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ICT活用 

Ⅰ．情報・データの共有・一元化 

Ⅱ．データ・情報の集積 
 

• まず、電子処方箋から導入を 

⇒重複処方、残薬の無駄の防止 

• 精神、遺伝子情報は、慎重に取り扱う 



Ⅰ．保健・医療・介護・福祉の 
連携・統合・一元化 

１．情報・データの共有・一元化 
①個人（本人）のベネフィット 

②行政サービス（医療提供体制）の効率化・
費用の適正化 
 

⇒カルテ（医療情報・記録）の共有化 

  電子カルテネットワーク 



Ⅱ．データ・情報の集積 

１．個人レベル 
• PHR 

 健康信託事業 

• 我国の保健制度は不連続 

２．集団・国レベル 
• ナショナルデータベース 

①科学・医学の進歩、人類共有の財産 

②事業化・産業化⇒企業・産業の育成 



我国の保健制度は、不連続 

年齢年代別 

• 母子保健・（学校保健）・成人保健・老人保健 

場面別 

• 学校保健・産業保健 

疾患別 

• 精神保健・難病保健・感染症対策・（災害保健） 

 

• 保健データ さらに 医療データの一元化は、困
難 



地域医療再生計画 



地域医療再生基金 金額 
●平成21年度補正予算   2350億円 

      （25億円×２ × 47） 

●平成22年度補正予算   2100億円 

  （15億円×52＋加算額1320億、上限120億円） 

●平成23年度第三次補正予算    720億円 

（被災３県津波甚大被害 

岩手176億、宮城394億、福島150億 医療の復興計画） 

●平成24年度予算予備費     380億円 

（被災県 岩手県・宮城県・福島県（復興）・茨城県（再生）） 

●平成24年度補正予算     500億円 

      計   6050億円  



各都道府県地域医療再生計画の 
ヒアリング・意見交換 

• 第７回地域医療再生計画に係る有識者会議 

           平成２５年７月２日・３日 

• 地域医療再生計画に係る有識者会議による
現地調査・意見交換 

             全都道府県、ブロック毎 

             各都道府県 ９０分 

（都道府県担当者・医師会・大学・病院・市町村） 



地域医療再生計画の概要 

Ⅰ．人材（医師・看護師等）確保策 

• 医師修学資金貸与制度 

• 寄附講座 

• 研究委託 

Ⅱ．救急医療・周産期医療・小児医療の確保 

Ⅲ．公立・公的病院の再編 

Ⅳ．医療連携 

Ⅴ．IT化・電子カルテネットワーク 





救急医療・周産期医療・小児医療の確保 

• 救急医療機関の直接的な整備（人材・
機器・資金・設備の投入）以外に行うこ
とはないか？ 

 

⇒救急受診者を減らす努力も必要 



重症化・再発の防止⇒疾病の２次予防 

• 医療機関のネットワーク化により、医療情報の共
有を図る場合、中核病院の画像が診療所で見れ
るなど中核病院から診療所への情報の流れだけ
ではなく、診療所における血圧、血糖・HbA1cや

脂質の値など、生活習慣病の月々の数値、コン
トロールの程度を、病院の専門医が確認できる
双方向性の医療情報の共有化を図ると、地域住
民の健康管理・疾病管理・重症化予防が行われ、
結果として脳卒中、心筋梗塞など重症者が、救
急受診する数を減少することができ、救急医療
体制の保持ができると考えられる。  



ICTの活用 

• 病病連携・病診連携 

（ID-Link，HumanBridge，独自システム，他省助成） 

• 遠隔医療 （画像・僻地医療） 
 

• 救命救急システム（iPad，スマートフォン，救急隊） 

• 周産母子医療システム （独自システム，救急車） 

• 介護連携 

• 災害医療 広域災害・救急医療情報システム 
（EMIS） 



全国的な標準規格「ＳＳ－ＭＩＸ２」によるデータ出力により、将来的に
は・・・・ 
 全国の医療機関との連携、電子カルテの標準機能化を目指す。 

連携カルテの技術的工夫 

中継サーバは病院都合による業者選定可能。（カルテベンダーで可） 
連携カルテベンダーからの要求仕様を公開。 

共用型の中継サーバ、簡易な情報アップロード方法により、診療所向け
電子カルテ側からSS-MIX出力ができれば、診療所データの共有も可能 
 →診療所向け電子カルテベンダーの自発的対応を促す 



三重医療安心ネットワーク（平成２５年度） 

２８地域総合・基幹病院 

＋診療所・介護施設など 

サブネットワーク 

地域の総合病院 

基幹病院など 

急性期病院 

介護療養施設 慢性期病院 

診療所 

訪問看護ステーション 

在宅介護支援センター 

MIX高速 

専用回線 

三重大病院 

 がんや慢性疾患の診療連携 

 災害医療 

 検診などの予防医学 

 新薬開発などの臨床研究 



１）Mie Medical Complex(ＭＭＣ) 

２）みえ治験医療ネットワーク 

３）三重乳がん検診ネットワーク 

４）三重画像診断支援機構 

５）三重医療安心ネットワーク               

三重県における主な医療ネットワーク 



         MMC 卒後臨床研修センター 
     (Mie Medical Complex) 

基幹病院（１６） 
 

   公立病院（７） 
 

   公的病院（７） 
 

   私立病院（２）   

協力病院（２６） 
 

   公立病院（７） 
 

   公的病院（７） 
 

   私立病院（２）   

三重大学病院 

三重県内１６基幹病院と２６協力病院が一体となって 

協力しながら卒後臨床研修を行っている 



三重乳がん検診ネットワーク医療機関（平成20年６月現在 ２５施設） 

    

 

NPO法人三重乳がん検診ネットワーク参加医療機関 

      （平成25年10月現在 29施設） 

目的 
三重県におけるマンモグラフィ 

乳がん検診の普及と質の向上 



 登録者数＝117,768 人  
   ( 平成25年9月末現在） 
 

三重県内の４０歳以上の 

女性の約1/5に相当 

受診者一人一人 

に固有のI.D. 

共通の 

入力フォーム 



786 鈴鹿回生病院 

北勢 

 

８ 

4730  計     

187  紀南病院 18 

682  尾鷲総合病院 17 

192  大台厚生病院 

紀州 

16 

164 山田日赤病院 15 

71  済生会明和病院 14 

95  玉城病院 

南勢 

13 

725 名張市立病院 12 

0 上野総合市民病院 
伊賀 

11 

224  三重病院 中勢 10 

136  小山田記念温泉病院 ９ 

439 村瀬病院 7 

256  塩川病院 6 

143  鈴鹿中央総合病院 5 

115  みたき総合病院 4 

90  四日市社会保険病院 3 

204  ヨナハ総合病院 2 

217 日下病院 1 

月平均読影数 施設名     

三重大病院 

三重県における遠隔画像診断 



高速光専用回線 

複数システムの回線を統合 

■４回線分の利用料金が必要 
■システム毎に帯域管理が必要 
■サービス種別・品質の不等合 
■契約・支払が煩雑で、回線保守やサポートの窓口も別々 

平成22年2月28日 
ケーブルコモンネット三重 

○○ネットワーク 

乳がん検診ネットワーク 

○○ネットワーク 

○○ネットワーク 
総合病院 

現在の回線構成（例） 

○○ネットワーク 

乳がん検診ネットワーク 

○○ネットワーク 

○○ネットワーク 

高速光専用回線に集約 

■１回線分の利用料金＋サービス（帯域）を追加 
■各システムに応じて必要な容量・帯域を常に保証 
■全病院、全システムが高速光専用回線で接続 
■契約・支払はもとより、回線保守やサポートの窓口が一元化 

総合病院 

回
線
を
集
約
統
合
す
る
と 



  
 県のがん診療連携拠点病院（三重大学）
が中核となり、すべての地域がん診療連
携拠点病院とインターネットによる連携の
コアネットワークを構築し、さらに、県全域
にサブネットワーク網を拡大して、県全体
でがん診療の総合的なレベル向上を目
指しているところは他にみられず、全国
初の試み。 

 

コアネットワーク 

サブネットワーク 

地域拠点病院 

（山田赤十字病院） 

地域拠点病院 

（中央医療センター） 

地域拠点病院 

（鈴鹿中央病院） 

地域拠点病院 

（県総合医療センター） 

県拠点病院 

（三重大学） 

地域拠点病院 

（松阪中央病院） 

地域がん診療 

連携拠点病院等 

急性期病院 

介護療養施設 慢性期病院 

診療所 

訪問看護ステーション 

在宅介護支援センター 

へき地医療拠点病院 

（紀南病院） 

地域医療支援病院 

（済生会松阪病院） 

三重医療安心ネットワーク 



みえライフイノベーション総合特区 


