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東日本大震災

2011年３月11日14時46分頃に巨大地震発生
– 東北地方太平洋沖地震 三陸沖を震源とするマグニ
チュード9.0

– 太平洋沿岸に押し寄せた大津波

犠牲者は死者1万5844人：行方不明3451人（昨
年12月末時点）

地震発生から１か月間に被災３県での検視：
死者１万3,135人のうち92.4%に
当たる１万2,143人の死因は

溺死
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岩手・宮城・福島３県
●＝壊滅状態（351）
●＝被害甚大（1,048）

壊滅あるいは被害甚大を蒙った
医療施設

（国際医療福祉大学高橋泰教授配信したデータより作成）



宮城県
●＝壊滅状態（193）
●＝被害甚大（409）

石巻市立牡鹿病院

石巻ロイヤル病院赤坂病院

石巻赤十字病院

齋藤病院

震災地域の全医療機関被害状況マップ

（病院と診療所含む）
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国際医療福祉大学 高橋泰教授
提供データより作成

公立志津川病院



石巻赤十字病院

石巻市立雄勝病院

女川町立病院

石巻市立牡鹿病院

石巻市田代診療所

石巻市寄磯診療所

石巻市橋浦診療所

女川町江島診療所

女川町国民健康保険診療所

公立志津川病院仮設診療所
南三陸町

公立志津川病院 仮設病院
米山の施設を借りる

気仙沼市立病院

気仙沼市立本吉病院

石巻拡大医療圏 気仙沼医療圏
被災状況

石巻市立病院
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岩手・宮城・福島３県
●＝壊滅状態（351）
●＝被害甚大（1,048）

壊滅あるいは被害甚大を蒙った
医療施設

（国際医療福祉大学高橋泰教授配信したデータより作成）

福島県
●＝壊滅状態（86）
●＝被害甚大（519）

相双地域

いわき地域



福島第一原発事故

2011年4月29日

2011年3月11日運転中1号機から3号機が自動停止。
津波により全交流電源停止
原子炉を冷却できず炉心融解
水素爆発
– 3月12日１号機水素爆発
– 3月14日３号機水素爆発
– 3月15日４号機水素爆発

緊急住民避難
– 3月11日第1原発半径2km以内
– 3月12日第1原発半径20km以内

＋第2原発半径10km以内
– 3月15日半径20〜30km屋外退避
– 3月19日福島県双葉町は役場機能を

埼玉県さいたま市に移す
避難住民のうち約1200人も数日中移動

大規模な複合災害
– 地震災害、津波災害、原子力発電所事故



地域医療福祉情報連携協議会
（RHW）

設立趣旨：

– 地域医療や地域における介護・健康・福祉における情報
連携に関して「より良い実現形態」を求めて、経験、意見、
情報を交換する場

– 我が国の医療再生に向けた地域医療情報連携の全国的
な協働的（Cooperative)体制の構築

発足記念シンポジウム開催
– 2011年1月28日東京医科歯科大学M&Dタワー

– 約650名が参加。総務省、厚生労働省、経済産業省設立
趣旨と各地での取組みの紹介

会員地域医療連携会員（50団体）賛助会員（30社）他



地域医療連携 氏名 所属

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

わかしお医療ネットワーク 平井 愛山 県立東金病院院長

東海医療情報ネットワーク
吉田 純
水野正明

中部ろうさい病院 院長
名古屋大学医学部准教授

あじさいネットワーク 小尾 重厚 NPO法人長崎地域医療連携協議会会長

医療ネットしまね 中川 正久 元島根県立中央病院院長 県参与

岐阜県医療情報ネットワーク 白鳥 吉宗 岐阜大学医学部附属病院 准教授

GEMITS（救急医療支援情報流通S） 小倉 真治 岐阜大学大学院医学系研究科 教授

けいじゅヘルスケアシステム 神野 正博 社会医療法人財団董仙会 理事長

山梨慢性疾患診療支援システム 柏木 賢治 山梨大学医学部 地域医療学講座 准教授

神戸医師会地域ケア・医療協議会 槇村 博之 神戸医師会副会長

宮城県脳卒中ネットワークSMILE Net 冨永 悌二 東北大学病院 脳神経外科 教授

道南地域医療連携ネットワーク 下山 則彦
市立函館病院 副院長

山形鶴岡Net４U 三原 一郎 山形県鶴岡地区医師会

協議会の主な役員

順不同 他 ４地域医療連携代表

役職 氏名 所属

名誉会長 邉見 公雄 全国自治体病院協議会 会長

顧問 水田 邦雄 前 厚生労働省事務次官

会長 田中 博 東京医科歯科大学 大学院教授

監事 宮本 正喜 兵庫医科大学病院医療情報部 教授

幹 事



被災地医療IT復興支援
復興後医療IT体制のグランドデザイン提案

第2回シンポジウム「震災復興に、地域医療ITは何ができ
るか？」開催
– 2010年7月21日 ＪＡ共済会議ホール300名

第3回シンポジウム「第３回シンポジウム 「福島における
地域医療再生と情報連携～放射線と健康リスクをいか
に考えるか？～」 開催
– 2011年２月４日 東京医科歯科大学 鈴木章夫記念講堂

復興医療IT体制構築支援協力
– 厚生労働省・総務省 情報連携基盤事業

– 宮城県庁・福島県庁

– みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会

– 福島医科大学と協力



復興後医療IT体制 協力支援



2011年7月21日開催 第２回シンポジウム
震災復興に、地域医療ＩＴは何ができるのか？

■開催日時：2011年7月21日（木）

■会場：ＪＡ共済ビル カンファレンスホール

東京都千代田区平河町2‐7‐9 ＪＡ共済ビル1階

■参加者：約300名

■講演者 および パネルディスカッション登壇者

・地域医療福祉情報連携協議会会長 東京医科歯科大学大学院疾患生命科学研究部

教授田中博

・岩手医科大学学長小川彰先生

・周産期医療情報ネットワーク 大船渡病院副院長小笠原敏浩 先生

・気仙沼市立病院脳神経外科科長成田徳雄 先生

・石巻赤十字病院情報システム課放射線技術課千葉美洋氏

・慶應義塾大学環境情報学部准教授神成淳司先生

・岐阜大学大学院医学系研究科教授小倉真治先生

■協賛企業：インターシステムズジャパン／ＮＴＴ東日本／ＧＥヘルスケア・ジャパン／

日本ビジネスコンピューター／富士通／ワイズ・ソリューション



2011年7月21日開催 第２回シンポジウム

概要

・「震災復興に、地域医療ＩＴは何ができるのか？」をテーマに、第２回シンポジウムを開催。

・気仙沼市立病院、石巻赤十字病院、県立大船渡病院における発災時から復旧へ向けての

活動と医療情報ネットワークの有用性等について講演のほか、岩手医科大学 学長 小川先

生よりＩＴを核とした「いわて被災地過疎地型モデル」についての講演があった。

・神成淳司先生より、東日本復興構想会議の検討を踏まえて、情報通信が果たすべき役割に

ついての講演があった。

・小倉真治先生より、「平時から災害復興まで使える患者視線の情報システム～ＧＥＭITSが拓く

新しい世界」をテーマに講演があった。

・パネルディスカッションでは、講演者全員が登壇し、「災害に強い医療」「復興期における医療

情報グランド・デザインの在り方」「限られた医療資源を活かす遠隔医療」「地域医療連携（介

護連携）」について議論が交わされた。



2012年2月4日開催 第３回シンポジウム
福島における地域医療再生と情報連携

～放射線と健康リスクをいかに考えるか？～
■開催日時：2012年2月4日（土）

■会場：東京医科歯科大学 大講堂 東京都文京区湯島1‐5‐45 M&Dタワー2F 講

■参加者：約320名

■講演者

・地域医療福祉情報連携協議会会長
東京医科歯科大学大学院 疾患生命科学研究部教授 田中 博 先生

・福島県立医科大学 救急医療学講座被ばく医療班 長谷川 有史 先生
・京都大学 名誉教授 丹羽 太貫 先生
・福島県立医科大学 副学長 山下 俊一 先生

■パネルディスカッション登壇者
・フジテレビ 反町理（モデレーター）
・福島医科大学副理事長 竹之下誠一先生

・飯舘村 菅野 典雄 村長
・元朝日ジャーナル編集長 下村満子氏
・地域医療福祉情報連携協議会 会長 東京医科歯科大学 大学院 教授 田中 博 先生

■協賛企業：インターシステムズジャパン／ＮＴＴ東日本／ＧＥヘルスケア・ジャパン／ＮＥＣ
エムアンドエイチ／日本ビジネスコンピューター／富士通／久保田情報技研／
シード・プランニング



2012年 2月４日開催 第３回シンポジウム

概要

・会長の医療ＩＴ復興体制の基本方針と圏域地域包括ケア推進の４原則のほか、

福島における医療ＩＴ体制についての講演。

・福島県立医科大学救急医療学講座 被ばく医療班長谷川有史先生より、被災後の被ばく医

療班の立ち上げ、原発作業員・被ばく傷病者・危機介入者の健康管理、福島住民の健康管理

とリスクコミュニケーションについての講演があった。

・京都大学 丹羽太貫先生より、放射線の生物学的影響と防護やチェルノブイリと教訓と ICRP

の緊急時放射線防護、福島県の復活における視点について講演があった。

・福島県立医科大学副学長 山下俊一先生より、放射性セシウムの体内被ばくによる明らかな

発がんリスクの増価は証明されていないこと、県民健康管理調査事業に関する講演があった。

・パネルディスカッションは、フジテレビ反町理氏をモデレーターとして、飯舘村 菅野典夫村長、

福島県で活動されている下村満子を中心に「放射線と健康リスク」「避難による、さまざまなリ

スク」について活発な意見が交換された。福島県立医科大学 副理事長からは、福島県立医

科大学としての住民健康管理の取り組み、田中博会長からは健康管理と医療ＩＴ体制について

の話があった。



医療IT体制復興の基本方針

基本概念：

「地域包括ケア」とそれを支える情報連携体制の推進

東日本大震災復興構想会議が発表した「復興への提言～ 悲惨のなか
の希望 ～」（6月25日）において以下のように記載。

– 「保健・医療、介護・福祉・生活支援サービスが一体的に提供される地域包
括ケアを中心に据えた体制整備を行う」（p１４）。

– 「情報通信技術なども活用し、保健・医療、介護・福祉の連携を図るとともに、
今後の危機管理のためにカルテ等の診療情報の共有化が進められねばな
らない」(p14)。

– 「さらに、行政をはじめ、医療、教育等の地域社会を支える分野のデータが
震災により滅失したことを踏まえ、これらの分野において、情報の一層のデ
ジタル化を進め、クラウドサービスの導入を強力に推進すべきである」（p25）。

「災害に強靭な地域医療IT体制」の構築

– 単なる復元ではなく地域医療復興計画に基づくIT体制

– 高齢者・過疎・医師不足を解決する地域包括ケア
16



災害時の電子カルテ――その光と影
石巻赤十字病院の災害用電子カルテの現場開発

– 手書きでカルテを書き、後からスキャンし電子化

– 検査オーダの数を限定した簡易電子カルテ

石巻市立病院の電子カルテ・バックアップ体制

– 山形市立病院済生館のシステムがバックアップ

岩手県周産期電子カルテネットワーク

– 周産期電子カルテネットワーク『イーハトーブ』のサーバ：内陸部にあ
る盛岡市の岩手医科大学

– 母子手帳を消失も「イーハトーブ」妊婦健診の電子化データに基づい
て全員が避難先病院で健診

– 母子手帳も復元され出産もできた。

沿岸部の診療所の電子カルテ

– 津波と共に機能を喪失。

– 「電子カルテは災害では使えない」という極論



圏域階層的地域包括ケアの推進
「もう失いたくない。私のカルテ」 ４原則

全県域
– クラウド型医療情報センター（第１原則）

医療圏を跨る疾患別クリティカルパス
生涯健康医療電子記録（EHR/PHR)

医療圏
– 地域医療情報連携（第２原則）

中核病院を基盤にした診療情報連携
標準化診療情報（SS‐MIX)

– ASP型電子カルテ（第３原則）
沿岸部の診療所電子カルテ

日常生活圏
– 医療・介護・福祉・保健の包括ケア（第４原則）

タブレット型PCを用いたワイアレス情報共有



圏域階層的地域包括ケアの構造

県域基幹病院

県域レベル
クラウドセンター

医療圏
中核病院

医療圏地域医療
データセンター

医療圏レベル
地域情報連携

SS‐MIX診療サマリ

中核病院
HIS

地域データ
センター

小規模病院
公立診療所

民間診療所

訪問介護ST
介護施設

情報共有

検査予約

全県域医療
クラウドセンター

町村日常生活圏域

タブレットPC

町村日常生活圏域

町村レベル
日常生活圏包括ケア

クラウド

専門的診療
地域EHR

医療と介護の
シームレスな連携

日常生活圏
包括ケア情報

疾患別連携パス

SS‐MIX
診療サマリ



所在市
町村

施 設 名
表示
NO

仙台市
東北大学病院高度救命救急
センター

１

仙台市
仙台医療センター救命救急
センター

２

仙台市
仙台市立病院救命救急セン
ター

３

大崎市
大崎市民病院救命救急セン
ター

４

石巻市
石巻赤十字病院地域救命救
急センター

５

救命救急センター

6

７

柴田郡 みやぎ県南中核病院 １

6

１

72

20

71
二次

医療圏名
医療機関名

輪番
参加

救急
告示

表示
NO

仙南医療
圏

公立刈田綜合病院 ○ ○ 3

蔵王国保病院 ○ ○ 5

国保川崎病院 ○ ○ 7

仙台医療
圏

総合南東北病院 ○ ○ 8

東北労災病院 ○ ○ 13
仙台厚生病院 ○ 14
仙台社会保険病院 ○ 15
東北公済病院 ○ 16
仙台オープン病院 ○ ○ 17
東北厚生年金病院 ○ ○ 22
ＮＴＴ東日本東北病院 ○ ○ 24
仙台赤十字病院 ○ ○ 25
広南病院 ○ 26
宮城社会保険病院 ○ 27
仙台循環器病センター ○ 31
塩竈市立病院 ○ ○ 36
坂総合病院 ○ ○ 37
公立黒川病院 ○ 40

大崎医療
圏

大崎市民病院岩出山分
院

○ ○ 49

大崎市民病院鳴子温泉
分院

○ ○ 50

大崎市民病院鹿島台分
院

○ ○ 51

公立加美病院 ○ ○ 54
涌谷町国保病院 ○ ○ 55

栗原医療
圏

県立循環器・呼吸器病ｾ
ﾝﾀｰ

○ 57

栗原市立若柳病院 ○ 58
栗原市立栗原中央病院 ○ ○ 59
栗原市立栗駒病院 ○ 60

登米医療
圏

登米市立登米市民病院 ○ ○ 61

登米市立米谷病院 ○ 62
登米市立豊里病院 ○ 63

石巻医療
圏

石巻赤十字病院 ○ ○ 64

石巻市立牡鹿病院 ○ ○ 66
女川町立病院 ○ ○ 67

気仙沼医
療圏

気仙沼市立病院 ○ ○ 70

公立志津川病院

23年度
３次補正

24年度
復興予算

24年度
実証事業



福島県医療IT体制の課題

福島原発事故被ばくの長期的影響追跡
科学的認識

– 年間100mSV以下の被曝の影響

– セシウムなどの内部被曝の影響

追跡方法

– 生涯にわたる健康管理調査

– 日本版EHR・PHRにつながる

相双地域・いわき地域を被災地医療復興
– 被災地復興IT４原則に基づく福島県医療IT体制

– 高齢化・過疎・医師不足の課題解決



福島県立医科大学附属病院

福島県立南会津病院
檜枝岐診療所

塙厚生病院

参画予定医療機関ｴﾘｱ
自治体：4
病院 ：3
ｸﾘﾆｯｸ：10

朝日診療所

データセンター

浜通り： 電子カルテ連携中心の情報基盤

他地域： 上記情報基盤を利用したネットワーク参照
（例） ＡＳＰ型レセコン

（例） ＡＳＰ型健康管理

相双地域、いわき地域を中心とした
福島県医療連携体制



福島復興医療IT体制

総合的な医療IT体制
生涯にわたる継続的ケア（EHR）

全県民基本調査

甲状腺検査・健康診査・

心/生活習慣・妊婦

遺伝情報の収集（全ゲノム体細胞変異解析）

地域で連携するケア
相双医療圏・いわき医療圏が開始される

南会津・福島医大を結んだ全県域医療連携システム

日常生活圏基盤的なケア
タブレット型PCによる医療/介護の連携

PHR：個人の健康リスク情報、EHRとの連携



ご清聴ありがとうございました
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