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地域医療を支える事務スタッフ目線から
～きっかけは一冊のカルテからだった～

発 表 者 中野 絵理 （鳥取県：江府町国民健康保険江尾診療所）

共同研究者 木村 陽子、小椋 りか、稲田 みどり、赤江 壽恵、武地 幹夫
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カルテ整理中、最近来院されていない患者さん

がいることに気付く時があります。その患者さ

んの病気が悪化していないか心配であるととも

に、通院が遠のいている患者さんはこの方１人

だけでなく他にもいるのではないか、気付いた

患者さんと気付かずそのままになっている患者

さんがいるのは、不平等になるというやりとり

から中断者対策は始まりました。今回中断者抽

出システムを作り、中断者を再来へと促すため

それぞれに合った勧奨方法で取り組みを行って

きました。そこから見えてきた成果・課題等を

まとめたので報告します。
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江府町は人口３，３３７人、高齢化率は４０．６％と高齢

化が進んでいます。当診療所には１日平均約７０

人の患者さんが来院され、そのうち７割以上を

６５歳以上の高齢者が占めています。
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まず初めに中断者抽出システムを作るにあた

り、生活習慣病を中心に継続的な管理が必要だ

と思われる疾患を慢性管理疾患として定めてい

ます。
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当診療所は紙カルテを使用しており、慢性管理

疾患のある患者さんのカルテにはピンクの印を

付け、対象者と分かるよう区別しています。当

月来院者と前月来院者でカルテ棚を仕切り、収

納場所を振り分けます。当月来院者は当月の棚

に移動していく為、月末には未来院者のみが前

月の棚に残っている状態となります。残ったカ

ルテを一冊ずつ点検し処方日数・通院状況等を

判断しながら中断者を抽出していきます。
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抽出された中断者にはそれぞれに合った勧奨方

法で連絡をし、再来されない場合も再度連絡を

します。

それでも再来されない時には、何が原因なのか

医科ミーティングで意見交換しながら再来へ向

け検討します。その際診療所（医療）の枠を超

えて対応が必要と判断したケースは連携会議に

て協議します。
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先ほど紹介したシステムで抽出した結果です。

平成２３年８月～平成２５年６月までの期間に７２

人、５０～６０代に多いことが分かりました。
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中断者への受診勧奨方法は、直接本人と話せ最

近の調子を聞ける電話連絡が最も多く、次いで

家族が来院された時に声を掛ける、葉書送付、

その他の順となっています。
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中断理由の集計です。健診結果が改善していた、

体調が良かったという自己中断、次いで転出等、

多忙、金銭面の順でした。
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中断者率はシステム導入直後の約半年間が１３人

で０．４％でした。最近の約半年間は２４人で０．６％

と上昇が見られました。
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再来院者率は初年度が約７０％でしたが、翌年に

は８０％まで上昇し、その後も維持しています。

再来院者率向上の背景に多職種で関わり再来へ

と繋がった症例を２例紹介します。
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電話や葉書による受診勧奨を行いましたが、連

絡が取れず医科ミーティングにて検討、現在の

様子を知るため訪問にて受診勧奨してみること

にしました。看護師・事務職で訪問すると本人

より収入が不安定で医療費が気掛かりだったと

打ち明けられ、体の事が一番と再来を促しまし

たが来院されず、その後再度訪問するも不在が

続いていました。そこで多方面からのアドバイ

スを得る為、連携会議にて検討することになり

ました。本人の病気に対する優先順位が低い事

や、保健・福祉より家庭状況等の情報を受け、

保健・福祉としては世帯全体で困っていること

の把握の為今後も定期的な訪問を行い、診療所

（医療）としては本人の負担軽減や気持ちに配

慮しながら受診勧奨を行いました。結果現在は

再来し定期通院へ繋がっています。
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中断後何度も電話連絡し一度再来されたが、そ

の後再び中断。職場、自宅、携帯と時間帯を変

え連絡をし続け、現在なんとか再来へと繋がっ

ている状況です。継続通院には本人の意識・健

康感を高める必要があると考え、多職種と意見

交換しながら関わっていこうと連携会議にて検
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優しい顎関節正面撮影を考える

発 表 者 末松 正義 （大分県：国東市民病院）

討しました。そこでお金の使い方、生活の仕方

等をアドバイスする身近な人がいないといった

問題が浮上しました。これを踏まえ、生きがい

や楽しみに傾聴しながら関わり本人の動機付け

へと繋げ、保健・福祉は生活相談や指導を受け

る場を設け、診療所（医療）は健康を第一に考

え継続的な受診勧奨を行い双方で関わりながら

安定的な受診となるよう現在取り組んでいます。
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システム導入前、日々の受付業務から中断者の

抽出は難しく限界がありました。導入後は早期

に抽出し受診勧奨することが出来るようになり

ました。システム導入３年目に入り、７２人の中

断者のうち５６人が再来され、診療所（医療）だ

けの受診勧奨では再来しなかった中断者も多職

種の連携により対応することで、定期通院へと

繋げることができました。課題としては、導入

初年度に比較し中断者（中断者率）が増加して

いることが分かりました。今後は中断を未然に

防ぐ取り組みを強化していきたいです。
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撮影の中でも手技が難しいとされる顎関節正

面を患者および技師の側面から検討します。

« �Ïß�ÐaYÍ���Í�®Ð�Yf �Ï�§

1

眼窩の中に下顎頭を投影する経眼窩法はグラ

ント・ランティングらが発表してから多様な方

法が考案されています。右の図のように A−Pで

も P−Aでも撮影することができます。顎を引い

た Positioningや入射角度の組み合わせにより多

数のバリエーションが存在し、それぞれに一長

一短があるようです。
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