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○電車ご利用の場合

○津駅からタクシーをご利用の場合

津駅から三重大学三翠ホールまで約 2～3km、タクシー利用が便利です。（1,000 円前後） 

お越しの際は、「三重大学内のミニストップ前」または「三翠（さんすい）ホール」までとお伝えしタクシーをご利用ください。 

お帰りの際、本会終了後 17:45 より、三重大学から津駅行の送迎バスを 15 分おきに運航しますが、お急ぎの場合

は、「三重大学内のミニストップ前」、または「三翠（さんすい）ホール」までと電話でタクシーをお呼びください。 

名古屋からは近鉄特急（50 分）が便利です 

（JR 紀勢線よりも本数が多いです） 

JR 紀勢線の場合は，快速みえ（54 分）をご利用下さい。 

◇ ご案内
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○自家用車をご利用の場合 

自家用車をご利用の方は、下記地図に従ってお進みください。 

ゲートで出る駐車券をお持ちになって、受付でご提示下さい。（無料駐車券と交換させていただきます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【終了後のバス手配について】 
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【懇親会について】 

時間： 18:30~20:00 

会場：三重大学生活協同組合第二食堂（立食形式） 

 

【発表について】 

  質疑応答含め発表 10 分（タイトスケジュールですので、質問される方はマイクの前でお待ち下さい） 

 

【PC発表 演者の皆様方へ】 

 ・ご自身の発表前者が発表しているときには、舞台を正面にみたとき、左（下手）最前列の次発表者席でお待ちくだ

さい。 

 ・当日の発表用ＰＣ（Windows8 または１になります）は、Office2013 です。 

 発表の中で、動画・音声をご利用いただく場合は、事前に個別お問い合わせください。 

（動作環境によっては、ご利用いただけない可能性もございます） 

 ・Mac をご利用いただく場合は、ご自身の PC とコネクタをご持参ください。また、ご自身の PC で発表されることも可能

です。 

ただし、出力は RGB 端子のみとなっておりますので、ご注意ください。 

 ・発表スライドについて、事前にメールで頂戴することもできますし、 

  当日、スライド受付窓口で USB、CD-R、DVD-R にて受付させていただくことも可能です。 

  演題が続けてございますので、受付後お渡しいただく、または事前にお送りいただけますようご協力お願い致します。 

 ・当日発表いただく会場の通信環境は、ソフトバンク等の携帯は通じます。 

  発表に携帯の環境をお使いになる場合は、当日の回線の混み具合もありますので、当日の発表前に一度ご確認 

いただければ幸いです。 

 

【休憩時間（意見交換会への移動時）】 

・お一人様、お一つずつ赤福餅（銘々箱、2 個いり）をお召し上がり下さい。 

その他、お茶・水・コーヒーなどはいつでもご自由にどうぞ。 
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○会場図 

 

 

 

本会場（演題発表） 

受付 
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喫茶コーナー 
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【意見交換会～ワールドカフェ形式～：16:30-17:30（討論 30 分×２（発表５分込み）】 

総合司会：櫻井 洋至（三重大学病院 肝胆膵・移植外科 准教授） 

ファシリテーター： 

 ①下山則彦（市立函館病院 副院長） 

 ②伊藤勝陽（社団法人尾道市医師会 介護老人保健施設 やすらぎの家 施設長） 

 ③宮内 稔（飯田市立病院 経営企画課 課長） 

討議内容例として 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

本会場（演題発表） 

意見交換会 

グループ配置（目安） 
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三重医療安心ネットワーク HP：http://www.medic.mie-u.ac.jp/ca-center/anshin/index.html 
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時間 内容 発表者 座長 演題名

12:00 開場

13:30 開会

13:31 主催者挨拶

三重県健康福祉部医療対策局長

佐々木 孝治

第５回ID-Link研究会　大会長

中瀬 一則

13:40
三重県健康福祉部医療対策局健康づくり課長

加太 竜一
三重医療安心ネットワークの現状と今後課題

13:45

伊勢赤十字病院

院長

楠田　司

伊勢赤十字病院のID-Linkへの取り組み現状報告

13:55

三重大学医学部附属病院臨床研究開発センター

センター長兼教授

西川 政勝

三重地域圏統合型医療情報データベース（Mie-LIP DB）事業

14:10 演題発表１

日本海総合病院

心臓血管外科　院長

島貫 隆夫

ちょうかいネットにおける取り組み

～検診情報の開示ならびに診療予約システムとの連携～

14:20 演題発表２

公立松任石川中央病院

医療情報課

吉田 吏志

いしかわ診療情報共有ネットワーク 遠隔画像診断と，調剤薬局との情報連

携の実際

14:30 演題発表３

市立函館病院

医療情報企画課課長

船木 千春

ＪＬＡＣ１０を利用したサマリビュー機能について

14:40 演題発表４

医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院

経営管理部　渉外課

中尾 崇

ID-Linkを活用した多職種間連携ネットワークの取り組み

～TMNIT in Hokkaidoの実践報告～

14:50 演題発表５

佐賀県医療センター好生館

医療情報部　医療情報係長

長友 篤志

ID-Linkのネットワーク上での地域連携パスシステムの運用

15:00 休憩

15:15
ID-Link研究会発足の

ご挨拶

ID-Link研究会　代表幹事

NPO法人天かける理事長

社団法人尾道市医師会 介護老人保健施設　やすらぎの家　施設長

伊藤 勝陽

15:20 演題発表６

IMSテクノロジー・ソリューションズ株式会社

代表取締役社長

前田 全紀

医療と企業間の情報・サービス共有プラットフォーム構築の構想

～医療従事者～企業間の新たな信頼関係構築をサポート～

15:30 演題発表７

株式会社システム計画研究所

事業本部第１事業セグメント統括マネージャ

洪 時宗

地域医療連携におけるIHE標準に関するID-Linkとの取り組み

15:40 演題発表８

大野内科医院　院長

金沢市医師会　理事

大野 秀棋

地域包括ケアシステムにおけるハートネットホスピタルの現状と課題

15:50 演題発表９

社会医療法人　函館博栄会　函館渡辺病院

外来医事課、システム管理情報室係長

神田 理

A3アセスメントシート導入によるADL情報の可視化と医療介護連携

16:00 演題発表１０

NPO法人 天かける

地域連携担当理事

佐野 弘子

地域との融合をめざす～天かけるネット、保健分野「未病ケア」への取組～

16:10 演題発表１１

さはらファミリークリニック

石川県医師会　理事

佐原 博之

いしかわ診療情報共有ネットワークの現状と今後の取り組み

16:20 演題発表１２

一般社団法人　因島医師会

因島医師会理事

岡崎 純二

因島医師会でのID-Linkを利用した医療・介護連携（ビロードケア）の試み

16:30

意見交換会

ワールドカフェ形式

＜テーマ＞

① ID-Linkの利用（機能）について

② 在宅の展開・取り組みについて

③ 地域連携ネットワークの維持や運営、その他の取り組みについて

17:30 閉会

株式会社エスイーシー

取締役

伊藤 龍史

ID-Linkの第二ラウンド

（事務局：市立函館病院 大島 俊宣）

＜総合司会＞　三重大学　櫻井 洋至

＜ファシリテーター＞

①　市立函館病院　副院長

　 　下山　則彦

②　社団法人尾道市医師会 介護老人保健施設　やすらぎの家　施設長

　　 伊藤　勝陽

③　飯田市立病院　経営企画課　課長

　 　宮内　稔

三重県の現状と取組み
中瀬 一則

（三重大学）

櫻井 洋至

（三重大学）

櫻井 洋至

（三重大学）

　■　プ　ロ　グ　ラ　ム　■

 ◇ プログラム 
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三重県健康福祉部 医療対策局長 

佐々木 孝治 

 

 

 

この度は、第５回全国 ID-Link 研究会が三重県において開催されるにあたり、県内外から多数

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、三重県を代表して心から歓迎いたします。 

さて、我が国の平均寿命は延伸を続けており、本県における平均寿命も延伸の傾向にあります。 

一方、高齢化の進展や生活スタイルの変化などに伴う生活習慣病などをはじめとする疾病や、

ストレスやこころの悩みなどにより、日常生活に制約を強いられる方も多く見られます。 

このような状況において、「いかに健康で長生きできるか」ということの重要性がますます高ま

っています。 

本県では、健康づくり総合計画「ヘルシーピープルみえ・２１」（平成 13 年度～平成 24 年度）

に基づき、県民の健康づくりを社会全体で支援する取組を推進してきました。 

そして、平成 25 年度からは、その成果や課題に加え、健康に関する社会状況の変化などをふ

まえ、今後 10 年間における本県の健康づくりに関する取組などを定めた「三重の健康づくり基

本計画」を策定し、多くの人々の願いとも言える、自立して心身ともに健康的な日常生活を送る

期間を延伸させるとともに、本県が基本理念として掲げる幸福実感を高めるために重要となる、

県民の心身の健康感を向上させることをめざして、県民の皆様の健康づくりのための社会環境整

備に取り組んでいるところです。 

さらに、本県では、平成 22 年 4 月に三重医療安心ネットワークを設立し、ID-Link を用いて

病院の所有する診療情報を地域の医療機関と共有してきたところですが、「医療介護確保推進法」

が施行され、地域における医療と介護の総合的な確保が求められる中、ネットワークを充実し、

県内における安全・安心でかつ切れ目のない地域医療提供体制の提供と今後の地域社会の高齢化

に対応する在宅サービス提供の再編に向けた在宅医療の強化、充実を図ってまいります。 

結びに、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。 

 

  

 ◇ ごあいさつ 
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第 5回全国 ID-Link研究会会長 
三重大学医学部附属病院がんセンター センター長 

中瀬 一則 
 

 

このたびは、第 5 回全国 ID-Link 研究会を三重県の津市で開催させて頂くにあたり、全国から

多数の関係者の方にお集まりいただきましたことを心より厚く御礼申し上げます。 

三重県では、先月の 5 月 26、27 日に、G7 の伊勢志摩サミットが開催され、先進国の連携によ

る安心、平和な世界実現に向けての協議が行われました。私が携わっておりますがん医療におき

ましても、国のがん対策として、増加するがん患者さんに対応するために、これまでの 1 施設完

結型医療から、それぞれの施設の有する機能に応じた役割分担による切れ目のない安心安全な地

域完結型医療の構築が進められております。 

三重県では、県が総務省から獲得した助成金を活用して、平成 22 年 4 月に、ID-Link の地域

医療連携システムを三重大学がんセンターが事務局となり、県内のがん診療連携拠点病院を中心

にして６病院に導入し、三重医療安心ネットワークを設立しました。県全域をカバーするネット

ワークとして、本年 5 月現在で開示 16 施設、閲覧 245 施設で、がん以外の患者さんも含めて幅

広く連携が行われています。 

また、5 大がんについての県内統一地域連携クリニカルパスを作成し、パスを ID-Link に乗せ

た継続的な連携への運用も進めております。さて、三重県では、ID-Link を地域連携に導入して

から、今年で 6 年が経過し、システムの更新や連携時の利便性に関して、さまざまな問題点も浮

かび上がってきております。全国から、ID-Linkによる連携に精通した皆様にお集まりいただき、

今回の研究会で情報交換やご議論をさせていただく中で、問題点を解消し、ID-Link の利便性が

実感でき、ネットワークへの参加施設の拡大につなげることができればと願っております。 

なお、今回の ID-Link 全国研究会は、三重県の取り組みとの相互交流も兼ねて、第 1 回三重医

療安心ネットワーク研究会と第 10 回三重がん診療連携クリニカルパス研究会との同時・合同開

催とさせて頂いておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

最後に、この第 5 回 ID-Link 全国研究会が、今後の IT を活用した医療連携のさらなる発展に

つながり、患者さんが安心・納得して受けられる医療の実現のために、少しでも貢献できれば幸

甚の至りでございます。 

本日、ご参加されました皆様のご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。また、本研究会の

開催に当たりましては、三重県健康福祉部、三重県がん診療連携協議会の諸先生、関係者の方々

に大変お世話になりました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 
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三重県の現状と取り組み 

座長：中瀬 一則（三重大学医学部附属病院 がんセンター） 
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三重医療安心ネットワークについて 

 

加太竜一 1)、湯浅菜美 1)、北島利哉 1)、松永智憲 1)、櫻井洋至 2)、中瀬一則 3)、佐々木孝治 1) 

１）三重県健康福祉部 医療対策局 

２）三重大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科 

３）三重大学医学部附属病院 がんセンター 

 

「三重医療安心ネットワーク」は、厚生労働省がん診療連携拠点病院強化事業補助金と総務省ユビキタスタウ

ン構想推進交付金を受けて、三重県が、三重大学医学附属病院を含む県内のがん診療連携拠点病院等６病院の

協力を得て各病院に ID-Link を導入し設立した。平成２２年４月に、県内における連携医療を効率化するため

にインターネット回線により地域の診療所等と患者診療情報を共有して、安心・安全かつ切れ目のない医療を

サポートするシステムとして稼動を始めた。 

その後も、県事業として、医療施設設備整備費補助金等を活用して導入を進めており、現在では１７病院に

おいて開示病院となっている。参照系施設は、２４５施設、登録患者数は延べ１１，８５７人となっている。 

昨年度は、初年度に導入した病院において、サーバー更新が行われたが、運用、システム面においては様々

な意見もあり、改善に向けた検討を行っているところである。なお、今年度から医療だけでなく、一部地域で

モデル事業として、このシステムを活用して、介護・福祉領域でも運用を行う予定である。 
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伊勢赤十字病院の IDリンクへの取り組み現状報告 

 

楠田 司 

伊勢赤十字病院 病院長  

                    

ＩＤリンクは、三重県においては、がん診療連携拠点病院機能強化事業（厚労省）および地域情報通信技術

活用推進交付金（総務省）を活用し平成 22年 4月 1日に三重県医療安心ネットワークとして発足しました。 

当院は、10年前より地域完結型の医療体制の確立を図るため病診連携の強化を進め、その一環として平年 24

年 1月の新病院移転時電子カルテの導入を契機にＩＤリンクに参加しております。 

まず、導入にあたり伊勢、志摩、松阪の医師会へ説明のうえ、医師会加入の医療施設に案内文を送付し、導

入希望の医院には担当者が直接出向き詳細説明し、承諾が得られればＩＤリンクの環境設定を行っております。

以上の活動により初年度は 22施設が登録参加し、現在は 48施設が登録されるに至っております。 

ＩＤリンク導入当初は、従来画像、検査結果等の情報については書面での情報交換のためタイムラグが生じ

ていたものが、IDリンク導入によりかかりつけ医の先生を待たせることなく、自由にデータの閲覧が可能とな

り連携のさらなる向上につながるものと考えておりました。登録施設とともに登録患者は増えていくものと考

えておりましたが、残念ながら登録患者は毎年 1300例前後と横ばいの状態で増加傾向なく、利用拡大には至っ

ておりません。 

そこで今回、この原因を明らかにする目的で、ＩＤリンク登録の 48 施設と連携外の 4 施設を加えた 52 施設

で、運用の現況と問題点についてアンケート調査を行いましたので、ご報告いたします。 

まず、登録したものの利用している施設は約半数であり、残り半数は操作や同意書が面倒、あるいは見たい

情報がないとの理由で利用されていません。利用している施設においても、現在の運用に満足している施設は

半数でした。その原因としては、閲覧までの手続きの煩雑さや情報公開施設ごとの閲覧制限の問題、閲覧環境

が整備されていないなどの意見が多く、ＩＤリンクの今後の普及には、上記問題の解決が重要と考えられまし

た。 
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三重地域圏統合型医療情報データベース（Mie-LIP DB）事業 

 

西川 政勝、西村 有起、小椋 透、田丸 智巳  

三重大学医学部附属病院 臨床研究開発センター  

 

三重地域圏統合型医療情報データベース事業（以下「Mie-LIP DB事業」という。）の目的は、①大災害時の

患者診療情報の保全を図るとともに医療行為の支障を回避するインフラを構築、②匿名化医療情報を参加病

院、大学、行政及び医師会と共に利活用し、地域医療の適切化および医療の効率化を行い持続可能な質の高い

地域医療連携の推進、また、国民の健康寿命の延伸や医薬品の有効性・安全性評価を行う基盤を整備するもの

です。三重県下の三重安心医療ネットワーク（ID-LINK）参加の中核病院 10病院で 30万人規模の医療情報デ

ータベースを目指しています。統合型医療情報 DBのシステムは三重地域圏で作るものの日本のモデルになる

べく産官学民で連携して構築しています。各参加病院の電子カルテ（HIS）の一部の医療データ（患者情報、

病名データ、検査値データ、薬剤データ等）を SS-MIX2サーバ→ID-linkサーバ（GWとして機能）に格納し、

VPN回線で XDS.bサーバ（HTBⓇ）に参加病院別に格納、コード標準化とデータ集合化を行います。このデー

タを用いて目的①の大震災時の診療支援に用います。XDS.bサーバのデータを匿名化し秘匿化サーバに集積し

目的②の調査･研究に利活用します。セキュリティのため、保守・管理とデータ解析は、Mie-LIP DB処理セン

ター（Mie LIP DB センター）のみが利活用者の研究計画書に基づき行い、解析データのみを利活用者に報告

します。Mie-LIP DBの構築には、医療情報の取り扱いに関する各種ガイドライン、統合研究倫理指針、個人

情報保護法の遵守、各調査・研究については研究倫理審査委員会の審査に基づく参加病院長の許可などが必要

です。Mie-LIP DBが構築できますと、目的①の緊急時の国民の安心･安全な医療の提供に貢献できます。目的

②の調査・研究面からみますと、地域版疾患レジストリ、医薬品安全性情報の収集やオーダーメイド医療の提

供や予防医療の推進などが可能に、また、医療の均てん化、効率化にも貢献できるものと考えられます。セキ

ュアな質の高い医療情報系データベースの構築は、適正に利活用することで極めて広範囲な応用が可能で“健

康医療戦略”に掲げられている近未来医療の開拓と評価につながることが期待されます。 

 

  地域圏統合型医療情報データベース（30万人）の概要
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②
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ｻｰﾊﾞ

電算室（サーバセンター）

参加医療機関
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情報/診療ﾃﾞｰ
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自立的な運営が可能
医療系DBを用いて行政や製薬企業等

との委託研究・調査研究･受託研究を
推進し、自立的な運営を行います。

医療・健康・福祉の向上
地域版疾患レジストリ、安全性情報

(副作用情報)の収集、オーダーメイド
医療の提供や予防医療の推進、医療
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一 般 演 題 抄 録  

座長：櫻井 洋至（三重大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科） 
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「ちょうかいネット」における取り組み 

～検診情報の開示ならびに診療予約システムとの連携～ 
 

島貫 隆夫、佐々木 邦義、斉藤 塁、冨樫 ルミ、塚形 晃、栗谷 義樹 

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 

 

 「ちょうかいネット」は、山形県庄内２次医療圏における、ID-Linkを活用した地域医療連携ネットワークで

あり、平成 23年 4月より稼働を開始した。現在、情報開示施設は 6か所である。診療録の全面開示、DICOMデ

ータのダウンロード許可を加入の必須条件としており、Participant利用、ems機能も普及してきている。今回

は、ちょうかいネットの現況とともに、検診情報の開示や診療予約システムとの連携への取り組みについて報

告する。 

 ちょうかいネットの登録患者数は平成 28年 5月 1日現在 21,292人である。医療情報開示病院は５施設で、

Net4U（ヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク：稼働後 15年経過）を加えて 6か所が開示施設となっている。

参照施設では病院が８、医科診療所が 63、歯科診療所が 13、訪問看護ステーションが 4、老健施設が 6、福祉

施設が 16、薬局が９、そして検診センターが１か所である。 

 平成 28年 4月 1日より、ちょうかいネットでは、庄内検診センター（酒田市）で実施した検診のうち、酒田

市国保の検診データ開示利用を開始した。同センターの平成 27 年度実績では、検診者 49,676 人のうち酒田市

国保分は 9,561人で、全体の 19.5％であった。開示内容は、検診の報告書、胸部単純 X線写真、上部消化管透

視画像、マンモグラフィー画像、腹部超音波画像などである。心電図は、デジタル化後に接続予定である。さ

らに周辺の遊佐町、庄内町の国保の分、協会けんぽの職域検診についても開示できるように交渉を進めている

ところである。 

 当院では、平成 11年よりインターネットを介した診療予約、CT・MR予約を行っていたが、平成 28年 3月 1

日より診療予約システム「ヘルスクローバー」に変更した。これはシーエスアイが提供する診療・検査予約 Web

サービスで、同社が提供する電子カルテ MI･RA･Is と直接連携し、診療や検査の予約を実現することが出来る。

ちょうかいネット(ID-Link)からシングルサインオンでヘルスクローバーの利用が可能であり、すでに「ちょう

かいネット」に登録されている患者では、ID-Linkから簡便に当院の診療や CT・MR検査の予約ができ、さらに

診療情報提供書作成や ID-Link 上での共有も可能である。3 月の実績では利用者数は 254 名で、全紹介患者の

17％にとどまった。利用側者は 24時間の利用が可能であり、病院側では事務作業の効率化が期待出来るものと

期待され、今後普及に努めていく。 
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いしかわ診療情報共有ネットワーク 遠隔画像診断と， 

調剤薬局との情報連携の実際 
 

吉田 吏志１）、横山 邦彦２）、卜部 健２）、小林 晃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 

 

 2006年 4月、当院は画像参照に特化した地域連携システム（ねっと PET,2007年商標登録）を稼働させ、周辺

医療機関からの診療画像と読影レポートの参照を可能とした。2013年より電子カルテ上の経過録、文書情報等

も公開し、本システムは PET/CTや MMG等の大型医療機器の共同利用の推進、リアルタイムでの画像検査結果の

把握など、地域包括ケアのツールとして活用されることとなった。 

 2013年 11月、当県は地域医療再生計画の事業として「いしかわ診療情報共有ネットワーク」を稼働させ、上

述の機能を踏襲したまま県下の利用システムを一本化することに成功。患者がどの医療機関を受診しても、同

一のインターフェースによって情報共有できる仕組みを構築した。稼働から 10年を経た現在、累積登録患者数

は 16,220件となり、甚大なトラブル無く安定稼働している。 

 運用面では他県にない特色を持ち、石川県、医師会、大学病院を含む主要な医療機関が協議会と運営委員会

を構成している。このため、実運用における課題の共有や、提案の吸い上げが容易であり、モデル事業として

様々な実証実験に取り組むことができる。 

 当院では 2015 年 10 月より、同企業団の公立つるぎ病院との間で「いしかわ診療情報共有ネットワーク」を

用いた遠隔画像診断を開始。翌年 3 月までに 151 件の実績を得て、その成果を確認したところ、医用画像ファ

イル（DICOM）の取得および医療画像情報システム（PACS）への格納に多大な時間を要することが判明した。 

この他、当院と調剤薬局の調剤情報を双方向に共有する実証実験を行い、地域包括ケアにおける「かかりつ

け薬剤師、および在宅への訪問薬剤師業務」の補助に活用できるか検証した。調剤情報のアップロード手段と

しては、USB メモリ等の記憶媒体を用いて手作業で送信するか、調剤システム内部から自動で電送する方法が

考えられた。 

前者は導入にシステム面の改修を必要としないが、必然的にアップロードそのものに事務工数が掛かるよう

になる。加えて、調剤システムからの個人情報を含むデータの抽出や、公開対象患者の選択間違え等による情

報流出・紛失の危険を高めるため、情報セキュリティや企業コンプライアンスに対応することが難しい。 

そこで、当モデル事業においては、調剤システム処方 IF 共有仕様（NSIPS）を標準インターフェースによっ

て変換、調剤システムより直接「いしかわ診療情報共有ネットワーク」に繋ぐ機構を提案し、アップロード作

業におけるヒューマンエラーを除外。本運用並びにモデル事業における調剤情報の自動アップロード機能を構

築した。 
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ＪＬＡＣ１０を利用したサマリビュー機能について 

 

船木 千春  

市立函館病院 医療情報企画課課長 

 

【目的】地域連携システム（ID-LINK）では、個々の病院の検体検査マスターが異なるために検査結果時系列

表示が整列した状態で閲覧することができない。 

そのことを解消するために JLAC10（臨床検査項目分類コード）を地域連携システムにて利用した。 

それぞれの連携病院（データ公開施設）の検体検査結果マスターに JLAC10コードを結びつけることにより、

ID-LINKでは、連携病院どうしの検査結果を時系列表示（サマリービュー機能）することが可能となったので

報告する。 

  

【方法】本来 JLAC10は 17桁のコードを使用するが、使用したのは・分析物コード（5桁）・材料コード（3

桁）の計 8桁を主に使用。臨床検査技師として連携に必要不可欠な項目を約 150項目の検査項目を時系列表示

可能にするために各連携病院にて検査結果マスターに指定した項目の JLAC10コードを設定していただくよう

お願いをした。 

  

【結果】連携病院の検査結果が時系列表示されることにより一覧性は向上した。今後利用状況により、現在の

項目以外のニーズがあれば順次増やしていきたい。 
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ID-Linkを活用した多職種間連携ネットワークの取り組み 

～TMNIT in Hokkaidoの実践報告～ 
 

中尾 崇１)、清水 信明１)、白石 健児１) 

成松 直人２)、阿部 兼吾２)、石川 寛則２)、楠野 智則２)、佐藤 勇人２)、関川 竜司２)、土保 勇男２)、 

永石 信介２)、中上 美伸２) 

１）医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院経営管理部 渉外課 

２）TMNIT地域医療連携担当者会議メンバー 

 

１．TMNITとは 

2006 年、札幌市医師会手稲区支部の有志が、「地域で患者を診る」「地域完結型」をキーワードに、「IT 機器

を用いた手稲医療連携研究会」を発足した。2012 年の ID-Link 稼動を契機に、「IT 機器を用いた（総合コミュ

ニケーション）医療連携研究会 “TMNIT in Hokkaido”：Total Communication and Medical Network using 

Information Technology in Hokkaido」（以下 TMNIT）として発展し、ID-Linkを活用した診療情報連携に積極

的に取り組んでいる。 

２．TMNITにおける IT連携の変遷 

TMNITでは 2008年からグループウェア「My Web Medical ver4.0」を運用し、2009年にはこのグループウエ

アを活用し、後志地区の住民の安心安全定住を支える診療体制構築に参画し貢献した。2011 年 2 月、「地域で

有効なシステム」を多角度から検討した結果、ID-Linkの採用を全会一致で採択。手稲渓仁会病院を情報開示病

院とし、ID-Linkを活用した「地域診療情報連携推進事業計画」（厚生労働省）の承認、試験運用を経て 2012年

4月から稼働した。 

３．医療連携ネットワークと ID-Linkの活用について 

 手稲渓仁会病院では、地域医療連携室を開設した 2003年から更に地域医療連携に力を入れ、2004年より「提

携医療機関登録」（連携医療機関登録）を開始し地域医療連携の素地を築いた。その後、大腿骨近位部骨折地域

連携パス、脳卒中地域連携パス、前立腺がん地域連携パス、五大がん地域連携パスなど疾患別の医療連携に取

り組んでいる。これらの連携先医療機関に ID-Link を活用した診療情報連携を提案しながら、利活用について

検討を重ねている。 

４．「事務レベル会議」改め「地域医療連携担当者会議」 

 TMNITでは、順法・安全運用、参加医療機関の拡張、利活用の推進などを目的に、毎月、「地域医療連携担当

者会議」を開催している。規模や役割の異なる医療機関から、特定の職種を選出するのは困難であり、メンバ

ーは多職種、多職位で構成している。「地域コンセンサス」を得ながら、確実に前進している。 

５．将来展望 

 2016年の診療報酬改定では、「検査・画像情報提供加算」、「電子的診療情報評価料」が新設された。今まで無

償で行っていた各種業務が「評価」された結果として受け止めている。反面、患者さんにとって「自己負担」

が発生するため、より適正運用が求められる。胸襟をただし ICTの活性化に更に邁進したい。 
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ID-Linkのネットワーク上での地域連携パスシステムの運用 

 

長友 篤志１）、坂田 修治２）、髙島 洋３）、上床 武史４）、杉森 宏５）、片渕 宏輔６）、徳永 尚子７）、 

園田 美佐枝７）、田中 聡也８）、林田 潔９）、原 章１０）、三浦 義弘１１） 

１）佐賀県医療センター好生館 医療情報部 

２）佐賀県医療センター好生館 脳神経外科 

３）佐賀県医療センター好生館 脳神経内科 

４）佐賀県医療センター好生館 脳血管内科 

５）佐賀県医療センター好生館 脳卒中センター 

６）佐賀県医療センター好生館 リハビリテーションセンター 

７）佐賀県医療センター好生館 地域医療連携センター 

８）佐賀県医療センター好生館 医療情報部 

９）佐賀県医療センター好生館 副館長 

１０）佐賀県医療センター好生館 ライフサイエンス研究所 

１１）木村情報技術株式会社 システム・サポート部 

 

佐賀県では、佐賀県診療情報地域連携システム協議会（以下「協議会」とする）が、県全域を対象に、佐賀県

診療情報地域連携システム「ピカピカリンク」（以下「ピカピカリンク」とする）を運用しており、当院が協議

会事務局を務めている。 

 当院では、平成 27 年度の佐賀県の地域医療介護総合確保基金の補助も受け、佐賀県地域連携パスシステム

（愛称：さがんパス.net）（以下「本システム」とする）を開発した。 

 本システムは、ID-Linkとは独立したものであるが、ID-Linkのネットワークに所属し、ID-Linkの「カスタ

ムリンク機能」により、ID-Linkの利用者情報及び患者情報を連携して起動する。このため、利用者は、本シス

テムを、ピカピカリンクの一機能としてシームレスに利用することが可能である。また、ID-Linkの公開施設以

外の施設についても、ある患者の地域連携パスに関与する場合は、本システムに自施設に係るデータを入力し、

公開することが可能であり、本システム内においては、診療情報の双方向の共有が実現されている。 

 本システムの運用により、従来、紙で運用され、患者に付随して施設間を移動するがゆえに困難であった地

域連携パスの集約化・データベース化が実現され、蓄積されたデータの二次活用を通じて、地域連携パスの改

善、延いては、地域における診療の質の向上が期待される。 

 本システムは、平成 28年 5月に、脳卒中地域連携パス（県下統一）について、当院が計画管理病院を務める

グループ（36施設）にて運用を開始したばかりであり、当面は、グループ内での安定運用を目指すことになる

が、将来的には、他の計画管理病院・グループへの展開や、他の疾患（大腿骨頚部骨折、がん等）への拡大を

目指しており、この方向性については、協議会の了解を得ている。 

 本システムの実際について報告する。 
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医療と企業間の情報・サービス共有プラットフォーム構築の構想 

〜医療従事者～企業間の新たな信頼関係構築をサポート〜 

 
前田 全紀 

IMSテクノロジー・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 

 

はじめに、このたび“第 1回三重医療安心ネットワーク研究会”にて ID-Link をご利用されているユーザー

の皆様の前で発表の機会を頂きましたことに大変感謝しております。  

私は、約 10 年前に勤務していた IT 企業にて、ID-Link の技術的支援をさせて頂いておりましたが、当時よ

り ID-Linkと株式会社エスイーシー・伊藤様の医療に対するコミットメントとビジョンに魅せられた“ファン”

でもありました。 

そのような長年の想いを経て、伊藤様とご一緒に、新規のサービス・モデルの構想を推進できる環境が整い、

現在、詳細を検討させて頂いているところでございます。 

今回、皆さまにご紹介させていただくのは、ライフサイエンス企業（主に医薬品・医療機器企業。以下、企業）

の参画により地域医療に貢献するモデルの構想についてです。構想段階でありますので皆様のご意見、ご要望

等をお聞きできれば幸いです。 

昨今は、医療従事者と企業の関係が希薄になりつつあることに危機感さえも感じます。近いようで遠い医療

の現場と企業の運営には、両者の協働体制を推進させるための地域レベルの仕組み、つまりは企業側からの歩

み寄りにて地域レベルでの新たな信頼を得て、ヒト・モノ（特に情報とサービス）・カネを地域に循環させるモ

デルが必須であると考えております。 

しかしこれからは、IT の利活用や医療の現場との協働の下、“今までに扱えなかった情報が扱えるようにな

る”、“今までには無かった地域との協働体制を構築する”ことができるようになり、企業においては、このよ

うな協業体制が実現することで、新たな医薬品の開発工程、サプライチェーンや安全性管理の一層の可視化、

地域医療への新たな製品やサービスの提供、そして営業＆マーケティングのモデルの進化、といった医療イノ

ベーションを進めることができるようになると考えております。 

しかし、残念ながらも現状では、多くの企業がこの状況を乗り越えるための“打ち手”が足りません。地域

医療に貢献する活動を推し進めたい、ただし“何からどうやって始めるのが良いか分からない”という状況で

す。 

これは、企業単位の『点』ベースでの試みで課題解決をしようとするあまり、クローズドな『点』ベースの

“時間”・“労力”・“投資”に注力してしまっていること、また旧体制に縛られており、顧客である医療従事者

や患者のニーズや変化に応えるための仕組みや新体制が不十分であるというような点も原因の一つと考えてお

ります。 

今回ご紹介する構想は、医療の最前線でご活躍の先生方と企業の課題を解決する最初の一歩、となることを願

っております。 

本研究会への参加で学びの機会とさせて頂くとともに、ユーザーの皆様のご意見・ご期待・課題をお聞かせ

頂ける貴重な機会とさせて頂きます。 

何卒宜しくお願い申し上げます。 
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地域医療連携における IHE標準に関する ID-Linkとの取り組み 

 

洪 時宗 

株式会社システム計画研究所 事業本部 第１事業セグメント統括マネージャ 

 

 地域医療連携では、複数のシステム、サービスが組み合わされて利用されるケースが多い。このような場合

に問題となるのは、施設／職員の一元管理、患者情報の一元管理である。本演題では、標準技術(IHE)を用いる

ことで、それらの問題を解決することが出来た事例と技術解説を行う。 

 IHEは、医療情報システムの相互接続性を推進する国際的なプロジェクトで、DICOMや HL7などの標準規格を

使用して、医療情報システムを統一的に運用するためのガイドラインを策定している。IHEでは、医療現場での

一般的なワークフロー分析を行い、その結果導き出された業務シナリオを「統合プロファイル」として定義し

ている。 

 本演題では、各地域の課題について、下記の統合プロファイルを適用して解決した事例を紹介する。 

・「患者基本情報問い合わせ(PDQ)」／練馬医療連携ネットワーク（練馬総合病院） 

・「患者 ID相互参照(PIX)」「文書共有(XDS.b)」／びわ湖メディカルネット（滋賀県医療情報連携ネットワーク

協議会） 

・「医療提供者管理(HPD)」／晴れやかネット（医療ネットワーク岡山協議会） 
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地域包括ケアシステムにおける 

ハートネットホスピタルの現状と課題 
 

大野 秀棋、杉原 信、大場 栄、鍛治 恭介、黒瀬 亮太、齋藤 代志明、長谷川 洋一、高桑 浩、 

小林 正洋、加藤 実、羽柴 厚、安田 健二 

金沢市医師会ハートネットホスピタル運営委員会 

 

【はじめに】第４回全国 ID-Link 研究会において、平成２５年９月より運営する多施設・多職種連携を目的と

した、金沢市地域医療連携システム（通称；ハートネットホスピタル、以下 HNH）について報告した。また、県

内では 32 の基幹病院によるいしかわ診療情報共有ネットワーク（以下、いしかわネット）が運用されており、

当市では急性期から在宅期までが ID-Link 網で繋がる状況となっている。【利用状況】主に既報からの変更点

について述べる。合計参加施設数は１６５施設から１９８施設に増加。いしかわネットの情報提供病院は３施

設から６施設に増加。メディカルスタッフの施設数は２０施設から４２施設に増加。利用職種は、地域医療連

携室職員、介護福祉士を加え、現在１７職種となっている。平成２８年５月時点の HNH 施設間を結ぶ同意書数

は合計で１２７６枚（前回２４９枚）、うち HNH 同意書は３１０枚（前回９８枚）、いしかわネット同意書は

９６６枚（前回１５１枚）であった。アクセス数も前回より概ね倍増している。利用者への聞き取りでは、褥

瘡などの臨床画像情報の共有、ターミナルケアでの頻回な連携、診療所からのアップロード機能による情報提

供が有用であるとの意見が得られた。 

 

【課題】利用者が限られており市内全域に普及できていないことが挙げられる。地域包括ケアシステムの支援

ツールとして ID-Link をさらに活用するためには、その地域に顔の見える連携が構築されていること、地域の

医療介護施設の利用登録がある程度進んでいる必要がある。一方、多様な利用者が参加する医療 ICT では、適

切なセキュリティシステムとセキュリティ教育の徹底が肝要であり、利用施設の登録促進をはかりながら利用

者の質を担保することが課題となる。ユニオンの課題では、市内の全ての基幹病院が HNH に参加していないこ

とや、複数ユニオンによる運用の仕組みについて分かりにくいとの指摘も多い。その他、患者本人やインフォ

ーマルケアの方々の参加についても今後の課題であった。【考案】当会では HNH 講習会などで利用促進を図っ

てきたが、その効果は限定的であった。今後の普及については、いしかわネットとの連携強化、当会の事業に

加えて在宅医療・介護連携推進事業を活用して、医療 ICT の利用法、セキュリティ教育についての情報提供を

行うことが適当と考えている。具体的には、当会事業として在宅医療の担い手を育てる研鑽会の設置、情報共

有シートの作成、在宅支援診療所の機能マップ図の作成、インフォーマルケアの参加についてのシステム検討

などを行なっている。また行政と連携して在宅医療・介護連携推進事業の準備、事例検討会を通じた周知活動

を進める予定である。 
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Ａ３アセスメントシート導入によるＡＤＬ情報の可視化と医療介護連携 
 

神田 理１）、水関 清２）、長谷川 正２）、立花 典子３）、田畑 美由紀３） 

１）函館渡辺病院 外来医事課 係長 

２）函館渡辺病院 循環器内科 

３）函館渡辺病院 看護部 

 

人口減少社会では、病気を治すより体を整え生活環境を整える地域密着型医療の比重が高まると想定されるが、

その運用のカギは医療介護連携体制の構築である。われわれが導入したＡ３アセスメントシート（以下、Ａ３）

による ADL 評価は、その要請に応え得る手法であり、基本構造は活動・食事・排泄・精神・社会参加の５項目

からなる。さらに「活動」は細分化されて「基本動作、歩行・移動、入浴動作、整容（口腔ケア・整容・衣服の

着脱）」の計６項目となり、病院医療でおなじみの看護必要度や Barthel Indexの準拠指標等の ADL評価に対応

する。「精神」は「オリエンテーション・コミュニケーション・精神活動」と機能レベル別に２分する。「社会

参加」の項で「社会交流、余暇」を問う事で、介護の要請にも対応する。上記の細分化の結果、Ａ３は計１４

項目から構成され、各項目は実施困難な「段階１」から、万全な「段階５」までの５段階で評価される。この

方式の際立った特長は、イラストと短い説明文を併用表示する事で直感的理解を促すという点にあり、Barthel 

Index や FIM などの医療分野での汎用指標に比べて理解が容易で、一般人でも記載が可能である。反復実施す

る事で ADL の変動も評価できる。しかしながら、多忙な医療現場での導入には、運用上の工夫が必要である。

われわれは、まずＡ３への記載は、そのまま紙ベースとし、記入済み事項をエクセルシートに入力することで

電子化した。次に結果は、各項目を円周の周縁に配置した。レーダーチャートで表示する事で、直感的理解を

容易にした。アセスメント項目の配置は、より低位の物から時計回りに身体的・手段的・社会的 ADL とし、チ

ャートの周縁線の凹部が、障害の強い ADL 領域であることをひと目でわかるように工夫した。他の医療機関や

介護機関への紹介を含めた連携や多職種カンファランスの際には、印刷媒体を配布することで説明時間の短縮

をはかり、円滑な情報共有を支援した。 
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地域との融合をめざす 

～ 天かけるネット、保健分野「未病ケア」への取組 ～ 
 

佐野 弘子１）、土本 正治２）、田中 学３）、高原 茂嘉４）、伊藤 勝陽５） 

1 ）NPO法人天かける 地域連携担当理事 

2 ）尾道市立市民病院 名誉院長 

3 ）株式会社ウエルクル 代表取締役 社長 

4 ）尾道市福祉保健部保険年金課 課長 

5 ）尾道市医師会介護老人保健施設やすらぎの家 施設長 

 

天かけるネット協議会(天かける医療介護連携事業運営協議会)は 2011年に発足した。尾道市医師会、因島医

師会を中心とする地域に根差したマネジメント能力に支えられ、体制を維持してきた。事務局は設立当初から

NPO法人天かけるが担当している。事務局は「現場医療者に過度の負担をかけない運営を実現する」「一歩先の

ニーズを読む」を目指した。ここでは一歩先のニーズ:「保健分野の機能強化」について報告する。 

医療・介護・保健という既存の枠組みは、本来一体のものであるが制度的な影響から分断されている。そこ

で、地域のニーズに即した形を求め、地域包括ケア ICT(天かけるネット)に保健分野の情報を融合させる仕組

みを検討した。 

健診結果と経年のデータ分析指標との比較から読み取れる情報は「保健師が取り扱う保健情報」であると同

時に「医師が取り扱う医療情報」でもある。天かけるネットに健診結果情報(分析ソフト含む)の利活用環境を

付加することにより、未病ケア実践の体制確立を図り、医療資源の好循環を目指している。 

地域包括ケアの中で、積極的な医師の関与を前提に、健診結果情報を有効に利用するために必要とされる機

能を整理した。 

① 科学的根拠に基づく分析・判定 

② 対象者の絞込み(検索)機能 

③ 異なる健診機関のデータを一元化 

④ グループ抽出機能 

⑤ セキュリティ機能 

⑥ クラウドサーバ機能の拡充による ID-Linkとの密連携 

昨年度に引き続き、試行錯誤を重ねながら、地域包括ケアに予防の要素を取り入れ更なる進化をはかってい

る。 

 

 

  

 



27 

 

いしかわ診療情報共有ネットワークの現状と今後の取り組み 

 

佐原 博之１）長尾 信２）、西村 元一２）、菊地 勤２）、洞庭 賢一２）、近藤 邦夫２）、大野 秀棋３）、 

黒瀬 亮太３）、杉原 信３）、小林 正洋３）、安田 健二３）、横山 邦彦４）、吉田 吏志４）、木村 慎吾５） 

１）さはらファミリークリニック、石川県医師会 

２）石川県医師会  

３）金沢市医師会 

４）公立松任石川中央病院 

５）石川県健康福祉部地域医療推進室 

 

いしかわ診療情報共有ネットワーク（以下いしかわネット）は、平成 26年 4月の本格稼働から 2年が経過し

た。平成 28年 3月末で累積登録数 16,220人、同月の閲覧件数は 42,636回と過去最高を記録した。いしかわネ

ットの最大の特徴は、県内すべての医療機関の ICT連携を ID-Linkで一本化していることである。現在 32の基

幹病院に金沢市医師会のハートネットホスピタルを加えた 33 のゲートウエイ（以下 GW）公開施設があり、利

用施設はトータル 487施設である（4月 30日 ID-Linkサービス稼働実績より）。 

本格稼働後、様々な機会で診療録の閲覧の有用性について GW公開施設に理解を求め、退院サマリあるいは経

過記録を公開している GW公開施設は、前回報告時の 3施設から現在は 10施設となった。 

いしかわネットの活用の幅をさらに広げるために、平成 27 年度から地域医療介護総合確保基金を用いて、

「ICTを用いた在宅医療・介護の連携モデル事業」に取り組んでいる。 

① 電子カルテ情報の ID-Linkへのアップロード機能の整備：上限 20万円。平成 27年度は 23診療所に整備。 

② 訪問看護ステーションとの連携実証事業：平成 27年度は 40事業所 に iPad（16GB wifi+cellularモデル）

79台を配布。事務費として iPad 1台当たり 15,000円を補助。 

 今後、さらに医療機関同士の双方向の情報共有を進め、多職種を含めた連携にも取り組んでいきたいと考え

ている。 
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因島医師会での ID-LINKを利用した 

医療・介護連携（ビロードケア）の試み 
 

岡崎 純二１）、楠見 由活２）、宮崎 康司３） 

１）因島医師会 介護老人保健施設ビロードの丘 施設長 在宅ケアセンター センター長  

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  

 

 私たち因島医師会は、開放型病院である因島医師会病院の運営、在宅医療の充実を図る目的で在宅ケアセン

ター（訪問看護ステーション・ヘルパーステーション・ケアマネステーション・地域包括支援センター）や介

護施設として小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所を運営し、４年前に介護老

人保健施設ビロードの丘を開設しております。それらの施設を運用することで、医師会員の診療の利便性を図

り、地域住民の方へ、より充実した医療・介護を適用することができていると考えております。また因島医師

会方式とも言われる、地域連携のネットワークを作り、医師会員とケアマネジャーを中心とした医療・介護の

一体的な提供、いわゆる地域包括ケアシステムを作っております。 

地域基幹病院と、開業医の医師会員との情報共有を密にするため、５年前より地域医療連携の tool として

ID-LINK を利用してまいりました。その後その連携に介護の情報を組み込むことを目的に医療・介護連携シス

テム（ビロードケア）を整備してきました。そのことにより在宅での介護、看護の情報の共有を求めることが

できると考えております。 

このシステムの情報の有用性は、在宅での利用者の ADL の変化や、医療を必要とする褥瘡の経過などその経

時的な変化を比較できることにあり、逆に即時性は余り求められないと考えております。また今後は老人保健

施設での入所者のリハビリによる ADL の効果を確認する tool としての活用方法を検討したいと考えておりま

す。 

 今回はそのシステムを紹介し、その利便性や情報量、メリットとデメリットなどを提示することで皆様方の

ご意見を頂き、今後の事業展開を進める参考にしたいと考えております。 

 

 

 


