
泉州南部診療情報ネットワークシステム 

「なすびんネット」の導入と展望 

りんくう総合医療センター  
  

地域医療連携室 中西  賢 

情報管理係        井上  理生 



■「なすびんネット」の現状報告 

 

■ポータルサイトの紹介 



  

◆南泉州の特産品の「 」をモチーフにした南
泉州のイメージキャラクター『 』 

出身地    南泉州 
誕生日    2008年11月1日 
体 形    ぽっちゃり 
血液型    ナスＢ型 
性 格    あっさりみずみずしい 
好きな物   太陽 
嫌いな物   虫 
食べられ方  浅漬け・じゃこごうこ 
美味しさ   めっちゃおいしい！  

 

なんと、トップ1329位だったよ！ 

【ゆるキャラグランプリ 2014】で 

1699エントリー中、 



【面   積】440.38平方キロメートル（大阪府域全体

の23.2％） 

【総  人 口】91万７千人（府域全体の10.4％）府内

では４番目に人口の多い医療圏 

手術件数 

4,112件 

病床稼働率 

88.7% 

関西国際空港 

地域医療支援病院 

専門医療 

特定感染症指定医療機関 

三次救急 

がん拠点病院 

災害拠点病院 臨床研修病院 

周産期医療 

国際診療 

泉州二次医療圏 

病床数 

378床 
10床  

一般 
病床 

感染 
病床 

30科 

診療科数 

※院内標榜 

1日入院数 

308人 

■大阪府泉佐野市（関西国際空港の近く） 

■大阪府下でも特に医療体制が 

脆弱な泉州二次医療圏に属する。 

■泉州南部の中核病院 

■大阪府泉佐野市（関西国際空港の近く） 

■大阪府下でも特に医療体制が 

脆弱な泉州二次医療圏に属する。 

■泉州南部の中核病院 

りんくう総合医療センター概要 



■泉州南部は医療提供体制がより脆弱で、一般病床150床以上の病院は
３か所の病院のみ 

りんくう総合医療センター 

泉州救命救急センター 

阪南市民病院 

市立貝塚病院 

※なすびんネットのカバーする地域は、泉州医療圏のうち、南部の貝塚市以南 

■医師数や医療提供施設をはじめとした医療提供体制は府内でも特に脆弱 

 なすびんネットの範囲 【医療提供体制】 



人口10 万人あたりの医療施設従事医師数は、 

■大阪府内平均が242 人に対して、泉州医療圏は182 人 

 なすびんネットの範囲 【医師数】 



人口10 万人あたりの一般病床数は、 

■大阪府内平均が735 床に対して、 
泉州医療圏は で、大阪府内で最も少ない 

 なすびんネットの範囲 【医師数】 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

処方オーダ 

注射オーダ 

検査結果 

画像オーダ 

 
公開用GWサーバ 
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地域連携システム 
 

データセンター 

情報閲覧側 

紹介状 

診療情報提供書 

退院サマリ 

病 院 

診療所 

◆りんくう総合医療センター 
◆貝塚市医師会 

◆泉佐野泉南医師会 

◆周辺医療機関etc 

患者基本情報 

心電図 

その他 
部門システム 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
※VPN 

◆市立貝塚病院 ◆阪南市民病院 

電子カルテ 

公開用GWサーバ 公開用GWサーバ 

情報公開側 

患者基本情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電子カルテ 

処方オーダ 注射オーダ 

検査結果 画像オーダ 

放射線画像 レポート 

患者基本情報 

処方オーダ 注射オーダ 

検査結果 画像オーダ 

放射線画像 レポート 

IP- ※ VPN 

IP- ※ VPN IP- ※ VPN 

インターネット網 

（基本方針）3公立病院がそれぞれの特長を活かし、相互に連携す
ることで、『点』から『面』で支える地域医療ネットワークを実現する 

 なすびんネットの概要図 



なすびんネット登録対象者（圏域内の医療機関のみを対象） 

（利用者の職種は問わない） 

◆参加医療機関数：54 

施設種別 施設数 運用有 比率 
（運用有/施設数） 

公開病院 3 3 100.0% 

病院（閲覧） 13 7 53.8% 

クリニック 32 19 59.3% 

歯科 6 1 16.6％ 

合計 54 30 55.5% 

（平成27年1月25日現在） 

 なすびんネット登録医療機関数 



同意書取得総数：778 2013年10月~ 

テスト運用開始 

2014年4月~ 

本番運用開始 

 なすびんネット同意書取得数 



登録 
施設数 

5４ 

同意書
取得数 

778 

なすびんネット登録施設とマッピング 

診療所・ｸﾘﾆｯｸ 

病院 

<閲覧施設> 

3施設 

<公開施設> 



紹介元医療機関 

導入前（H24.10.～H25.9） 導入後（H25.10.～H26.9） 比較（導入後-導入前） 

紹介総数 月平均 紹介総数 月平均 紹介総数 月平均 増減 

市立貝塚病院（公開病院） 429  35.8  404  33.7  -25  -2.1  ↓ 

阪南市民病院（公開病院） 213  17.8  307  25.6  94  7.8  ↑ 

Ｍ 内科胃腸科 119  9.9  108  9.0  -11  -0.9  ↓ 

Ｉ 診療所 105  8.8  108  9.0  3  0.3  ↑ 

S 内科皮膚科クリニック 98  8.2  98  8.2  0  0.0  ＝ 

Ｓ 診療所 56  4.7  59  4.9  3  0.3  ↑ 

Ｉ 内科クリニック 52  4.3  52  4.3  0  0.0  ＝ 

Ｔ 内科クリニック 43  3.6  40  3.3  -3  -0.3  ↓ 

Ｙ 医院 10  0.8  35  2.9  25  2.1  ↑ 

総計 1,125  93.8  1,211  100.9  86  7.2  ↑ 
※りんくう総合医療センターとなすびんネットでの連携実績が10件以上ある医療機関の紹介件数で比較した。 

なすびんネットの導入により、短期間（試行：6ヶ月、本稼働：6ヶ月）では
紹介件数の急激な増加は見られない。 

 紹介件数への影響 



◆設問は全てなすびんネットと同様のシステム（ID-Link）を活用している他
の先行地域からのご意見を一覧にまとめ、「そう思う」から「思わない」までの
５段階評価、それを集計した。 

 なすびんネット利用で期待される効果のアンケート 

（平成27年1月実施） 



⇒全22項目（5段階評価方式）+自由記載 
対象者：閲覧施設48施設（回答：21施設／回収率：43.7%） 

≪結果≫ 

◆回答した21施設×設問数22項目 

 =（計）462項目中、 

 なすびんネット利用で期待される効果のアンケート 



閲覧施設の利用料金について 



【年会費及び年間利用料金】 
８地域 利用料金 アリ 

１．AじさいネットNPO法人） 

 

２．D南_Medika（NPO法人） 

 

３．Hれやかネット（一般社団法人） 

 

４．PKPKリンク（NPO法人） 

５．J小メディカルネット 

６．S州メディカルネット（NPO法人） 

７．Mめネット（NPO法人） 

８．AZLアネット 

12,000 ～ 360,000円/年（年会費） 

48,000 ～  60,000円/年（利用料） 

3,000 ～  10,000円/年（年会費） 

84,000円/年（利用料） 

60,000円/年（利用料） 

 

3,000円/年（年会費） 

5,000円/年（年会費） 

5,000円/年（年会費） 

6,000円/年（利用料） 

500 ～   5,000円/年（年会費） 

【OD-VPN利用料金・保守メンテナンス費用】 
（協議会が直接費用の徴収を行わない） 

１．PKPKリンク（NPO法人） 

２．Aまかける（NPO法人） 
３．OOKINI-net 

11,760円/年（利用料） 

11,760円/年（利用料） 
3,000 ～  50,000円/年（利用料） 

９地域 利用料金 ナシ 



ポータルサイトについて 

なすびんネットワーク内で利用する 



 ポータルサイト導入の経緯について・・・ 



ポータルサイトを入口として、一つのID・パスワード認証によって『電子カル
テ』や『グループウェア』の複数のシステムを利用することができる。 

2．ポータルサイトからの患者番号指定によるダイレクト起動 

SSO連携とすることで、なすびんネットの起動時、患者一覧画面を表示
せずに直接、その患者個人の画面を表示することができる。 

3．グループウェア機能（施設間のコミュニケーションツールとして） 

●ｽｹｼﾞｭｰﾙ機能  個人だけでなく、共有するイベントの情報（学術研究会やセミナ
ー等）のスケジュールの共有 

●電子会議室  

●ﾒｯｾｰｼﾞ機能  

保護されたネットワーク内での送受信なので、安心して患
者に関する情報交換ができる。 

1．SSO（Single Sign-On）の機能 

 ポータルサイトの機能と期待できる効果として 



現行のなすびんネットへのログイン方法 

患者の一覧が表示され、個人情報があらわに・・・ 

 ポータルサイトからの患者番号指定による起動について 



①デスクトップ上のアイコンをクリックし、ポータルサイトを起動します 

②なすびんネットのユーザIDとパスワードを入力します 

 ポータルサイトからの患者番号指定によるダイレクト起動① 



患者番号を指定した、ID-Linkの起動 患者番号を入力し、クリックすると、 

999999 

 ポータルサイトからの患者番号指定によるダイレクト起動② 



直接、患者カレンダー画面を表示 

 ポータルサイトからの患者番号指定によるダイレクト起動③ 



患者番号を指定した、ID-Linkの起動 

連携患者一覧をクリックすると、 

 連携患者一覧表示① 



連携患者一覧画面を表示 

 連携患者一覧表示② 



患者番号を指定した、ID-Linkの起動 

患者番号を入力し、電子カルテシステム
（MegaOak HR）をクリックすると、 

999999 

 SSO機能 電子カルテシステム起動について① 



直接、患者の電子カルテ画面を表示 

 SSO機能 電子カルテシステム起動について② 



 グループウェア機能について（施設間のコミュニケーションツール） 

施設間どうしで情報共有のツールとして活用 



 地域包括ケアに向けて、医療機関だけの連携に留まらず・調剤薬局・
訪問看護・介護施設などとの地域医療における情報連携基盤を構築
するためのポータル（入口）として活用。 
 
   

①調剤薬局への処方情報 

②訪問看護Stからの患者の情報 

③介護施設からの利用者情報 など 
     

地域包括での見守りに向けた、情報の一元化の取り組み。 
 

    

 （構想案）地域医療の情報連携基盤構築に向けて 



• 地域連携システムを導入し、診療情報共有の運用を開
始した。 

• 短期的には紹介件数には急激な影響はない。長期的に
は経過観察必要。 

• 情報共有することにより、診療の質への好影響があった。 
 

今後の課題・展望 
  

• ポータルサイトを利用して医療従事者間の連携を強化し
ていきたい。 

• 医療機関だけでなく、調剤薬局や介護従事者等への展
開も検討していきたい。 

 考察（まとめ） 



 

 

 

ご清聴ありがとうございました。 


