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地域医療福祉情報連携協議会 設立準備会（発起人会） 

議事録 

 
日 時：2010 年 11 月 24 日（水） 13:00～15:00 

場 所：東海大学校友会館「阿蘇の間」 

出席者：別紙１参照 

司 会：宮本正喜先生（兵庫医科大学医療情報学・兵庫医科大学病院医療情報部 教授） 

議事内容： 

 

1．開会・挨拶（代表 田中博先生） 

本日は、大変お忙しい中、地域医療福祉情報連携協議会 設立準備会（発起人会）に、地域医

療に携わる先生方にご参集いただき有難うございます。また、オブザーバーとしてベンダーの方々

にもお集まりいただき有難うございます。 

数度にわたる診療報酬の削減や、臨床研修制度の改正等、様々な要因で地域医療が崩壊して

いる。また、超高齢化社会の中、高齢者や慢性疾患患者の増大による国民医療費の負担が増大

している。様々な意味において、危機的状況にある。そういう意味では、生涯継続的で地域包括的

なケアを軸として、地域医療の再生を今後図っていかなければならない。 

このような中で、2009 年に地域医療再生基金が各県 2 つの二次医療圏に交付され、厚生労働

省も地域医療再生への梃入れを図った。また、2010 年度も、まだ補正予算は通っていないが、地

域医療再生基金の拡充に 2,100 億円が計上されることになっている。本予算は、最先端の医療を

提供する 3次医療圏に交付される予定である。北海道 6区域と各都道府県、計 52区域に一律 15

億円（計780億円）が交付される。残りの1,320億円は、それぞれが策定する地域医療再生計画に

応じて交付される予定である。 

そういう意味で、地域医療連携をどのように作っていけば良いか、非常に中心的な課題となって

いる。ところが、地域医療連携に関する情報や経験について、意見交換する場が今のところ全国

的な規模では存在していない。現在我々を取り巻く状況の切迫性を考えると、できるだけ早く地域

医療連携をどうするかについて、意見・情報交換することが必要になる。そこで、これまでにも様々

な意見を交換させていただいた先生方を中心に、本日、「発起人会」という形で、「地域医療福祉

情報連携協議会」の設立に向けて議論していきたい。 

 

2．「地域医療福祉情報連携協議会」設立の趣旨説明（代表 田中博先生） 

わが国の医療は、特に地域医療は危機的状況にある。今後の高齢化社会に向け、持続可能な

医療制度を考えていかなければならない時期に達している。その地域医療再生の方向として、単

に病気を偶然的な災いのように捉える見方から、生涯を継続したライフプランの基に、慢性疾患や

社会的負担にいかに対拠していくかが重要である。 

戦後、病院完結型医療が続いてきたが、現在の地域医療の崩壊や医療を取り巻く危機を考える
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と 1 個の病院で患者をケアするのはもはや不可能である。そういう意味では地域完結型医療が求

められている。地域完結型医療といっても、介護や健康保険福祉と連携した地域包括的ケアを実

現する地域医療体制のベストな形態を議論し、コンセンサスを求めていかなければならない。 

本協議会は、地域医療全般ではなく、地域医療連携を作るための情報の連携はどうあるべきか

を考える会である。地域医療を支える、患者あるいは住民情報の情報基盤が無ければ今後の地域

連携は成り立たない。そこで、地域医療の情報インフラに重点を置いて考えていきたい。もちろん、

必ずしも IT だけではなく、IT のためには、いかにヒューマンネットワークを構築するか、また地域医

療情報連携をどういう形にするかという議論が先行する。 

地域医療再生基金が交付されているにも関らず、どういう地域医療を作れば良いか、全国的に

討議して深める場がない。個々には、各地で連携グループはあるが、これまでの経緯や立場を越

えて、既に 10 年程経験のある地域も、今後新しく地域連携を始める地域も、等しく参加して議論す

る場が無い。むしろ、これからどうしていけば良いか困っている地域の方もいらっしゃる。そういう意

味では、経験や情報を交換する場が必要であり、そのために「地域医療福祉情報連携協議会」の

設立を提案したい。 

既に当団体を立ち上げることについては、内閣官房や厚生労働省、総務省、経済産業省を訪

問し、同意・承認を得たところである。 

本協議会の目的は、何か 1 つの政策にまとめ上げるのではなく、まずは地域における介護・健

康・福祉における情報連携に関してよりよい実現形態を求めて、まずは経験・意見を情報交換する

場を作る。その中で、共通の理解が得られればそれを提案していく。一定の政策に導くものではな

い。あくまでも、会員相互の意見交換の場としてこのような機会を設けたいと考えている。 

 

本協議会の課題は、次の通りである。 

・ 地域医療福祉情報連携の至適形態実現を目指した意見交換・情報交換 

・ 循環器疾患・糖尿病などの代表的慢性疾患の地域医療情報連携クリティカルパスモデルの

検討と普及 

・ 地域医療情報連携における疾患別連携情報項目の標準化に向けた検討 

・ 地域医療福祉連携コーディネーターの人材育成 

・ 日本版 EHR(生涯電子カルテ)実現に向けた長期戦略 

・ 地域医療連携における患者 ID 統一化に向けた検討 

・ 地域医療連携の診療報酬へ反映に対する行政への働きかけ 

 

実行体制は、本協議会の発起人会を「連絡幹事会」という形にしたい。本日の発起人会のメンバ

ーが発起して「全国連絡会議」として「地域医療福祉情報連携協議会」を構成する。本協議会には、

「地域連携会員」だけでなく、今後、学会、工業会、各種医療団体との関係も重要であることから

「団体交流会員」という形で協議会を構成していきたい。 

また、私が厚生労働科学研究の班長として地域医療連携の標準化を 3 年以上に渡って様々な
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議論を行なっているが、その研究班を「NPO 法人地域医療情報連携推進機構」として当協議会を

支える形にしていきたい。ただし、主催はあくまでも本日の「発起人会」が地域医療福祉の情報共

有を図る交流の場として「地域医療福祉情報連携協議会」を提案するという形でいきたい。 

実行体制 

推進団体協議会本体

地域医療福祉情報連携協議会

全国連絡会議 地域医療情報連携
推進機構（RHII)
（NPO)

理事会
事務局

（シードプ
ラニング）

団体・個人会員
ITベンダー
賛助会員

地域 地域 地域
医療
団体

連絡幹事会

学会

地域連携会員
工業会

団体交流会員

行 政
内閣官房/総務
厚労/経産

オブザーバ
参加

 

 

趣旨としては以上の通りであるが、当面は意見交換や疾患別連携情報フォームの標準化、シス

テム開発立案に向けた協力や相談、地域医療福祉連携コーディネーターの人材養成、レセプト・

義務的健診のナショナルデータベースの地域医療促進に向けた活用方法の探求、患者・国民 ID

の統一化に向けた検討等を行なっていきたい。 

本日の会の目的は、事前に当協議会にご賛同いただいた先生方に「発起人」として「地域医療

福祉情報連携協議会」立ち上げに関してご賛同いただき、また様々なご意見をお伺いしたい。 

 

3．発起人自己紹介・活動紹介 

(1) かがわ遠隔医療ネットワーク（K-MIX） 
原 量宏 先生 香川大学瀬戸内圏研究センター 特任教授 

2009年3月まで香川大学付属病院の医療情報部を担当。電子カルテは、公認の横井教授

にお任せして現在は地域医療連携業務を担っている。 

香川遠隔医療ネットワーク（K-MIX）が出来たきっかけは、平成 10 年～11 年の通産省の全

国 26 地域電子カルテネットワーク構築事業である。その 1 年前に、周産期電子カルテのプロ

ジェクトをスタートした。K-MIX は、当初 25 の医療機関とネットワークを組んでいたが、現在は

100 を超えている。香川県外の医療機関も、十数か所参画している。地域医療再生計画の予

算で、ある県の 100 数か所の医療機関が K-MIX に加わっていただける予定である。 

K-MIX のシステムの特色は、地域医療連携用のサーバを一か所に集めているところである。

最近、大病院の電子カルテを参照するというシステムが流行っているが、我々はデータそのも
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のをデータセンターに集めてそれを参照、もしくは相手側の病院へ送るという考えである。さも

なければ、EHR や PHR として個人がなかなか利用し難い。 

また、これまでに様々なテレビ会議システムが開発されてきたが、遠隔医療もしくは地域医

療連携のテレビ会議システムは、独立のものが多かった。我々は、Web 会議システムと連携し

て電子カルテの内容もリアルタイムで閲覧できるシステムを稼働させている。そうなるとセキュリ

ティも重要になるため PKI も実装している。また、実証実験として 2009 年から 2010 年 7 月ま

で実施した社会保障カードも実装している。医療関係者は HPKI で個人認証と資格認証を、

個人が PHR を使用する場合には社会保障カードを使用する準備をしている。こうなってくると、

逆に個人個人の情報をデータセンターに集めれば、医療機関の電子カルテでも参照できるよ

うになる。 

現在力を入れているのは、電子処方箋である。2010年11月29日からスタートする。大学病

院の電子カルテで処方をクリックすれば、患者が行きたいところの薬局で、病名、処方、検査

情報が見られる。逆に副作用情報が病院に送られる。またそれらのデータが蓄積されて、治

験等のデータ収集に役立つ。 

(2) わかしお医療ネットワーク 
平井 愛山 先生 千葉県立東金病院 院長 

我々の地域は、原先生と同様に平成 12 年～13 年の当時の通産省の全国 26 か所の広域

電子カルテネットワークのプロジェクト事業でスタートした。 

我々のシステムの特徴は、医療過疎地域の中で、病診連携と保険薬局を加えた地域を支

える人の繋がりと合わせて情報の繋がりを構築している。通常の病診連携の他に、保険薬局と

オンラインで繋いで服薬指導も可能である。 

4 年前から、急速に増加している糖尿病や慢性心臓病に対しての診療連携をやってきたが、

そこを支える基盤として糖尿病の連携パスを電子化したシステムを構築した。それ以前にも紙

ベースでの連携パスは行っていたが、IT 化をすることは様々な点で重要だということで、広域

電子カルテのサーバ上に慢性疾患管理を視野に入れた電子化パスを立ち上げた。この中で、

糖尿病患者の層別化を行って、重症化を予防していくことが大切だということが分かった。 

地域医療の在り方の中で、慢性疾患の重症化を、患者を層別化して優先的に取り組む患

者をセレクトして、そこに介入することによって急増する医療費、具体的には糖尿病性腎症に

よる透析患者の急増に対する歯止めにする。また、マクロアンギオパチーによる虚血性心臓

病の増大に対する取り組みをする。これらのことを行ってきた中で見えてきた非常に重要なこ

とは、糖尿病とそのミクロ・マクロアンギオパチーの重症化防止をするに当たっては、極めて限

られた少数の項目で地域の糖尿病患者の層別化が可能である。HbA1c、腎機能の eGFR、

U-Alb、U-pro、IMT（頸動脈エコー）、LDL-C の 6 項目をミニマムデータセットとして電子化パ

ス上でデータ入力し層別化を測るプログラムを立ち上げれば、非常に効率的に疾病管理が可

能である。このことは、2011 年の 2 月 12 日に糖尿病情報学会が開催する糖尿病の情報連携

のミニマムデータセットに関する公開シンポジウムで、これをベースに最終的な学会の案が提



 5

示される予定である。 

今申し上げたように、我々は電子化の連携パスをベースにして慢性疾患の管理を地域で行

えるような、いわゆる日本版の地域連携 EHR というものを提案してきた。今後は具体的に層別

した患者についての介入によって、医療費の急増に対して歯止めが掛けられるのかどうか、

地域ぐるみで検証していきたいと考えている。 

(3) 東海医療情報ネットワーク  
吉田 純 先生 中部ろうさい病院 顧問 

現在は、中部ろうさい病院の特別顧問であるが、2年程前は名古屋大学の脳神経外科医で

あった。脳神経外科で最も中核の疾患である脳卒中について、公的病院 50、一般病院 50 の

間をどう連携するかを考え、10 年程前からいろいろなシステム構築を行ってきた。 

平成 18 年～20 年度に、経済産業省事業から地域医療情報連携システムの構築・実証事

業を受託した。地域医療情報は疾患別が非常に重要である。その中で我々は脳卒中連携シ

ステムと医療連携の確立を行ってきた。連携パスも、日本の脳卒中学会や日本脳神経学会、

救急医学会と連携してパスを作り、それを標準化し、さらに本事業の中で如何に共有化してい

くかということで、急性期、回復期、維持期、在宅までをシームレスに繋ぐシステムを作ろうとい

うことで始めた。平成 18 年～20 年度はシステム開発を中心に行ったが、その中で開発したの

が「HiMeLC(ハイメルク)」とういシステムである。本システムの通信は光の閉域網で、システム

は CDA／XDS で共有化し、分散型のネットワークを構築した。施設としては 50 病院程度を繋

いで開発システムの実証を行った。しかしそれを全て実用化するのはなかなか難しく、その後

「NewMeLC(ニューメルク)」という簡易型のシステムを開発した。低コスト普及型ということで、通

信はインターネット VPN を使用し、システムは汎用ファイル/CDA、運用は ASP／SaaS を用い

た集中型ネットワークとした。総務省の事業の中で行ったもので、心筋梗塞を対象疾患として

実施した。現在、二次医療圏内外の疾患別連携医療スタイルシステムを作ろうということで実

施している。 

そうした中で、これらのシステムを如何に実用化していくかという壁に当たる。システムだけ

作ってもなかなか上手くいかない。そのために、その地域が望むものを作らなければならない。

救急や在宅医療ネットワークなど地域で必要なものを作りながら、その地域の連携を作ってい

くということをやっている。現在 7つの二次医療圏で連携が始まっている。その中で、それぞれ

の見守りシステムやドクターカー支援システム、在宅医療用電子カルテなど、地域に合わせた

ものを作っている。これらが実用化レベルで現在始まっているが、これらの基になるNewMeLC

ネットワークで医療介護福祉にまたがるクラウドを形成し、統一された地域健康情報網を構築

していこうと考えている。 

これを機会に、開発したものを当該地域だけでなく、全国にいかに普及させていくかがこの

協議会の中で一番重要になるかと思う。今後とも宜しくお願いいたします。 

(4) 道南地域医療連携ネットワーク「道南MedIka」 
代理：辰巳 治之 先生 札幌医科大学大学院医学研究科 生体情報形態学 教授 
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北海道地区の報告をさせていただく。道南および西部地区でプロジェクトを推進している。

基になるのは、NORTH（ノース）、JAMINA（ジャミナ）、NPO 法人地域連携推進機構で連携し

て行っている。平成 5 年に NORTH で立ち上げて、道内の情報化を図ってきた。その後医療

情報ネットワークをつくろうということで、平成 7 年に科学技術振興調整費で MDX を立ち上げ

た。それを活用して医療情報専用ネットワークを構築してきた。平成 20 年度に函館地区で地

域 ICT の利活用事業を活用し、翌平成 21 年度にユビキタス特区事業を活用し、さらに平成

22 年度は ICT ふるさと元気事業を活用してネットワーク構築を図ってきた。 

コンソーシアムを立ち上げて北海道でやろうとしているが、なかなか難しいのは単なるコンピ

ュータネットワークの導入だけでなく、人のネットワークが非常に重要であるということで、人の

ネットワークを作ってきたが、実は人のネットワークを作っても駄目だということが最近分かって

きた。ネットワークの上で、人と人がどういう情報をやりとりして、思わず使ってみたくなるような

ところが無いと上手くいかない。そこで、EHR 研究班で先生方が行なっている良いところをつ

まみ食いさせていただいて、この点を改善していこうと考えている。 

まずは函館を中心にネットワークを構築したが、北海道は広いため、あちこち繋ぐといっても

数か所である。しかし距離があるため、ある意味で非常にインパクトがあり役に立っている。こ

れを拡張して室蘭まで広げたが、道南・西部地区でもまだ空白地帯がある。この空白地帯を

繋ぐために、小樽や札幌からバックエンドサポートができるように、平成 22 年度事業を行って

いる。 

(5) あじさいネットワーク  
柴田 真吾 先生 市立大村市民病院麻酔科医長 兼 医療情報企画部長 

NPO法人長崎地域医療連携ネットワークシステム協議会の理事を務めている。本業は麻酔

科医である。地域の中核病院で、医療情報と医療安全管理、地域連携室長等病院の雑務を

行う中で、地域医療連携の IT 化も行っている。 

あじさいネットは、資産は何一つ持っていない。アプリケーションも持っていない。ただし運

用の徹底的なノウハウを持っている。 

NPOとしてあじさいネットに参加してもらうには、かかりつけ医の会員が、運営議会が開催す

る60～90分の運用講習会を受けてもらわない限り ID・パスワードを発行していない。設立から

運用に至るまで手弁当で行っており、補助金や助成金は一切もらっていない。そのため出来

る限り自前の回線と PC を使用し、会員からは NPO の入会金と会費をもらって運用している。

現在は歯を食いしばりながら先生方が頑張っているというのが現状である。NPO であるため定

款、事業計画がある。当 NPO の事業計画書を見ていただければ分かるように、「VPN のネット

ワークインフラを普及する」という事業計画を 6 年間書き換えずに走ってきた。医師会の先生

方がネットワークの普及を目指して活動しているのがあじさいネットワークである。 

実態としては、中核病院を閉域網のIP-VPNで繋ぐ。かかりつけ医と薬局も含め見たい人の

間で繋ぐ。一部の人は、それをそのまま支払い基金に繋げる取組を行っている。先生達がど

こかの病院のデータを見ようとすると、VPN のセッションを張ってポータルサイトへ入っていた
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だく。そこでログインすると、シングルサインオンという仕組みを使用しており、複数の病院のリ

ンクが表示される（各病院は、NEC、東芝系、富士通系を含む）。リンクをクリックすると、オンデ

マンドで VPN のセッションが張られてセキュアな環境の中で通信が保たれる。 

現在閉域網の VPN で繋がっている病院群は、病病連携である。医療機能は病院ごとに異

なる。遠隔医療は、離島や僻地向けのように言われるが、我々のような小さな病院は 5 キロ先

にある病院に遠隔医療をお願いしたいというのが本音である。それが本格的な地域医療の役

割分担となる。徹底的に分解していくと、ある診療科の医師を引き上げて他の病院へ移っても

らうことになるため、そこで IT がどう活躍できるかが今からのお楽しみというところである。 

(6) 岩手県周産期医療情報ネットワーク  
小笠原 敏浩 先生 岩手県立大船渡病院副院長 

遠隔医療システムは 10 年来の実績がありほぼ完成系に来ている。利用者は増加しており、

住民にとっては有効なシステムとなっている。このシステムが基になり、岩手県周産期医療情

報ネットワーク（いーはとーぶシステム）を整備した。インターネットを活用し、医療機関、市町

村がネットワークで繋がっている。将来的には小児科とも連携していく予定である。現在少し

ずつ連携を始めている。 

市町村と病院とが情報共有することにより、よりスピーディに早期に訪問指導ができる。特に、

産後の精神障害を一日も早く改善する必要がある。また、緊急搬送である母体搬送も、従来

は FAX で行っていたが、これもパソコンですぐに情報共有され、データが蓄積される。 

分娩施設は減少しているが、40施設（100％）が、「いーはとーぶシステム」に加入している。

また 23 市町村（66％）が登録している。これまで市町村の保健師に会ったことがなかったが、

これを実施したことによって話し合いするようになり、顔の見えるネットワークができた。当シス

テムをより完成させるために、先生方のお知恵を拝借したい。 

(7) 岐阜県医療情報ネットワーク 
白鳥 義宗 先生 岐阜大学医学部附属病院 医療情報部 准教授 

岐阜では、主に医師会を中心に地域医療連携を実施している。岐阜の地域医療連携は紙

の部分と IT 化の部分が混在している。多くの地域でも同様の状況であろうと思うが、まずは紙

で連携が始まって、徐々に IT 化をしようというところで進んできている。その時に、地域の基幹

病院、岐阜県の病院協会、県の医師会、大学病院とが協力し合って地域医療連携を考えて

いこうという枠組みで始まっている。 

IT から地域医療連携を考えるのではなくて、まずは紙ベースで地域医療連携を考えていこ

う、そうすると自ずと IT が必要になってくるので、それを順番に IT 化していこうという取組をし

てきている。 

がんやインフルエンザ、脳卒中等の問題で、年間医師会に50回以上呼ばれることで、人の

ネットワークができている。IT の部分は、県の医師会がイントラネットを持っているためそれを

利用している。クリニックの電子カルテに相乗りできる形でツールを作成し、徐々に出来ること

を増やしている。機関病院やクリニックが懸命に地域医療連携をやっているということで、県も
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認めて徐々にいろいろな予算を付けてくれている。 

各県にがんの統括コーディネーターが一人ついていると思うが、岐阜県ではそれ以外に県

の機関病院に 7人、また医師会にもコーディネーターを付けてくれている。県の予算が付いた

ことで、人の拡充や IT 化の促進が図れるようになった。 

先に発表のあったような素晴らしいシステムではないが、徐々に拡充している。現在一生懸

命やっているのは、パスの部分を何とかしようという要望が強いため、マイクロソフト社と

Groove というソフトをベースにして共同研究している。Groove を利用している理由は、将来的

には認知症にも対応していかなければならいというクリニックの要望があり、医療機関だけでな

く介護や民生委員の方々まで参加してもらわなければならない。そういう時に、高度な仕組み

ではなかなか使いこなせないという話があり、簡単に使える市販のソフトを上手く使えないかと

いうことで、マイクロソフト社と一緒に協同研究を始めているという状況である。 

(8) 広島西部医療福祉情報ネットワーク 
藤川 光一 先生 広島総合病院 病院長補佐 

「広島西部医療福祉情報ネットワーク」という名前は、急遽大急ぎで付けた名前である。

2007年 4月に、広島総合病院の医療連携システムとして地区の医師会と協業で発足した。当

初は地区医師会のみの参加であったが、順次近隣医師会の会員が加入している。現在会員

総数 230 人、参加医療機関 121（小規模病院 8、診療所 113）となっている。基本的にはグル

ープウェア以外は、広島総合病院のほとんど生の情報が見られるというシステムで開始した。  

2010年の3月には、「広島西部医療福祉ネットワーク（もみじ医療福祉ネット）」というNPOと

して再出発する予定である。電子化した医療機関は相互に生に近い診療情報を開示参照で

きる構造にする。2007 年から 3 年間やってきて、皆さん画像は JPEG ではなく DICOM そのも

ので見たいという希望が非常に多いということで、できるだけ生に近い診療情報、院内環境と

ほぼ同質で有意の劣化のない情報と定義し、それらを相互に開示参照できる構造にしたいと

の思いから、ネットワークの圏域を拡張する予定である。 

既に複数の病院や検査センターが参加を予定している。また、市の要請により遠隔医療支

援による僻地医療支援を開始予定である。VPN を利用して遠隔デスクトップサービスやファイ

ル交換サービスの開始も予定している。これにより遠隔画像診断、遠隔病理診断を積み込む

予定である。 

多くの方に聞くと、統合型カルテを使うと二重入力をしなければならなくなり、不都合である。

現在開発中であるが、再入力を必要としない自動アップロードが可能な統合型カルテの構築

を計画している。 

現行のJA広島総合病院医療連携システムは、PPTP-VPNにより開示をするだけという構造

で、その他グループウェアとしては、「医師間専用メール」「症例相談ページ」「開放病床支援」

「掲示板」「連携パス」等々グループウェアサーバに依存しなければならなかった。2010年3月

からは、開示の方は IPSec VPNを使用し、参照の方は IPSec + IKEを使って、電子化した医療

機関は全て生の診療情報を開示できるという構造にする計画をしている。VPN の下には、ファ
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イル交換用のサーバ（画像ファイル、病理ファイルを交換するサーバ）や統合カルテサーバ

（自動アップロード型統合カルテDB）、グループウェアサービスの中には、地域連携パスDB、

訪問看護 DB、介護関連 DB、電子お薬手帳、メール、空床情報、検査予約、症例相談、掲示

板等々を準備している。 

現在ネットワークへの参加者が多くなっている。実際に使用している方も多い。これらのこと

からかなり現実的なものとなると考えている。今後ともご指導の程宜しくお願い致します。 

(9) 神戸市医師会地域ケア・地域医療協議会  
槇村 博之 先生 神戸市医師会 副会長 

本日の会の設立趣旨や皆さんの発表を聞かせていただき、素晴らしいシステムが沢山ある

と感心している。神戸市医師会は、この会の趣旨が目指すような形とは違うところから始まった。

元々の始まりは病診連携から始まっている。当然のことながら地域医療連携に繋がってくるこ

とではあるが、そもそもは急病で急性期病院に運ばれた患者にかかりつけ医がいない、そうい

う場合にどのように地元の診療所に返したらよいかというところから始まった。そのため、神戸

市医師会の「地域医療連携総合システム」は、在宅医療を担う診療所を検索するためのツー

ルである。病院にとってみれば、診療所の医師は病院の機能をほぼいろいろな形で知る機会

があるため分かっているが、病院から見ると地元のどこにどのような診療所があるのかほとんど

分からないのが現実である。その辺の手助けをすることができれば、逆紹介が上手く行くだろ

うと考えた。そこで、神戸市医師会が中心になり、維持期を担当する診療所の先生方の機能

情報を集めてデータベース化し、それを病院側に提供することによって、逆紹介が公平かつ

透明にできるだろうと考えた。 

これは、一方的に病院に協力するということではない。例えば、ある病院の脳卒中の先生が

良いと分かれば、そこに患者がどっと集中する。そうするとその医師達はたちまち疲弊してしま

う。逆に、新たに開業された先生の情報はなかなか病院の方に伝わらない。非常に優秀でや

る気も意欲もあるにも関らず情報が伝わっていないために患者不足になる。そういう矛盾を解

決しようというのが、システムを作るきっかけとなった。 

平成 17 年の 2月から神戸市医師会の逆紹介システムという形で運用し、それなりの実績を

上げてきた。その頃から、4 疾病 5 事業の話も出るようになり、連携パスを載せようという話もし

ていたが、現実的に診療報酬が付くまでは、なかなかそういう動きは出てこなかった。しかしな

がら、診療報酬が付くようになり、急にパスを載せたいという病院側からの希望が出てくるよう

になった。我々もパスを載せることは望むところであったが、特定の病院の特定の院内パスの

ようなものをいろいろ載せるのは迷惑である。そこで、複数の病院がお互いに協議しあって作

った共有パスに限って、我々のシステムに載せた。本システムは医師会のシステムであるため、

脳卒中やがんだけでのものではない。したがって、共用のパスを作るのは医師会ではやらな

い。急性期、回復期の病院が集まって共用パスを作ってもらい、それをシステムに載せる形に

した。そうすることで、病院にとっても診療所にとっても、申請や連携会議の手間や負担も省略

できると考えた。 
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現在の神戸市医師会のシステムは、脳卒中については一番早くから共用パスを作ってきた。

パスを作成したのは、神戸広域脳卒中地域連携協議会（急性期病院 20、回復期病院 20、維

持期病院 10、神戸市医師会の診療所の代表で構成）である。当初は紙のパスを作ることから

始まる。紙で作ったものはすぐ IT 化できるわけではないため、紙で作成したパスをさらに、医

師会のシステムに載るような形に変えて試験運用している。 

5大がんについては、兵庫県がん診療協議会において50程度の医療機関が集まって紙ベ

ースのパスが出来た。このパスをこれから医師会のシステムに載せる予定である。 

我々は、4 疾病 5 事業にこだわるわけではなく、パスのような形のものがあれば便利なもの

は何でも載せる。共用のパスが出来ていて、病院にとっても診療所にとっても有用なものは何

でも載せるスタンスである。自殺防止を目的とした「G-P ネット」というシステムを行政と一緒に

紙ベースで作成しており、これをパスに載せるような形を検討している。その他にも緩和ケアの

WG や関節リウマチ WG を作っていく予定である。今後の必要な項目は、グループ診療やチ

ーム医療。診療所は 24 時間 365 日対応できない。グループ診療という形でやらざるを得ない。

そういうグループを医師会のシステムの中に組んでいこうと考えている。当然ながら、介護分

野の訪看ステーションの協力も必要である。薬剤師会、歯科医師会も、我々から働き掛けたわ

けではない。訪問治療ができる歯科医師や高カロリー輸液などの重たいパックなども届けてく

れるような薬局のシステムなどを提供可能だと持ち掛けられた。そういうものも医師会のシステ

ムに載せていく予定である。 

医師会が提供しているシステムは便利なツールであって、電子カルテのような形には今す

ぐにはならない。将来的にはそういう方向も考えてはいるが、今はさしあたって役に立つものを

作ろうと考えて対応している。 

(10) 阪神南北圏域合同協議会 
代理：宮本 正喜 先生 兵庫医科大学医療情報学・兵庫医科大学病院医療情報部 教授 

阪神南北圏域医療連携は始まったばかりである。厚生労働省の地域医療再生基金に基づ

いて連携を作ろうということで協議会を立ち上げたところで、現在具体的な内容を詰めている。 

まずどういうものについて連携強化を進めていくかであるが、１つは休日夜間急病診療所等

のＩＴ化によるネットワーク構築を目指している。 

2 つ目は、阪神南北における初期救急医療機関と 2 次輪番病院等の連携支援で、現在話

が整いつつある。かなりの予算が付いており、5 年間掛けて実現していく予定である。 

3 つ目は、阪神南圏域の地域医療支援病院の連携推進、地域連携クリティカルパスの推進

等の支援である。尼崎医師会が中心となっているが、これが広がり、尼崎、西宮、芦屋に拡張

し、さらに北部地域に広げていこうと考えている。最初から南北を含めるとなかなかまとまらな

いことから、まとまりの良いところから話を進めている。北部地域には宝塚市や三田市も含まれ

る。兵庫県は南北に非常に広い。先程の神戸市医師会の構想もあるため、将来、兵庫県をま

とめられればと考えている。 
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(11) 山梨慢性疾患診療支援システム  
代理：鈴木 新一 様 株式会社ウインテックコミュニケーションズ 代表取締役社長 

NPO 法人慢性疾患診療支援システム研究会の鈴木です。私は民間から出ているが、ベン

ダーではなく、本研究会の発足前から山梨県の地域医療おいて、医療にインターネットがどう

活用できるかということで、10 数年山梨大学医学部と連携して研究開発してきた。 

山梨県の本研究会は、当初は眼科の緑内障の分野から、健康データ管理システムが作ら

れた。その後、慢性疾患に関するものが付け加えられた。投薬データの管理も可能なことから、

薬剤部門も関係してくることが可能になっている。既に1,700名の患者が利用しており、小さい

ながらも PHR として利用されている。患者を中心として利用者の会を作り、年に 1 回、公開講

座で慢性疾患に関する勉強会・相談会を実施している。システム的には携帯電話でも閲覧が

可能である。 

活動の経緯としては、2003 年に地域貢献事業として山梨大学医学部で始まった。2010 年

に健康管理を中心とした「電子健康管理手帳」というものを始めている。小さい試みであるが、

既に 31 の参加医療機関がある。なかなか地域のプラットフォームには成りかねているが、この

度の協議会を通じて勉強させていただくとともに、発展の一助に加えさせていただきたいと思

う。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 

(12) 埼玉利根保健医療圏地域医療連携推進協議会 
渡辺 正男 様 加須市健康医療部長 兼 埼玉利根保健医療圏地域医療連携推進協議会

事務局 

厚生労働省の地域医療再生基金のうち約 6 億を使って、平成 24 年度中の早い時期に 2

つの疾患モデル（糖尿病、脳疾患）の中でシステム化を図っていく予定である。 

2010年の7月から「埼玉利根保健医療圏地域医療連携推進協議会」を発足した。構成は、

圏域内の医師会、中核病院、6 市 3 町の首長で協議を図っているところである。IT に限らず、

ヒューマンネットワーク担当部会と IT 担当部会の 2 つの部会で協議を重ねている。先生方の

ご意見や助言やいただきながら進めていきたい。どうぞ宜しくお願い致します。 

中野 智紀 先生 東埼玉総合病院 代謝内分泌科・地域糖尿病センター 

利根保健医療圏は65万人が住む埼玉県北東部に位置する。特に糖尿病を中心に数年前

に医療崩壊を経験し、この状況を地域全体で立ち直らせようと取り組みを行なっている。ツー

ルとしての医療情報ネットワークは必要なもので、こういったものを構築する中で地域ぐるみで

地域を立て直していきたいと思っている。今後とも宜しくお願い申し上げます。 

(13) 水野 正明 先生 名古屋大学医学部附属病院 脳卒中医療管理センター 准教授 
先程、吉田先生から説明いただいた東海医療情報ネットワークの機関サーバの管理や、そ

れに関る支援プログラムの作成等を担っている。今後とも皆様のお力をいただきながら、良い

ネットワークを作っていきたいと思っています。今後とも宜しくお願い致します。 
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(14) 辰巳 治之 先生 札幌医科大学大学院医学研究科 生体情報形態学 教授 
「MedIKa（メディカ）」という地域医療連携ネットワークシステムが、道南・函館地区を中心として

あるが、北海道はそれだけでは弱いため、我々はバックエンドサポートを担っている。道のりは

長いが、できるところから少しずつ広げていきたい。あじさいネットは自立されているので素晴

らしいと思うが、北海道は自立するところまで至っていない。皆様のお知恵をお借りしながら、

自立して広がっていくようなことを考えていきたい。どうぞ宜しくお願い致します。 

(15) 山肩 大祐 先生 香川大学医学部附属病院 医療情報部 特命助教 
糖尿病連携クリティカルパスシステムの研究を香川大学で行なっている。当システムはメイン

のものはほぼ完成し、500 名程当院で登録している。これから地域医療連携にどう使っていくか

が課題である。チーム香川という形で、香川大学医学部附属病院を中心に活動している。その

中の別のタスクで、平井愛山先生にアドバイスをいただきながら進めているところである。また、

医療機関連携だけでなく、検査会社等が二重登録の手間を省けるようなシステムの構築や、介

護分野や健康分野への連携、PHRへの展開の研究等を進めいている。今後ともご指導、ご鞭撻

の程宜しくお願い致します。 

(16) 岡本 悦司 先生 国立保健医療科学院 経営科学部経営管理室 室長 
私が所属している保健医療科学院は厚生労働省の研究・研修機関で、全国の都道府県の医

療適正化計画の支援的な役割を果たしている。2008年度から始まり5年計画で、2010年は中間

評価の年であるが、全国の都道府県では 2013 年度から始まる次の 5 年間計画の準備を行なっ

ている。それだけに、実践されていらっしゃる先生方におかれましても、地元の都道府県と密接

に連絡を取り合っていらっしゃると思う。私自身も県の関係者との接点も多く医療計画の作成に

も関っているが、やはり IT の技術や、実際のネットワークについては行政の方は疎いところもあり、

皆さんの支援を期待しているところもある。どうぞ宜しくお願い致します。 

(17) 長谷川 重英 先生 保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS） 特別委員 
JAHIS は、医療情報システム提供ベンダーの団体である。私は 8 年ほど前から JAHIS の特別

委員ということで、特に海外の医療情報システムの開発状況および標準化のエキスパートという

ことで、世界のいろいろな情報を収集して先生方に提供させていただいている。本日、先生方の

発表を伺い、大変勉強させていただいている。これから皆さんと力を合わせながら、少しでもお

役に立てればと思っている。どうぞ宜しくお願い致します。 

(18) 梅田 佳夫 NPO 法人 地域医療情報連携推進機構 事務局長 
NPO 法人 地域医療情報連携推進機構 事務局長として、本日の地域医療福祉情報連携協

議会 設立準備会（発起人会）のお手伝いをさせていただいている。NPO 法人自体は現在申請

中で 3 月に正式に発足する。田中先生の下、皆様のお手伝いをさせていただきたいと思います。

今後とも宜しくお願い致します。 

(19) 小針 一真 様 NPO 法人 日本医療情報ネットワーク協会（JAMINA） 執行役員 
微力ながらお手伝いをさせていただきたいと思いますので、宜しくお願い致します。 
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4．協議会に関する意見交換 

（1）協議会の目的・方向性について 

（代表 田中博先生） 

この協議会としては、できるだけたくさんの地域医療のネットワークを担っている先生方が参加で

きる中立的な議論の場としたい。もちろん、議論の中で先生方の間で生じてくる一定の方向性等に

ついては、是非対応していきたい。 

この協議会自身は、厚生労働省のご理解もいただいている。むしろ、厚生労働省からは、省庁

ではなかなか作れないということもあり、ボランティアベースで出来上がることが望まれている。行政

の承認の下に動いていることを強調したい。 

本日の資料には記載していないが、本協議会の名誉会長として、全国自治体病院協議会 会長

であり 11 の病院団体で構成する日本病院団体協議会（日病協）の会長をされている邉見 公雄 

先生に快く快諾いただいた。また同時、地域医療連携に関する診療報酬化への働きかけや、国民

ID 制度の実現等を実現するよう、この会が積極的な役割を果たしたらどうかといった提言もいただ

いた。本日は体調を崩されておりご参加いただけなかった。 

また、当協議会の特別顧問として、2010年7月まで厚生労働省の事務次官であられた水田邦夫

氏（現厚生労働省顧問）がこの会をサポートしていただくことになった。 

1 月 28 日に、当協議会の発足会議を開催したいと考えている。 

（司会：宮本正喜先生） 

特にこの場でご意見が無いようであれば、後で思いつかれましたらメール等で事務局へ投げか

けていただきたい。 

 

（2）参加団体について 

（司会：宮本正喜先生） 

本日ご参加いただいた先生方に発起人になっていただくことになっているが、その他にも、是非

発起人に入れるべきという方々（団体・個人）がいらっしゃれば、ご意見を頂戴したい。 

また、最終的にこの協議会が発足し、そのメンバーとして是非参加いただきたいという方々（団

体・個人）がいらっしゃれば、ご意見を頂戴したい。 

（代表 田中博先生） 

本日お集まりいただいた地域医療ネットワークの代表の先生方は、皆様発起人会ということでお

越しいただいている。発足後は、幹事会という形で、会の運営等を推進いただきたい。今回、スタ

ートからあまり時間が無く、「医療ネットしまね」「GEMITS（救急医療支援情報流通システム）」「けい

じゅヘルスケアシステム」の代表の先生方にはご承認はいただいているものの本日はご欠席である。

それ以外に、「富山南砺市医療ネットワーク」は、現在丁度責任者がいらっしゃらないため名前を連

ねていないが予定していた地域である。 

もし、ご活躍されており、この発起人リストから漏れていると思われる団体は、是非ご推薦いただ

き検討させていただきたい。 
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（司会：宮本正喜先生） 

後ほどでも構わないので、ご意見、ご推薦等ございましたら、事務局へメールでお知らせいただ

きたい。 

（代表 田中博先生） 

本日お集まりいただいた先生方に、発起人として名前を入れさせていただくことにご承知いただ

けましたら、1月28日に協議会の発足に向けてシンポジウムを開催する。その際に、幹事委員の拡

張も考えているが、シンポジウムにご参加いただき、いろいろな意見を交換していただく意味で、例

えば地域医療再生基金を受けた地域や、それとは関係なく独自で計画されている医師会等の

方々等、できるだけ全国的に集まっていただきたい。 

事務局の方でも、地域医療再生基金の 94 地域とこれから補正予算がつく地域に対し、説明会

を開いて、ほぼ網羅的にご参加いただきたく、公募を掛けていく予定である。幹事の先生方は、是

非、お近くの医師会や、大学で地域連携をされている方、中核病院で地域連携を担われている先

生方に、地域医療連携の団体としてこの会に参加いただけるよう、公募および勧誘を宜しくお願い

したい。 

 

（3）2011 年 1 月 28 日 発足記念フォーラムについて 

（司会：宮本正喜先生） 

資料7をご参照いただきたい。本日ご発表いただいた先生方に、1/28はもっと詳しくお話をいた

だきたい。何卒宜しくお願い致します。 

 

5．会則（案）と役員について 

（司会：宮本正喜先生） 

会則（案）については、資料 5 をご参照いただきたい。何かあればご指摘いただき、検討の上変

更していきたい。あくまでも案であるため、最終的に本案を訂正し、皆様方にご了承いただきたい。 

役員については、名誉会長として全国自治体病院協議会会長の邉見公雄になっていただくこと

にしている。顧問は、元厚生労働省事務次官の水田邦雄氏、会長は東京医科歯科大学 大学院

生命情報科学教育部 教授の田中博先生、副会長には、島根県立中央病院の前病院長である中

川正久先生、並びに市立函館病院 副院長の下山則彦先生になっていただく予定である。また、

幹事は、本日ご出席いただいている先生方に、監事は本日司会を務めさせていただいた宮本で、

役員を構成する予定である。 

 

上記役員構成（別紙 2参照）について承認が得られた。 

 

6．閉会（代表 田中博） 

（代表 田中博先生） 

本日お集まりいただいた先生方には、幹事のご承認をいただき有難うございます。 
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各幹事の先生方には、それぞれの団体の協議会や総会の場で、本協議会に参画されたというこ

とを承認いただけるよう持ち帰ってお願いしたい。既に団体として議論いただき、参加の承認を得

られていらっしゃるところもあるが、時間の制約で、それぞれの団体の総会がもっと後にある先生方

もいらっしゃるかと思う。是非、そちらに議題として取り上げていただき、団体としても認めていただ

けるようお願いしたい。 

（原量宏先生） 

田中先生と、本協議会並びに NPO を作るにあたって、参加していただく機関には出来るだけ相

互に、将来的には連携できるようにしていただきたい。内閣官房および厚生労働省からも言われて

いる。是非この点を意思確認していきただきたい。 

（代表 田中博先生） 

原先生からもお話いただいたように、幹事委員としてご承認いただいた先生方には、お互いの

地域医療ネットワークを連携するような形で是非考えていただきたい。もちろん義務ではなく、そう

いう方向で検討いただきたい。行政の方でもそのような期待があるため、この10数団体での広域的

な連携も視野に入れて検討いただきたい。 

本日は、多忙な中を時間を作ってこの会にご参加いただき有難うございました。どうしても参加で

きない先生方もいらっしゃったが、事前に十分理解して本協議会の趣旨に賛同いただいている。 

これから、補正予算も予定されているが、各地域で情報交換の場がなく、各地域でバラバラにや

ってしまうと、結局は 2,100 億円というお金がばらまき予算になってしまう。日本の医療の再生を形

作る基礎としては使われずに、それぞれの地域の事情で予算消化してしまったということでは、日

本の医療が立ち行かなくなる恐れがある。是非この会を有意義に活用して、それぞれの地域医療

を担っている先生方のご努力を、最適な形態で実現していけるような枠組みを作るような形に収れ

んしていきたい。もちろん、一つの形態ではなく数個の形態で実現できれば、お互いに連携できる

ことになる。100 は 100 のままでは、折角の機会を十分活かせない。日本の医療再生に使えないよ

うでは非常にもったいない。そういう意味で、今年中に作らなければどうなっていくのかという思いも

あった。このような連携協議会が、自主的にいろいろな寄与ができるような形にもっていきたい。先

生方のご協力をよろしくお願い申し上げたい。どうも有難うございました。 

 

以上 


