
アンケート回答数
（同一施設　複数回答あ

り）

病院 27
居宅 53
包括 18
施設 50
合計 148

１．『はこだて入退院支援連携ガイド』(以下「連携ガイド」と表記)をご覧になった事がありますか。

・はい 115 (77.7%) はい いいえ
・いいえ 33 (22.3%) 病院 22 5

居宅 42 11
包括 17 1
施設 34 16
合計 115 33

※事業所回答数ではなく，アンケート回答数にて集計。

２．（１．で「はい」と答えた方）『連携ガイド』をどのような機会にお使いですか。（複数回答可）

　　　・患者・利用者との面談時 18 (13.1%)
　　　・新人教育や研修等 15 (10.9%)
　　　・業務の確認等 44 (32.1%)
　　　・活用する機会がなかった 54 (39.4%)
　　　・その他 5 (3.6%)

1 (0.7%)

面談 研修 業務 機会ない その他 未記入
病院 4 4 9 9 1 1
居宅 9 7 18 14 3 0
包括 1 3 7 9 0 0

施設 4 1 10 22 1 0
合計 18 15 44 54 5 1

10 4 40.0%
147

【「その他」でのご意見】

（居宅・３件）

50 34.0%
280 118 42.1%

　　　・未記入

25 20 80.0%
98 44 44.9%

事業所　配布数 事業所　回答数 回収率

はこだて入退院支援連携ガイド

令和３年度　アンケート集計結果　

　・困った時にみる。
（病院・１件）

※各機関１枚の回答を求めるアンケートであったが，いくつかの機関から複数人の回答が寄せられたことにより配布数や
事業所回答数よりアンケート回答数が多くなっている。

　・利用者様が病院から退院時に病院側から頂いています。
　・実際にはソーシャルワーカーの方々のやりとりが先行してしまい連携ガイドの活用にはいたっていません。
　・研修で教えてもらいました。
（施設系・１件）
　・使用はした事がない。　

資料１



活用している
わかりやすい
特に問題なかった

変更・改善し
た方がいい その他

病院 5 0 0
居宅 11 1 5
包括 3 0 0
施設系 1 0 4

【「活用している，わかりやすい，特に問題なかった」のご意見】

特に問題ない
変更・改善し
た方がいい その他

病院 4 1 0
居宅 14 6 5
包括 3 2 0
施設系 8 3 3

（病院等・計２０件）

　・わかり易く，活用しやすいがコロナ禍において退院支援が行えない状況ではないか？そのため施設として状態把握
が少ないまま戻られる方が多い。　など

【「変更・改善した方がいい」のご意見】
（居宅・１件）

　・業務の確認が研修等で利用しています。入院前や入院中、退院時等分けて書かれていますが、コロナ禍での入退
院の支援について書かれていると良いと思います。

３．「連携ガイド」を使用してのご意見をお聞かせ下さい。

　・カンファレンスや退院支援を行う際に役立つ。

　・相談員に就任した際に業務の確認の為に使用しました。今後、研修や他職種の業務内容の把握などにも使用でき
ると思います。

　　など
　・連携ガイドを基に外部の各関係者の方々との調整がスムーズに行えるので、今後も活用していきたいと思います。

（居宅・５件）

　・連携ガイドというより現場の方々の意識が低下したように感じます。コロナ禍で疲れているのでしょうか？コロナ禍だ
から活用すべきかとも思いますが。医療機関により温度差もあり支援しにくい印象があります。

　・退院前カンファレンスなしにいきなり退院されるケースが多くなっている。その際に患者さんがどうするかなど事後の
対応が掲載されているとよいのではないか？（①ケアマネに連絡する②ケアマネから病院に確認するかしないのか？）
　　など

【「その他」のご意見】

（施設系・３件）

　・フローチャートにチェック欄があると助かります。フローチャート全体図の他に、各職種毎に分けた確認事項やポイン
トを見て進捗の度合が視覚化できてばいいと思いました。　など

　・枚数が多いので少なくしてほしい。　など
（包括・２件）
　・各病院の相談窓口の電話番号が記載されていれば使いやすいと思います。
　・フローチャートなどあると新人に説明しやすいです。

【「その他」のご意見】

　・感染症や災害時の連携ガイドもあると嬉しい。いろんなガイドがあってバラバラなので、小冊子のようにまとまってい
ると助かる。

　・各病院でも対応が違うと思うので、各病院のURLも書かれていれば、必要な病院の情報がわかるので助かります。

４．『連携ガイド』をご覧になって，今後使いやすくする為のご意見をお願いいたします。

【「変更・改善した方がいい」のご意見】
（病院・１件）
　・事例毎のフローがあると便利。身寄りのない人、困難事例。
（居宅・６件）

（施設系・４件）



（施設系・３件）
　・印刷物として何部かあると共有しやすい。HPからダウンロードですと利用機会が少ない。　など

　・質問ではないですが、CMのの情報が病院で必要な情報がどうなのか？と思う事があります。　など
（居宅・５件）



 

令和４年１月吉日 

 

関係者各位 

函館市医療・介護連携支援センター 

センター長 岡和田 敦 

 

 

『はこだて入退院支援連携ガイド』に係わるアンケート調査の実施について(依頼) 

 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く

お礼申し上げます。 

さて，当センターでは「はこだて入退院支援連携ガイド」の運用の標準化を目指し，

活用を推奨して参りました。今後，さらに内容を充実させ多くの関係者の皆様に活用

頂けるよう皆様方のご意見を参考にさせて頂きたく存じます。 

つきましては，お忙しいところ大変恐縮ではございますが，下記の要領でアンケー

ト調査を実施致しますので，ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げま

す。 

 

記 

 

1. 各機関で入退院支援に携わっている方がご回答ください。(各機関１枚) 

 

2. 別紙１アンケート調査票の設問に順次ご記入ください。 

 

3. 令和４年１月２１日(金)迄に，当センターへＦＡＸにてご返信をお願いいたし

ます。 

 

 

【添付資料】 

別紙１ 「はこだて入退院支援連携ガイド」アンケート調査票 

別紙２ 「はこだて入退院支援連携ガイド」のご案内 

 

以上 

 

 

[ お問い合わせ先 ] 

函館市医療・介護連携支援センター (函館市医師会病院内) 

電話：４３－３９３９ ＦＡＸ：４３－１１９９ 

E-mail：ikr-center@hakodate-ishikai-hp.jp 

 

mailto:ikr-center@hakodate-ishikai-hp.jp


 

函館市医療・介護連携支援センター行（ＦＡＸ番号４３－１１９９） 

 

『はこだて入退院支援連携ガイド』 
アンケート調査票 

１，貴所属機関等についてお聞きします                                               

貴所属機関名等  名称                                 

電話番号           ご記入者名               

 

２，はこだて入退院支援連携ガイドについてお聞きします             

 

(１)『はこだて入退院支援連携ガイド』(以下「連携ガイド」と表記)をご覧になった事があ

りますか。＊数字に○をお付け下さい。   

  

 ① はい   →設問（２）にお進み下さい 

 ② いいえ →別紙２「連携ガイド」の案内をご覧いただき，設問（４）に 

お進み下さい 

 

(２) (１)で「①はい」とお答えされた方にお伺いします。                               

  『連携ガイド』をどのような機会にお使いですか。該当項目にチェックして下さい。 

＊複数回答可 

 

☐ 患者・利用者との面談時  ☐ 新人教育や研修等 

☐ 業務の確認等        ☐ その他（                ） 

☐ 活用する機会がなかった 

 

（３）「連携ガイド」を使用してのご意見をお聞かせ下さい。 

例）カンファレンス前の確認のために使用，○○の掲載があると助かる 等 

 

 

 

 

 

 

(４) 当センターでは「連携ガイド」を入退院支援連携のマニュアルのような形で，面談，

研修，業務確認等にお使いいただければと考えております。 

『連携ガイド』をご覧になって，今後使いやすくする為のご意見をお願いいたします。 

 

 

 

 

アンケート調査へのご協力ありがとうございました。ＦＡＸでの返信にご協力をお願い致します。 



 

 

 

 

『はこだて入退院支援連携ガイド』のご案内 

「はこだて入退院支援連携ガイド」は，支援対象者の入退院時に医療機関や在宅・施設の
方々がお互いどのように動いているのかや，支援対象者に寄り添う視点・心構え等を 
盛り込んでいます。 

 

入院中の状況 
今後の見通し
が知りたい！ 

退院支援時の医療・介護 
双方の動きがわかります 

各々のタイミングの大切な 

視点や心構え等がわかります 

様々な職種が関わるからこそ！ 

基本的なマナーも載せています 

 

入退院支援時の医療・介護 

双方の動きがわかります 

これまでの
生活を 

知りたい！ 

【活用例】 
・入退院支援のマニュアルとして 
・カンファレンス時の確認 
・業務確認時 
・研修 

https://hakodate-ikr.jp/ 

 

「はこだて 
入退院支援連携ガイド」は 
当センターHP から 
閲覧，ダウンロード出来ます！ 


