
実施期間:6月5日（金）～６月１４日（日） 回答者数:209人

はい 199
いいえ 10

【1】で「はい」と答えた方のみお答えください。
配偶者（夫・妻） 181
子 138
父・母 32
兄弟・姉妹 3
祖父・祖母 2
孫 3
ひとり暮らし 0
その他 2

【3】在宅療養のことを知っていますか?
在宅療養とは、在宅で医療や介護などの福祉サービスを受けながら日常生活を送ることです。
在宅療養の内容をある程度理解している 95
在宅療養の言葉だけは聞いたことがある 85
知らない 29

【4】在宅療養に関して知っているサービスをお答えください。（複数選択可）
【3】で「在宅療養の内容をある程度理解できる」と回答した方のみお答えしてください。
訪問診療（医師の訪問） 82
訪問歯科診療（歯科医師の訪問） 43
訪問服薬指導（薬剤師の訪問） 32
訪問看護（看護師等の訪問） 75
訪問介護（ホームヘルパーの訪問） 88
ケアプランの作成 61
訪問リハビリテーション（理学療法士・作業療法士・言
語聴覚士の訪問）

42

ショートステイ 65
訪問入浴・散髪 66
サービスは知らない 1

【5】在宅療養についてどんなイメージをもっていますか。（複数回答可）
【3】で「在宅療養の内容をある程度理解できる」と回答した方のみお答えしてください。
住み慣れた地域・住まいで生活できるので良い 61
家族と生活ができて安心である 58
満足のいく最期が迎えられる 24

在宅療養の認知度に関するアンケート

【1】あなたは現在、どなたかと同居していますか?

【2】同居している方はどなたですか?（複数選択可）



家族に負担がかかる 64
急に病状が変わったときの対応が十分にできない 50
入院や施設入所の方が気楽 28
その他 5

その他

【6】在宅療養を知ったきっかけは何ですか?

テレビ 102
新聞 63
家族・友人・知人 52
豊田市ホームページ 13
広報とよた 16
市政番組とよたNOW 2
豊田市在宅療養ガイドブック 12
同居の家族等が在宅療養をしている（在宅療養をしてい 11
別居の家族等が在宅療養をしている（在宅療養をしてい 20
知人や近所の方が在宅療養をしている（在宅療養をして
いた）

21

その他 20

その他

母が施設に入所中
以前、介護の仕事をしていた
覚えていません

保険
実家にいたときに家族の在宅療養をしていた
介護施設に勤務しています

可能な限り自宅で対応する為の制度という認識
実際に先月まで利用していた、母が
満員でなかなかつかえない
ご本人は住み慣れた家が1番安心で落ち着くのでは、家族も時には家族と
いて安心だと思いますが、家族に負担がかかる為、ストレスを抱えない
様に時にはサービスを利用してストレス発散出来るのが1番良いと思いま
す。
本人は在宅療養し最後を迎えたい。と思っても、家族の負担は想像を絶
する物がある。

夫が福祉の仕事をしている為

父が入院して話を聞いた
社会保障に関する書籍
覚えていない

【3】で「在宅療養の内容をある程度理解できる」または「在宅療養の言葉だけは聞いたこと
がある」と回答した方のみお答えしてください。



自宅 129
別居している親族の家 5
病院などの医療機関（入院） 121
特別養護老人ホームなどの福祉施設 89
その他 2

その他

【8】自宅で治療や介護を受ける際に困りそうなことがありますか。（複数回答可）
【7】で「自宅で治療や介護を受けたい」と回答した方のみお答えください。
自宅に訪問してくれる医師や看護師、ヘルパーが見つけ
られるか分からない

74

家族に負担がかかる 107
家族に入院や施設入所をすすめられる 14
ひとり暮らしでも自宅で治療や介護が受けられるか分か 20
金銭面が心配 66
その他 0

【9】万一、治る見込みのない病気になった場合、最期はどこで迎えたいと思いますか?
自宅 112
特別養護老人ホームなどの福祉施設 13
病院などの医療機関 76
その他 8

その他

ギリギリまで自宅で本当に最期の時だけ病院が理想

家族に希望の場所
痛みを無くしてくれるならどこでも

医療関係者の講演会

仕事上関係あるため
ノンフィクション本
ラジオ

医療従事者なので
管理栄養士の資格取得の勉強中に学んだ
仕事先

看護師資格を持っているため学生時代に学んだ

本から
ケアマネージャーからの情報

わからない
受けたくない

わからない

【7】万一、治る見込みのない病気にかかり、日常生活をおくるために治療や介護が必要に
なった場合、どこで治療や介護を受けたいですか。（複数回答可）



【10】「オンライン診療」について知っていますか。

オンライン診療の内容をある程度理解している 85
オンライン診療の言葉だけ知っている 103
知らない 21

【11】オンライン診療を利用したことはありますか。
利用したことがある 5
利用したことはない 204

利用したい 87
利用したいが不安がある 93
利用はしたくない 29

【13】オンライン診療に不安なことや利用をしたくない理由を教えてください。（複数回答可）
【12】で「利用したいが不安がある」「利用はしたくない」と回答した方のみお答えください。
オンライン診療の仕組みや流れが分からない 39
オンライン診療に必要なスマートフォンなどの機器操作
が苦手

28

オンライン診療のセキュリティが心配 25
オンライン診療で適切な診察をしてもらえるのか不安 99
その他 4

その他

【14】在宅療養に関して、ご意見がありましたらご自由にお願いします。

スマートフォン・タブレットを所有していない
待ち時間がどんな具合になるのか不安
その時にならなければわからない

同居の家族が勧める場所
case-by-caseなので、一概に言えない
理想は自宅。現実は施設や病院

自分自身や両親の年齢を考えると身近な問題として捉えています。その
時が急にやってくる事もあると思っているので常に新聞や広報等で情報
を得るようにしています。在宅医療ブックのような資料をもっと周知す
るといいと思います。何か起きて初めて知るという事が多いですし、そ
れはとても大変だと思います

オンライン診療は、パソコンやタブレット、スマートフォンなどの情報通信機器から、画面
を通して医師の診察を受けることです。

【12】かかりつけ医などの医療機関でオンライン診療が可能な場合、オンライン診療を利用
したいと思いますか。



在宅療養については、家庭に負担がかかり過ぎないような方法があれば
よいと思います。

在宅療養は患者側はうれしい反面、家族に負担をかけることに、ためら
いがあります。

在宅療養の認知度が低く、家族への費用と労力負担ばかりが心配されて
いるように思う。しかし社会保障制度を利用してそれらを軽減したり、
相談先を明確にしたりしておき、前もって準備しておくことの大切さを

 周知徹底しておくと良いのではないか。

在宅療養は、家族に多くの負担がかかるので、もし自分が自力で動けな
くなったら出来れば病院や施設を利用したいと思います。

豊田市独自のサービスがあれば知りたい。どんな場合に在宅医療を受け
るのが適しているか、フローチャートで示すと分かりやすいと思う。

最近子供が病院にかかった際にオンライン診療を進められました。
いつもの薬をもらうための診療でしたので心配はありませんでした。
経過観察や薬をもらうための診療なんかはオンライン診療で十分なのか
もしれませんね。
感染リスク・無意味な待ち時間も減らせますし。。。
片や在宅療養については、家で療養できるのはよいですね。
実家の祖母がデイサービスに⾧くお世話になっていましたが、行くのを
楽しみにしていました。
やはり行くところがあるのはそれだけで生きがいになるようです。
足腰が元気なうちはよかったのですが、衰えがすすんでからは、自身も
家族もワーカーさんも大変そうでした。
介助される側、介助する側がもっと楽になればよいのにと思っていまし
た。
例えば超低床車両があるだけで、デイサービスの送り迎え、車いすの上
げ下げ負荷が減らせそう。
でも各自の家の前まで迎えに行く際にあまり大きな車だと迎えに行きに
くいですね。。。
ベッド移動、お風呂の介助なんかもパワースーツを活用できないもので
しょうか。



自宅で過ごしたいが、家族に迷惑・負担を掛けたくないので積極的には
 活用しにくい。

義理の親で苦労した経験より

特になし

病院へ行く時間を減らせるので良いと思います。電話だけで薬の処方箋
を出してもらった事がありましたが、オンライン診察なら、直接医師の
顔を見ながら診察してもらえるので安心です。

在宅療養は理想ですが、現実的には、同居する家族の負担がものすごく
増えそうで、環境か整備されないと、利用するのは難しいというイメー
ジがあります。

高齢者で一人暮らしなので、理想は病院か施設入所での療養であるが、
 年金生活者なので予算的に厳しい。

 苦渋の選択として在宅療養を選択せざるを得ない。
 国も膨れ上がる社会保障関連費用を抑制する為、在宅療養への誘導を

図ってる。

 今はまだ義両親も元気でみんなそれぞれ自立して生活できている。
しかし、病気・ケガなどでみんな明日どうなるかわからない。いきな
り、介護・支援等が必要になった場合とても大変になるのは分かるが、

 とてもパニックになりそう。家族の負担がすごそう。
家族に看護師や介護士の免許を持ってる人がいると違うんだろうなあと
思う。

自宅だと、金銭的、精神的に家族に負担が掛かるから、自分は、施設へ
の入居を希望するが、入居できるか? 心配している。

在宅療養をするのもされるのも、どの位負担になるのか分からないので
不安です。経済的にも精神的にもどの位サポートがあるのか事前に知っ

 ておければと思います。

在宅療養ですが、今のところ、必要ないですが、家庭に負担ができるだ
けかからないようなサービスを豊田市に期待したいです。在宅療養の影
響で殺人事件とかも発生しているので。



個人でも申請出来るように、オンラインケアプラン（作成・修正）の仕
組みを作ってほしい。

オンラインでの診療がどのくらいの病状迄なら出来るのかが明確になっ
ていれば良いが・・・。

ご本人は家に居て、家族が居ない時にヘルパーさんが訪問した時に、き
ちんとご本人に接して頂けるか、暴力はないか、手抜きした仕事をして

 居ないか、などの心配があります。
 テレビで色々、ニュースになると心配です。

認知症を発症した時にご本人が知らない間に外出をして事故にあわない
 か?

 などなど心配な事は沢山有ります。
色々な事を決めてマニュアルに起こしても人の動きは時として人の想像
を超える事もあると思うので怖いですね。

費用と家族への負担がかなり大きいので現実的ではない。

在宅療養ではどうしても家族に大きな負担がかかってしまうので、行政
の支援充実を期待します。

Q3で「知らない →Q7へ」となっておりますが、Q4～Q6で回答を求め
 られましたので、「サービスは知らない」、その他で「?」と入力。

  オンライン診療をすることで、通院して、本人、付き添いの方含めて他
の病気に感染しないことがよい。広げて欲しい。

 Q12の質問の仕方が悪い気がします。
  「不安があるため、利用したくない」人は

 「利用したくない」を選択してしまうと思います。
「不安が解消されれば利用したい」といった項目があれば違った結果が

 出るかと思います。
  あと、質問内容に関連しませんが、
Q1で「はい（同居者がいる）」と答えた方のみお答えください。といい
ながら、Q2は選択しないといけなくなっていたり、質問を配信する前に

 テストしていないように思われます。他の質問も同様です。
 Q9は、チェックボックスなのに１項目しか選択できないですし。



すぐに必要ではないので、今は特に聞いてみたい事などは無いです。

自宅近くの在宅診療をお願い出来る所があるか不安です

そのような状態、周りにいないから、意見がないです。

もう少し具体的な内容を知りたい。

特になし。

コロナウイルスの影響により、感染してなくとも病院に立ち入ることが
できず、最期を看取ることも難しい状況であるという話をSNSなどで見
かけ、何かあったときに在宅療養であれば近くにいられる可能性がある
のだと感じた。

何処の病院の医師が在宅医療してくれるのか分からないので、ホーム
 ページで教えて欲しい

現在、義母が病気のため入院しています。本人も義父もできれば家に戻
りたいと考えていますが、高齢であるなど現状では難しく、かといって

 このまま入院が⾧引くと入院費用など金銭面の心配も。
どうする事が一番いいのか難しい問題だと思います。

サポートの仕組みを明瞭してくれたら使いやすそう

介護者に大きな負担がかかり、その影響でストレスも溜まりやすくな
 る。

 施設も利用しにくい現状では（希望者が多い）
 今後高齢者が益々増えることを考えると、公的な援助が必要です。

在宅介護においては介護者が大きな負担とならないような施策が必要で
 はないかと思います。

認知症の人の在宅療養の実例を知りたいです。母が他県にすんでいます
が、認知機能が悪化しています。同居の父が面倒を見ていて、今は一緒

 にいると言っています。先々のことを考えると、不安です。

現在、夫婦二人暮らしですが、これから医療や介護が必要になった時、
どこでどのように暮らしたいか、元気なうちによく話し合っておく必要
があると思います。



 在宅療養でも本人の体調や病気の具合によると思います。
家族環境にもよる。

家族が末期の病気で入院していた時に、少しでも自宅で過ごせる時間を
与えてくれようと、病院の看護士さん、訪問看護師さんに大変お世話に

 なりました。
在宅医療を受けるためには、同居する家族も色々覚えることもあり、大
変なこともありましたが、短い間でも自宅に帰ることができて良かった

 と思ってます。
今後、在宅医療の必要性は高まると思うし、医療に関わる人たちの負担
も大きくなるかもしれませんが、必要な人たちが安心して利用できるよ
うになればいいと思います。

家もそう広いわけではない以し、家族にもいろいろな仕事がある。母が
けがをして家で訪問看護を受けながらみていた時期があるが、その存在

 が気になってほかのことをするわけにいかないという気にもなる。
家庭以外の場所で療養できるのが一番いいと思う。

訪問看護の充実が望まれる。

 あまり考えたことの無い話だがいつ必要になるか分からない
豊田市の現状や豊田市では今後どうして行こうとしているのか知りたい

 と思った。
広報は毎月来るが、週刊誌の様に表紙に見出しを書いてくれると見るん
だけどなぁ。

金銭面が最も心配です

いつものお薬をもらうだけならオンライン診療の方がありがたい

オンライン診療についてまだ理解していないので、特にありませんが、
どの病院で対応しているか知りたい。



国が在宅をすすめているが、在宅療養だと常にだれかが見ていないとい
けないので、一人暮らしの人はどうすればいいのか。今は少子化で子供
が少ないのに在宅療養ができるほどの介護体制になっていないように思
う。子供がいても働かないと経済的に生活できないのに仕事をやめない
と在宅療養ができないという現状をテレビで見た。母が在宅でヘルパー
さんを頼んだが、週2回1時間では、私が毎日自分の家と母の家を行き来
して世話をした。これがずっと続けことができるのかと毎日不安に思っ
ていた。

オンライン診療を受ける際のカメラや機器がなく、使いかたもよくわか
らない。

  TV等で在宅療養を美化して番組にしていますが、本当の介護の現場は大
 変なご苦労されています。現実問題として本当に介護者が在宅療養を希
 望しているのでしょうか?本人も在宅療養を希望しているのでしょう

 か?
介護者が軽い気持ちで親族を連れて帰って面倒を見ようと言う気持ちで

 は在宅療養は崩壊します。一度、在宅療養が始まったら元の施設には戻
  れないでしょう。在宅療養は本人が家に帰りたい!と言う強い気持ち

  と、介護者が一生在宅で面倒を見る!と言う強い決意が無いと無理。ま
 た、支えてくれるスタッフやいざ!と言う時に駆けつけてくれる親族の

 存在が出来ているかどうか?二人だけでは在宅介護は成り立たない、ま
 しては（胃瘻）の介護は老々の二人暮らしでは出来っこない。

  行政には在宅介護、在宅医療・在宅療養の指針を決めてほしい。
地域医療支援センターが在宅医療に特化した病院に生まれ変わるとお聞

 きしています。高齢化が進むと新しい考え方をしないと総合病院で受け
  入れていたら医療システムがパンクする医療崩壊が始まります。

  私は今の所、かかりつけ医にお薬を1回/月診察を兼ねて通院していま
 す。

足腰の衰えが自分でも実感出来て、これで（転んで骨折したら一生ベッ
 ドの上かな?）在宅療養とは出来る家庭と出来ない家庭が現実としてあ

 りますね。やはり住み慣れた自宅で最期を迎えたい!丹精込めた庭木に
 囲まれて四季の移り過行く自然な景色をベッドの上から眺めてその日ま
 で過ごしたい!

 しかし、これは現実としては大変難しい!
 （ピンピン・ころりん）と言う表現があるが、これが、一番良い。

 私は、熱中症で亡くなるのが理想です、孫や家族に看取られて～
 「ありがとう!」の感謝の言葉を言えずに逝くのはつらいですが。

 天命を待ちます。



 コロナを機会にオンライン診療の必要性を感じました。
小さい子どもがいるので、症状に応じて現在の診療とオンライン診療が
うまく利用できる体制ができると助かります。

通院の機会を減らす為に、同じ症状で同じ薬が欲しい場合などはオンラ
イン診察を受けたい。病院や薬局で他の患者から病気の感染リスクを減
らしたい。

在宅療養を実施している病院などの施設が市内にどれだけあるのでしょ
 うか?

 現在，在宅療養希望者に対する施設の数は十分なのか心配です。

まだ自分の身の回りで在宅療養が必要な人がいないので、想像できませ
 ん。

オンライン診療のシステムが浸透し、医療に関する不安がなくなれば選
択肢の１つになると思います。

個人のみならず家族全体で検討するべき内容ですね。できるだけ、周辺
に迷惑をかけない方法が良いと思います。

特にありません。

オンライン診療に関して、相談できる場所（例;街のドラッグストア
等）がよく判らない。

 初めは病院に入院して
治らないと決まったら家で養生したい。

他人にできるだけ迷惑をかけないようにしたいです。在宅は家族の負担
が増す可能性が高い。

今はまだ利用する予定がないので調べたりもしていないが、親や自分が
利用することになった場合どうすればよいか分からない方もいると思う
のでガイドブックみたいなものを毎年ではなくても5～10年に１度広報
などに挟んで全世帯に配っていただけたらと思います。



現在健康でかかりつけの病院が無い場合、突然の時の対処が不安。

一人暮らしの為、何かあった時のことを考えると不安になります。自分
の家で過ごせるのは素敵だと思いますが、一人で会話が少ない生活は認

 知症になりやすいのでは?と不安になります。
  回答不要の質問にもチェックしないと登録できませんでした。
（Ｑ２とＱ８）

 一番気になるのは金銭面。あとはどんな病院が対応してくれるか。

一番気になるのは２世帯で住んでいるので家族の理解と同意が一番大切
だと思います。私の場合は家族に迷惑をかけるので、介護が必要になっ
た場合は介護施設への入居を考えてます。

将来の両親の介護に対して、事前検討をすべきとは思ってはいますが、
 なかなか検討に着手すらできていません。

早めに考えておくべきことを紹介して頂ければ嬉しいです。

施設での療養は必ずしも自分の希望通りに行くとは限らないと思う。で
すが家族の負担を考えると、自宅でというのはわがままかもしれない。
できるだけ穏やかにストレスなく最期を迎えたいと思っています。

初診から全く外出せず済むのが最も理想です

 オンライン診療は、どの病院・医院でできるのか、どういう準備が必要
  なのか、いつでも問い合わせができるのか、などについて、広報がまだ

  できていないのでその仕組みに不安を感じている。
 みんなオンライン診療ができる環境がすすめば薬剤購入も含め、環境が

 できれば大変歓迎すると思う。

 在宅療養で1か月、どれくらいのお金があれば良いか、知りたいです。



高齢の女性は施設に空きがありすぐ入居が叶うが、高齢の男性は入所の
枠が少なくて、空きを待つ順番が⾧いです。在宅医療と併用で施設への
入居も出来るのがベストだと思います。

家族の負担が少なく済むのであれば、自宅で過ごしたいが、家族の生活
 を追い詰めてしまうのであれば、施設や病院で過ごしたい。

どちらにせよ、金銭面での心配はあります。

義母が在宅療養していた際、医師や看護師の方々が診察の予定時間を大
幅に前後して来ており、困ってました。また、毎回違う医師が来て、違
うことを言って帰ったり、点滴ミスをしたり、不信感が募ることも多
く、改善に期待します。

最期は自宅がいい。でもそれがかなえられるだけの金銭面が心配。公的
な援助を受けられるようなサポート支援があるといい。

在宅療養は家族に負担をかけるので私はできるだけ家族に負担をかけ
 ず、家族には自分の時間を大切に使ってほしいと思っている

 
※回答しなくてよい項目も回答しないとアンケートを受け付けてもらえ
ません

豊田市内で身近に利用した人がいないので、イメージがわかない。

在宅療養は、家族の負担が大きいと思う。経済的にも、肉体的にも簡単
 ではないと思う。ケアマネージャーや、市の取り組みを理解して相談し

 て負担を少なくしないと大変です。
老後の不安は、経済面です。見てくれる家族がいないともっと大変で
す。誰もが安心して医療を受けられる保証が欲しいです

あまり高額なようであればサービスを受けられないのでどのくらいの金
銭面の負担があるのか知りたいです。



家族が仕事をしていると、急な体調の変化に対応出来ずに困るという話
を聞きます。家族が仕事と両立が出来ないと利用するにも不安に感じる
為、そういった場合のサポート体制が充実すると良いなと思います。

 急な病状悪化の時が不安です。
 入院して最後まで面倒を見てくれるところが安心です。

入院の際は個室がいいです。

家族に迷惑をかけたくないので、最期は病院や施設で迎えたいが、お金
が心配です。在宅医療の場合は同居する人が仕事をしたり、遊びに出掛
けられるのか気になります。

在宅療養について、自分の事として考えたことがありませんでした。家
族が在宅療養を望んだら、負担がかかって嫌だなと思うのに、自分が療
養を受ける立場だったら、家族に迷惑をかけるかもしれないと思うもの
の、在宅療養を受けたいなという気持ちを持っていることに気づきまし

 た。
高齢の両親が健在ですので、あらためて在宅療養について調べたりし
て、知っておきたいと思いました。

在宅療養も選択肢としてあるべきだと思うが、今後、在宅療養ありきで
なくできるだけ患者や家族の希望が優先されることを望みます。

  私の母は、色々な豊田市のシステムにお世話になりました
    しかし 私自身の事となると在宅療法では家族に迷惑が掛かるので、で

 きるなら病院等がうれしいですね

自宅は暮らし慣れてい、気を使うことがなく、安心できる。極力在宅療
養したいと思う。

いろいろな家族の形があるので、なかなか難しいですが、みんなが最期
によかったなと思える形で終われるといいなと思います。



  適切な医療が受けられるか不安です。
 やはり、病院で医療を受けたいです。

在宅療養は、個人の気持ちだけでは、難しく、家族や周囲の協力がえら
 れなければならないと思います。

私も在宅療養できればと思いますが、周囲の負担を考えると諦めます。

家族の負担が重くなりそうで良いことなのかよくわかりません。

薬をもらうだけの診察ならオンライン診療で良い。

介護支援などをどう使ったらいいかもよく分からない。市役所で、丁寧
におしえてもらえるのかどうか今後不安。

 主治医に、普段と違う血圧上昇
 立ちくらみ等があるから
 相談したい時があるから

特に車椅子なのですぐには病院行けないから。

豊田市ではどの程度定着しているのか、どこに聞けばサポートしてもら
 えるのかわからないので、知りたいと思いました。

 

 このアンケートのシステムについて
設問に答えに沿って回答しているのに、エラーになって結局全部答える
ことになっている。

 在宅療養のメリット、デメリットを知りたいです。
 エラーが出たので、答える必要のない設問は「その他」等を選びまし
た。



自分がお世話される側だったら、家族と専門家のバランスがとれている
ことが理想です。自分の貯金があれば気持ちも楽だと思います。

どこで相談にのってもらえるのか、どういう種類があるのか等わからな
いことだらけです。

理想と現実のギャップの差は、経験した者にしかわからないと思いま
す。在宅療養を美徳とする話より、老老殺人、親子殺人が起こりうるス
トレスがあることも広報すべきだと思います。認知症もなく、普段通り
の生活が出来てサービスを利用して、最後を迎えるのならば、何も問題
はありません。

 在宅でも家族に負担がかからず、自分も不安でなければいいと思う。
金額的にも入院しているのと同じように医療保険が使えるのならいいと
思う。

 静かに安心して自宅で最期を迎えたいと理想を持っています。
とりあえずはギリギリまで自立して暮らせる身体を保ちたいと思ってい
ます。

本当は自宅で療養できるのが一番だと思うが、家族の1人だけに負担が掛
 かる場合が多いように聞く。

今は、核家族化や単身家庭が多いが、2世帯3世帯で同居すると税制の優
遇を受けられるなど、目に見えて分かりやすいメリットのある仕組みを
工夫するのはどうか?1世帯に同居する人数が増えれば、療養や介護の負

 担を分散できる可能性がありそう。
しかし、個人主義が横行して久しいから、我慢を強いられる大人数の同
居実現はかなり難しいか。



よくわからないが漠然と不安はあります

コロナの事もあり基礎疾患あるのであまり出歩きたくない

年々、福祉サービスが充実し、自宅療養・特養や病院での療養、ショー
トやデイの利用など、個々の考えや家族・経済状況に合わせた形を作っ

 ていけるようになり有難いです。
しかし特養などの順番待ちは依然⾧くかかるとの話をよく聞くので、親
が特養などが必要な状況になった時にどの程度待つのか不安です。


