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 先生のお話 

「地域医療連携 BOX 

－地域医療情報システムの地域 PACS 構想の結実－」 

 平成 24 年度 システム利用状況 

 平成 25 年度事業計画 

加古川地域医療情報システム 

加古川地域住民健康情報活用システム 

 

 

 

酒井 英郎先生（甲南加古川病院） 

基幹システムである「地域医療情報システム」には、画像情報を地域で共有して、日常診療に役立てるこ

とを目的とした「地域 PACS」という機能がありました。しかし、当時のインフラやハードウェア端末の性

能では、技術的には可能であっても、実診療の場において、有用性を評価できるほどの運用には至りません

でした。 
そこで次世代の「地域 PACS」として、実運用可能レベルで医用画像を地域連携するための機能拡張を検

討することになり、平成 19 年ころから、協力ベンダーとシステム開発に取組んできたところです。 
平成 19 年度から、地域医療情報システムのネットワークを利用して、第 1 回の画像連携の試作実験を実施

し、その検証を元に試行システムを開発して、平成 22 年度に第 2 回目、平成 23 年度に第 3 回目とその実証

実験を重ねて来ました。実験を重ねるたびに、実用上の問題点を検証して解決していった結果、第 3 回目の

実験後のシステムの使用感について、アンケート調査を行ったところ、実験に参画した 4 中核病院と 12 診

療所の実に 90％以上が、実際の診療の場におけるシステム利用に前向きな回答を得られるようになりました。

（平成 25 年 8 月時点で、加古川西市民病院、加古川東市民病院、県立加古川医療センター、甲南加古川病

院、はりま病院、たずみ病院の 6 中核病院と、20 診療所が参画されておられます。） 
【各診療所様から中核病院への画像検査依頼する場合では】 
各診療所様から中核病院へ、CT 検査などの検査の依頼をして、その結果画像と所見レポートを病院側か

ら依頼元へ、返信する病診連携のパターンです。 
この「地域医療連携 BOX」は、従来の CD に記録されている DICOM の画像データを閲覧できるビュー

アとしての機能も備えており、依頼先の画像データを、あたかも自院の PACS の画像データのように、呼び

出して閲覧することができます。レポートは PDF として、画像データと一緒に管理されており、病院で検
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査後に所見入力が済んで返信されると、すぐに閲覧することができるため、患者様が再診する前に、検査結

果を把握することが可能となり、緊急対応が望まれる症例においても、従来より迅速に対応することができ

ます。 
すでにご使用いただいているご施設で、特に評価の高かった点として、現行の CD で画像閲覧する場合と

比較して、画像を表示する速度が圧倒的に早く、また多施設の画像連携をこのシステムで統合することによ

り、各 CD ごとに操作方法が異なって、診察時に閲覧操作で戸惑うような煩わしさから開放されることで、

一度、利用を始めると、以前の CD でのやりとりには、もう戻れなくなるといわれるほどです。また、患者

様側にとっても、検査終了後に結果完成まで、長時間待機を余儀なくされたり、結果を受け取りに後日再度

病院に足を運ぶ、もしくは配送料など負担が必要なくなるという大きなメリットもあります。 
また、CD という画像媒体に依存しないため、CD が散逸・紛失しないように管理する手間や、必要時に

すぐに検索できないなどの煩雑さからも開放されます。 
また「地域医療連携 BOX」は、デジカメなどの JPEG や心カテなどの動画にも対応していますので、皮

膚病変の画像や内視鏡画像、エコー画像、眼底写真などにも利用可能です。さらに、Microsoft  Office のフ

ァイルもそのまま取り込めますので、Word の紹介状や Excel のファイルを連携することも可能で、画像連

携のみならず、地域連携パスのシートを順に転送する運用においても、従来より機動的な運用が行えるよう

になります。 
オプション機能を利用すれば、iPhone や iPad などのモバイル端末でも閲覧できるようになるため、往診

時の連絡・閲覧や、時間外の緊急対応にも、活用することができます。 
従来の電話や FAX による予約方法に加えて、オンライン予約にも対応可能となります。 
このように、時間をかけて検証を積み重ね、実診療でも十分利用可能なレベルまで到達しておりますので、

今後は基幹システムである「地域医療情報システム」と相互補完しあえ、システム全体の普及に寄与できる

よう、利用拡充を目指したいと考えております。 
 

【平成 25 年 3 月 31 日現在】 

 システム同意者   ：68,317 人（909 人増）※平成 24 年 3 月末同意者数、カード発行枚数比 

 カインドカード発行数：51,022 人（816 枚増） 

 参画医療機関数   ：127 機関（加古川市：110 ヶ所、稲美町：8 ヶ所、播磨町：9 ヶ所） 

 

１．システム運用管理事業 

（１） 新規参画機関の募集 

平成 25 年度の新規参画医療機関は、3 医療機関を医師会内において公募し、新規参画

を予定。 

（２） システム利用促進 

参画医療機関への利用促進と住民への普及定着を促進するための、ドクターが加入案

内するキャンペーンを実施予定。 

 

平成 25年度 事業計画 

平成 24年度 地域保健医療情報システム利用状況 
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（３） 参画ドクター会議の開催 

事例発表や連携・情報交換を目的として開催。医療機関の情報化促進(電子カルテや

レセオンライン)と当システムの連携性の検討など医師会と協議のうえ実施予定。 

（４） 情報提供紙・医療機関案内 

情報発信・公開のために情報提供紙を年 2回発行。医療機関案内掲載情報の更新を実施（定期・随時） 

２． システム事業 

（１） 検査施設を保有する病院からの検査データ送信 

各々検査施設を保有する 2病院で実施された検査データを集約できるよう、情報センターサー

バへ検査データを送信する中核病院と同様の仕組みを構築する。 

（２） ウィルスチェックサーバの機器更新 

安全な通信を行うために、ウィルスチェックサーバの機器更新を行う。 

（３） 通信基盤の利用支援 

レセオンライン等医療機関を取り巻く情報処理環境の変化を様々な面から支援する。特にシステ

ムの通信基盤である IP-MEMBERSを活用した利用環境に関する支援を行う。 

（４） システム端末の多目的利用 

端末や通信環境の多目的利用を考慮する必要性があることや、多種多様の専門的ソフト等を地域

医療端末にインストールしたい旨の希望も多くあり、一定の審査基準を導入し、多目的利用が問題

ない場合は、その利用を認めていく制度を検討する。これに合わせ、個人情報保護規程及び規則の

変更を行う。 

（５） 公益法人下における健康支援のための情報提供 

公益法人として、経営方針である「健康づくり支援」のため積極的な情報提供を進めることとし、

現在蓄積されているデータ群の特性に応じ地域保健医療情報システムを中心とした新たな情報提

供メニューを開発し、保健センターホームページ上で地域住民に向けたデータを提供する。 

３．運営委員会等システム事業関連委員会の開催 

本システム事業に関する基本的運営条件を、行政・医師会・保健センター代表による運営

委員会にて協議する。 

①地域保健医療情報システム運営委員会 

②三行政主管課長会議 

③プライバシー・セキュリティポリシー調査研究委員会 

４．システム更新作業 

現在、稼働している地域医療情報システムについては、平成 17 年度に Windows 2000 化対応が行われ

たが、既に更新から 7 年が経過しており、老朽化、保守部品の枯渇により安定稼動が難しくなっている。 
また、採用していた端末 OS（Windows 2000）についてもマイクロソフト社からの各種サポートが停

止している状態であり、サポートが停止している OS を利用し続けることは今後発生する恐れのある悪意

のある不正ソフトウェアへの対策が不十分となることから、当面の対応として、平成 22 年度に Windows 
XP への OS 入れ替え作業を実施したが、その Windows XP についても 2014 年にサポートが終了するこ

とが決定している。 
現在のシステム環境は、サーバ/クライアント方の形式を採用し、サーバ、端末双方にアプリケーショ

ンが稼働しているが、端末側のアプリケーションを開発する際、ドライバや開発ツールのバージョンなど、

端末 OS に依存する部分が多く、マイクロソフト社からの各種サポートが停止し、運用に耐えない状態と

なった場合、新たな端末 OS に対応するアプリケーション開発が不可欠になることから、システム環境を

WEB 化する。（WEB 化することで、端末 OS への依存度がほとんどなく、システム運用可能期間が従来

形式よりも延長され、また今後のシステム更新時の費用削減にもつながる。） 
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（１） サーバ側 

① ハードウェアの更新 
② ミドルウェアの変更・更新 

（２） クライアント側 

① ハードウェアの更新（Windows8対応） 

② 端末アプリケーションの Windows8対応（WEB化） 

③ ミドルウェアの更新 

④ IC カード関連（Windows8対応のための DLL更新） 

 

１．システム利用促進 

地域内での普及・促進のため、利用登録増加施策と、参画機関における利用促進施策におい

て次の取組を行う。 

 加古川ツーデーマーチでのチラシ配布  400枚 

 医療機関に紹介ファイルの設置     127機関 

 健診受診者に対し案内書の配布や勧誘説明を行う（1日 2回） 

２．システム登録者のフォローアップ 

 システム登録後一度も使用実績のない利用者に対し、利用勧奨を行う。 

 システムのインストールや操作方法等、電話・メールによる問合せの対応を行う。 

３．ホームページ等による情報発信 

セミナー、イベント教室の開催情報の収集及び発信、健康診断に関する情報、健康づくりに関する情報

提供については、情報提供先や関係機関と定期的に連絡を取り合うとともに、ホームページからの情報発

信全てについて強化改善する。 

４．地域協議会の開催 

地域協議会を開催し、本システム事業に関する基本的運用条件を、行政・医師会・保健センター代表及

び有識者により協議する。 

５．普及促進に係わる体制整備 

かこがわ健康 BOX およびシステム全体としての地域内での普及・促進のため、利用者登録増加施策と、

参画機関における利用促進施策において、下記の取組を実施する。 

 利用者登録増加施策・かこがわ健康 BOXの利用促進（目標 300名） 

 システム参画医療機関への呼びかけ・利用促進委員会の開催 

 

 〜 編集後記 〜 
厳しい暑さが続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。 

この度、平成 25 年度第 1 回地域保健医療情報システム運営委員会に

おいて、地域医療情報システムを Web 化することが決定しました。Web

化することで、よりリアルタイムに検査・健診データを閲覧することが

できるようになります。平成 27 年 2 月稼働を目指して、使いやすいシ

ステムに更新していきたいと思いますので、ご協力のほど、よろしくお

願いいたします。 

 


