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診療情報提供書（逆紹介）作成支援の効果
－提案型の逆紹介支援の試み－

発 表 者 川畠 麻衣 （石川県：公立松任石川中央病院 診療支援室）

共同研究者 岡 奈都美、宇野 寛一
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まとめです。今回の調査では、祖父母世代以

上が対象となってしまい、生活習慣確立に直接

影響を与えているであろう親世代に調査が及び

ませんでした。しかし、祖父母世代では、ほぼ

規則正しく生活し、特に排便習慣はしっかりと

確立されていました。今後は、親世代に対して

も調査を行い、子供の規則正しい生活習慣確立

に向けた取り組みをしていきたいと考えていま

す。
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宜しくお願いします。
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背景

当院は、白山市・金沢市を含む４市２町、人

口７１万人の二次医療圏に属しています。そのう

ち１７万人を受療圏とした精神３０床を含む３０５床の

地域支援病院です。平均在院日数１４．９日、病床

稼働率９３．４％、紹介率５４．５％、逆紹介率７９．６％

で、医師事務作業補助者（以下、MAと略しま
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す）は現在１８名配置され２０対１の「医師事務作

業補助体制加算」を算定しています。平成２１年

に５名のMAからスタートし、当初は依頼され

た診断書のみを対応していたため、まだ院内に

認知されていませんでした。この状況から医師

との関わりが大切と考え外来支援を提案しまし

たが、当初は快くは受け入れてもらえませんで

した。しかし、簡単な外来診療支援を通して検

査説明・オーダ・診療記録の代行入力と業務拡

大し、医師から一定の評価を得ることができま

した。この時期から積極的に医療の質的支援に

も取り組み、がん登録・キャンサーボードの庶

務・NCD登録、治験のサポート、退院患者デー

タのフィードバック、また、文書作成支援の種

類の拡大と同時に精度管理を行うことで認知か

ら信頼へと変化していくことができました。そ

こで更に私たちの存在価値を高めるため、新た

な試みとして逆紹介についての支援に着目しま

した。

目的

従来は、医師が指示情報を抽出、作成指示を

行い、MAは医師の指示のもと作成支援を行い

承認を得るという流れでした。しかし、この流

れでは医師の指示がなければ作成できず、医師

の事務作業の増加や作成漏れと同時に、効果的

な情報共有ができていない状況であることを認

識しました。そこで今回、医師事務作業補助業

務の可能性を踏まえ、指示されるであろう情報

をMAが抽出・作成することで、医師の事務作

業が軽減できるのではないかと考えました。

方法

提案型を導入するにあたり、診療情報提供書

のフロー図を作成し診療部会議で承認・周知を

得ました。こちらがその運用フロー図です。支

援内容は前日入院された方をリストアップし、

紹介のない患者を対象に診療録等から通院歴を

調査し、仮作成を行います。ここで主治医に当

該患者にかかりつけ医があること、MAが代行

作成を行ったことをお知らせする方法として、

電子カルテ上に付箋を貼ってアナウンスしてい

ます。退院時に完成させた時点で付箋は削除し、

このように記録上に代行入力コメントを残しま

す。内容はカルテから読み取り、定型文とMA

の個々のスキルに合わせたオリジナリティーを

盛り込み完成させます。その後、医師の承認を

得て、患者に作成先機関での継続医療の確認を

し、お渡ししています。今後、かかりつけ医に

通院しない方にはお渡しておりません。

今回、平成２５年３月の一ヶ月間の退院患者に

絞って述べさせて頂きます。

結果

結果として１ヶ月間の逆紹介件数２３４件のうち

１０２件をMAが支援し、文書・傷病名の修正が

９件ありました。

また、当院での医師負担軽減検討委員会にお

いて、毎年支援業務の評価について医師へアン

ケート調査をしております。その結果、MAの

支援が実感できると回答された医師は６５％で「助

かっている」「現状の支援で満足」等の意見が多

く、MAの配置効果は認められました。医師の

業務全般の意識調査としてのフェイススケール

では１０点満点中平均４．６点という結果となりまし

た。

結論

●提案型による支援により医師が依頼するた

めの事務的工程を省くことができたと同時に、

MAが作成することにより●情報提供の「漏れ」

が減少しました。●これは７４２件の年間作成件数

の増加に繋がり、同時に平成２４年４月の地域医

療支援病院取得施設基準にも貢献できたと考え

られます。●また、かかりつけ医へ的確に診療

情報が伝達でき、切れ目ない医療連携に貢献で

きたと感じています。

提案型の支援を導入したことで医師の負担軽

減、医療連携の向上につながり、地域医療全体

に寄与できたのではないかと考えています。医
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接遇改善を目指した職員参加型ワークショップに取り組んで

発 表 者 曽我 由縁 （岐阜県：郡上市地域医療センター国保和良診療所）

共同研究者 廣瀬 英生、後藤 忠雄

師の指示のもと動くだけではなく、MAが自ら

提案し、医師の業務負担を軽減することが今後

の課題だと思われます。医師の生産性向上や医

療の質向上を担える医療スタッフとして自らの

役割を再認識し、多様性・専門性に取り組み挑

戦し続けられる組織作りが、今回の試みで一応

の成果を上げることが出来ました。

ご清聴ありがとうございました。
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ワーキンググループとは当診療所で行っている

職員の自主的な活動をするグループです。その

中で私たち患者サービスグループが取り組んだ

接遇改善を目指した職員参加型ワークショップ

について発表をします。
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患者サービスとは何が必要かとグループで考え

たところ、職員の言葉使いや行動が気になると

の意見があり、接遇について考える行動をおこ

そうと決めました。今までに勉強会やあいさつ

運動などを行ってきましたが、接遇は大切だと

わかってはいても、まだ十分に根付いていない

印象がありました。そこで、職員が感じる接遇

の内容を調査し、それを共有することでレベル

アップできるのではないかと考え、個人への意

識付けのためにも何度もワークショップを実施

することにしました。

―８０１―




