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今年 7 月から 8 月にかけて、地域の医療機関と徳島市民病院との医療連携をよりスムーズにすることを目的に
アンケート調査を実施いたしました。地域の先生方には、お忙しいところ、アンケートにご協力いただきましてあ
りがとうございました。アンケート調査結果について、ご報告させていただきます。

今回いただきましたご意見等を十分検討いたしまして、ご希望に沿った診療が十分できるよう努めてまいりたい
と考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 地域医療連携室長 辻 泰弘

③調査期間
平成22年7月28日（水）から8月20日（金）

④実施状況
配布数：390件
回答率：41.5％

①調査対象
登録医の先生方と県内の医療機関

②調査方法
郵送による記述回答

患者紹介の多い診療科については、内科が97件、
外科が82件、脳神経外科が62件、整形外科が77件、
小児科が29件、産婦人科が14件、耳鼻咽喉科が1件、
皮膚科が10件、眼科が3件、放射線科が17件、
泌尿器科が22件でした。

徳島市民病院への患者紹介についてお尋ねします

●希望された受診日にご予約がとれていますか。（回答数：155件）
希望された受診日に予約がとれているかどうかについては、
大半は「とれている」で124件（80％）、

「ときどきとれていない」が30件（約19％）、
「とれていない」が1件（約1％）でした。

●徳島市民病院への患者紹介はどの診療科に対して行うことが多いですか。（複数回答有）（回答数：414件）
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地域の医療機関と徳島市民病院との
医療連携に関するアンケート調査結果報告
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・「送られてくるが、内容・時期等に不満がある」と思われた理由をお聞かせください。（複数回答有）
○もっと詳しい内容がほしい…………………………………………………7 件
○必要な資料（画像データ・検査報告書等）が添付されていない………4 件
○内容がわかりにくい…………………………………………………………1 件
○その他…………………………………………………………………………1 件

・返事・経過等状況（診療情報等）報告を送っていない診療科について教えてください。
○整形外科………………………………3 件
○内科……………………………………2 件
○外科……………………………………1 件

●救急患者の紹介について、当院の受入状態はどうですか。（回答数：145件）
救急の受入状態については、

「受け入れられる」が88件（約61％）、
「時々断られる」が51件（約35％）、
「常に断られる」が6件（約4％）でした。

●紹介いただいた患者さまの返事・経過等の状況報告（診療情報等）は、送られてきますか。（回答数：159件）

紹介いただいた患者さまの返事経過等の状況報告については、
「送られてくる」が136件（約86％）、
「時々送られてこない」が10件（約6％）、
「送られてこない」が2件（約1％）、
「送られてくるが、内容・時期に不満がある」が11件（約7％）でした。
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●ご予約がとれなかった診療科について教えてください。（複数回答有）
予約がとれなかった診療科については、内科が11件、
外科が6件、脳神経外科が5件、整形外科が14件、
小児科が2件、放射線科が1件、
その他の診療科が0件でした。
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徳島市民病院からの逆紹介についてお尋ねします

●紹介状の作成は適切ですか。 （回答数：163件）
紹介状の作成については、

「適切である」が135件（約83％）、
「時々適切でない」が10件（約6％）、
「適切でない」が18件（約11％）でした。

●紹介状の作成時期は適切ですか。 （回答数：140件）
紹介状の作成時期については、

「適切である」が133件（95％）、
「時々適切でない」が7件（5％）、
「適切でない」が0件（0％）でした。

●紹介理由は適切ですか。 （回答数：130件）

当院からの紹介理由については、
「適切である」が123件（約95％）、
「時々適切でない」が7件（約5％）、
「適切でない」が0件（0％）でした。

●貴院への転院時または外来診療時、患者の状態（疾患やその程度）が受け入れるのに適切でしたか。
（回答数：136件）
貴院へ紹介させていただいた患者さまの紹介時の状態については、

「適切である」が127件（約93％）、
「時々適切でない」が9件（約7％）、
「適切でない」が0件（0％）でした。

・「時々適切でない」「適切でない」と思われた理由について教えてください。
○症状が落ち着いていない状態であった…………………………………… 6件
○まだ、急性期治療が必要な状態であった………………………………… 2件
○本人・家族が転院・転医に納得していない状態であった……………… 2件
○その他………………………………………………………………………… 1件

・「時々適切でない」「適切でない」と思われた理由を教えてください。（複数回答有）
○貴院の機能に沿わない患者を紹介された………………………………4 件
○対応ができない治療を要する患者を紹介された………………………3 件
○その他………………………………………………………………………2 件
○専門外の疾患をもつ患者を紹介された…………………………………1 件
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リレー・フォー・ライフとくしま2010（主催：財
団法人日本対がん協会／「リレー・フォー・ライフと
くしま2010徳島実行委員会）が10月9日、10日に
小松島市のしおかぜ公園で開催されました。

リレーフォーライフとは、1985年にアメリカで始
まったがん対策の充実を訴えるイベントの一つです。

がん患者やその家族、支援者らが公園やグラウンド
を交代で24時間にわたって歩き続け、がん征圧への
願いを新たに、がんと闘う連帯感を育む場です。

現在では、全米4,500カ所以上、世界22カ国以上で
行われており、日本でも全国規模で開催されています。

•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―

徳島市民病院緩和ケア啓発イベントを開催しました

徳島市民病院症例検討会のご案内
徳島市民病院症例検討会を開催いたします。

多数の先生方のご出席をお待ちしております。
●日時 平成22年11月11日（木） 19時30分～
●場所 徳島市民病院 地下1階 講義室
●内容 外科・泌尿器科からの症例発表です

初診患者 1,549 人
初診時間外 471 人
初診紹介患者 762 人
初診即入院 186 人
逆紹介患者 695 人

平成22年8月の紹介患者数（再診患者を含む）
346医療機関より975名ご紹介いただきました。

ありがとうございました。

平成22年8月の統計

紹介率 70.0％
逆紹介率 60.5％

当日のイベントには当院からも、緩和ケアチームの
メンバーを中心として、たくさんのスタッフが参加し
ました。

•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―•―

日本ホスピス緩和ケア協会では、「世界ホスピス緩和ケアデー（World Hospice & Palliative Care
Day）」を最終日とした一週間（10 ／ 3 ～ 10 ／ 9）を「ホスピス緩和ケア週間」としています。それにあわせて、
当院でも緩和ケアの普及啓発活動の取り組みの一端として、イベントを開催しました。

緩和ケアのパネル・ポスターの展示の他、10 ／ 7（木）には、当院の医師・看護師等によるギター弾き語りや
フラメンコダンス、専門スタッフによる栄養相談やお薬相談等も実施しました。

たくさんの患者さん・ご家族が集まり、会場は楽しい雰囲気に包まれました。

リレー・フォー・ライフとくしま2010に参加！


