
令和元年度 第 3 回地域医療支援病院に関する委員会 

開催日時 令和元年 11 月 18 日(月)  13 時 30 分から 14 時 15 分まで 

開催場所 大垣市民病院 2 病棟 1 階 会議室 

議 題 定例報告及び紹介率向上への取組みについて 

出席委員 

(敬称略 ) 

委員長    大垣市医師会長           山川 隆司 

委員     大垣市医師会副会長        沼口 諭 

委員     養老郡医師会副会長        石井 光一 

委員     大垣歯科医師会長         片野 雅文 

委員     大垣歯科医師会副会長      荻下 雅仁 

委員      大垣薬剤師会長           松本 正平 

委員      大垣市女性連合会長        竹中 昌子 

委員      岐阜協立大学看護学部准教授  馬場 貞子 

委員      西濃保健所長             鷹尾  明 

委員      弁護士                   鈴木 一朗 

公開区分 公開 

傍 聴 人 なし 

審議概要 １．報告事項 

１)定例報告事項 

（1)よろず相談・地域連携課から、①紹介率・逆紹介率、②地域連携を介した診察・

検査件数、③開放型病床利用状況、④救急統計、⑤地域の医療従事者に対する研

修・講演会の開催状況、⑥地域連携クリニカルパス登録状況、⑦OMNet利用状況に

ついて報告した。 

①紹介率……31 年 4 月～10 月：70.0％ 

逆紹介率…31 年 4 月～10 月:123.8％ 

②地域連携予約診察件数…31 年 4 月～10 月計：7,775 件 

地域連携予約検査件数…31 年 4 月～10 月計：787 件 

③開放型病床登録医数…元年 10 月末：160 人(医科 131 人、歯科 29 人)、 

利用率…31 年 4 月～10 月：14.9％ 

④救急受診患者数…31 年 4 月～9 月計：19,700 人(月平均 3,283 人) 

救急車利用件数…31 年 4 月～9 月計：5,264 件(月平均 877 件) 

救急入院患者数…31 年 4 月～9 月計：1,630 件(月平均 272 件) 

⑤地域医療従事者に対する研修…31 年 4 月～10 月開催数：22 回、院外受講者 

383 人 

＊学術・ホームページ委員会、病診連携カンファレンス、がん診療委員会、 

糖尿病コメディカル研修会、介護福祉従事者研修会 等 

市民対象講演会等…31 年 4 月～10 月開催数：7 回、院外受講者 484 人 

＊市民公開講座、糖尿病公開講演会、がんの市民公開講座 等 



⑥地域連携クリニカルパス登録状況…31 年 4 月～10 月登録総数 558 件 

元年 10 月末時点でのパス開始からの登録総数：9,000 件 

⑦OMNet 利用状況…元年 10 月末時点の利用登録医療機関：110 機関 

診療情報閲覧に同意した患者総数：23,772 人 

 

（2)上記の報告について次のとおり質疑応答等が行われた。 

（委員）胸部外科、循環器内科はかなり逆紹介が多い。絶対数はどれ位なのか。  

特に、逆紹介が多いということは地域連携という意味からも重要なことだと思

うが、スムーズに受けてもらっているか紹介してもなかなか受けてもらえない

のか。 

（事務局）循環器科では実数をなるべく縮小しようと紹介を受けた患者さんプ

ラス、週 10から 15、16人は紹介状を書き、今まで診ていた患者さんを外に出

す努力はしている。今のところ断られたことはなく地域の先生方に受けて頂い

ている。 

（委員）医師会の先生方は逆紹介で市民病院から紹介されたところは受けて頂

いているか。特に問題は無いか。 

（委員）無いと思う。 

（委員）連携され、地元の近くで患者さんを診て頂いて本来あるべき姿と思っ

ている。引き続き、お願い努力をと思っている。 

（委員）救急で開放型病床の手続きができる。この前、クレアチニンが急に上

がり受け入れてもらい有り難いと思う。 

（事務局）時間外、救急の開放型病床だと難しいところがあるが、診療科を決

めて頂いて当院で調整する。先程の例では、腎臓がんで糖尿病・腎臓内科を指

定して頂きその科で入院し、その後、泌尿器科に転科した。そういった形で対

応ができる。 

（委員）地域の医療従事者に対する研修会で、薬剤師会と市民病院の先生方と

の研修会がいくつか抜けている。西濃がん研究会の研修会、薬物治療を考える

会、薬物中枢神経研究会、西濃薬剤師連携研究会の追加をお願いしたい。 

（事務局）メーカー共催のものは退けて当院主催のものを掲載対象としてい

る。 

（委員）地域医療研修の院内研修で 6 月、7 月の感染症対策防止委員会、医療

安全の参加者 400 名、500 名は、一同集まっての講義だけではなく後の講習も

含めての数か。 

（事務局）eラーニングも含めた数となっている。 

（委員）OMNetの同意患者人数(延べ)は、患者さんが重複しているのか。 

（事務局）違う医療機関から患者さんの同意書が来れば、その医療機関でも登

録している。時々複数の医療機関から同意書が出てそれぞれに OMNet を介した

情報提供がなされている症例はある。 



2)紹介率向上への取り組みについて 

（1)よろず相談・地域連携課から、紹介率向上への取り組み状況について次のとおり

報告した。 

  ①令和元年度 10 月までの患者さんからの電話予約実績件数は 463 件で、平成

30年度同期間と比較し、80件 14.7％の減少。地域別では大垣市の先生が 8割

以上を占めている。診療科別件数は、歯科口腔外科が約 4 割を占めており、小

児科と頭頸部・耳鼻咽喉科、皮膚科の順となっている。 

②かかりつけ医紹介センターの相談件数は、令和元年度 10 月までの相談件数は

43 件。診療科別では、眼科が 27.9％、循環器内科が 20.9％の順となっている。 

（2)委員から、上記の報告について意見・質問はなし。 

 

3．その他 

（委員）芭蕉＠在宅ネットは市民病院の先生は診てもらっているか。 

（事務局）救急とよろず相談・地域連携課で診れる。 

（委員）指示書が市民病院の先生から出ていて、どういう看護をしてどんな状

態にあるかの報告がある。 

（事務局）報告書は毎月医師に回ってくるので確認し、カルテの中で訪問看護

の報告書として診ることができる。 

（委員）褥瘡など月に 1回でいいもの、至急返事をくださいということもやっ

ている。指示書を出されている先生は訪問看護ステーションの書いた文書を診

ていただくようお願いしたい。がんの末期の麻薬の使い方、緩和の相談に利用

できると思う。 

（事務局）芭蕉＠在宅ネットに関しては充分認識されていないところがあるの

で、使い方も含め沼口先生に大垣市民病院で講演して頂き周知を図っていこう

と計画している。 

（委員）薬薬連携で疑義照会まではいかないがドクターに現在の服薬状況を伝

えたいことなどを書くトレーシングレポートというものがある。それが今、薬

薬連携では行われつつあり、岐阜県では岐大病院で行われている。地域の薬剤

師会と大垣市民病院が作ったトレーシングレポートを開局薬局から提出でき

るような仕組みを作って頂ければと思う。できればホームページ上にトレーシ

ングペーパーを貼り付けて頂いてダウンロードすると、より薬薬連携が進むと

思う。是非ともお願いしたい。 

（事務局）先日の研修会で話があったように、地域によってトレーシングレポ

ートを活用しているということで今雛形を作っている。院内で了解が得られた

らホームページにアップしたい。各開局薬局の先生がダウンロードして必要事

項を書いて頂いてそれをファックスで市民病院の薬剤部へ送って頂き、薬剤師

がその内容を判断して各診療科の先生に情報提供し、場合によってはコメント

を書いてフィードバックするという流れを考えている。服薬の個人情報を出す



ということは患者さんが同意すればいいということか。 

（委員）患者さんから聞き取った情報である。残薬など非常に余っているので、

次回はこうして頂きたいということなどが考えられる。さらに、こういう生活

状況で実は毎食後ですけど飲めていませんとか、例えば、1 日 1 回の薬に変え

て頂くなどが提案できたらと思う。 

（事務局）大垣市民病院が開催する研修会、講習会等で情報提供することに問

題無いことを確認できたものを希望の医療機関に電子メールで 10 月から情報

提供している。現在までの実績は、11月 9日土曜日に開催した第 6回岐阜県が

ん相談員研修会を情報提供した。現在、登録医療機関は約 20 ある。 

（委員）医師会のホームページに載せても良い情報か。 

（事務局）オープンにして良いもの、参加くださいというものを配信している。 

（委員）大垣市医師会のホームページに市民病院からのお知らせを作りそこへ

掲載しては。リニューアルしたばかりでそこへ載せたら良いと思った。 

（事務局）OMNet のトップページにお知らせ機能があるのでそこへの掲載も良

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回開催 令和元年度第 4 回委員会は 2 月 18 日に開催予定とする。 

 


