえない：4人（28．6％）  

・やや不満：0人（0．0％）  

・不満：1人（7．1％）  

不満   
や満垣  

「  

囲27食事内容・量に関する満足度   



ト2．配食サービスを利用したことで、食事の支度について心配が解消されたと思いますか？  
モう患わな  

どちらともい い  

7・ll．■  えか憾 ■ご  

そう思う：8人（揖．4％）  
少しそう患う：4人（2臥6％）  

どちらともいえない：1人（7．1％）  
そう患わない：0人（0．（粍）  

園28食事の支齢こ関する心配の解消   

7ぺま．配食サービスを利用したことで栄養状個が改善されたと患いますか？  

そう患う二3人（21．4％）  

少しそう患う：5人（35．7？i）  

どちらともいえない：4人（28．鍋）  

そう患わない：2人（14．3％）  

■■  

、■■＿■ 一  

国29 栄養状態の改善  

7－4．配食サービスを受け取るときに食事を配ってくれる人は、療養者や家族の毎日の暮らしや   
健康状態を気遣ってくれていると思いますか？  

そう患う：2人（14．3％）  

少しそう患う：ヰ人（28．8％）  
どちらともいえない：（42．9％）  
そう思わない：2人（14．さ％）  

「‾  

図部卜暮らしや健康状腰への気遣い   

1¢  



臥細事醜利用者背t（鼓20－24〉 n＝帽8 単位：人（％）   

8」．訪問者護を利用し始めてからの期間  

義和訪問着護サービス利用期間  

8ケ月未満  

帥・月以上1年未満  

1年以上3年未満  

3年以上5年未満  

5年以上10年未満  

10年以上  

無回答  

21（13．7）  

18（‖．8）  

47く30．7）  

37（24．2）  

24（15．7）  

5（3．3）  

1（0．7）  

批乙訪問者護利用回数  
表21訪問者護利用回数  

1回／月  

2－3回／月  

1回／遇  

2回／過  

3回／遇  

4－5回／過  

ほぼ毎日  
無回書  

1（0．7）  

15（9．8）  

6叫41，8）  

35（22．9）  

23（15．0）  

12（了．8〉  

之（1．3）  

1（0．7）  

針3．訪問介護利用状況に関する希望  

表22訪問着捜利用状況の希望  

回数を減らしたい  503）  

1圃の訪問時間を短くしたい  1（0．刀  

回数と時間を減らしたい  3（乙0）  

現状維腐  115（75ぶ  

回数を増やしたい  試3月）  

毎日  11（7ヱ）  

1囲の訪問時開を増やしたい  4（乞6）  

回数と時間を増やしたい  4（乙6）  

■回答  5（3・3）   



8」．訪問者護サービスで利用している内容  

表23訪佃看護サービス利用内容（複数回筈）  

体温・血圧・脈拍・呼吸数の測定管理  
服薬介助  
痛みの管理  
転倒予防  
運動－リハビリ  

躊癒一朝傷の処置  
オムツ交換  
留置カテーテルによる排泄管理  
人浴介助  
足浴・羊浴  

清拭  
通院の介助  
食事・栄養管理への援助  
胃ろうのケア  
生活全般の相談  
医療機周との連絡  
福祉用具の手記  
他の福祉サービスの調整  
家族への支援  
その他  

145（94．8）  

25（16．3）  

15（9．8）  

1附2．4）  

7247．1）  

48（31．4）  

56（3¢．8）  

20（13．1）  

40（26．1）  

28（18．3）  

55（35．9）  

3（2．0）  

12（7．8）  

33（21．8）  

45（29．4）  

70（45．8）  

25（16．3）  

13（8．5）  

33（21．6）  

1（芦（10．5）  

8づ．訪問看護サービスで利用することを希望しnlる内容  

表24訪問者護サービス利用希望内容（複数回苔）  

体温・血圧・脈拍1呼吸数の測定管理  

服薬介助  
痛みの管理  
転倒予防  
運動・リハビリ  
榊・創傷の処置  
オムツ交換  
留置カテーテルによる排泄管理  
入浴介助  
足浴・手浴  

清拭  
通院の介助  8 

食事t栄養管理への援助  

胃ろうのケア  
生活全般の相談  
医療機関との連絡  
福祉用具の手配  
他の福祉サービスの調整  
家族への支援  

≠  

18  

86（56．2）  

20（13．1）  

16（10．5）  

13（8．5）  

49（32．0）  

2t5（け0）  

34（22．2）  

17（11．1）  

30く1g．6）  

18（11．8）  

2g（柑．0）  

（3．9）  

11（7．2）  

13（8．5）  

38（24．8）  

49（32．0）  

18（11．8）  

12（7．8）  

36（23，5）  

4（2．6）   



0．訪同著鷺サービス利用に開する満足度（F27－ヰ1）n＝15ユ  

g－1．妨間看護サービス全体についての満足度はいかがですか？  

無回答  
大変満足ニ48人（31．4，i）  

かなり満足：91人（5g．訊）  

やや不満：8人（5．2％）  

不満：0人く0．0！i）  

無回答：8人（3．9％）  

圃27訪問者護サービス全体の満足度   

9－2．訪問看護筒はあなたの隋をよく聞いてくれますか？  

こ・・さ‥」ユ’で  
よく聞いてくれる：129人（84．3％）  

たまに聞いてくれる：17人（11．1％）  

あまり聞いてくれない：2人（1．3％）  

全く聞いてくれない：0人く0．鍋）  

無回答：5人（3．3％）  

園28條聴態度   

8－3．訪問者護師は療養生活に役立つ工夫や提案を一貞軌こ考えてくれますか？  

全く考えてく 無回答  、 
年型／／／‾5．2％  

考えてくれる：107人（89．鍋）  

たまに考えてくれるこ32人（20．9％）  

あまり考えてくれない：5人（3．3％）  

全く考えてくれない：1人（0．7？ふ）  

無回答：8人（5．2％）  

あまり考えて   
くれない  

3ユヽ  

」  

ー  

■  
一  

国29療養生活のためのエ夫・提案   

19   



9－4．訪問者護師に憾みや愚痴を施せます▲－〈  

t話すことができる：111人（72．5％）  
・あまり指すことができない二29人（19．肌  
・全く拝すことができない：8人（2．晒）  
・無回答：10人（6．5％）  

全く替すこと ぉ回答  

8．き～ が軍誌■■  

図30悩みの表出  

9－5．この1ケ月の訪問者護師の隠度について満足度はいかがですか？  

満足：81人（52．8％）  

末あ満足：84人（41．鍋）  

どちらともいえない：＄人（3．鍋）  

やや不満：0人（0．肌）  

不満：0人（0．肌）  

無回答：2人（1．3？i）  

満 
ど欝、彗慧  

3■鍋 一   

L  
L  

l  

r  

l r  

囲31態度l」開？▲る満足度  

9－¢．この1ケ月の妨同著護時間の厳守について満足度はいかがですか？  

満足：85人（55．6％）  

まあ満足：51人（33．3％）  

どちらともいえない：10人（¢．5％）  

やや不満：4人（2．跳）  

不満：0人（0．仇）  

無回答：3人（2．0％）  

やや不満 不満  
0．0％  無P盤  

一一h－‾一【〆‾ 2．   

■L  

どちらともい   
えない  

」  
函32訪問時間の厳守に関する満足度   

20   



ト7．この1ケ月の妨間日の療養者への体鯛や状態への配㈲こつてい凛足應はいかがですか？  
．1．L＿＿ 不満  

＝妄‥二士ミざ   
4．6％  

▲  

満足：85人（55，飢）  
手あ満足：54人（35．さ％）  
どちらともいえない：7人（4．6％）  
やや不満：1人（0．79i）  
不満：0人（0．0，i）  
無回答用人く3．9瑚  

1■  ■  

図33体調配慮に関する満足度   

9－8．この1ケ月の看護師の書門的な悦明のわかりやすさについての満足度はいかがですか？  

満足：72人（47．1？i）  

まあ満足：6a人（41．2！i）  

どちらともいえない：14人（8．2？i）  

やや不満：1人（0．7％）  

不満：0人（0．0％）  

無回答：3人（2．0％）  

■■■一  

国3ヰ専門的な説明に関する満足度  

9－8．この1ケ月の看護師の技術と矧勤こついて満足度はいかがですか？  

満足：75人（49．【粍）  

まあ満足：80人（8胤2†ふ）  

どちらともいえない：12人（7．鍋）  

やや不満：3人α．【粍）  
不満：0人（0．帆）  

無回答：3人（2．肌）  

どちらとも2・的  

いえない   
7．8％  

■   
」■  

園35技術と知識に関する満足度  

21   



9－10．この1ケ月の看護方法についての満足度はいかかですか？  

不満  
やや不満 0．肌 無回答  満足：¢8人（44．4％）  

まあ満足80人（39．2％）  

どちらともいえない：14人（臥2％）  

やや不満：2人（1．3，i）  

不満：0人（0．0％）  

無回答：9人（5．鍋）  

どちらとも鵠  

1  

■  
園38看護方法に関する満足度  

9－11．この1ケ月の訪問者護師による個人のプライ／くシー厳守についての満足度はいかがですかつ  

満足：7ヰ人（48．4！右）  

まあ満足：55人（35．9％）  

どちらともいえない：13人（8．5％）  

やや不満：3人（2．肌）  

不満：0人（0＿0％）  

無回答：8人（5．2％）  

9－12，この1ケ月の訪問者韻サービスに対する利用料金について満足度はいかがですか？  

満足：49人（32．0％）  

まあ満足：59人（38．¢％）  

どちらともいえない：27人（17．耶も）  

やや不満：8人（5．2，も）  

不満：1人（0．7％）  

無回答：9人（5．g％）  

不潔  無回答   
0・  

㍗ ∠5，g  

」■  

園38 利用料金に関する満足度  

22   



9－13．この1ケ月の妨間看護師の安全面への配慮について満足度はいかがですか？  

満足：72人（47．1％）  
まあ満足：87人（ヰ3．8！i）  
どちらともいえない：㊦人（3．鍋）  
やや不満：1人（0．7‰  
不満：0人（0．（粍）  
無回答：7人（4．鍋）  

」  

「■■   r  

図39安全面の配慮に関する満足度  

9－14．この1ケ月の訪問者護師への緊急時の連絡の取りやすさについての満足度はいかがですか  

不満農園筈  
やや不濃－・轡」二二7・跳  

満足：別人（39．9％）  
まあ満足：62人（40．5％）  
どちらともいえない：13人（8．5％）  
やや不満：4人（2．6，も）  
不満：2人（1．3％）  
無回答：11人（7．2％）  

▼  

園咄緊急時の連絡に関する満足度  

9－15．この1ケ月の訪問看護師のあなたや家族の希望や要求に対する理解について、  
満足度lまいかがですか？  

・満足：63人（41．2％）  
・まあ満足：65人（42．＄％）  
・どちらともいえない：13人（8．5％）  
・やや不満：1人（0．7％）  
・不満：○人（0．肌）  
t無回答：11人（7．2％）  

不満  無回答  

■  
国ヰ1希望や要求に関する満足度   
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用い肪周入洛利用者千丈（衰25－27）n＝丁¢■位：人（％）  

和一1．訪問入浴を始めてからの期間  

船律ス利用期¶   
1，（1．β 
10（13．2）  

25（32．射  

14（18．4）  

15（1≦l．7）  

1（1．3）  

6ケ月以上1年未満  
1年以上3年未満  
3年以上5年未満  
5年以上10年未満  
10年以上 

川－2．訪問入浴の利用国徴  

表加 訪問入浴利用回数  
1回／月  

2－3回／月  
1回／週  

2囲／遇  
3圃／遇  
4－ら回／遇  
ほぼ毎日  

1（1．3）  

9（11．8）  

38（50．0）  

22（28．g）  

5（8．6）  

1（1．3）  

0（0．0）  

10－3．訪問入浴利用状況の希望  

む7の千暮  
…， 
も4（84．2）  

7（9．2）  

1り．31  

4（5．3）  

現状総括がよい  
現状より増やしたい  
毎日利用したい  
無回答  

‖．訪問入浴サービス利用に鋼する満足度（鰐4ヱ）n＝70  

11－1．訪問入浴サービス全体についての満足度はいかがですか？  
「  

〔＼ ＿無回答  
そう思う：43人（56．6％）  
少しそう思う：20人（26，3％）  
どちらともいえない：5人（6．眺）  
そう思わない：1人（1．3％）  
無回答：7人（g．2％）  

／r 9．2％  

11■   

圃42訪問入浴サービス全体の満足度   
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はデイケアーデイサービス利用者背t（如8－80）n王朝 単位＝人（％）  

12－1．デイケア・デイサービス利用期間  

奉加デイケア・デイサービス利用期間  

8ケ月未満  

6ケ月以上1年未満  

1年以上3年未満  

3年以上5年未満  

5年以上10年未満  
10年以上  

5（11．4）  

7（15．8）  

14（31．8）  

11（25．0）  

7（15．9）  

∝0．0）  

12－2．デイケア・デイサービス利用回数  

仲■デイサース叩一  
1回／月  咲。 

3（8．8）  

17（38．8）  

17（38．6）  

6（13．る）  

1（2．3）  

∝0．0）  

2－3回／月  

1回／遺  

2回／週  

3固／遇  
4－5回／運  
1日〕詣P司   

12－3．デイケア・デイサービス利用状況の希望  

表卸デイケア・デイサービス利用回数の希望  
現状より減らしたい  
現状維持がよい  
現状より増やしたい  
毎8利用したい  

0（0．0）  

42（95．5）  

2（4．5）  

∝0．0）  

柑．デイケア・デイサービス利用者＃足度（同朋）n三≡糾   

13－1．デイケア・デイサービス全体としての満足度はいかがですか？  

や諾満  
どちらともい   
えない  

・満足：17人（38．鍋）  

・まあ満足：21人（47．7，も）  

・どちらともいえない二1人（2．3％）  

・やや不満：2人（4．5射  

・不満：1人（2．3％）  

・無回答：2人（4．5％）  

図伯デイケア・デイサービス全体の満足度   
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14．ショートステイ利用者乍t（表別一調）n；諏 1位：人（％）   

14－1．ショートステイを利用している期間  

攣31ショートステイ利用月■  

8ケ月未満  

6ケ月以上1年未満  

1年以上3年未満  

さ年以上5年未満 

5年以上10年未満  

10年以上  

■自書  

14－乙ショートステイの利用回教  

些ショートステイ■叩■■  
1回／月  

2－3固／月  

1固／遭  
2固／遇  

3圃／週  
4－5圃／過  
その他  
■■書  

14－3．ショートステイ利用国数の希望  

表おショートステイ利用回数の希箪 
現状より減らしたい  
現状維持がよい  
現状より増やしたい  
毎日利用したい  

ゃ  

15．ショートステイ利用者義足度（同肌丁）∩亘は  

15－1．ショートステイサービス全体の満足度はいかがですか？  

試13．2）  

2（5．3）  

11（28．9）  

7（1乱4）  

4（10．5）  

0（0．0）  

9（23．7）  

15（39．5）  

7（1乱4）  

2（5．3）  

1（2．8）  

0（0．0）  

1（2．8）  

g（23．7）  

訳7．9）  

1（2．6）  

1択50．0）  

13（34．2）  

0（0．0）  

5（用．2）  

無回答   
7．溝   不満  

2組「一一  
・満足：8人（21．1％）  

・まあ満足12人（ユ1．鍋）  
・どちらともいえない：7人（18．4？i）  

・やや不満：7人（18．4％）  

・不満：1人（2，6，i）  

・無同音：3人（丁．9％）  

攣  

図榊ショートステイサービス全体の満足度   
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15－2．ショートステイを利用したことで介護者の体調がよくなったと思われますか？   

・そう思う：11人（28．9％）  

・少しそう患う：8人（21．用）  

・どちらともいえない＝10人（26・3％）  一  
・そう思わない：8人（は跳）  

・無回答：3人（7．g弘）  
1 ■  

園ヰ5介護者の体調回復  

15－3．ショートステイを利用したことで介護に対する負担感が解消したと思われますか？  

無回答  

そう㌍、一うi  ・そう患う：11人（28．9％）  

・少しそう患う：17人（44．7％）  

・どちらともいえない：6人（15．8％）  

・そう患わない：2人（5．き％）  

・無国事：2人（5．3，i）  

1  

1■■    一  
国46 介護者の負担感解消  

15－4．ショートステイスタッフの安全面への配慮についての満足慮はいかがですか？  

不満  無回答  
・満足：7人（18．4％）  

・蒙あ満足：19人（50．0％）  

・どちらともいえない：4人（10．5％）  

・やや不満：4人（10．5％）  

・不満：2人（5．3％）  

・無回答：2人（5．3％）  

一三i上3％  

ち  

1■  
園47安全面の配慮に関する満足度   
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Ⅱ．在宅療♯サービス利用者（介護者）におけるアンケート結果  

l．在宅鵬の介礼者（衰1一釘、閂l一柑）n可掴単位：人（％）   

1－1．介護者の性別  

表1介護者性別  

男性  
女性  
無回答  

50（26．9）  

132（71．0）  

4（2．2）  

ト2．介護者の年齢  

表2介護者の年齢  平均年齢（SD．幅）舶11．0．33一紙）歳  

衣1．1）  

13（7」】）  

柑（10ヱ）  

52（280）  

78（41．9）  

17（9．り  

3（t¢）  

7（3月）  

代
代
代
代
代
代
代
答
 
 

慮
歳
歳
歳
歳
慮
歳
回
 
 

3
0
4
0
印
8
0
7
0
8
0
㈹
無
 
 

ト3．介護者の身長  

轟3 介護者の身長   平均身長（SD，幅）1印．現象1．132－178）m  

150m未満  37（川畑）  

1馳m以上155cm未満  51α7．4）  

155¢nn臥上100¢れ∩未満  3試柑8）  

160¢m以上165¢m未満  2訳12．4）  

165m以上170αn未満  17（9．1）  

17（km以上  郎3ヱ）  

1了（9．1）  無回答   

1－4．介護者の体重  

表4 介護者の体重  

40kg未満  

40kg以上45kg未満  

45kg以上50kg未満  
50kg以上55kg未満  

55kg以上80kg未満  
60kg以上輌未満  
餌kg以上70kg未満  
70kg以上  

無回答  

平均体重（SD・幅）53」（9㈹  

鋸4＿3）  

16（8、61  

34‖83）  

37（柑β）  

錮（183）  

21（11．3）  

鋸4」】）  

鋸4、81  

28   



ト5．介護を始めてからの期間  

表5 介護期間  

6ケ月未満  

¢ケ月以上1年未満  

1年以上3年未満  

3年以上5年未満  

5年以上10年未満  

10年以上  
無回答  

10（5．4）  

10（5．4）  

40（21．5）  

41（22．0）  

46（24．7）  

32（17．2）  

7（3．8）  

1－8．介護者は介護lこ対する自倍があります｛ヽつ  

■とてもある：10人（5．ヰ射  

・ある：39人（21．0％）  

・どちらともいえない：87人（46．肌）  

・ない：35人（18．8％）  

・まったくない：6人（3．2％）  

・無回答：9人（4．8％）  

とあ  
√  

駁 3・離  

ノ   

【 云ニJ 」喝  

図1介護に対する自信  

ト7．負担を感じる介護内容では、排便介助が40％を占め、排尿介助、オムツ交換、、着替え、  
移動や移乗、食事の支度や後片付けについて20％以上の暑が負担を感じていた。  

表6 負担を感じる介護内容（複数回答）  

排尿介助  
排便介助  
オムツ交換  
ストーマケア  
入浴介助  
清拭  
着替え  
食事介助  

41（22．0）  

73（39．2）  

45（24．2）  

3（1．6）  

37（19．9）  

21（11．3）  

46（24．7）  

29（15．8）  

車椅子などの移動・移乗  41（22．0）  

通院介助  
樽瘡や創傷の処置  
シーツ交換  
洗濯  
食事の支度・後片付け  
その他  

40（21．5）  

24（12．9）  

19（10．2）  

29（15．6）  

45（24．2）  

14（7．5）   

2≦事  



ト8．介護者の現在の健康状態はどうでて   

・とても良い：1（0．5％）  

・まあ良い：100（53．鍋）  

・あまり良くない：59（31．7％）  

・悪い：14（7．5％）  

・無回答：12（6．5％）  

鱒甲声とても良い  

園2介護者の健康状態  

1－9．介許割こおける現在もつ病気や症状として、腰痛が60％を占め、疲れやすい症状のある者l；   

50％，布こりを感じている者は40％弱、倦怠感を感じているものは30％強を占めた。  

表7 介護者の現在ある病気や症状  

72（38．丁）  

112（60．2）  

2＄（14．0）  

93（50．0）  

14（7．5）  

22（11．8）  

63（33．9）  

51（27．4）  

43（23．1）  

48（24．7）  

13（7．0）  

20（10．8）  

5（2．7）  

4（2．2）  

3（1．6）  

10（5．4）  

6（3．2）  

2（1．1）  

2（1．1）  

14（7．5）  

3（1．8）  

肩こり  
腰痛  
兢痛  
疲れやすい  
食欲不振  
めまい  

倦怠感  
イライラ  
不眠  
高血圧  
糖尿病  
心臓病  
動脈硬化  
呼吸器疾患  
神経系疾患  
自律神経失調症  
うつ病またはうつ状態  
蓄膿または鼻づまり  
扁桃腺肥大  
鼻アレルギー（花粉症）  

脳梗塞   
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ト軋介護者が内服している薬（表8－13）では、降圧剤が約30％、精神安定剤が約15％、  
睡眠剤が15％、鎮痛剤が約柑％、胃薬が約25％を占めていた。  

表8 降圧剤  

よく飲む  
しばしば飲む  
たまに飲む  

表9頼神安定剤  

よく飲む  
しばしば飲む  
たまに飲む  

表10 睡眠剤  

よく飲む  
しばしば飲む  
たまに飲む  

表11鎮痛剤  

よく飲む  
しばしば飲む  
たまに熱む  

表12 胃薬  

よく飲む  
しl乱′ぱ飲む  

たま！こ飲む  

表13 その他の薬  

よく飲む  
しばしば飲む  
たまに飲む  

ト11．介護者の飲酒習慣  

表14飲酒の習慣  

ほぼ毎日  
ときどき  
飲まない  
無回答  

1－1乙介護者の喫煙習慣  

表15 喫煙習慣の有無  

有  
無  
無回答  

21（11．3）  

4（2．2）  

3（1劇  

1t）（8．6）  

3（1．8）  

生壁」  

18（9．7）  

3（1＿8）  

」公望旦 
＿  

34（18．3）  

12（6．5）  

22（＝、81  

4∝21．5）  

8（4，3）  

23（12＿4）  

17（g．1）  

30（16．り  

128（88．8）  

11（5．9）  

21（11．3）  

14（；（78．5）  

19（10．2）   



ト13．介練者の睡眠状況  

表用介護者の睡眠時閤  

5時間未満  

5時間以上6時間未満  

¢時間以上7時間未満  

丁時間以上8時間未満  

8時間以上9時間未満  

平均睡眠時間（SD／疇姐1（1働  

21（11．3）  

4試24．2）  

55（29．6）  

25（13．4）  

15（8．1）  

9時間以上10時間未満  

10時間以上  

無回答  

ト14．介護者の就寝時間  

表17介護者の就寝  時間  

11（5．9）  

18（9．7）  

43（23．1）  

59（31．7）  

35（18．8）  

20（10．8）  

21時未満  

21時以降22時未満  
22時以降23時未満  

23時以降24時未満  
24時以降  
無回答  

ト15．入眠までに要する時間  

表18入眠事での時間  

10未満  

10分以上30分未満  

30分以上鮒分未満  

80分以上  

無回答  

ヰ8（25．幻  

73（39．2）  

41（38．7）  

13（7．0）  

11（5．9）  

ト16．夜間の覚醒状況  

表用夜間覚醒状況  

0回  

ト2回  

3－5回  

6－9回  

10回以上  

無回答  

14（7．5）  

82（44．1）  

72く38．7）  

＄（3．2）  

0（0．0）  

12（6．5）  
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トけ夜中に邑が屈めてから、眠れなくなることがありますか？  

無回答  
・よくある：28人（15．1％）  
・しばしばあるこ51人（27．4％）  
・たまにある：52人（28．晒）  
・ない：42人（22．6射  
・繰回孝二柑人（7．仇）  

園8夜間覚醒後の入眠困難  

1－18．毎晩の睡眠状況はどうですか？   

・よく眠れている：23人（12．4％）  
・だいたい眠れている：81人（咄．5％）  
・どちらかといえば眠れない：  

58人（81．2？り   
■眠れなくて困っている：  

9人（孔8射  

・無回答：15人（8．1％）  

＿  

い肴ば  だいたい  
瑚断  眠れてい  
81謝  る   

園4 腫礪状況  

無回答  
許L ェ＝4鞘  

卜柑・昼間に眠く寝なことがありますか・  

・よくある：53人（21．5％）  
1しばしばあるニ82人（23．乃）  
・たまにある：52人（33．鍋）   
■ない：10人（ほ6）  

・無画容ご9人く且4％〉  

■  
囲5昼ⅣHこ眠くなる経験   
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1－20．昼間に居眠りや昼♯をすることはあります舟ウ  

・よくある：40人（21．5％）  

・しばしばある：44人（23．7％）  

・たまにある：閑人（33．8％）  

・ない：29人（15．構）  

・無回答：10人（5．4？i）  

園8 昼間の居眠りや昼寝の経験  

毎晩ある  
‾r ∧●ヽ  

1  

ト21，いびきをかいたことがありますか？  

t毎晩ある：11人（9．5％）  

・しばしばある：35人（32．鍋）  

1た割こある：別人（32．8％）   

tない53人（28．5％）  

・無回答：26人（1ヰ．0％）  

1－22．夜間に寝汗をかくことがありますか   

・よくある：18人（8．鍋）  

・しばしばある：27人（14．5％〉  

・たまにある：82人（33．鍋）   

・ない：69人（37．1％）   

t無回答12人（6．訊）  

図8 夜間における寝汗の経験   



ト23．早朝目覚めた時に、倦怠感や気分がすぐれないことがありますか？  

・よくある：37人（19．9％）  

・しばしばある：46人（24．7％）  

・たまにある：83人（33．9％）  

・ない29人（1説8％）  

－無回答：11人（5．鍋）  

図9早朝覚醒時における倦怠感の経験  

ト24．早朝目覚めた時に、口の中が渇いていますか？  

・よくある：39人（21．0％）  

・しばしばある：35人（18．8頸  

・たまにある：50人（28．9％）  

・ない：50人（2tS．9％）  

・無回答：12人（8．5†も）  

1 示ヂ  

国10早朝覚醒時におけるロ渇の経験  
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ト25．介護者の就労状況  

表加介護者の就労状況n＝186 単位：人（％）  

仕事をしn＼る  

仕事をしていない  
無回答  

ト26．世帯の経済状況  

表21世帯の経済状況  

良い  
普通  
悪い  
芯百官  

ト27．介護者の生きがい  

表畏介護者の生きがいの有無  
有  
無  
どちらともいえない  

サ  

ト加．介護者の生きがい  表23御  
子・孫の成長  
力ラオケ  
ガーデニング  
運動  
パソコン  
買い物  
ボランティア  
介護  
ペット  

35（18．8）  

139（74．7）  

12（6．5）  

1試8．1）  

11了（62．9）  

42（22．6）  

12（6．5）  

朗¢7．1）  

26（14．0）  

75（40．3）  

1（i（8．6）  

18（9．7）  

6（3．2）  

18（9＿7）  

12（6．5）  

2く1＿1）  

14（7．5）  

9（4．8）  

31（16．7）  

8（8．2）  

ト加，介護者のくつろぐ時間  表24嘩  
常にくつろぐことができる  3創17．幻  

ときどきくつろぐことができる  97（52封  

全くくつろぐ時間がない  蝿＄）  

無回答  13（7．0）   



卜30．介護者の身体は、1ケ月前より現在の方が楽になりましたか？  

そう患うニ9人（4．8％）  

少しそう患う：23人（はヰ％）  

どちらともいえない：79人（42．5％）  

そう患わない：85人（34．9％）  

無回答：10人（5．4，i）  

回111ケ月前と比較した身体のt担軽凛  

卜引．介護者は、1ケ月前より現在の方が安心できるようになりましたか？  

・そう思う：20人（10．鍋）  

・少しそう思う：41人（22．0％）  

・どちらともいえない：87人（38．椚  

・そう患わない：49人（26．3％）  

・無国事：9人（4．8％）  

図121ケ月前と比較した安心感  

ト32．介横着は、1ケ月前より現在の方が気持ちが楽になりましたか？  

・そう患う：16人（8．飢）  

・少しそう患う：3ヰ人（18．3％）  

・どちらともいえない：87人（38．0％：  

・そう患わない：61人（32．8％）  

・無回答：も人（4．3†i）  

図柑1ケ月前と比鼓した精神的負担軽減   



ト38．介護者は、1ケ月前と比較して他人との交流の機会が増えましたか？  

無回答  そう患う 5一丁肘1■ニー少し言う息  

11．8†i  

そう患う：8人（4．3％）  
少しそう患う：22人（11．鍋）  
どちらともいえない：83人（83．9％）  
そう患わない：8ユ人（車＝摘）  

無回答：10（5．4％）  

囲141ケ月前と比較した他人との交流機会促進  

卜34．介獲者は、1ケ月前より介護者自身のための自由時間が増えましたか？  

そう患う  
a・8％ 少しそう  韓国昔 山  

1  

そう患う：7人（3．8％〉  

少しそう思う：24人（12．g％）  

どちらともいえない：88人（35．5％）  

そう患わない：79人（ヰ乙59i）  

無図答：10人（さ．4％）  

患う  
12．9％  

回151ケ月前と比較した自由時間の促進  
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1一朗．今後の介護の計画   

轟26 十鼓の介1什■  

各種療養サービスを利用しながら在宅介護を続ける  118（椙・4）  

入院をさせたいが、受け入れ期間がないため在宅介護を続ける 紋43）  

4（2．2）  

3（1．8）  

ヰ0（21．5）  

3（1．6）  

10（5．4）  

現在、入院待ち（手続き中）  

現在、施設入所待ち（手続き中）  

先のことは分からない  

その他  
無回答  

1－36．入院・入所の希望理由   

表邦 人院・入所希望する理由（複数個苔）  

療養者の体調悪化時に家族での介護が困難なため  

住宅事情から自宅での介護が十分にできないため  

介護者の仕事により十分な介護時間がないため  

介護者の健康状態に不安があるため  

介護者の生活スタイルを大切にしたいため  

8
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U
 
2
 
0
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ト37．災害準備内容   

攣27災■事■の内麒■■F書）  

非常用持ち出し晶（水、食料、医療品）を3日分用意し刊ヽる  28（15・1）  

緊急連絡先、避難場所を決めている  31（16・7）  

使用している医療機器（商品名、種類、メーカー、購入先”＝つい  
てメモし、覚えている  1餌＆郎  

緊急連絡先、主治医、居宅支援事業所、家族の情報についてメ  
モして覚えている  53（2臥引  

万一、地震がおきたら、駆けつけてくれる人がいる  31（1＄・7）  

災害が起こっても、何もできない  鋸4．8）   



Ⅱ．在宅♯養サービス提供者におけるアンケート結果   

1」腋毛■♯サービス提供者背t（表1－14） ∩三＝l別仁■位：人（％）  

ト1．サービス捷供者の性別  

表1性別  

男性  

サ  

ト鼠サービス提供者の年齢  

表2 年齢  

祁歳代  

80歳代  

40点代  

知慮代  

80歳代  

70歳代  

卜乱サービス提供者の職業内訳  

表3 職業  

訪問者護師  

4（2．7）  

146（g7．3）  

平均年齢くSD．幅〉小五＆6．2J卜Tl〉綾  

川（8．7）  

8＝40．7）  

58（3＆7）  

18（1α7）  

4（乙丁）  

1（0．7）  

104（69．3）  

訪問看懐師とケアマネジャー  36（24；○〉  

4（2．7）  

1（0．7）  

1（0．7）  

1（0．7）  

3（2，0）  

ヘルパー  
PT  

OT  

ケアマネジャー  
サ   

1－4．サービス擁供看の勤務年数  

表4 勤務年数  

1年未満  

1年臥上8年未滴  

3年以上5年未満  

5年以上8年未満  

8年以10年未満  

10年以上  

無回答  

平均年岬  
5（3、3）  

28（1＆7）  

27（180）  

31（2仇7）  

23（15」3）  

11（73）  

25（帖7）  
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ト5．勤務形態  

表5 勤務形態  

常勤  
非常勤  

1i8．サービス提供者の労働時間  

表8 実働日数／週  

3日  

4日  

5日  

116（77．3）  

34（22．7）  

平均実働日数（Sロ，幡神勅．3一郎臼／遇  

川畑．†）  

4（2、7）  

11鋸乃ぷ）  

14（9．3）  

3（え0）  

ト7．実働時間  

表7実働時間／遇  平均奏働時間（S取崩碑摘M楓3牒）時間ノ週  

38（25．3）  

《4．0）  

衷1．3）  

16（10．7）  

飢（4¢．7）  

7抹7）  

ヱ鉱1ユ3）  

10時間未満  

10時間以上20時間未満  

20時肌以上30時間未満  

30時間以上40時間未満  

40時間以上5Q時間未満  

餌時間以よ  

無慮筈  

ト8．坊間実数  

8詭腐臭数／盈  

5件未満  

引牛以上10件未満   

10件以上15件未満   

15件以上ヱ8件未満  

雄件払出封牛未満  

彷件以上：狩件未満  

30以上  

乗回答  

平均訪問実数（弧幅）ほ夷8J，ト騨遇  

11（7．3）  

3舷丁）  

44（293）  

28（t8．7）  

1駄1m刀  

針l、3）  

3（2、0）  

12柑、0）   



ト臥訪問延べ件数  

畢型堅朋（l＝＝用鱒鱒  
8（5．3）  

2《1臥0）  

3釈25．3）  

3g（2（；．0）  

21（川．0）  

4（2．7）  

t（0．丁）  

α0，0）  

1（0．7）  

3（2．0）  

1（0．7）  

10（8．7）  

5件未満  

5件以上10件未満  

10件以上15件未満  

15件以上20件未満  

20件以上25件未満  

25件以上3¢件未満  

30件以上48件未満  

48件以上50件未済  

50件以上68件未満  

80件以上70件未満  

70件以上  

無回答  

ト10．勤務施設の設立母体  

塞10勤磨施設の設立母体  

医療法人  

区・市町村  

公益法人  

牡鹿  

会社  

隠人  

その他  

無回答  

61（亜．詔  

鋸6．0）  

42（28．0）  

l（0．7）  

4（乙7）  

3（2二0）  

28（18．7）  

2（1．3）  

ト††‘勤務施設のサービス事業内容  

酎鱒帽慣）  
訪問者護  
訪問介護  
訪問入浴  
その他  

サ  

般  

1J‖（9AO）  

16（10．7）  

仇40）  

41（27．3）  

9（8．0）   



1－12．サ騙ビス提供者の健康状蘭  

表1乏健康状態  

1－1ユ．サービス綾供者の白兎症状  

蓑lユ 良寛症状（複赦  

肩こり  

■■  

温重感  

疲れやすい  

食欲不振  

眩量  

倦怠感  

建つきが悪い  

生理不順  
いらいら  

7g（52．7）  

る5（43．3）  

裡（け3）  

8∝さ】．3）  

8（5．3）  

丁（▲？）  

52（糾，7）  

柑（12．7）  

12（＆0）  

28（15．3）  

ト1tサービス捷供暑がこ¢1年間に磨加した研修  

表川三の†年間に参加した研修（複載画育）  

擦瘡ケア  
フットケア  
失禁ケア  
PEGケア  

在宅酸素療法  
呼吸蕃リハビリ  
痴呆ケア  
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2．在宅療養サービス提供幸の爽嵐に隕する群書（隕1－27）論貫150  

2－l．契約義などぬ分かりやすい説明ができましたか？  

i十分できた：5人（3．4％）  

・できた：58人（8粥％）  
・どちらともいえない：超人（取乱）  全な  

十ハ‾‾▲■」L  

J  

あまりできなかった＝7Å（4．8％）  
・全くできなかった：4人（2．7％）  

・無回答：2扶（16・3％）  

ヰ．溝  

図1契約暮め分かりやすい説明  

2－2．書門的な内容の腹閻こ対し、剰員竜の理解を促すことができ苦したか？  

・十分できた：一人（2．7％）  
・できた：80人（58月㈲  

・どちらともいえない：ヰ8人（82．8％）  
・あ乗りでき勧lった；†一人（13％）  

・全くできなかった：8人縛．㈲  
・無固執7人（ヰ．7％）  

図2 書日劇内容の畿明に関する理解促應  

2一息．利用者から¢連絡に対L搬対応ができましたか？  

・ノ十分できた：23人（1説き艶）  

－できた：1別人（織：粗）  

・どちらともいえない；用人（愉7％）  

1あ蒙りで卓なかった：1人く0．7‰）  
t全くできなかった：0人（0．0％）  
‘無回答沌人（4，肌）  

図き 利用者からの連絡に対チる迅速な対応   

44  



2－ヰ．利用者の苦蘭こ対し、迅速丁寧な対応ができ零したか？  

全くできな  
・十分できた：18人（10．7％）  

・できた：97人（糾．7％）  

・どちらともいえない：加人（18．7％）  

・あ蒙りできなかった：≧人（†．3％）  

・全くできなかった：¢人隠0％）  

・無回答：7人（4．7％）  

如凍寒  
も7鴬 十分で純  【 こ柑，乃  

あ妻りできな   
かった  

t3ヽ  

どちらともい   
ぇない   
18．7驚  

ー⊥一  

図4利用者の昔惰などに対する迅速丁半な珂応  

2－5．丁寧な音素遣いや態鹿への配慮はでき善したか？  

全くできな  
か 

・十分で幸た：Ⅷ人（12．7％）  

・できた：186人（叩．7％）  

iどちらともいえないナ用人（ほ7％）  

・あまゼできなかったこヰ人は7％）  

・全くできなかった：○人（¢．醜）  

・無回春：2人（1．3％）  

った ＼＿∠r   

えない  
12．丁  

1 

1、－＿′′  

阻§丁寧な言葉づかいや態度への配慮  

2－8．利用毒とのコhニケーシ亘ンや相談しやすい雰正気づくりを促すことがで書苦したか？  

■十分で重た：29人（l鋸瑚  

tできた：l02人（88．0如  

・どちらともいえない：18人（廿7％）  

・あ変りできなかった：†人（8iT幻  

・全くできなかった：0人（0．仇）  

・無図答：2人（1．3％）  

全くできな  
あ雪ご雷な、吾妻  唾二 彗慧  

「  

1  

－■  
園且コミュニケーションゐ促進   
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2－1．利用者の状況把檀と計画的なケアの撮供はできましたか？  

全くできな  
‾  

十分できた：10人（1▼2．7％〉  
・できた：妨人（8＆諏）  

・どちらともいえないご80人（20胱）  

・あまりで曹なかったこき人（2．偶）  
・全くでぎなかった：¢人（8．惰）  
■無回答：3人（ヱ．仇）  

あまりできな 1．蒜 ノ器  かった －千⊃■－   ＿   

ー  

l  

■ ■  
図7利胃着の状態把樵と計画的ケアの提供  

2一色．科用春のその巨の身体節・精神網状瀞への配慮はでき泰したか？  

・十分できた：28人（173沿  
‘できた：102人（隠仇）  

・どちらともいぇない：17人（11．鍋：  
・あまりヤきなかった：全人（1．き亀）  
・全くできなかった：0人（0．帆）  
■無回答：き人（2．仇）  

「■■  
国貞≡阿用者の身体紗精神的状況に関する配慮   

2－9．利用者の身体的プライ／くシー保護はできましたか？  

全くできな  
・十分できた：54人（36．0％）  

・できた：78人（52．鵬）  

・どちらともいえない：15人（柑i眺）  

・あまりできなかった：0人（0．0射  

・全くできなかった：0人（0．肌）  

・無回答：3人（2．0％）   

あな 
、  

どちらともい   
えない  

「■ r  
酔夢利用者の身体的ノフ1バシー保護  
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2－10．利用者を理解し、個別性を重視した関わりができましたか？  

全くできなかっ  
た  

あまりできな  0．帆  
・十分できた：22人（川．7，i）  

・できた：g5人（63．a％）  

・どちらともいえない：29人（1臥3％）  

・あまりできなかった：1人（0．7，i）  

・全くできなかった：0人（0．0％）  

・無回答：3人（2．仇）  

図10 利用者の個別性を重視しいた関わり  

2－11．利用者とご家族が安心できる安全・安楽を考慮したケアをこころがけることができましかた？  

・十分できた：21人（川．鍋）  

・できた：108人（72．肌）  

・どちらともいえない：18人（10．7，  

・あまりできなかった：2人（1．3％）  

t全くできなかった：0人（0．0％）  

1無回苔：8人（2．肌）  

全くできなかっ  
あまりできな   た  

0■0先 細】答  

‾‾一‾ 一 端  

「  

どちらともいえ  

l  

■  
周11利用者と家族の安心できる安全・安楽の考慮  

2－12．利用者や家族に分かりやすい生着支援の什報捷供ができましたか？  

全くで亨な ぉ回答  ・十分できた：9人（6．肌）  

・できた：80人（53．3％）  

・どちらともいえない：47人く31．3駕  

・あまりできなかった：9人（6．09i）  

・全くできなかった：1人（0．7，i）  

・無回答：4人（2．7‰）  

三狙 
ぁな 十分慨  

一  L  8  

園12利用者や家族に分かりやすい生活支援の情報損供   
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2－13．利用者や家族の倍額を獲得できましたか？  

十分できた：14人（9．39i）  
・できた：糾人（82．7？i）  
・どちらともいえない：38人（25．8％）  
・あまりできなかった：0人（0．肌）  
・全くできなかった：0人（0．0？i）  
・無回答：4人（2．7％〉  

r  

一  

国13 利用者や家族の債類獲得  

2－14，医療保険制度を活用したサービスの提供ができましたか？  

全くできな 無回答  

1．許⊥巴十？雷た  かった  
・十分できた：17人（11，3％）  

・できた：72人（48．0％）  

tどちらともいえない：ヰ0人（28．7  

－あまりできなかった：9人（8．肌）  

・全くできなかった：2人（1．さ％）  

・無回答：10人（6．7％）  

あまりできな  
かった  

6．0％  

図14医療保険制慶喜活用したサービスの提供  

2－15．介護保険制鹿を活用したせ－ビスの提供ができましたか？  

全くできな  
・十分できた：19人（12．7％）  

・できた：98人（6㊦．8％）  

・どちらともいえない：21人（14．0％）  

・あまりできなかった：4人（2．7％）  

■全くできなかった：0人（0．0％）  

・無回答：7人（4．7％）  

あな 
「′ ／  

i  

即5介護保険制度を活用したサービス提供   
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2－1¢．利用者の実情に合わせた在宅サービスの提供ができましたか？  

全くできなかっ  
た  無回答  ・十分できた：15人（10．肌）  

・できた：89人（59．3％）  

・どちらともいえない：35人（23 
・あまりできなかった：8人（ヰ．馴  

■全くできなかった：0人（0．肌）  

・無風筈：5人（3．8％）  

1■一  

国16利用者の実欄に合わせた在宅サービスの提供  

2－17．介撞着に対して負担鰯腐への配慮ができましたか？  

全くできな   
かった 無回答  ・十分できた：10人（6．7％）  

・できた：91人（軋79i）  

・どちらともいえない：引人（27．3射  

・あまりできなかった：5人（3．3％）  

・全くできなかった：0人（0．0％）  

・無回答：3人（2．肌）  

ト分できた  

J・乃  

■■  
図‖ 介護者の負担軽減への配慮  

2－18．約束した訪問時闇は厳守できていますか？   

・十分できた：34人（22．79i）   

・できたニ87人（58＿0％）   

・どちらともいえない：20人（13．3％）  

・あまりできなかった：6人（ヰ．0％）  

・全くできなかった：0人（0．肌）  

・無国事：3人（2．肌）  

全くできな  
あまりできな かった  

t回答   

2．ロ1  

えない  
柑．3％  

■  
園18 訪問時間の厳守   
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2－19．職業（ヘルパー・PT・OT・栄養士・看護師）としての知識・技術を活用できましたか？  

全くできな  
あまりできな かった 無回答  ・十分できた：18人（12．仇）  

・できた：111人（74．0？り  
－どちらともいえなしヽ：柑人（10．7，り  
・あまりできなかった：2人（1．3射  
・全くできなかった：○人（0．肌）  
・無国事：3人く2．0％）  

十分できた  
こ12．肌  

■ ■  
図19職兼としての知職■技術の活用  

2－20．1処置ごとの手洗いの徹底や清潔操作などの感染予価はできましたか？  

「  
ぁまりで  

・十分できた：22人（14．7！i）  

・できた：88人（ち臥7％）  

・どちらともいえない：22人（14．7？i）  

・あまりできなかった：1ヰ人（9．3％）  

・全くできなかった：0人（0．肌）  

一無国事：4人（2．7％）  与今し   
ヽ  

■  
凶201処置ごとの手洗いの徹底や感染予胱  

2－21．医師への連絡と指示受けはでき京したか？  

・十分できた：22人（川．7％）   

・できた：103人（68．7％）   

・どちらともいえない：16人（10．7，i）   

・あまりできなかった：4人（2．丁％）   

・全くできなかった：1人（0．7％）   

t無国事：4人（2．7，i）  

全くできな  
あまりできな かった  無回乍   

2▲丁  

えない  
10．7％  

図21医師への連絡と指示受け  
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2－22．紹介を受けた病棟看護師・OT■PT・栄養士との連携はとれましたか？  

十分できた  

■■t、  
・十分できた：8人（5．3％）  

－できた：5¢人（37．3％）  

・どちらともいえない：ヰ6人（ユ0．7射  

・あまりできなかった：11人（7．3？i）  

■全くできなかった：8人（5．3％）  

・無回答：21人（14．0％）  
あ
 
 

圃22紹介を受けた看護師や多機種との連携   

2－23．ヘルパーからの連絡を受けることができましたか？  

・十分できた：8人（5．3％）  

■できた：72人（48．肌）  

・どちらともいえない：38人（25．3％）  

・あまりできなかった：13人（乱7％）  

・全くできなかった：4人（2．79り  

・無回答：15人（10．肌）  

■回答  
全くできなかづ仇肌 

た  「一■  
2．7≠  

■■‾【‾‾‘  十分できた   引汎  

かった  
8．7¶  

図23ヘルパーからの連絡  

2－24．ヘルパーヘの連絡をすることができましたか？  

・十分できた：10人（¢．7％）  

・できた：81人（か＝澗）  

・どちらともいえない：35人（23．3％）  

・あまりできなかった二5人（3．3，i）  

・全くできなかった：6人（4．0％）  

・無回答：柑人（8．7？i）  

国24ヘルパーへの連絡   
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2－25．ケアマネジャーヘのフィード／くック（還元）はできましたか？  

・十分できた：24人（16．肌）  
・できた：91人（80．1％〉  
・どちらともいえない：23人（15．3％）  
・あまりできなかった：5人（乱3％）  

・全くできなかった：2人く1．さ％）  
1無回巷：5人（3．3％）  

▼  

図誠ケアマネジャーヘのフィード／くック  

2－26．在宅ケアサービスチームへの報告と事例のひ共有はできましたか？  

、  

、  

・十分できた：ほ人紘眺）  

・できた：7ヰ人く49．3％）  
・どちらともいえない：ヰ4人（2乱3％）  

・あまりできなかった：！さ人（8・7％）  

・全くできなかった：8入（2．肪）  
・無回答：4人（2、7％）  

十分できた  

」α  

r  

図26在宅ケアサービスチームへめ報告と事例の共有  

2－27．緊急時の対尉まできましたか？にの1ケ月の緊急時があった場合のみ）  

■■  ・十分できた：23人（15劇）  
・できた：47人（31．8％）  

・どちらともいえない：15人（10．0％ 

・あまりできなかった；1人ゆ．7％）  

・全くできなかった：1人（8．7乳）  

・無回答：83人（42．0％）  

かった  
0．7％   

国27緊急時の対応（1ケ月以内に緊急時があった場合）  
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乱在宅榔サービス提供者の実施内容と槻（衰15－200n＝150   

3－1．この1ケ月に提供したサービスの内容  

表15この1ケ月間に提供したサービス内容（複数回答）  

体温・血圧・脈拍一呼吸勃の測定管理  14訳g4．刀  

服薬介助  
痛みの管理  
転倒予防  
運動リハビリ  

櫓瘡・創傷の処置  
オムツ交換  

97（64＿丁）  

57（38．0）  

92（¢1．3）  

1‖（78．0）  

92（61．3）  

107（71．3）  

留置カテーテルによる排泄管理  70（48．7）  

排便管領  
入浴・シャワー浴介助  
足浴■手浴  
清拭  
口腔ケア  
インスリン注射  
食事・栄養管理への援助  
PEGのケア  

気管切開部の処置  
酸素療法  
ストーマの処置  
透析  
点滴管理  
中心静脈栄養  
医療機番指導  
通院の介助  
生活全般の相校  
医療機関との連絡  
福祉用具の紹介  
他の福祉サービスの紹介  
退院時引継ぎ  
再入院や入所時の引継ぎ  
ターミナルケア  

死後の処置  
遺族訪問  
その他   



計づL2人暮らに対し肋間サービスをすすめる上で困ること  

表16訪問サービスをすすめる上で2人暮らしゆえ困るこ出複数回答）  

52（34．7）  

37（24．7）  

95（83．3）  

88（45，3）  

35（23．3）  

意思決定上の課題  
代理人がいない  

介護力が期待できない  

2人とも要介護者  

日中や夜間、祝日、終末の独居時間が長い  

㌻3．医療依存度が高いために困っていること  表1鱒㈲  
医舶置が多く、緊急時に速やかな入院が無理  
病状的に糾時間対応サービスが必要だが事業の制  
約からできない  

医療機朋へのアクセスが困難  
医療処置が多く、ショートステイができない  5訳353）  

医療処置が多く、デイケアやデイサービスが利用でき：43（蝕7）  

医療費が高いため経済的に由難  2咲13・3）  

感染コントロールができない  7（4・7）  

療養塵層を安定させることができない  2訳153）  

精神的に安定させることができない  2α133）  

3」．介護保険が限定されてし嶋ために計画や実施の困った経験があるものが約鵬％であった。  

表18介護保険が限定されているために計画・実施に困った経験  

19（12．7）  

65（43．3〉  

54（36．0）  

12（8．0）  

よくある  
たまにある  
ない  
無回答  

＝．経済的な間粗から介捜保険制用料の徴収に四った経験のある者は約20％であった。  

表柑経済的な問題力、ら介護保険利用料徴収時に困った経験  
5（3．3）  

23（15．3）  

112（74．7）  

1∝6．7）  

よくある  
たまにある  
ない  
無回答  

3づ．衛生材料の供給に困った経験のある者が約35％であった。  

表細衛生材料の供給に困った経鹸   
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