
平成平成平成平成 30303030 年度年度年度年度    第第第第 3333 回地域医療支援病院に関する委員会回地域医療支援病院に関する委員会回地域医療支援病院に関する委員会回地域医療支援病院に関する委員会    

開催日時 平成 31 年 1 月 9 日(水)  13 時 30 分から 14 時 10 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    大垣市医師会理事           森  俊治 

委員    養老郡医師会副会長         石井 光一 

委員    大垣歯科医師会副会長         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    大垣市教育長                  山本  譲 

委員    大垣女子短期大学看護学科教授  馬場 貞子 

委員    大垣市女性連合会長         竹中 昌子 

委員    西濃保健所長              鷹尾  明 

公開区分 公開 

傍 聴 人 なし 

審議概要 １．報告事項１．報告事項１．報告事項１．報告事項    

1)1)1)1)定例報告事項定例報告事項定例報告事項定例報告事項    

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

検査件数検査件数検査件数検査件数、③、③、③、③開放型病床利用状況開放型病床利用状況開放型病床利用状況開放型病床利用状況、④、④、④、④救急統計救急統計救急統計救急統計、⑤、⑤、⑤、⑤地域の医療従事者に対する地域の医療従事者に対する地域の医療従事者に対する地域の医療従事者に対する

研修・講演会の開催状況研修・講演会の開催状況研修・講演会の開催状況研修・講演会の開催状況、⑥、⑥、⑥、⑥地域連携クリニカルパス登録状況地域連携クリニカルパス登録状況地域連携クリニカルパス登録状況地域連携クリニカルパス登録状況、⑦、⑦、⑦、⑦OMNetOMNetOMNetOMNet 利用利用利用利用

状況状況状況状況について報告した。について報告した。について報告した。について報告した。    

①紹介率……30 年 4 月～11 月：68.5％ 

逆紹介率…30 年 4 月～11 月:122.0％ 

②紹介予約診察件数…30 年 4 月～11 月計：8,738 件 

紹介予約検査件数…30 年 4 月～11 月計：866 件 

③開放型病床登録医数…30 年 12 月末：162 人(医科 133 人、歯科 29 人)、 

利用率…30 年 4 月～12 月：25.6％ 

④救急受診患者数…30 年 4 月～11 月計：25,954 人(月平均 3,244 人) 

救急車利用件数…30 年 4 月～11 月計：7,254 件(月平均 907 件) 

救急入院患者数…30 年 4 月～11 月計：2,045 件(月平均 256 件) 

⑤地域医療従事者等に対する研修会・講演会 

 地域医療従事者研修会 

30 年 4 月～12 月開催数：25 回、院外受講者数 640 人 



※病診連携カンファレンス、糖尿病コメディカル研修会、がん診療委員会 等 

市民対象の講演会等 

30 年 4 月～12 月開催数：7 回、院外受講者数 182 人 

※糖尿病公開講演会、成人気管支喘息教室、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…30 年 4 月～12 月登録総数 741 件 

30 年 12 月末時点におけるパス開始からの登録総数：8,216 件 

⑦OMNet 利用状況…30 年 12 月末時点 利用登録者数：154 人 

利用同意患者総数：20,061 人 

(2)(2)(2)(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。上記の報告について次のとおり質疑応答等が行われた。上記の報告について次のとおり質疑応答等が行われた。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)地域連携を介した診療予約件数というのが 8,738 件あるが、この方たちは全

員紹介状を持ってきているのか。 

(事務局)持ってきている。 

(委員)紹介状を持ってきている患者さんが 14,464 人いるが、8,738 人が紹介状を

持って医療機関から前もって診察予約をしているということか。 

(事務局)そのとおり。現在では紹介患者の半分以上が予約となっている。 

(委員)大垣市民病院は地域連携を通さずに紹介状持参で受け付けてもらえるか。 

(事務局)紹介状を持参されれば、診察させていただく。 

(委員)連携を通すと時間が枠の中に入っているということか。 

(事務局)検査も含めて確実に早く受けられるようになる。 

(委員)前回お願いした紹介状の返事について、よく戻るようになった。以前は救急

に行った方の、その後が分からないことがあったが、かなり返書を貰えるようになっ

たのでありがたい。ただし、紹介した患者が市民病院に入院してから他院に転院さ

れる場合や、亡くなられた場合に、転院先病院に紹介状が書いてあるが紹介元の

方へは何も報告が無いことがあるのでいただきたい。かかりつけ医の方も、市民病

院で手術した患者さんが在宅に行かれて、そこで亡くなられた場合には市民病院

にその報告をするべきと思う。 

(事務局)早速やらせていただく。 

(委員)開放型病床はある程度診たら一般病床へ移るが、この期間というのは決まっ

ているか。 

(事務局)2週間。 

(委員)開放型病床からかかりつけ医へ戻る場合と、そのまま一般病床へ入る場合と

どのくらいの割合か。 

(事務局)本年度の開放型病床利用 63 人のうち、2週間経つ経たないによらず他

院に転院された方が 14 人、それと 2週間経ってそのまま当院の一般病床に移ら

れた方が 4 人であった。その他に個室希望ということで入って数日してすぐに個室

に入られた方もみえる。 



(委員)開放型病床から一般病床に移ったらその報告は有るか。 

(事務局)主治医の方から連絡がある。 

(委員)研修会と講習会において、地域医療機関からの要望はどんなものが多いの

か、どんなふうに要望を受けているのか。 

(事務局)広く生活習慣病も含めて、日常臨床に地域の先生方に役立つだろうなと

いうような演題は自主的に考えるが、医師会の先生方と相談して決めることもある。

医師会を通じて先生方からご希望、ご意見を貰えれば、その演題名で講師を選択

するということも可能。 

(委員)開放型病床でお願いした老老介護、認認介護の方で今日、入院でお願い

したが、すぐに施設の方に入所というのは難しい状況なので、本日入院させていた

だいて感謝している。こういう方々が増えてくると思うし、そういう方々をどのようにし

て上手く適切な場所で療養してもらえるのかということも考えていかないといけない

と思う。 

他の委員も言われたように救急外来の方からの返事も返ってくるようになり、非

常にありがたく思っている。 

OMNet ではどういう意図でこの処方をされたのかとか、どういう診断でこのように

したのかというところが分かると良いと思う。退院されたときには退院サマリーで総括

的なところは読めるが、途中経過が読めないところがある。そういうようなことが分か

るようなシステムができると我々としてはより OMNet を有効に使えることができると

思っている。 

(委員)歯科医師では OMNet は CT とか画像診断がほとんどで、なかなか活用でき

ない。ただし、地域包括ケアが進んできて歯科医師も関わらせていただく際にはあ

りがたい情報の供給源になると思う。 

 

2)2)2)2)紹介率向上への取り組みについて紹介率向上への取り組みについて紹介率向上への取り組みについて紹介率向上への取り組みについて    

(1)(1)(1)(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

り報告したり報告したり報告したり報告した。 

①11 月までの患者さんからの電話予約件数は 624 件で、前年度同期間に比べ

98 件 18.6％の増加となった。地域別では大垣市の医療機関が 8割を占め、診療

科別では歯科口腔外科が 39.1 パーセント、皮膚科が 10.9 パーセント、頭頸部・耳

鼻咽喉科が 10.5 パーセントを占めた。歯科口腔外科は診察予約全体のうち、約

半数が電話予約となっている。 

②かかりつけ医紹介の相談は大垣市内への紹介が 58.9％と多く、次に揖斐郡

12.3％となっている。診療科別としては、循環器内科が 21.9％、眼科が 20.6％の

順となっている。 

(2)(2)(2)(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。上記の報告について次のとおり質疑応答等が行われた。上記の報告について次のとおり質疑応答等が行われた。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)紹介して患者さんが自分で日にちを決める場合、自分で決める期限はどの

くらいか。 

(事務局)1週間以内に患者さんから電話が無ければ、こちらからお電話する。 

 

２．その他検討事項等２．その他検討事項等２．その他検討事項等２．その他検討事項等    

(委員)大垣市医師会で在宅医療の芭蕉＠在宅ネットというものを拡げていこうとし

ていて、今回大垣市民病院も閲覧のみという形で救急外来で試行していただける

が、利用されてご意見が頂ければありがたいと思う。救急外来で、在宅における直

前のデータをシステムで見れるので参考になるのではないか。 

(委員)10 月以降の生活保護の方に対する院外処方、基本的にジェネリック薬品を

義務で使うとなったことについて、どのような状況か。 

(事務局)12 月から、電子カルテで生活保護の方を確認して基本的に院外処方と

いうことでしているので、徐々に増えると思う。 

(委員)薬剤部の負担を軽くするということで、一包化を希望する方は院外処方で出

るというのも随時進めていただいているか 

(事務局)そうしている。 

(委員)新しい機械だと一包化された中にどんな薬か名前も出るような機能が有った

りするので、在宅ではたくさん一包化しているので、一包化できる体制の薬局は多

いと思う。 

(委員)開業医のところへ持ってきて一緒に混ぜてほしいと言われた場合もできるの

か。 

(委員)処方箋が付いていれば何の問題も無くできるが、例えば持ち込んだ場合だ

と一度だけ地域支援体制加算という点数を取れてできる。それで次からは処方箋

持ってきてくださいと。もし、それで切れてしまっても自費でやっているケースも有

る。 

(委員)認認であったり老老であったり独居であったり、在宅での介護力が全く無い

という人もみえて、それに向けていろんな所が頑張って、やれるところはできるだけ

やっているが、その状況が多分市民病院の先生は診療の中では見えていない部

分があると思う。どうしていくかというのは今後も討議が必要と思う。 

(事務局)急性期の若い医師はそういうことを知る機会が無いので、それはやむを得

ないと思うが、これからそういったことも指導しながら外の医療機関や介護施設と連

携をするという重要性も教えながらやっていかなければならない。 

 

 

次回開催 平成 30 年度第 4 回は平成 31 年 3 月 18 日に開催予定とする。  


