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この度は、第４回全国 ID-Link 研究会を広島県尾道市において開催することになりました。県内外から多数
のご参加いただき、厚くお礼申し上げます。
尾道市は広島から東に約 90km、国立公園である瀬戸内海のほぼ中央に位置しています。大半が山地ですが、

自然の良港を持ち 12世紀、荘園米の積み出し港となって以来中世・近世寄港地として栄えてきました。
さて、尾道市医師会は明治 40年に設立され 2006 年には創立 100周年を迎えました。現在の医師会員数は

約 300名、医師会職員数は約 140名です。医師会は看護養成（看護専門学校、准看護学院）、介護老人保健施
設、訪問看護ステーション、ヘルパーステーション、居宅介護支援事業所等を持っていますが、なかでも急性
期病院と開業医が一体となった地域医療連携と患者さん本位の地域包括ケアシステムが機能すべく地域完結型
のケアシステムを構築してきました。これは「尾道方式」として知られていますが、かかりつけ医を中心に医療、
介護・福祉が連携をとり、多職種協働により利用者が住み慣れた在宅で療養できるシステムで、在宅での緩和
ケア・看取りにまで対応しています。
現在医師会では地域 ICT の基盤整備（天かける医療介護連携事業）を進めています。なお医師どうしの顔の

見える関係はずいぶん古くから懇親の場（廿日会）を設け関係を深めてきました。ICT システムネットワーク
はこのヒューマンネットワークのおかげでスムーズに導入が進んできました。
基幹病院と密に連携を取り、さらに介護・保健・福祉が連携・協力し合って、「安心して老後は尾道を終の棲

家にしたい」そういう住民の声に応える医療圏を尾道市医師会は目指しています。本研究会開催にあたり尾道
方式を編み出された片山壽参与の特別講演を企画しました。尾道方式の神髄と言われるケアカンファランスが
どのように行われているかご拝聴ください。
各地域で展開している医療情報ネットワークの更なる発展に本研究会が寄与することを祈念して挨拶と致し

ます。

天かける医療介護連携事業運営協議会　会長
尾道市医師会　会長

宮野　良隆

ごあいさつ ごあいさつ

この度は、第４回全国 ID-Link 研究会を広島県尾道市において開催されるにあたり、県内外から多数のご参
加いただき、厚くお礼申し上げます。

本研究会に全国からお集まりの皆様を、尾道市を代表して心から歓迎いたします。
尾道市は明治 31年県内で２番目に市制を施行。平成 10年４月１日には市制施行 100年を迎えております。

また、瀬戸内の中央に位置し、交流の結節点としての機能が集約し、「瀬戸内の十字路」としての役割を担って
おります。
さて、本市では、少子高齢化の急速な進行により、中国四国地方の人口 10万人以上の市の中で最も高齢化

率が高い市になり、生活習慣の変化により生活習慣病にかかる人や介護を必要とする人も年々増加してまいり
ました。
こうした中、「第二次健康おのみち 21」と「第二次尾道市食育推進計画」を昨年度策定いたしました。「第二

次健康おのみち 21」では、生活習慣病の発症と重症化予防を強化するとともに、地域の人とのつながりを大切
にした健康づくりを推進することにより、「健康寿命の延伸」を目指してまいります。
2025 年には、団塊の世代が 75歳以上となり、後期高齢者人口は 2,000 万人を突破するとも言われ、高齢

者の独居や高齢者夫婦のみの世帯も増加し、介護サービスに対するニーズは今後さらに高まることが予想され
ます。
国においては、平成 26年持続可能な社会保障制度の確立を図る目的から、効率的かつ質の高い医療提供体

制の構築と地域包括ケアシステムの構築による、医療と及び介護の総合的な確保の推進が打ち出され、高齢者
と密接にかかわる市町村には、これから在宅医療・介護の連携推進において、より一層大きな役割が求められ
ています。
本市では、公立病院や医師会を中心に保健・医療・介護・福祉・生活が連携した地域包括ケアシステムが構

築されています。特に、医療と介護の連携は、先進的な取り組みとして全国から注目を集めています。また、
現在尾道地域では、医師会を中心に地域 ICT の基盤整備（天かける医療介護連携事業）を進めておられ、基幹
病院と密に連携を取り、さらに介護・保健・福祉が連携・協力し合って在宅医療・介護の連携推進に力を注い
でいただいております。
尾道市では、こうした状況を十分ふまえ、地域包括ケアシステムをさらに充実させ、今後も、高齢者が住み

慣れた地域で健康で生き生きと暮らせるまちづくりに取り組んでまいります。

結びに、地域医療と介護の連携による在宅医療の充実強化を目指す中、本研究会の成果が実り多いものとな
ることを祈念いたします。

尾道市長

平谷　祐宏
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学術展示
（1階市民ギャラリー） 10:00 〜 18:00 座長：土本　正治（尾道市立市民病院）

展示１ 地域包括ケアと ICT……〜天かける医療介護連携事業の課題〜
NPO法人天かける……伊藤　勝陽

展示２ 尾道方式　地域医療連携について
尾道市立市民病院地域医療連携室　…中谷　公香

展示 3 ケアカンファランスについてのアンケート報告
医療法人社団杏愛会　高橋医院　高橋　世行

展示４ 尾道方式薬薬連携の取り組み
尾道市立市民病院薬剤部　向井　弘恵

展示５ JA尾道総合病院の早期膵癌プロジェクトにおける地域包括ケアシステムの役割について
JA尾道総合病院消化器内科　岡崎　彰仁

展示６
モバイル端末による医療・介護連携システム（ビロードケア）構築の試み
〜因島医師会による地域包括ケアの充実のために〜
因島医師会在宅ケアセンター　岡崎　純二

展示 7 プレホスピタル情報
一般社団法人HIMAP　大田　祥子

展示８ 行政連携：プレクリニック情報（医療保健機関と健診情報連携）
尾道市福祉保健部健康推進課　高原　茂嘉

一般演題
（2階ホール） 10:00 〜 二次医療圏越えネットワーク

座長：三原　一郎（鶴岡地区医師会）
①所属②発表者③協議会④所在地
※１演題 10分、質疑応答５分予定

１

県境における地域連携について
　①社会医療法人祥和会　脳神経センター　大田記念病院
　②北山　靖洋
　③社会医療法人祥和会　脳神経センター　大田記念病院
　④広島県福山市

２

くるめ診療情報ネットワークと佐賀県ピカピカリンクの圏域越え連携　〜その課題と解決方法〜
　①社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院　医療情報科
　②荒木　昭輝
　③アザレアネット
　④福岡県久留米市

３

いしかわ診療情報共有ネットワーク　全県一本化のシステムによる 32+390の試み
　①公立松任石川中央病院　医療情報部
　②吉田　吏志
　③いしかわ診療情報共有ネットワーク
　④石川県

４

ID-Link を利用した広域連携の取り組みについて　広域連携の実例について
　①特定非営利活動法人　道南地域医療連携協議会（市立函館病院医療連携課）
　②田中　秀法
　③道南MedIka
　④北海道函館市

５

「ちょうかいネット」における EMS機能と診療予約システムの運用
　①地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院
　②島貫　隆夫
　③ちょうかいネット
　④山形県酒田市

６

ID-Link と「Net4U」との融合による新たな医療情報ネットワークの可能性
　①一般社団法人鶴岡地区医師会　地域医療連携室
　②遠藤　貴恵
　③ちょうかいネット
　④山形県鶴岡市

昼　食 11:40 〜 　

ごあいさつ 13:40 〜
天かける医療介護連携事業運営協議会　会長
尾道市医師会　会長　　　　　　宮野　良隆
尾道市長　　　　　　　　　　　平谷　祐宏

プログラム プログラム

特別講演
（2階ホール） 14:00 〜 座長：伊藤……勝陽（NPO法人天かける）

超高齢社会に対応する医療介護連携の手法〜カンファレンスが可能にする地域医療連携のシステム化〜
東京医科大学医学総合研究所客員教授、尾道市医師会地域医療システム研究所所長
在宅療養支援診療所…片山医院院長　　　　　　　　　　…　　　　　　　…片山　壽

一般演題
（2階ホール） 15:15 〜 病診連携・地域包括ケア　

座長：下山　則彦（市立函館病院）
①所属②発表者③協議会④所在地
※１演題 10分、質疑応答５分予定

７

「なすびんネット」の導入と今後の課題・展望
　①りんくう総合医療センター　地域医療連携室
　②中西　賢
　③なすびんネット
　④大阪府泉南地区

８

岩手県宮古市における ID-Link を使用した「みやこサーモンケアネット」について
　①あすなろ薬局
　②長島　健太郎
　③みやこサーモンケアネット
　④岩手県宮古市

９

金沢市地域医療情報ネットワーク（ハートネットホスピタル）について
　①大野内科医院　金沢市医師会
　②大野　秀棋
　③ハートネットホスピタル
　④石川県金沢市

１０

「ちょうかいネット」という診療インフラ
　①さとう内科クリニック
　②佐藤　顕
　③ちょうかいネット
　④山形県酒田市

休　憩 16:15 〜
16:30 〜 座長：岡崎　純二（因島医師会在宅ケアセンター）　　　　　

11

…道南メディカでの ID-Link 利用方法の特色について
　①特定非営利活動法人　道南地域医療連携協議会（市立函館病院医療連携課）
　②大島　俊宣
　③道南MedIka
　④北海道函館市

12

…医介連携ネットワークは地域医療連携ネットワークとは別にして併用した方が良い
〜栃木県における「とちまるネット」と医介連携「どこでも連絡帳」の併用〜
　①栃木県医師会
　②長島　公之
　③とちまるネット
　④栃木県

13

オーダーメイドの利活用を考える
　①飯田下伊那診療情報連携システム [ism-Link]
　②丸山　晃治
　③ ism-Link
　④長野県飯田市

14

地域ケア科設立 20年！　ID-Link 運用 2011年３月〜宅直医師運用まで
　① JA長野県厚生連　佐久総合病院
　②永井　一成
　③千曲川 .net
　④長野県佐久市

17:40 〜 学術展示質疑応答…座長 : 土本　正治 (尾道市立市民病院 )
18:30 〜 「ID-Link」今後の展望　伊藤　龍史（株式会社エスイーシー）

懇親会
（尾道国際ホテル） 19:00 〜 懇親会
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ご案内 ご案内

２. 座長の方へ
　・会場前方の座長席に開始５分前に待機していてください。
　・開始時間となりましたら進行を開始して下さい。
　　進行は座長にお任せします。

３. 発表される方へ
　・専用の受付を用意しております。発表 40分前にお越しください。
　　その際に詳細な案内を致します。
　・発表 30分前までに確認用 PCで発表データのチェックを行いますので
　　メディア（発表データ）の準備をお願い致します。
　　※ご利用可能メディア：CD-R、DVD-R（CD-RW,DVD-RWは不可）、USBフラッシュメモリ

４. 展示案内
１階市民ギャラリーにて展示を行っています。
詳細はプログラムをご確認ください。
17:40 より２階ホールにて学術展示に関する質疑応答を行います。

５. 懇親会（会費 4,000 円）
尾道国際ホテルで 19時より開催いたします。

　※会場内での録音、録画はご遠慮ください。

１. 会場案内
尾道しまなみ交流館（テアトロシェルネ）
〒 722-0036　尾道市東御所町 10番１号　TEL：0848-25-4073

［１階市民ギャラリー］ ［１階市民ギャラリー _避難経路］

男女トイレ

［２階ホール］ ［２階ホール _避難経路］

男性用トイレ

女性用トイレ

大会議室、
会議室1、2のみ
飲食可能スペースと
なっております。
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学術展示
（10:00 〜 18:00）

座　長：土本　正治（尾道市立市民病院）

※ NPO 法人　天かける

尾道市の人口は 15万人弱、高齢化率は約 33%。平成 23年度のデータでは市内で 65歳以上の独り暮らし
世帯は 16.7%、高齢者夫婦世帯は 40.6%と半数以上を高齢者が占めている。高齢化率は県や国に比し約 10
年先行し、我が国の高齢社会の課題に直面している。このような背景をもとに 1990 年代より医師会が中心と
なって医療・介護連携を始めた。この医療・介護連携（尾道方式）をよりスムーズに、質の高い医療と介護、
包括ケア実現にむけて 2011年より総務省の健康情報活用基盤構築事業、内閣府の地域活性化総合特区（医療・
介護・健康分野）、広島県の在宅医療推進拠点整備事業補助金により ICT 基盤整備に取り組んできた。一人の
患者さんの医療 (薬や検査結果など )や介護 (ADL など ) 等の情報が、直接サービスを受ける施設・建物が変わっ
てもスムーズに連携できるための、ICTによるシステム構築である。…多くの組織・施設が関連するため、医師会・
NPO等民間主導の協議会において運営し行政とも連携を取りながら国の支援が終わった後も取り組みを継続・
発展させている。
これまでの主な取り組み　１）医療・介護間（多職種協働）の円滑な情報共有、急性期病院、かかりつけ医、

歯科医院、薬局、介護施設間での情報の共有…２）在宅医療・在宅介護におけるかかりつけ医との連携（ビロー
ドケア）…３)…壮年期の健康推進、健康寿命延伸に資する医療・保健間共有情報の分析・連携。　
地域完結型の医療介護連携包括ケア提供を実現させるためには、タイムリーでスピーディーな情報共有が不

可欠である。紙等による従来の手法では物理的距離を埋めることはできない。質の高いサービス提供には地域
包括ケアに必要な共有情報を電子化し、ICT により共有を実現し、地域全体を一仮想病院として捉える必要が
ある。協議会を適宜開催し取組んできたが、課題は以下のように整理できる。
１）全施設の参加ではない。２）回復期病院やかかりつけ医の電子化率の低さが原因で双方向の情報のやり

取りが十分でない。３）急性期開示施設の開示情報制限がある。４）在宅介護情報の医療への連携が十分でない。
５)…健診情報が臨床に生かされていない

地域包括ケアと ICT　
〜天かける医療介護連携事業の課題〜

伊藤　勝陽 ( イトウ　カツヒデ ) ※

佐野　弘子※

展示１
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中谷　公香（ナカヤ　ヒロカ）※１

粟村　真須美※２、杉原　太子※１、加瀬　部真弓※１、後藤　由佳※１

※1 尾道市立市民病院 地域医療連携室 医療ソーシャルワーカー

※2 尾道市立市民病院 地域医療連携室長

尾道方式地域医療連携は、1994 年、尾道市医師会が中心となり創設された。医療と看護・介護連携・急性
期機能と、回復期、慢性期機能あるいは在宅医療、介護との連携を盛り込んだ包括的医療ケアシステムである。
そして、多職種協働型のシステムでもある。
大きな特徴は「退院前ケアカンファレンス」である。これは、急性期病院から在宅への移行や回復期への転

院時に、急性期病院のスタッフや在宅生活を支えるスタッフと共に、患者・家族も共に参加して開かれる。具
体的な参加者は、患者に関わるスタッフ全員であり、急性期病院からは、病院主治医・病棟看護師・リハビリ
療法士・薬剤師・管理栄養士・臨床心理士・地域連携室スタッフなど、在宅側からは、在宅主治医・訪問看護師・
介護支援専門員・介護士・福祉用具・施設スタッフ・民生委員・調剤薬局などである。病院側は、地域連携室が、
在宅側は、介護支援専門員が日程調整をし、互いに連携しながら、実践している。また、退院前ケアカンファ
レンス開催までには急性期病院スタッフと在宅スタッフ間での綿密な情報共有がなされ、資料の配付も事前に
されている。それにより、退院前ケアカンファレンスでは最終確認を行うため、15分間という短時間で終了す
ることができる。
患者・家族にとっては、在宅での必要なケアの確認と誰がどのようにケアを行うのかの確認ができ、在宅生

活を安心して再開することができると考える。
今回は、退院前ケアカンファレンスを開催するまでの準備や、多職種協働による退院支援の流れを紹介する。

尾道方式　地域医療連携について

展示２

※1 医療法人社団杏愛会 高橋医院院長

※2 土本ファミリークリニック

退院前ケアカンファランス及び在宅ケアカンファランスは（以下CC）尾道方式として良く知られている。医
師のみならず医療と介護に関連する他職種とお互いの顔の見える連携が出来ていることが継続されてきた要因
であるが、患者並びに患者家族との信頼の糧となり関与する他職種の励みともなっている。今回我々は、医療
法人杏愛会の医療、介護スタッフ 41名にCCに関するアンケート調査を実施した。
その結果、ケアーカンファレンスの有効性は 41/41 名で全員が有効性を認め、CCの必要性については

38/41 名がその必要性を認め、不必要との回答は 0/41 名だった。
またその有効性の理由については…１）他職種との情報交換ができる。２）患者様の状態が多角的視点で把握

できる。３）主治医の意見が直接把握できる。４）患者様や家族の想いを全ての関係者が把握できる。等の意
見が多かった。反面CCが負担になっているか ?の質問に対しては 7/41 名が「負担になっている」と答えた。
その理由は１）休憩時間を削らなくてはならない。２）訪問スタッフについては訪問時間の変更が必要な場合
ができる３）シフト勤務者の場合、勤務時間外や休日に参加しなければならない時がある。等が上げられた。
しかしそれでもなお、41名のアンケート回答者全員が「CCは有効である」と回答し「38/41 名が必要性を
認めている」ことを思えば今後もCCを継続していくことが重要と考えられる。

高橋　世行 ( タカハシ　トシユキ ) ※１

土本　薫※２

ケアカンファランスについてのアンケート報告

展示３
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※1 尾道市立市民病院薬剤部

※2 尾道中央薬局西御所店

向井　弘恵（ ムカイ　ヒロエ）※１

友滝　恵子※２

尾道市は現在高齢化率 30%を超える超高齢化社会をむかえている。独居高齢者が多く様々な問題点を抱える
中で 2004 年より地域住民が最期まで安心・安楽に在宅療養ができる地域医療連携システム「尾道方式」が誕
生した。急性期から回復期・生活期への転換期及び退院後の継続的ケアの各段階でケアカンファレンスを開催し、
切れ目のない医療及び介護を支援するプロセスとして「尾道方式」は地域に定着している。特に急性期病院で
開催する退院前ケアカンファレンス（以下、ケアカンファレンス）は退院前後における医療と在宅ケアを支援
する重要な位置づけにあり薬剤師も積極的に参加している。介入患者の大半は高齢者で、うち１割程度は独居
である。心不全、悪性腫瘍、肺炎等の疾患に加えて、認知症、ADL の低下、経腸栄養療法の継続、癌終末期等
の介護上の問題点を抱えている。介入患者の８割以上は薬の自己管理が困難な状況にあり、ケアカンファレン
スを通じて病院薬剤師と薬局薬剤師の間で情報共有することで退院後も適切に薬物療法を継続することが可能
となる。更に独居高齢者の服薬介助など薬剤師だけでは解決できない問題点も在宅スタッフと協議及び連携す
ることで在宅療法が容易となっている。

…2012 年より「尾道方式」を更に進化させ、ICT ネットワークで医療・介護の情報を共有するシムテム「天
かける」医療・介護連携事業に 38施設の薬局が参画している。同意を得た患者を対象に地域中核病院の処方、
注射、検査、画像、退院時サマリーなどの情報を閲覧できるようになり、服薬指導や処方監査に活用している。
利用している薬局薬剤師より「病状を把握することでより踏み込んで話せる」、「病院での注射内容が分かり、
注意すべき副作用チェック項目が明確になる」、「入院前後の処方変更理由が分かり、具体的な説明ができた」
などの意見が出ており有用性を実感している。尾道市薬剤師会では徐々に参画する薬局が増えてきている。
今後の課題としては、病院薬剤師は退院時マサリーを情報公開しているのみで ICT システムを十分に活用で

きていない。また薬局からの調剤情報が開示されるようになると入院時の持参薬管理業務などに活用できるこ
とから双方向に情報が提供・共有する機能拡充に向けた取り組みが必要と考える。

尾道方式薬薬連携の取り組み

展示４

※1JA 尾道総合病院消化器内科部長　※2 同消化器内科内視鏡センター長

※3JA 尾道総合病院内科　※4JA 尾道総合病院院長

当院は疾病の早期発見において、医師会とともに取り組んできた電子カルテによる情報の共有及び地域包括
ケアの促進が重要と考えている。天かけるネットの実証区域は、2011 年より尾道地域医療圏で３市の行政区
４医師会にまたがっており、互いに患者様への情報を共有することでより良い医療を提供できることを目的と
している。また、当院は 2007 年１月より膵癌の早期発見プロジェクトを立ち上げており、地域医師会病院と
情報共有システムを使用して、患者の情報交換を行い、膵癌の危険因子を拾い上げてもらうことで、膵癌の早
期発見に寄与できるのではないかと考えている。
当院の膵癌早期診断におけるアルゴリズムは、まず地域医師会病院において①腹部超音波の異常所見②血清

膵酵素の上昇③その他の膵癌危険因子を有している患者の拾い上げを行って頂き、これらの患者を当院にて、
さらに精査を行うことで膵癌の早期発見に努めている。
現在 2007年１月〜 2013年６月までの６年間に、4969人の患者が膵癌疑いにて当院外来を受診している。

その内CTは 4157人・MRI は 2303人に行い、膵癌が疑われた症例1692人には、EUSを追加で施行している。
また、これらの検査で主膵管の狭窄・拡張或いは嚢胞性病変を認めた症例 550例に対し、ERP を施行している。
腫瘤は認めないが、膵管上皮の微小な変化が疑われた59人にはENPD留置による複数回膵液細胞診検査を行っ
ている。また一方、EUSにて SOL を認めた 257例に対して、EUS-FNAを施行した。
これらの精査の結果、悪性所見を認めなかった症例は、その症状・画像所見に合わせて定期的な外来 follow…

up を行っている。
膵臓癌の可能性が現時点で低い群は、血液検査及び腹部超音波検査による外来 follow…up を行い、現時点で

癌は同定できないが、今後癌化の可能性が高い群は外来にて EUS・CT・MRCP にて定期観察とし、異常が認
められれば再度 ERP 及び EUS-FNAを行っている。
これらの結果として 338 人に Adenocarcinoma を認めており、外科的切除の結果 stage0 の早期膵癌を

13例・stage1 の膵癌を 26例診断している。1cm未満の径で発見された膵癌は５年生存率が 80%と良好な
結果が得られている。
今後、膵癌の早期発見において、地域医師会病院との更なる連携が必要であると考えており、ICT 地域連携

は地域拠点病院と地域医療機関を結ぶシステムとして、今後ますます重要となってくると考えられる。

JA 尾道総合病院の早期膵癌プロジェクトに
おける地域包括ケアシステムの役割について

岡崎　彰仁（オカザキ　アキヒト）※１

花田　敬士※２、池本　珠莉※３、兼光　梢※３、寺岡　雄吏※３、泉良　寛※３、中土井　鋼一※３、今川　宏樹※３

片村　嘉男※３、小野川　靖二※３、平野　巨通※３、天野　始※３、日野　文明※３、 弓削　孟文※４

展示５
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※1 因島医師会在宅ケアセンター施設長

※2 因島医師会事務長

※3 因島医師会在宅ケアセンター事務部長

岡崎　純二 ( オカザキ　ジュンジ ) ※１

楠見　由活※２、宮崎　康司※３

因島医師会は、1982年から開放型病院を運営している。
2000年の介護保険制度の開始とともに、訪問看護ステーション・訪問介護ステーション・ケアマネステーショ

ン・在宅介護支援センターを開設した。
その後、順次、小規模多機能型介護支援事業所・老人保健施設を開設し、病院とこれらの施設が緊密に連携

する地域包括ケア体制を作り上げてきた。
今回、この体制をさらに充実させるべく、ipad 等のモバイル端末を利用した介護情報システムを開発した。
このシステムにより、日々介護の現場で発生する情報を入力・保存し、かかりつけ医とその介護情報をタイ

ムリーに共有することが可能になった。
加えて、尾道地区で広く展開している医療介護連携システム「天かける」とこのシステムを接続することで、

医療と介護のシステム連携がすすみ、さらに有用性が増すと考えられる。
本年６月から、実際に運用を開始したので、その報告をする。

モバイル端末を、訪問看護ステーション２台、ヘルパーステーション２台、小規模多機能型事業所２台、事
務所２台を設置。サービスを提供するごとに情報を保存する。保存内容は、Vital、ADL、服薬情報、主治医へ
の連絡事項等多岐にわたり、その時の状態を把握することが出来る。
平成 26年６月 25日から 11月 30日までの間、登録利用者は 125名、登録件数（利用件数）は 3916 件、

一人平均 31回の情報入力を行っている。
入力画面で現在の利用者の状態を把握することが出来、また経時的な変化を確認することが可能であり、そ

の利便性は高いものがあると考えられる。
報告では、サービス提供者の使い勝手や、かかりつけ医の評価などを併せて検討する。

モバイル端末による医療・介護連携システム
( ビロードケア ) 構築の試み
〜因島医師会による地域包括ケアの充実のために〜

展示６

大田　祥子 ( オオタ　サチコ ) ※１※２

酒井　未知※２、宮川　祥子※２※３、脇田　紀子※２※４

※1 一般社団法人 HIMAP 代表理事　※2NPO 法人ヘルスサービス R&D センター

※3 慶應義塾大学看護医療学部　※4 聖路加国際大学 情報システムセンター情報室

プレホスピタル情報は救急現場から救急病院までの救急隊の観察所見やバイタルなどの情報をいうが、救急
病院において救急対応に当たる医師や看護師が、患者の病院到着前にプレホスピタルの情報を共有できれば、
患者に応じた適切な受入準備が可能となり、発症から診断・治療開始までの時間短縮が期待できる。このことは、
高齢者においては救命のみならず寝たきりにさせず、在宅復帰率の向上に寄与すると考える。
我々は、発症から治療開始までの時間短縮を目指し、スムースな搬送先選定とプレホスピタル情報共有を実

現するしくみを開発してきたが、更に共有リンク機能管理 (製品名 ID-Link 等 ) を介し情報を開示すれば、急性
期医療機関の電子カルテや、回復期、維持期、介護施設、薬局などとも情報連携が可能となり、患者の包括的
なケアに役立てることが可能と考える。今回は、地域包括ケアシステムの１部門システムとして機能するパッ
ケージ化されたプレホスピタルシステムについて検討したので報告する。

プレホスピタル情報

展示７
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一般演題
（10:00 〜 11:40）

テーマ：二次医療圏越えネットワーク
座　長：三原　一郎（鶴岡地区医師会）

高原　茂嘉（ タカハラ　シゲヨシ）※１

松田　紀子※２、胡子　敦子※２、佐藤　千浪※２、岡野　智佐子※２、元谷　那美※２

※1 尾道市 福祉保健部健康推進課長

※2 同保健師

地域包括ケアにおいては、高齢者対策が喫緊の課題として注目されてきたが、健康寿命の延伸に向けては、
高齢期に至るまでの生活習慣病のチェックや、早期治療による重症化予防も重要な要素である。健診の受診率
向上を図ることはもとより、健診データを有効に利活用することは、被保険者、保険者、企業、自治体それぞ
れに大きなメリットがある。
特定健診が制度化されて以降、自治体の保健指導等は、メタボリックシンドロームを中心に行われてきた。

その中では、腹囲や血圧、血糖値、脂質異常等、複合的な基準に該当すれば特定保健指導該当者としてピックアッ
プされ、保健指導や医療機関受診につなげる取り組みが行われるが、単独の危険因子については見逃されがち
になっている。
尾道市では今年度より、特定保健指導非該当者うち生活習慣病のリスクが高い受診者に対し、保健指導の利

用や医療機関の受診を勧奨する取り組みを始めたところである。
現在は健診データを保健師が手作業で分析し、該当者に受診勧奨を行っているが、尼崎市における健診デー

タの有効活用の取り組みを参考に、分析ソフトの導入を検討することとした。
尾道地域においては急性期病院・かかりつけ医・歯科医院・調剤薬局・介護施設が ITC基盤を活用して情報

を共有するシステムが構築されている。
現在、住民の健診データを主治医と共有し速やかな連携ができるシステムの構築に向けて医師会と検討を進

めているところである。

行政連携：プレクリニック情報
（医療保健機関と健診情報連携）

展示８
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※  社会医療法人祥和会 脳神経センター 大田記念病院

【はじめに】
当院では、平成 19年より連携医療機関に対して独自の方法にて電子カルテの情報公開を行ってきた。特に

画像診断情報の共有が好評であったが、事業継続ランニングコストを検討した結果、平成 24年 5月より…ID-
Link における情報開示へと切り替えた。
当地域の特徴
当地域（福山市）では当院が唯一の情報開示施設である。東の岡山県では井笠、倉敷に開示施設は多数あり、

また西の尾道市では医師会が中心となった「天かける協議会」が ID-Link を情報連携基盤としている。特に地
域の開示施設である尾道市民病院とは脳卒中患者の情報連絡に有効活用が進められている。
運用について
同意書ほか書類に関しては、天かける協議会のものを踏襲して作成している。そのおかげで、尾道地区との

患者のやりとりがスムーズに行えるようになった。
【HMネットとの競合】

広島県では平成 25年度より広島県医療情報ネットワークが立ち上がり、福山地域では３施設が開示病院と
なった。公開仕様が ID-Link と合わないので苦慮していたが、HMネット協議会と検討を重ね、HMネットを
フロントエンドとして ID-Link を利用する機能が構築されました。
【まとめ】

平成 26年８月時点で　閲覧施設…26、相互参照施設…２、登録患者数　1924名。患者の往来に合わせて、連
携をとることができる ID-Link は　とても利便性が良い。多くの地域連携ネットワークは、県単位で補助事業
としているが、患者は別の県からもやってくる。そのときに複雑ではなく運用できることこそが大切だと考える。

北山　靖洋 ( キタヤマ　ヤスヒロ ) ※ 

田中　里佳※  、田原　久美子※ 、大田　泰正※

県境における地域連携について

1

※ 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 医療情報科診療部長

荒木　昭輝 ( アラキ　アキテル ) ※

くるめ診療情報ネットワーク（アザレアネット）は ID-Link を用い、久留米二次医療圏内の主要４基幹病院、
４医師会、久留米市とで運用中であるが、東隣の佐賀県鳥栖三養基地区からの受診患者が多いため、同じ ID-
Link を使用している佐賀県ピカピカリンクとの連携を平成 25年７月より開始した。ただ、使用しているシス
テムは同じでも、セキュリティーポリシー、同意書書式、同意書取得フロー、入会運用フロー等の違いなど運
用面の諸課題があったため、連携開始前に協議を重ね、ピカピカがアザレアのセキュリティポリシーを許容し、
アザレアがピカピカの同意書書式に倣うなど、お互いが歩み寄ることで解決を図った。大きなトラブルもなく、
連携開始後１年４ヶ月で 157例の連携実績を記録している。しかし、病病連携の同意書取得フローが両者で異
なっていることが連携開始後に判明した。
アザレアでは開示病院から他の開示病院や閲覧病院に転院する際は、転院元で同意書を取り、患者登録・転

院元 IDの Link・アクセス権の設定を行い、転院後に転院先が転院先 IDの Link 作業を行うことになっている。
ところがピカピカでは紹介・逆紹介のいずれのフローにおいても閲覧病院は設定操作は行わず、開示病院が全
てを行うことになっているため、アザレア側開示病院からピカピカ側のある閲覧病院に転院する患者が初めて
発生した際、フローの違いに気づくこととなった。開示病院同士の連携もアザレアでは同様に設定作業を分担
するが、ピカピカでは FAXで同意書を受け取った方が全ての設定操作を行う。
判明直後は同意書 FAXを送る方のフローに従うことで解決を図り、ピカピカ側の閲覧病院に転任する場合

はアザレアの開示病院では同意書を取得せず、閲覧病院側で取得することとした (病診連携と同じフロー )が、
担当者に戸惑いを生じているのか、該当ケースでの患者登録は少なく、開示病院間の連携もほとんど行われて
いない。そのため、同意書取得フローを見直してピカピカに合わせる方向で検討中である。
同意書取得フローについては各協議会のHPにも開示されておらず、圏域超え連携を行う場合の支障となる

ため、フローの分類・標準化・開示を提案したい。

くるめ診療情報ネットワークと
佐賀県ピカピカリンクの圏域越え連携
〜その課題と解決方法〜

２
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吉田　吏志 ( ヨシダ　サトシ ) ※１

横山　邦彦※２、卜部　健※２、小林　晃※２、吉田　吏志※２、西村　元一※３

佐原　博之※４、近藤　邦夫※５、木村　慎吾※６、東谷　俊也※６

※1 公立松任石川中央病院 医療情報部　※2 公立松任石川中央病院　※3 金沢赤十字病院、石川県医師会

※4 さはらファミリークリニック、石川県医師会　※5 近藤クリニック 石川県医師会　※6 石川県健康福祉部地域医療推進室

石川県全県にわたる 32基幹病院の電子カルテをネットワークでつなぎ、診療情報を公開。390の病院（情
報を提供する 32病院を除く）やクリニックがその情報を閲覧する。このシステムが、2014 年４月から本格
的に稼働を開始した。正式名称は「いしかわ診療情報共有ネットワーク」であり、立ち上げの経緯、システム
の特徴と現在の運用状況について報告する。
電子連携システムの導入に関して石川県は先行的でなかったために、他県にない特長が２点ある。電子連携

システムが ID-Link で一本化されていることと 32の情報提供病院プラス 390の情報閲覧機関で県域全てを網
羅している点である。患者がどの病院にいても１つのインターフェースで閲覧できるうえに、「A病院とは連携
できるが、B病院は参加していないため閲覧できない。」が起こらない。
ID-Link を導入するにあたって、ワーキンググループが組織された。構成メンバーは、近藤邦夫石川県医師会

長、西村元一ならび佐原博之県医師会理事、金沢大学長瀬啓介教授および石川県地域医療推進室木村慎吾次長
はじめとする行政官と公立松任石川中央病院横山邦彦副院長。2013年２月に佐賀と長崎の先行事例を視察し、
４月より９回の検討会でシステム構築や利用規定と利用細則の制定および同意書の整備をした。全参加施設で
構成する協議会が運営を行う。導入時WGをコアとする運営委員会が実運用にあたり、要望や課題を整理し協
議会に提案して、承認を受ける。石川県医師会長が協議会々長と運営委員会の委員長を兼務する体制である。
４月から９月までに本ネットワークに登録された患者は、情報提供病院が 1,538 件、情報閲覧機関が 2,404

件の合計 3,816 件であった。利用上位 10の機関において、約 1/3 の患者登録された。提供する情報種別（医
師記録、看護記録、画像診断レポート、検査結果、処方、医用画像など）は各病院が選択する。処方、検査結果、
医用画像を閲覧可能としている病院が大部分であり、医師記録は３病院しか提供していない。
在宅医療連携、情報閲覧施設からの逆アップロード、PET センターを中心にした医用画像・画像診断連携、

さらに、院外調剤薬局と病院の医薬連携、地域連携クリティカルパスの電子化などさまざまな取り組みが ID-
Link 上で始まっている。当院で行っている医用画像連携と医薬連携を主に運用事例を紹介する。

いしかわ診療情報共有ネットワーク 
全県一本化のシステムによる 32+390 の試み

３

当協議会は、平成 20年に任意団体として設立し、現在は 94の施設が加入し、79の施設が ID-Link を利用
している。ID-Link の運用に際しては、最低限のルールを決めてそれに沿った運用を行っていたが、より安全で
円滑な運用を図り医療情報の適正な管理を図るために必要な事項を定めた運用規定を作成し、平成 24年 12月
より施行した。
…ID-Link は、全国的に展開されているが、それぞれの地域内の利用に留まっていることが多く、ID-Link…の仕

組み上、ID-Link…の端末さえあればシステム的には地域を越えたとしても問題なく利用できるものである。
…ただ、それが難しいのは、ID-Link を利用している地域や施設では、その地域独自のルールや規約を決め、

それに沿った運用を行っているため、患者が地域を越え ID-Link…を利用したい場合は、それぞれの地域や施設
にあるルールや規定をどうするかという問題があり、実際に利用するまでには様々なハードルがあるためであ
る。
…北海道は６つの三次医療圏に分かれており、その１つである道南医療圏は，３つの二次医療圏に分かれてい

る。患者動向としては、南渡島・南檜山・北渡島檜山の三次医療圏内の動きは当然だが、県を越えた青森県の
大間町からも多くの患者が来ているのが特徴である。また、札幌圏への動きも一定数ある。
このような中、当協議会では、患者動向がある施設・地域との ID-Link での広域連携を進めていくことを考え、

運用規定を作成する際にも広域連携の取り扱いを定めた。
平成 24年には、国民健康保険大間病院が医療圏の枠を越えて当協議会の参加施設となり、また平成 25年以

降、市立函館病院と札幌にある北海道がんセンター、手稲渓仁会病院との間でそれぞれ協定書を交わし ID-Link
の接続が可能となった。さらに、南檜山地域医療連携システム運営協議会とは、協議会同士での協定書を交わ
し相互に加入する施設間での運用も可能になるなど、ID-Link を使った広域連携は拡がりを見せている。
今回は、実例をもとに、広域連携を進めるうえで検討した内容や経験したことを中心に報告したい。

ID-Link を利用した広域連携の取り組みについて
広域連携の実例について

４

田中　秀法（タナカ　ヒデノリ）※１

下山　則彦※２、大島　俊宣※３

※1 特定非営利活動法人 道南地域医療連携協議会（市立函館病院医療連携課主査）

※2 特定非営利活動法人 道南地域医療連携協議会 ( 市立函館病院副院長）

※3 特定非営利活動法人 道南地域医療連携協議会 ( 市立函館病院医療連携課長）
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※ 地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院院長代理

「ちょうかいネット」は、山形県の庄内二次医療圏（人口は 291,500 人 ;2011 年）にある酒田地区・鶴岡地
区医療情報ネットワーク協議会で運営されている地域医療情報ネットワークである。両協議会では診療録の全
面開示を必須条件とし、また放射線画像に関しては、参照施設でのDICOMデータのダウンロードを許可して
いる。
2011 年４月１日の本稼働開始後３年８ヶ月が経過し、医療情報開示施設は６カ所、参照施設は７病院、63

医科診療所、14歯科診療所、13薬局、３訪問看護ステーション、６老健施設、23介護支援センター関連となっ
ている。また圏域外の協議会とも協定書を取り交わした上で、圏域外施設とも医療情報連携を行っている。月
に 350 〜 400 名の新規登録患者があり、2014 年 12 月１日現在で総登録患者数は 14,409 人で、圏域住民
の５…%が利用していることになる。
2013年 4月から、夜間や時間外における救急対応を目的に…EMS（Emergency…Medical…Service）機能を

使用することを協議会で決定した。ただし、EMS機能は緊急時の使用に限定し、正式な同意書を取得した後は、
ID-Link の登録を修正することとした。また救急搬送される症例の多い、隣接する医療圏の「もがみネット」で
の EMS使用に関しても、協議会と協定書を取り交わし使用できる環境を整備した。
EMS機能の使用方法は簡単である。患者 ID入力欄に「連携施設先の患者 ID@ems」と入力し、Enter キー

を押下し、ついで連携先施設を選択するだけで、患者登録、アクセス権設定、最新データの取得が自動的に行われ、
データ閲覧が可能となる。同意書の取得後は、患者個人情報確認・修正、救急ボタン表示解除、患者 ID修正を
行い通常の運用に戻している。
現在、当院における EMS機能使用は、月に０〜５例、平均 2.2 例であった。心臓血管外科、脳外科などで緊

急を要する症例において使用されている。心臓血管外科では、急性解離性大動脈瘤や大動脈瘤破裂症例において、
患者が連携先病院から搬送到着する前に、EMS機能を利用し、連携先病院の PACS 画像を参照し術式の検討を
行っている。時には、画像を参照しながら連携先病院の医師と急性期症例の検討を行うこともある。
当地区における運用上の工夫について、EMS機能と平成 27年１月稼働予定であるヘルスクローバー施設予

約（診療 /画像検査）（株式会社シーエスアイ）を中心に提示する。

島貫　隆夫 ( シマヌキ　タカオ ) ※  

佐々木　邦義、新楯　直己、冨樫　ルミ、高橋　満知子、栗谷　義樹

「ちょうかいネット」における EMS 機能と
診療予約システムの運用

５

遠藤　貴恵 ( エンドウ　キエ ) ※１

三原　一郎※２

※1 一般社団法人鶴岡地区医師会 地域医療連携室 係長

※2 一般社団法人鶴岡地区医師会

鶴岡地区医師会が運用する「Net4U」は、14年の運用実績をもつ地域電子カルテの草分けであり、患者情
報やアプリケーションを医師会に設置したサーバで一括管理するクラウド型のシステムである。医療・介護の
現場で良く利用される各種文書のテンプレート機能、臨床検査データの自動取り込み、複数医療機関の検査結
果の時系列表示とグラフ化、招待などの地域に特化した機能を備える。
Net4Uはおもに在宅医療の分野で活用されており、とくにがん終末期における在宅緩和ケアにおいて、患者

に関わる多職種チームのリアルタイムな情報共有あるいはコミュニケーションツールとして定着している。緩
和ケアに不慣れな在宅主治医が病院の緩和ケア専門医に気兼ねなく、また時間的制約なく、いつでも相談し助
言を受けられることがチームの安心感にも繋がっており、在宅緩和ケア普及の一助にもなっている。
2012年、酒田地区に遅れること１年、南庄内（鶴岡・三川地区）でも ID-Link を利用した医療情報ネットワー

ク「ちょうかいネット」が整備された。これを機に、Net4Uは「医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャルネッ
トワーク」として、医療・介護連携機能を強化したよりモダンなシステムへ全面改訂するとともに、ID-Link に
も対応した。
「ちょうかいネット」は、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院、医療法人健友会　本
間病院、鶴岡市立荘内病院をはじめ 139の医療機関などが参加する、庄内二次医療圏（人口約 30万）をカバー
する医療情報ネットワークであるが、Net4Uが参加することで、病院から在宅まで、「ちょうかいネット」を
プラットホームとして患者情報を共有することが可能となった。例えば、Net4Uからワンクリックで該当患者
の病院情報を参照することや、Net4U非参加医療機関においても、「ちょうかいネット」を介して、Net4U情
報を閲覧することもできるようになった。ID-Link は、全国各地で導入が進んでいるが、病院の電子カルテ情
報を診療所あるいは病院へ開示するというのが一般的な利用法であり、Net4Uのような地域電子カルテを ID-
Link を介して閲覧可能とするのは全国初の試みとなる。
Net4Uへの登録件数は 39,412 件、共有患者数は 7,752 名になり、参加は 95施設である（2014年 11月

末現在）。施設の内訳は、病院５、診療所 31、歯科診療所 10、調剤薬局 20、訪問看護ステーション２、訪問
入浴２、居宅介護支援事業所 17、介護予防事業所４、特養１、老健１、有料老人ホーム２であり、近年居宅介
護支援事業所をはじめとする介護系施設、調剤薬局、歯科診療所の伸びが顕著である。
一方で、医療情報ネットワークを地域で継続的に活用するには、理念を共有した信頼関係の構築が前提である。

Net4Uが円滑に運用されている背景には、緩和ケア普及のための地域プロジェクト（OPTIM）、地域連携パス
推進協議会、在宅医療連携拠点事業などの数多くの活動を地域ぐるみで行ってきたことが挙げられる。

ID-Link と「Net4U」との融合による
新たな医療情報ネットワークの可能性

６
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［ メ モ ］

特別講演
（14:00 〜）

超高齢社会に対応する医療介護連携の手法
〜カンファレンスが可能にする地域医療連携のシステム化〜

東京医科大学医学総合研究所客員教授
尾道市医師会地域医療システム研究所所長

在宅療養支援診療所 片山医院院長　片山　壽
座　長：伊藤…　勝陽（NPO法人天かける）
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東京医科大学医学総合研究所（IMS:Institute of Medical Science）客員教授
尾道市医師会地域医療システム研究所所長

在宅療養支援診療所 片山医院院長　片山　壽

超高齢社会に対応する医療介護連携の手法
〜カンファレンスが可能にする地域医療連携のシステム化〜

地域医療は地域特性に応じた統合システム
世界一の高齢国家である日本は予測を上回る早さで「超高齢社会」に突入している。また、昨年の中四国の

人口 10万以上、28都市の高齢化率比較で尾道市は第一位となっている。1996 年に約 21%であったので、
超高齢社会を 20年近く経験していることになる。合併は中山間地域と島嶼部との合併で更に急速な高齢化を
示し、2014年 9月末現在で、33%という数値に達した。人口は 15万人を一時は超えたが島嶼部に限らず全
市域で人口減少が著しい「超高齢多死時代」を迎えている。
この超高齢地域の現実は当該地域しか理解できないので、日常診療の中で在宅医療のニーズの多様化・高度

化から医療介護の統合ケアは急務である。2040年の総死亡者数は年間 160万人を超える予測であり、半数は
がん関連疾病である。超高齢癌患者の急増はすで尾道では現実の問題であり、その８割近くは診断段階で認知
症を合併している。超高齢世帯が多い中で自宅での看取りには大きな障壁があり、地域・医療圏ごとに end-
of-life-care に適切な対応ができるシステム構築が先進国、つまり世界の命題となっている。
ここで鍵を握るのは在宅主治医であり、その周辺の在宅医療と地域連携が Social…capital…として機能するこ

とが重要である。1994 年、尾道市医師会は超高齢者医療ケアシステム整備に向けて基本コンセプト 1994 を
策定した。最重要に位置づけたのは在宅主治医機能であり地域医療連携を中心に多職種協働を独自に考案した
ケアカンファレンス（以下CC）を駆使して在宅チーム医療の推進と同調させた。
介護保険が施行され医療と介護の一体化の手法はCCであり、1999 年に独自の手法で開発したのが尾道市

医師会方式ケアカンファレンスであり、現在も 15分間の集約的な Face…to…Face の地域連携手法として成熟
している。
1999年に考案した The…OMA…method…on…long-term…care…management…programs（尾道市医師会方式

長期継続ケア・マネジメントプログラム）は介護保険と在宅医療を在宅主治医主導のCCコラボさせるシステ
ムチャートである。
これの実践では特に急性期病院との退院前CC（PDC）が有効で在宅緩和ケアの推進手法として領域を拡大

しながら機能しているので、平成 18年の診療報酬改定から開催病院側と同時に在宅主治医を中心とした在宅
チーム医療側の PDCへの参加報酬も実現した。
超高齢者医療は地域医療の総合性を求められ超高齢癌患者に高率に合併する認知症の治療・ケアを在宅緩和

ケアと同時に行わねばならない。ここで多様な課題を解決する手法は高度のチーム医療といえるが、開業医の
在宅主治医機能が小規模多機能居宅介護や居住系サービスなどにも及び、介護保険領域を有効活用する統合的
連携手法が必要である。これにはCCを標準装備した尾道市医師会圏域では急性期病院と介護領域まで在宅主
治医機能が核となって end-of-life-care を高度化する統合ケアを構築しつつある。
カンファレンスは高度の集中力が必要であり、短時間で最大の情報共有を可能にするには、急性期病院と在

宅側双方の情報のトリアージが標準的に行われることが肝要である。それには、PDC、在宅CCなどカンファ
レンスを繰り返す中で、経験的に地域医療が優れたチーム医療として臨床力を強化しながら進化することがで
きることを認識すべきである。

特別講演

Key…word
　超高齢社会　チーム医療　統合ケア　情報共有　カンファレンス

［ メ モ ］
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一般演題
（15:15 〜）

テーマ：病診連携・地域包括ケア
座　長：下山　則彦（市立函館病院）

座　長：岡崎　純二（因島医師会在宅ケアセンター）

中西　賢 ( ナカニシ　ケン ) ※１

井上　理生※２

※1 りんくう総合医療センター 地域医療連携室 地域医療連携室長

※2 りんくう総合医療センター 総務課情報管理係

【目的】泉州二次医療圏は医療提供体制が大阪府内では相対的に脆弱で、深刻な医師不足などの影響により体制
として逼迫している地域である。特に南部地域はその傾向が顕著であり、この地域で一般病床数が 150床以上
の病院は、りんくう総合医療センター、市立貝塚病院、阪南市民病院の３公立病院しかないため、この３病院
が機能連携を一層強固にすることで、地域として医療を持続的・安定的に提供できる体制確保の必要がある。
そこで、３病院を核に地域連携システム「ID-Link」を導入することで、地域全体で切れ目のない医療連携の実
現を目指すべく、泉州南部診療情報ネットワークシステムを導入したのでその概要と課題・展望について報告
する。
【方法】大阪府地域医療再生計画の事業の一つとして、平成 25年度から本格的になすびんネット事業の運営体
制を整備し、公立３病院の事務局職員が中心となり、医師会、歯科医師会及び行政関係などから構成する運営
協議会を立ち上げ、プロポーザル形式で ID-Link を導入した。セキュリティ対策として、OD-VPN装置を利用
する方法を選択した。患者様からの同意書の取得方法は、１対１での同意取得とし、医療機関毎に同意書を取
得することとした。
【結果】平成 25年 10月から６か月間の試行運用を実施し、平成 26年４月から近隣４市３町の医療機関を対
象に本番稼働を開始した。平成 26年 11月 30日時点で、公開施設は公立３病院のみで、閲覧施設は 48施設
登録されており、患者様からの同意書取得数は延べ 691人となっている。運用実績のある連携医療機関に対す
るアンケートからは半数以上の医師から、重複検査を避けられるなどのメリットがあるとの回答が得られた。
【結論】なすびんネットの導入は、医療機関の間での情報共有という点で非常に有益である。今後は、より多く
の医療機関の参加と、患者様のシステム利用への同意が順調に進むかどうかが重要となる。初期設定費用・月
額使用料等の費用徴収を行っていない現段階で、閲覧施設数は伸び悩んでおり、また運用実績は特定の医療機
関に集中しているという状況から、広く地域に展開しているとは言い難い状況である。また、運営事務局が公
立病院の事務局を中心に構成されており、今後の費用徴収など運営形態についても検討が必要となってくる。
現在、ポータルサイトを立ち上げ、医療者間での通信や情報共有ができる仕組みを構築することに取り組んで
いる。さらに、現在、閲覧施設は、狭い地域の中での連携に限定しているが、今後、調剤薬局や介護施設など
への拡大も検討していきたい。

「なすびんネット」の導入と今後の課題・展望

７
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長島　健太郎 ( ナガシマ　ケンタロウ ) ※１

吉田　圭一※２、前川　芳輝※３

※1 あすなろ薬局

※2 健康堂薬局

※3 宮古市役所

以前より医療介護の人的資源不足は、東北過疎地では特に深刻であり、各医療介護施設の連携は困難であった。
そこに先の東日本大震災で被災し、壊滅的な損害を被った。復旧復興の過程で、医療施設間・介護連携強化を
主な目的として総務省の補助金を用いた医療情報連携ネットワーク導入が検討された。宮古市の各医療介護団
体代表者による、システム導入準備委員会が発足して検討したが被災で疲弊している現場職員に負担がかから
ないシステムにすることを最優先事項とした。情報閲覧権限や患者登録方法等も意見交換が行われた。
医療介護施設の参加は強制しなかったが、宮古市の医療介護施設の約７割が参加した。また、平成 26年９

月末までの 14ヶ月で登録患者数は 1,309 人となった。患者登録は包括同意システムを採用し、登録カードを
発行している。カードを提示された他の施設では、自施設の患者番号と紐付けを行うだけで患者情報閲覧が可
能となる。
導入の際、中核病院である宮古病院の患者約 12万件の基本情報を事前登録し、後の患者登録作業を簡便化

した。また津波被災による患者情報喪失の経験からデーターセンターを遠隔地に設置した。運用委員会を設立し、
各医療介護代表者の他、市や社会福祉協議会も参加し会議を月一度開催している。当初、患者登録は診療所で
の登録のみが多く、他施設では少数であった。しかし、地域包括支援センターを中心に「医療と介護の連携委
員会」を毎月開催、取り組みを強化した結果、介護施設での患者登録数が少しずつ増加してきている。今後は
合同研修等連携できる環境を整え、登録患者数を増やしていく予定である。…
現在まで運用して問題点が二つあると思われた。一つは二次医療圏には宮古市だけでなく周辺町村も含まれ

るが、宮古市への補助金の為に周辺町村の施設参加が困難なこと。もう一つの問題は入力画面が使いにくいこ
とである。みやこサーモンケアネットでは患者登録を医師や薬剤師・介護事業者が行う為、患者登録方法等が
複雑であるとの声が多く、マニュアルも分かりにくいため、積極的な参加の障害になっています。一方の利点
は医療介護の垣根を越えた交流により、導入以前に比べ施設間で顔の見える関係が築けたことです。また薬剤
師の視点からは、今後の電子お薬手帳や薬局間連携の一助になると期待できます。（結語）ID-Link 導入により
医療介護連携が向上した。今後は操作方法とマニュアル等改良を望むと共に、我々も参加施設や登録患者数を
増やし地域医療の充実に貢献したい。

岩手県宮古市における ID-Link を使用した
「みやこサーモンケアネット」について

８

大野　秀棋 ( オオノ　ヒデキ ) ※１

杉原　信※２、安田　健二※３、竹田　康男※４

※1 大野内科医院 金沢市医師会 担当理事　※2 杉原整形外科クリニック 同 担当理事

※3 耳鼻咽喉科安田医院 同 副会長　※4 竹田内科クリニック 同 会長

【はじめに】
当会では、平成 25年９月４日より ID-Link を用いた患者情報共有システムである「ハートネットホスピタル」

の運用を開始した。同システムは、多職種による双方向の患者情報共有が可能であること、職種に応じた閲覧フィ
ルター機能を導入したことが特徴となっている。導入後１年を経過したことから、同システムについて報告する。
【導入システム】

採用時に ID-Link に職種フィルター機能を導入することを条件とした。石川コンピュータ・センター社内に
ID-Link のゲートウェイとハードディスクを設置。利用者がそれぞれ情報を書き込む形式で運用。通信方法は
SSL+証明書での運用。
【導入目的と利用範囲】

導入目的は、医師とメディカルスタッフの顔の見える連携の支援することとし、医療及び介護の目的にのみ
使用することした。利用者範囲としては、当会会員の病院および診療所。そして、当会会員に招待された医療・
介護等施設（歯科診療所、調剤薬局、介護事業所、福祉健康センター、包括支援センターなど）を参加利用施
設とした。利用職種については、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、薬剤師、介護支援専門員、理学
療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー、歯科衛生士、社会福祉士、精神保
健福祉士の 15職種となっている。
【運用状況】

患者同意書については、多施設登録をおこなうチーム登録制を行っている。ID-Link のカレンダー画面につい
ては、主にレポート欄、ファイル欄とノート欄を使用。レポート欄のみ医師と歯科医が閲覧できるように設定。
サマリーなど重要な書類の登録に利用している。また多職種による双方向での情報共有については、これまで
の報告にもあるようにノート欄を活用して行っている。平成 26年９月末時点における参加医療施設は 163施
設（うち会員外のメディカルスタッフの施設は 20施設）、いしかわ診療情報共有ネットワークの基幹病院から
２施設が参加。登録患者数は 150名となっている。現在、在宅医療連携だけでなく、糖尿病診療における診々
連携、認知症患者の服薬確認のため調剤薬局との連携、参加基幹病院における退院前調整にも利用され始めて
いる。
【最後に】

今回、石川県内にハートネットホスピタルを含めて ID-Linkサーバが33拠点構築された。これらのネットワー
クをうまく活用することで、金沢市内では急性期病院から在宅医療までをつなぐことが可能となっている。今後、
地域包括ケアシステムを支える受け皿としても有用であると考える。

金沢市地域医療情報ネットワーク
（ハートネットホスピタル）について

９
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佐藤　顕 ( サトウ　ケン ) ※１

島貫　隆夫※２

※1 さとう内科クリニック院長

※2 日本海総合病院院長代理

ちょうかいネットは、山形県酒田市にある日本海総合病院を中心として 2011 年４月から稼働を開始した。
日本海総合病院（646床）と本間病院（154床）を情報開示病院として、診療所は開示病院の情報を閲覧する
一方向の集中型情報共有システムであったが、特徴は日本海総合病院の診療録を全面的に開示したことである。
その後、開示病院として荘内病院（鶴岡市、521 床）、庄内余目病院（庄内町、324 床）を加え、2014 年９
月末現在、開示病院４施設と参加診療所 63施設を含めた参加施設は 140ヶ所となり、登録患者数も 13,679
人に達し、山形県庄内地方（酒田市・鶴岡市・遊佐町・庄内町・三川町）をカバーする医療連携システムとして、
順調に発展してきている。
これまで全国で数多くの医療連携システムが構築されてきたが、十分な導入効果が得られていないケースが

多く、さらには稼働停止に陥っている連携システムも少なくないと指摘されている（平成 24・25年度医療 IT
委員会答申、日本医師会）。こうした状況の中、ちょうかいネットが順調に稼働している最大の理由は、診療録
の開示にあると我々は考えている。
いまや「ちょうかいネット」は、診療所の重要なインフラの一つとなっており、今回の発表では、診療所で

どのように「ちょうかいネット」を利用しているのかを具体的に示したい。

「ちょうかいネット」という診療インフラ

10 ［ メ モ ］
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大島　俊宣 ( オオシマ　トシノリ ) ※１

下山　則彦※２、田中　秀法※３

※1 特定非営利活動法人 道南地域医療連携協議会（市立函館病院医療連携課長）

※2 特定非営利活動法人 道南地域医療連携協議会 ( 市立函館病院副院長）

※3 特定非営利活動法人 道南地域医療連携協議会 ( 市立函館病院医療連携課主査）

当協議会は、ID-Link 発祥の地として平成 19年 1月に協議会を設立し ID-Link システムの運用を開始してか
ら８年目を迎えました。
当初は、地域の医療機関の半数の加入を目指し活動しておりましが、現在、目標の半分の 79施設で、計画

とおりの拡大にはいたっておりせんが、８年間に渡り登録患者数、アクセス数などが着実に右肩上がりで増加
しており、しっかりと地域に定着してきていると考えております。
ID-Link の利用方法は、利用者・地域などにより多彩で多様なツールとして利用が可能であり、当協議会の利

用方法の特色について報告したい。
【入院患者の転院業務に活用】

当協議会の加入施設では、病院が最多で 30施設、次がクリニック 25施設と病院が全体の約４割を占めてい
ます。また、地域的にみれば南渡島２次医療圏の病院 38施設の約６割、24施設加入しております。そのため
患者登録時のアクセス権の設定でも病院が 81%をしめており、病院間での情報共有に多く利用されている状
況にあります。
加入病院の機能別にみれば回復期病院および緩和ケア病院は、地域の全ての病院、地域包括ケア病床は、８

病院中６病院など後方ベッドの性格を持つ病院の多くが加入していることから、入院患者の転院に多く利用さ
れスムーズな転院に貢献しております。
【在宅医療の多職種の連携に活用】

当協議会の公開施設にクリニックが３施設あり、ともに強化型在宅支援診療所でもあります。また、在宅医
療を支える訪問看護ステーション（７施設）、歯科医院（１施設）、調剤薬局（４施設）が加入しており、在宅
に関わる施設にアクセス権を設定している患者は、約６%であるが、アクセス数は、全体の約 25%以上とノー
ト機能などを主体に活発に利用され、多職種のスムーズな連携に役立っております。
【まとめ】

このような特色ある一方、病診連携の利用は少なく、急性期病院の公開施設およびクリニックの拡大が課題
であると思っております。また、今後、地域包括ケアシステム構築するためには、医療と介護のシームレスな
連携が必要であり、ADL 情報の標準化や共通な言語を用いた情報共有システムの構築などにも取り組んでいき
たい。

道南メディカでの ID-Link 利用方法の
特色について
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長島　公之 ( ナガシマ　キミユキ ) ※

※ 栃木県医師会 常任理事

在宅医療・介護連携において不可欠とされる多職種間の情報共有は、従来の電話・FAXなどの連絡手段だけ
では実現が困難であり、その対策として、ICT を活用した医介連携ネットワークシステムが注目され、各地で
導入が進んでいる。しかし、医介連携と地域医療連携（病病・病診連携）では、共有すべき情報の内容と性質、
関わる職種が大きく異なるため、それぞれに適した２つのネットワークを併用した方が、使いやすく、管理が
簡単となり、コストも安く済むと考えられる。また、２つのネットワークを連携させるためには、在宅の主治
医が情報の橋渡し役・情報の通訳となる方法が有用である。栃木県では、現在、ID-Link と HumanBridge を
使用した「とちまるネット」と、医療介護専用 SNSメディカルケアステーションを利用した「どこでも連絡帳」
を併用しているので、その実際を紹介する。
「とちまるネット」は、地域医療再生基金を用いて構築し、平成 25年４月から運用を始め、現在、22病院

（ID-Link:11 病院、HumanBridge:11 病院）が診療情報を提供している。
医介連携ネットワークに関しては、栃木県医師会内に、在宅医療に関わる各種団体の代表が参加した医介連

携ネットワークシステム構築研究会を設置し、検討した結果、医介連携ネットワークの条件として考えた…１）
操作がきわめて簡単（マニュアル不要）　２）できるだけ低コスト（導入費・維持費）　３）セキュリティがしっ
かりしている　４）写真やファイルも共有できる　５）特定の機器・アプリに依存しない　６）実績がある　７）
災害に強い、の７つを満たす「メディカルケアステーション」を採用し、医介連携「どこでも連絡帳」と名付け、
平成 26年年４月よりモデル地区で実証実験を行った。その結果、高い評価を得たため、同年８月、本システ
ムを県統一の医介連携システムとすることを決め、現在、県内での普及を図っている。本システムでは、パソ
コン、タブレット、スマホから、特別な機器やソフトを用いずに、ごく簡単な操作で、患者に関する情報を、
多職種の間で共有出来る。設定によっては、患者や家族の参加も可能である。また、施設内部や地域の関係者
の連絡網としても使える。最大のメリットは、導入・維持の費用が無料であることである。

医介連携ネットワークは地域医療連携
ネットワークとは別にして併用した方が良い
〜栃木県における「とちまるネット」と医介連携「どこでも連絡帳」の併用〜
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I. 研究目的
飯田下伊那診療情報連携システム [ism-Link] は、ID-Link 利用施設と参加住民の拡大を図るための取り組み

として、2014年４月より、症例に応じたオーダーメイドの利活用を探る研究を始めている。今回は、「在宅緩
和ケア」における iPad 活用の研究結果を報告する。
研究方法
１. 対象　
2014年６月より連携が開始された事案３件にかかる医療関係者及び患者家族が対象。　　

２. 意識調査
聞き取りとアンケートの組み合わせで実施した。（回収率 100%）
調査期間は 2014年６月〜 11月。アンケート内容・・・「在宅医療に向け不安なところ、こうしてほしい
など希望を率直に教えてください」

３. 調査における倫理的留意
調査に関して、特に終末期を迎えている患者家族に関しては、予め目的を伝え、ご理解頂いた。

４. 分析方法
[ism-Link] の利活用分析についてはログ情報や通知メール、カレンダー画面等からの情報収集で集計。
心理的な分析については、感想や話を聞く中での判断による。iPad がどういった働きをするかに注目する。

５. 研究結果
在宅療養の不安について・・・情報共有と急変時の対応に関する不安がほとんどを占めた。
情報発信・共有について・・・iPad による訪問先からの情報発信が有用である。
患者の利益となるかについて・・・医療者の最終コメントなどから、利益につながると判断できる。

６. 考察
退院前カンファレンスで [ism-Link] の説明を行い、チームで支える在宅療養のイメージを全員が共有でき
た。職種により利用コンテンツが異なることも明確となった。今後は症例ごとに、各職種に有用な利活用
提案を行う必要がある。
アンケートから、タイムリー且つ密な情報共有が重要だと理解した。情報セキュリティに関しては、機密
度の高い情報を取り扱うため、定期的な学習会等による情報リテラシーの教育支援をどう進めるかが課題。
患者の利益につながるかについては、「つながる」と言える。特に、患者家族が希望した「最期」を３患者
ともに迎えられたのは大きい。iPad での試験運用では、情報共有までの時間短縮、情報発信回数の増に大
きく貢献し、連携の活性化にもつながった。

７. 結論
[ism-Link] は在宅緩和ケアにおける有用な連携ツールとして、十分その役割を果たすとの結論に至った。
今後も、こうしたオーダーメイドの利活用研究で、利用の「価値」を実感していただく地道な活動を継続
していく。そして利用の「価値」を高めていく。パターン化を進め、利用の幅を広げていく。また早期の
地域全住民参加をめざし、広域行政と連携しながら推進を図っていく。最後に、事務局の雑感として、
ICTシステム継続にはコーディネーターの配置、大幅なコストダウン、情報セキュリティー標準化が必要
だと感じている。国レベルの課題であり、ユーザー側が協力して声を上げていくことが必要ではないかと
考える。

丸山　晃治 ( マルヤマ　コウジ ) ※

※ 飯田下伊那診療情報連携システム [ism-Link]

事務局飯田市立病院地域医療連携係

オーダーメイドの利活用を考える
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永井　一成 ( ナガイ　カズナリ ) ※１

山崎　陽平※２、草間　光※３

※1JA 長野県厚生連 佐久総合病院 システム課課長

※2JA 長野県厚生連 佐久総合病院 システム課

※3JA 長野県厚生連 佐久総合病院 地域ケア科

【背景】
病院で行う治療だけでは、その人を支えることはできない。病院で行う医療活動に加えて、「命を守る援助」・

「生活を守る援助」があって、初めて本当の意味で一人の患者を支えることができる。そんな思いで活動して
きた 20年 ･･･ それは、地域住民とともに歩んだ歴史である。地域ケア科や小海駅診療所では、iPad やノート
PCを利用して訪問診療を行い、訪問看護においても最大限の利用を行っている。
長野県の東信地域に位置し、２次医療圏３次医療圏を診療圏とする３次救急の救命救急指定病院・災害拠点

病院。日当直医師の不安解消と、宅直医師の負担軽減に貢献するシステムを構築中である。
【事例】

2011 年３月千曲川 .net（南佐久）として、南佐久南部地区の８診療所と２介護施設で運用を開始した地域
連携システム。佐久総合病院の診療情報を、多職種間で活用することで、医療・介護・福祉・健康に携わる人
や患者の効率的な運用に貢献している。…
現在は、佐久→小諸→上田へと千曲川を北流し、東信地域全体に拡張予定である。ここに多くの病院・診療

所や医療スタッフが参加することにより、地域医療の質の向上が可能となる。また、2014 年３月佐久医療セ
ンター開院により、他医療機関との連携の重要性が増した。そのため、他病院からの緊急紹介患者のカルテ参
照がリアルタイムに可能となる東信地域５病院の EMS運用を検討中である。また、日当直医師の不安解消と宅
直医師の負担軽減に貢献するため、専用証明書のインストールされた端末（ノート PC・タブレット）とWi-Fi
環境を利用し、自宅でも患者の診療情報が参照可能にする運用を構築中である。
【結論】

地域の参加医療施設間をインターネット回線で接続し、それぞれの施設が保有している診療情報の相互参照
を可能とし、緊密な医療連携を実現するシステムを構築中である。これにより医療情報を迅速、正確、詳細に
把握することができ、ケア科での実際の運用や工夫した結果、ノート機能を利用して簡単で素早くカルテ記載
が可能となった。これは病院完結型医療から地域完結型医療へと転換した現代において、医療機関同士がその
役割を分担し互いに連携を取り、患者さんが地域の中で安心して生活できるよう切れ目のない医療を提供でき
る環境を今後も構築していかなくてはならない。
また、勤務医の就業環境の改善はもちろん、何よりも、患者のメリットになる仕組みを構築することが重要

である。そのため、医療情報を迅速、正確、詳細に把握することができるよう、IT 活用のさらなる発展と高度
化を促進して、医療現場の労働改善を行う必要がある。一方で利便性とは裏腹に、情報漏洩等のリスクが増大
している中、十分な対策をして患者と病院を守る必要がある。

地域ケア科設立 20 年！ 
ID-Link 運用 2011 年３月〜宅直医師運用まで
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［ メ モ ］ ［ メ モ ］
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※無断転載禁止
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