
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ミラクルムーンにてらされる鳥海山とトワイライトエクスプレス） 

　「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 

 　　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　島貫隆夫　　 
佐々木邦義、新楯直己、冨樫ルミ、高橋満知子、栗谷義樹  

 



Emergency Medical Service：救急患者対応 
 
連携施設の患者ID番号が判明している場合に、患者ID入力欄
に「患者ID@ems」と入力することにより、救急対応での開
示を許可している施設の診療情報取得・開示を自動的に行う
機能。 
 
選択した連携施設の１ヶ月分の最新データの取得と開示が 
自動的に行われる。 
 
l  あとで正式な同意書を取り、救急表示の解除（ems機能利用した施設、連携施
設両方の解除）を行う。 

１）EMS機能とは 



EMS機能の利用資格 

病院 
　・ID-Linkの管理用ユーザーID、PW 
　・一般ユーザーID、PWで操作者権限を付与 
　された者（救命救急センター受付、私も） 

診療所 
　・ID-Linkの操作者ID、PWで利用可能だが、 
　　現在は使用を許可していない。 



ちょうかいネット（ID-Link） 
　　病院のカルテを覗く望遠鏡！ 
　　覗ける施設は 
　　　　　病院、医科・歯科診療所、薬局 
　　　　　訪問看護ステーション、ケアマネジャー etc. 

　　情報開示病院の必須条件 
　　　　・診療録の全面開示 
　　　　・DICOM画像のダウンロード許可 

　　   

現在、医療情報を開示している病院は６施設 
　　　　　　　平成２３年４月～　　日本海総合病院 
　　　　　　　　　　　　　　　　　本間病院 

　　　　　　　平成２４年６月～　　荘内病院 
　　　　　　　　　　　　　　　　　Net4U（鶴岡地区医師会） 

　　　　　　　平成２６年２月～　　日本海総合病院酒田医療センター 

　　　　　　　平成２６年４月～　　庄内余目病院 



庄内二次医療圏　概要 

＜救急告示病院＞ 
　3次救急医療機関： 
　　　★日本海総合病院（646床） 
　2次救急医療機関： 
　　　★鶴岡市立荘内病院（520床） 
　　　　鶴岡協立病院（201床） 
　　　　酒田市立八幡病院（46床） 
　　　★健友会本間病院（154床） 
　　　★山形愛心会庄内余目病院（324床） 

＜その他：情報開示施設など＞ 
　　　★Net4U（鶴岡地区医師会） 
　　　★日本海総合病院酒田医療センター 

＜人口＞　284,845人 
　　・酒田市107,685人、 ・遊佐町 14,668人 
　　・三川町　7,688人、 ・庄内町 22,269人 
　　・鶴岡市132,535人 
　　　　高齢化率 30.9 %　出生率 6.6 % 

※平成25年10月1日現在 

２	 
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「ちょうかいネット」総登録患者数と月別登録患者数の推移  

総登録患者数 14,714人（2014年12月31日） 

（住民の５.2％） 



　 　 
参加施設数	

 

１例以上	
登録利用して
いる施設数 

登録患者数	
（人）	

情報開示施設 6	 　 14,714（総数） 
日本海総合病院 13,033	

本間病院   1,630	

荘内病院   2,600  	

Net4U	   -	

酒田医療センター     117	

庄内余目病院     140	

参照施設 177	 99　 　 平均 
病院 7	 7 22 〜 453	 229　 
診療所 90	 57	 1 〜 1458	 203 
歯科診療所 16	 9	 1 〜 9	 4 
薬局 16	 6	 2 〜 7	 5 
訪問看護ステーション 4	 3 9 〜 113	 59	

老健施設 6	 6	 28 〜 147	 65	

介護支援センター関連 38	 11 1 〜 16	 6	

情報開示施設と参照施設  
2014年12月31日現在 

地域外利用病院（県内）　　　　　   6　    　　　      6　                     1〜57	
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EMS機能使用症例数 
総数 56例　　2.3 例／月 



男性： 32 症例 
女性： 24 症例 
年齢： 52 ～ 92 歳（平均 74.5 ± 10.9 歳） 

EMS利用時間 平日 休日 

0：00 〜 08：30	 12	 4	

8：30 〜 17：15	 14	 3	

17：15 〜 24：:00	 21	 2	

平日の8：30～17：15時間帯におけるEMS機能使用症例 
　　・緊急症例 
　　・日本海総合病院の ID をまだ取得していない患者 

EMS機能使用症例、時間帯分布 



大動脈・動脈関連　30例　　　　   《画像確認》 
　　急性大動脈解離　19例（Stanford A型　15例、Stanford B型　4例） 
　　　　急性大動脈解離疑い　2例（１例は遠隔読影） 
　　大動脈破裂（PAU）　1例 
　　腹部大動脈瘤　2例 
　　末梢動脈瘤破裂　1例 
　　動脈閉塞　5例 
 
心臓疾患　　　　　12例　　　　　《画像・診療録確認》 
　　不安定狭心症　4例、 
　　急性心筋梗塞　5例（１例は心破裂） 
　　不整脈　3例 
 
脳神経疾患　　　　  6例　　　　　《画像・処方確認》 
　　脳梗塞　2例、脳出血　1例、外傷性SAH　1例、めまい　1例、頭痛　1例 
 
腹部の疾患　           5例（血尿　2例）《診療録確認》 
胸部の疾患　           2例（肺癌　2例）《画像確認》 
大腿骨転子部骨折　  1例　　　　　《画像確認》 

EMS機能使用症例（56例）の内訳 



　　：ID-LINK導入病院 

EMS機能による連携 
　：日本海総合病院 
 
2013/1/1～利用開始 
 

山形県立新庄病院（救急車で 53 km） 
荘内病院 

本間病院 

　　 

庄内余目病院 
１５症例 

２６症例 

１０症例 

５症例 

隣接する二次医療圏の
「もがみネット」と、
EMS機能使用の協定を
締結している。 

日
本
海 

日本海総合病院 

ちょうかいネット　 

もがみネット 



症例：77歳、男性 
2013年12月14日（土）気温０度、雪 
  4：00　突然の胸背部痛出現 
  8：40　県立新庄病院救急外来へ救急搬送 
  9：00　CT-scan 施行 
  9：30　循環器内科コール、大動脈破裂の診断 

10：20　日本海総合病院へ電話あり、受け入れ打診 
10：25　EMS機能にて「もがみネット」に接続 
　　　　  ステントグラフト内挿術が可能と判断 
10：40　救急車が前院を出発 
　　　  　DICOMデータをダウンロード 
　　　　  　　・データをZIOSTATIONに取り込む 
　　　　  　　・ステントグラフト内挿術のための計測 
11：10　ステントグラフトの機材準備完了 
12：00　救急車が日本海総合病院に到着 
12：30　麻酔開始 
13：10　執刀開始 
14：05　手術終了 
14：40　麻酔終了　 

52 km 雪中の搬送 

　　：ID-LINK導入病院 

画像連携 
 
PACSの 
相互参照 

山形県立新庄病院 

荘内病院 
本間病院 

DICOMデータの
ダウンロードを
許可 　　 

庄内余目病院 

１５症例 

２６症例 １０症例 ５症例 

隣接する二次医療圏の
「もがみネット」と、
EMS機能使用の協定を
締結している。 

日
本
海 

日本海総合病院 



Penetrating atherosclerotic ulcerによる大動脈破裂 

ちょうかいネットで画像参照 

Seriesダウンロード 
　　　5～10分 



ハイブリッド手術室 

3D構築 

TEVAR 
  ：ステントグラフト内挿術 



１ 

２）ヘルスクローバーとは 

近隣の病院 Ａ 
近隣の診療所 A 

近隣診療所 B 

日本海総合病院 

診療予約 

CT予約 

MRI予約 

・ヘルスクローバーは地域中核病院と、その近隣の 
　医療機関をインターネットで接続。 
・電子カルテ（MI･RA･Is）と直接連携するため、ス 
　ムーズな診療や検査の予約を実現。 



 当院における紹介患者の予約状況 

　　　　　　　　　　　    2011年　2012年　2013年 
 
IT による予約件数　    　　2,032　  2,299　  2,317 
　（ヘルスクローバーではありません）　　        (15.2 %)    (16.8 %)    (13.2 %) 
電話・FAXによる予約件数  2,689　  3,027     3,314 
　　　　　　　　　　　　　     (20.1 %)　 (22.1 %)    (18.9 %) 
 
紹介患者総数　　　　       13,389　13,716    17,520  
　　　　　　　　　　　　　　　      
 
　　　診察前に診療情報提供書を参照できると、診療が効率よくできる。 

32～   
   39 ％ 



1.  ID-Link から日本海総合病院の診療予約やCT・MR、超
音波検査の予約が出来るようになる。 

2.  予約に於いて、MI･RA･Is を直接参照／更新するので、常
に最新の空き状況を確認することが出来る。 

3.  24時間365日の予約が可能である。 

4.  予約の際、診療情報提供書（紹介状）を作成し、その内
容を ID-Link 側で参照する事が出来る。 

5.  診療情報提供書作成の時、診療所、患者情報入力を省略
できる。 

２ 

　ID-Link とヘルスクローバが連携すると 



ID-Linkからヘルスクローバーを呼び出す 
ID-Link のトップページから、予約を行う患
者を選択する。 

患者が選択された状態で、画面左側の 
「日本海総合病院予約」をクリックすると、
予約システムであるヘルスクローバが起動
される。 
 
患者属性情報は ID-Link からヘルスクロー
バへと引き継がれます。 
 
 ４ 



５ 

ヘルスクローバが起動され、属性を登録する 
ID-Link から患者名や生年月日を引き継いだ
状態でヘルスクローバが起動される。 
 
「①診療予約」を選択すると、属性入力の
画面へ移りますが、属性に変更がなければ
「②診療予約入力へ」をクリックし、予約
選択画面へ進みます。 
 
 
 

① 

② 
ID-Link から引継いだ情報が自動表示されます。
修正が必要な場合はここで患者属性の修正を行
います。 

ID-Link 側で患者を選択せずにヘルスク
ローバを呼び出すと、下図のように属
性が空の状態で表示されますので、氏
名等の属性情報を入力してから先に進
みます。 



６ 

予約内容を選択して予約登録します 
診療科、予約項目、予約日時の順に選択し、
「決定」を選択する事で内容確認の画面へ
と移る。 
 
予約内容に誤りがなければ登録を行うが、
ここで指定した内容は日本海総合病院の電
子カルテMI･RA･Isへ直接反映される。 
 
 
 

ヘルスクローバー
データセンター

外部医療機関
日本海総合病院

ヘルスクローバーデータセン
ターを経由し、日本海総合病
院のデータを直接参照して診
療科、予約項目、予約日時等
を表示します。 
 
 
 



７ 

タイムリーな空き状況の表示 

2月27日　14:00 
ＣＴを予約 

2月27日　14:00　は 
既に予約済みのため、
この時間は予約でき
ません 

予約直後に改めて 
ＣＴを選択して空き
状況を確認すると 

注）複数の医療機関で同じ予約内容を同時に参照した場合、共に同一時間を選択出来ますが、先に登録した 
　　ほうが優先されます。後発の登録時は予約が取れなかった旨のメッセージが表示されますので、再度予約 
　　を取り直してもらうこととなります。 



「診療科」、「医師」、「予約日時」を選択 



予約表の印刷が出来ます 
予約の登録後、予約表を印刷することが出
来ます。 
画面右下の「①予約票を印刷」をクリック
すると、ＰＤＦ形式で予約票が表示されま
すので、「②印刷」して患者に渡します。 

① 

予約の際コメント入力することで、予約
票のコメント欄に反映させることが出来
ます。 

②

８ 



診療情報提供書（紹介状）を作成します 
予約の登録後、診療情報提供書（紹介状）
を作成する事ができます。 
画面右下の「①紹介状入力」をクリックす
ると、入力フォームが表示されます。 

① 

患者住所や電話番号はID-Linkから引き
継いだ情報を表示します。(※1) 
 
傷病名等、必須事項の入力後、「②Ｐ
ＤＦ」を選択する事で印刷イメージが
表示され日本海総合病院内のサーバに
登録されます。 
 
注）一時保存した診療情報提供書は後
ほど修正する事が可能です。 

(※1) 

② 

９ 



診療情報提供書（紹介状）を参照します 
ヘルスクローで登録された診療情報提
供書は、ID-Linkのレポート欄から参照
することが出来ます。 
 

① 

該当のアイコンをクリックすることで、
ＰＤＦ化された診療情報提供書がID-Link
の画面上に表示されます。 

１０ 



ヘルスクローバー予約の機器構成 
日本海総合病院では以下のような機器構成で予約情報の保護を行っています。 

日本海総合病院 

外部医療機関 

パソコン 

１ インターネット
回線 

２ ＶＰＮ装置 ３ 予約情報中継SV 

４ Ｌ３スイッチ 

院内設置機器 MI･RA･Is 

院内 
ネットワーク 

データ
センター

デジタル
証明書 

※ＶＰＮ【Virtual Private Network】  公衆回線で仮想的に専用ネットワークを構築する技術。 
※L3スイッチ   アクセス元や通信内容から通信の可否を判断し、許可されていない情報を遮断する装置。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

５ 予約サーバ 

１１ 



まとめ 
•  稼働開始後約４年が経過 

•  EMS機能の運用状況について報告 

•  ヘルスクローバーによる予約機能につい
て報告 

•  地域医療・介護の情報ネットワークイン
フラとして活用 

•  点から線へ、そして線から面の連携へ 

（陸羽西線：津谷ー羽前前波） 


