
【⽬的】2019年4⽉作成した神⼾市版⼊退院連携シートの活⽤状況を把握する。
【対象者】ケアマネジャー 【調査期間】2019年8⽉〜10⽉ 
【配布方法】ケアマネジャー連絡会会員へＦＡＸ及び研修時配布 600名＋α
【調査方法】自記式記⼊方法、研修時に配布、当日回収またはFAX返信、288名より回答。(約48％回収）

問一 40歳以下 18 6%
年齢 40〜49歳 79 28%

50〜59歳 126 44%
60歳以上 64 22%

問二 居宅 213 75%
所属 あんすこ 60 21%

施設 12 4%
医療機関 0

問三 0〜2年 45 16%
経験年数 3〜5年 52 18%

5〜10年 79 28%
10年以上 109 38%

問四 東灘 49
区別 灘 23

中央 41
兵庫 7
北 26
⻑⽥ 26
須磨 17
垂水 33
⻄ 63

問五
知っている 250 88%
知らない 34 12%

⼊退院連携シート活⽤状況調査（ケアマネジャー連絡会）結果

ｼｰﾄの認知有無
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問六
ｹｱﾏﾈ連絡会 85 32%
関係機関主
催の会議研
修

76 29%

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 60 23%
その他 43 16%

問七
ｼｰﾄ活⽤ 508
以外のｼｰﾄ 172
双方 24 ⼊院があったというｹｱﾏﾈ数＝182
他の方法 119 内、神⼾市版ｼｰﾄを使⽤したｹｱﾏﾈ数＝164
機会なし 13 ⇒⼊院時神⼾市版活⽤割合は90％

ｼｰﾄ活⽤ 70 退院があったというｹｱﾏﾈ数＝140
以外のｼｰﾄ 92 内、神⼾市版ｼｰﾄを使⽤したｹｱﾏﾈ数＝40
双方 0 ⇒退院時神⼾市版活⽤割合は29％
他の方法 183
機会なし 28

問⼋ 神⼾市版を活⽤して良かった点
〇⼊院連携は短時間で⼊力しやすく情報提供や連携しやすくなった。
〇適切な情報提供や共有ができる。ﾌｫｰﾏｯﾄがあるので共有しやすい。
〇MSWとの連携ができ、退院前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽが実施でき、退院後在宅支援ができた。
〇看護ｻﾏﾘｰが頂けるようになり医療との連携が密になった。
△字が小さいので見にくいのではないか。
△実際、病院でどの程度利⽤されているのかわからない。
△FAX送付してもﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸがない事がある。

問九 活⽤していない理由
・別の方法で連携している。 ・施設の様式を活⽤しているから。
・短期間の⼊院で状態変化がなかった。 ・急な退院連絡で利⽤に至らなかった。
・事業所のｿﾌﾄにある連携ｼｰﾄを利⽤している為。 ・退院ｼｰﾄは内容が細かすぎる。
・⼊力方法が難しい。 ・知らなかった。
・まだ慣れていない。

まとめ

・退院時の活⽤が少ない点については今後の検討も必要。
・但し、病院でどの程度利⽤されているのかについて、医療機関での課題の把握は必要。

・ﾌｫｰﾏｯﾄがある事で⼊院時の在宅情報提供や連携がとりやすくなり、退院前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽや看護
ｻﾏﾘｰ返信など在宅支援に役立っている。

どこで知ったか

①⼊院連携シート活⽤件数

②退院連携ｼｰﾄ活⽤件数
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介護支援専門員等関係者の皆様 
                                ⼀般社団法⼈神⼾市ケアマネジャー連絡会 

 

神⼾市版⼊退院連携シートに関するアンケートのご協⼒のお願い  
 

神⼾市主催の有識者会議「医療介護連携に関する専門部会」（ケアマネジャー連絡会も委員として参加）の議論を踏ま
え、2019 年４⽉神⼾市版⼊退院連携シートを新たに作成しました。つきましては、神⼾市からの依頼もあり、当該シー
トの活用状況等について把握したいと思いますので、ご多用のところ恐縮ですが、９⽉末までに下記アンケート項目ご
回答いただき、返信のご協⼒をお願いします。(返信先：FAX 362-5277 mail：info@kobe-caremane.net) 

 
問⼀ 年齢について  □ 40 歳以下  □ 40〜49 歳  □ 50〜59 歳   □ 60 歳以上   
問二 どこの事業所に属していますか。 

□ 居宅介護支援事業所  □ あんしんすこやかセンター □ 介護保険施設等⼊所施設 □ 医療機関  
問三 介護支援専門員としての経験年数はいかがですか。 
  □ 0〜2 年 □ 3〜5 年 □ 5 年〜10 年 □ 10 年以上 
問四 あなたの事業所は何区にありますか。 
  □東灘 □灘 □中央 □兵庫 □北 □⻑⽥ □須磨 □垂⽔ □⻄ 
問五 神⼾市版⼊退院連携シートをご存知ですか。 
  □ 知っている □ 知らなかった  
問六 問五で「知っている」と回答された⽅にお伺いします。どこで神⼾市版⼊退院連携シートを知りましたか。 

□ケアマネジャー連絡会  □関係機関が主催する会議や研修会  □ホームページ  
□ その他（                                   ） 

問七① 平成 31 年 4 ⽉〜8 ⽉末までに、⼊院連携シートを使いましたか。また、全体作成件数は何件ですか。 
（実際⼊院した担当ケース   名中    件作成） 

□ 神⼾市版⼊院連携シートを活用した。（  件） 
□ 神⼾市版⼊院連携シート以外のシートを活用した。（  件） 
□ 神⼾市版と神⼾市版以外のシート双⽅を活用した。（例：神⼾市版を知ってからそちらを使用した等）（  件） 
□ ⼊院連携シートを活用せず、電話、ＦＡＸ等での連携を行った。（  件） 
□ ⼊院した利用者がおらず、連携シートを活用する機会がなかった。 
② 平成 31 年 4 ⽉〜8 ⽉末までに、退院連携シートを使いましたか。また、全体作成件数は何件ですか。 
    （実際退院した担当ケース   名中    件作成） 
□ 神⼾市版退院連携シートを活用した。（  件） 
□ 神⼾市版退院連携シート以外のシートを活用した。（  件） 
□ 神⼾市版と神⼾市版以外のシートを双⽅活用した。（例：神⼾市版を知ってからそちらを使用した等）（  件） 
□ 退院連携シートを活用せず、電話、ＦＡＸ等での連携を行った。（  件）  
□ 退院した利用者がおらず、連携シートを活用する機会がなかった。  

問⼋ 神⼾市版⼊退院連携シートを活用した⽅にお伺いします。  
   活用して良かった点があれば、教えてください。    
                                                      
                                                      
問九 神⼾市版⼊退院連携シートを活用されていない⽅にお伺いします。 

活用していない理由を教えて下さい。 
                                                      
                                                      

〆切：９月３０日 FAX： ３６２-５２７７  mail：info@kobe-caremane.net 
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