
NPO法人長崎地域医療医療連携ネットワークシステム協議会 

この報告の一部は以下の事業の一貫です。 
平成24年度厚生労働科学研究費補助金「地域医療基盤開発推進事業」 

「地理的境界を超えた安全な医療情報連携に関する研究」 

 長崎県におけるICTを使った地域連携の価値 

あじさいネットワークの取り組み 

長崎大学病院医療情報部 准教授 

NPO法人あじさいネットワーク理事  

松本 武浩 

２０１３年５月１８日  

於 京都大学山内ホール 



あじさいネットワークとは？ 

診療所や他の医療機関から 
患者同意のもと、暗号化ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ経由で 
拠点病院のカルテ情報を診療利用する 

ITを使った地域医療連携 

利用できる医療機関は？ 
約２００（診療所・病院・薬局等） 

NPO法人 
長崎地域医療連携ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ協議会 



あじさいネット運用開始記者会見 

（2004/10/17 朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、西日本新聞、長崎新聞） 

２００４年１０月１７日 



「あじさいネットワーク」の情報提供病院 

H21 長崎大学病院 

        光晴会病院 

        十善会病院 

        長崎市民病院 

        日赤原爆病院 

H22 済生会長崎病院 

        聖ﾌﾗﾝｼｽｺ病院 

        井上病院 

        長崎記念病院 

H23 長崎北病院 

H16 長崎医療センター 

H17 市立大村市民病院 

H23 長崎川棚医療ｾﾝﾀｰ 

H23 上五島病院 

H25 諫早総合病院 

H25  虹が丘病院 

H25 五島中央病院 

H24 佐世保総合病院 

H24 佐世保中央病院
H24 佐世保共済病院 

県北エリア 

県央・島原エリア 

長崎エリア 

H26～ 県立島原病院 

五島エリア 

運用中  １７病院 

H２５年稼働 ４病院 

稼働予定      ２病院 

あじさいネット情報提供病院 

H25 長崎労災病院 

H25 上戸町病院 長崎県全域ネットワークへ！ 



医療機関に分散保存されている診療情報 
I 病院 

N病院 

A病院 

A子さん 

慢性疾患増悪時の 
治療記録 

PETCT・RI検査 

手術記録 

アレルギー情報 

A子さんの 

幼少児の手術記録 
薬剤投与歴 

心電図・超音波検査 
内視鏡検査 

CT・MRI 
A子さんの 

A子さんの 
A子さんの 

医療リソースの有効活用 

暗号化した 
インターネットネットワーク 

Ｄ病院 かかりつけ医 



長崎市医師会 情報処理委員会 

どこでも自分のカルテ情報が使える！ 

長崎版「どこでもMY病院」 

あじさいネット加入済の診療所 



あじさいネットの利用イメージ  
どこか病院にかかった
ことはありませんか？ 

最近、胸焼けがするの
ですが‥‥ 

前にA病院で検査した
ことがあります。 

あじさいネットで 
調べてみましょう 



検体検査結果 



薬剤情報 
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放射線画像・生理検査・内視鏡 
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放射線読影ﾚﾎﾟｰﾄ 



熱型表や経過記録（2号用紙） 



あじさいネットの利用イメージ 



あじさいネットの利用イメージ １ 

どこか病院にかかった
ことはありませんか？ 

最近、体がだるいので
すが 

前にA病院で検査

したことがあります
。 

あじさいネットで 
調べてみましょう 

初めての医療機関にて（初診） 

そう言えば、そのように
言われた気がします 

あー肝臓が少し
悪いようですね。 



以前にお薬をもらってい
た病院がありますか？ 

私は薬に弱いので  
新しい薬は心配です。 

B病院にしばらくかかっ
ていたことがあります。 

あじさいネットで 
調べてみましょう 

ﾋﾟﾘﾝ系のアレルギーがありますね。 
前にＢ病院で大丈夫だった薬を処方しましょう 

あじさいネットの利用イメージ ２ 
投薬の安全性の確保 



かかりつけ医 

患者 

あじさいネットの利用（過去の診療情報） 

Ａ総合病院で手術したことがある。！ 

Ａ総合病院 
Ｂ救急病院 

Ｄ専門病院 
Ｃ病院 

手術所見 
当時のカルテ 

病名・病歴・禁忌・ｱﾚﾙｷﾞｰ情報・服薬情報  
心電図・画像・過去の治療・検査結果 etc 

初診で情報なし！ 

十分な情報 
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かかりつけ医 

あじさいネットの利用（紹介後経過把握） 

Ｂ救急病院に紹介した患者さんの状態 
をリアルタイムに把握！ 

Ａ総合病院 Ｂ救急病院 

Ｄ専門病院 
Ｃ病院 

紹介・入院 

診療経過が逐一分かる！ 

紹介後は退院まで状況不明！ 

バイタル情報 
診断・治療内容 

詳細な経過把握 



あじさいネットで退院日
がわかったので、お薬
は用意できていますよ。 

病院の先生から詳しく説
明してもらったのですが、
上がってしまってよくわか
らなかったのですが‥‥ 

あじさいネットで 
調べてみましょう 

結果は良かったようですよ。 入院中の薬を 
半年ほど飲み続ければすっかり治るようです。 

あじさいネットの利用イメージ ３ 
退院後初めてのかかりつけ医受診 



かかりつけ医 

あじさいネットの利用（逆紹介後の適切な医療） 

診療内容のわかりやすい説明と 
退院後の適切な維持治療 

Ａ総合病院 
Ｂ救急病院 

Ｄ専門病院 

Ｃ病院 

紹介 

正確な診療情報 

詳細 
説明 情報が足りない！ 

最新の診断・治療の学習効果！ 

逆紹介 



かかりつけ薬局 

あじさいネットの利用（調剤薬局での利用） 

処方箋情報＜＜カルテ情報 

Ａ総合病院 
Ｂ救急病院 

Ｄ専門病院 

Ｃ病院 

カルテを参照に 
詳しい服薬指導！ 

服薬指導の質向上「安全な服薬」！ 



診療支援機能 

あじさいネットの重要な２つの機能 

医療従事者の有効な 
生涯教育支援機能 

・他施設・紹介先の診療情報閲覧 
・CT/MRI等高額医療機器の利用 
・服薬指導 

・紹介患者の診療録を使った学習 

地域全体の医療の質向上 



2004年10月～2012年10月 

総患者登録数 

利用施設数 

総患者登録数と利用施設数 
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新規登録数 400～500例/月 

総登録数 26,764名、会員数 285名 

施設数 197施設（情報提供病院含） 

(2013/4/15現在)  
県北 

(佐世保） 

県央 

(大村・諫早） 

県南 

(長崎） 



 

全国どこでも自らの医療・健康情報を電子的に管
理・活用することを可能にする。 

 

 

遅くとも2015年までに地域医療支援病院を中心と
し、生活習慣病などを対象として、情報通信技術を
活用した地域連携クリティカルパスや医療から介
護まで健康に関わる施設間でのシームレスなデー
タ共用を可能にする。 

ⅱ）シームレスな地域連携医療の実現  

ⅰ）「どこでもＭＹ病院」構想の実現 

IT戦略本部 「新たな情報戦略」 
IT戦略本部HP 「新たな情報戦略」より抜粋 



最近の見学・取材受け入れ団体・施設 
日 時 組 織・団 体 

H23年1月 兵庫県加東健康福祉事務所 

H23年1月 広島県福祉保健部 

H23年1月 星総合病院（福島県） 
H23年2月 広島県立広島病院 

H23年2月 宇部興産㈱中央病院（山口県） 
H23年2月 日経産業新聞長崎支社 

H23年3月 愛媛大学医学部附属病院 
医療福祉支援ｾﾝﾀｰ 

H23年3月 大牟田市立中央病院（福岡県） 
H23年3月 東北大学病院（宮城県脳卒中ﾈｯﾄﾜｰｸ） 
H23年3月 有限責任監査法人トーマツ 

H23年4月 福岡県医師会 

H23年6月 滋賀県医師会 

H23年7月 大分県立病院 

H23年8月 (財)神戸都市問題研究所 

H23年8月 長崎北徳洲会病院 

H23年8月 東京都大田区議会 

H23年9月 四国がんセンター 

H23年9月 公益財団法人嶺南医療振興財団(福井県) 

H23年9月 熊本大学大学院社会文化学研究科 

H23年9月 石巻赤十字病院 

H23年11月 ＮＨＫ教育ＴＶ・Ｅテレ「社会のトビラ」 

全国各地から見学！（隔週ペース） 

日 時 組 織・団 体 

H24年1月 みんなの党神奈川県議会議員団 

H24年2月 北海道旭川市医師会 

H24年2月 岡山県医療情報・遠隔医療支援システム
推進検討委員会 

H24年2月 県立島原病院 

H24年3月 NTTデータ（株） 
H24年3月 長崎原子爆弾被爆者対策協議会 

H24年3月 社会医療法人博愛会 相良病院（鹿児島） 
H24年4月 山陰中央日報社 

H24年4月 じほう社 

H24年5月 赤磐医師会病院 

H24年6月 株式会社矢野経済研究所 

H24年8月 インターリスク総研 

H24年8月 地域中核病院研究会（株) コンタクス 

H24年8月 NTT西日本 クラウドビジネス部 

H24年8月 神奈川県保健福祉局および神奈川県議会 

H24年9月 テクノアソシエーツ 

H24年9月 岡山県医療情報ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会準備室 

H24年9月 長野赤十字病院 地域医療推進課 

H24年9月 滋賀県長浜保健所 

H24年10月 日経産業新聞 

H24年10月 財団法人北陸経済研究所 



全国の地域医療ICT連携調査 
2013年1月実施 

運用中 計画中 未定 未回答 

回答数 

回答率 

地域医療ICTネットワーク ３４/４７
（７２．３％） 

県内統一ネットワーク：９/１８（５０％） 

１８ １６ ５ ９ 

３８．３％ ３４．０％ １０．６％ １９．１％ 

平成24年度厚生労働省科学研究「地域医療基盤開発事業」 
「地理的境界を超えた安全な医療情報連携に関する研究」 

研究代表者：松本 武浩 



あじさいネットアンケート（2013年） 

Q:診療に役立っていますか？ 
大変役立っている  14/54 (25.9%) 

合計    39/54 (72.2%) 
役立っている   25/54 (37.5%) 

Q:診療の質を向上させると思いますか？ 
そう思う     38/54 (70.4%) 

合計    46/54 (85.2%) 
やや思う    8 /54 (14.8%) 

2013年2月 あじさいネットアンケート（回答者 54名/94名） 



利用状況（アクセス時刻） 
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オンデマンドVPN（施設間VPN通信） 



ID-LINK 
Server 

Human Bridge 
Server 

長崎大学病院 

長崎原爆病院 

済生会長崎病院 

長崎市民病院 

光晴会病院 

十善会病院 

： 

： 

GW 

GW 

GW 

GW 

GW 

GW 

GW 

GW 

連携クリニック等 

大村市民病院 

長崎医療ｾﾝﾀｰ 

あじさいネット 

ポータル(SSO) 

連携クリニック等 

NEC/SEC 

富士通 

あじさいネットのVPNネットワーク 

NTTdata 

IPSec+IKE  

VPN network 

by NTT data 



あじさいネット利用画面イメージ 



あじさいネット利用画面イメージ 



A病院 B病院 

複数病院の診療情報を一画面表示 

【ID-Link(NEC版）】 



あじさいネット利用画面イメージ 



C病院の
診療内容 

D病院の
診療内容 

複数病院の診療情報を一画面表示 

【Human Bridge(富士通版）】 

マニュアルがなくても簡単利用！ 



ID-LINK 
Server 

Human Bridge 
Server 

長崎大学病院 

長崎原爆病院 

済生会長崎病院 

長崎市民病院 

光晴会病院 

十善会病院 

： 

： 

GW 

GW 

GW 

GW 

GW 

GW 

GW 

GW 

連携クリニック等 

大村市民病院 

長崎医療ｾﾝﾀｰ 

あじさいネット 

ポータル(SSO) 

連携クリニック等 

富士通 

全病院が 
一画面で 
閲覧可能！ 

ＮＥＣ版と富士通版の相互乗り入れ 

NTTdata 

Internet 

IP-VPN network 

by NTT data 

NEC/SEC 



あじさいネットを使った在宅医療 

病診連携から在宅医療へ 



処方内容・検査結果・診療記録
等を記録＝共有可能 

診療所（閲覧施設）から情報提供 

血圧 130/80mmHg BT 37.5℃ 

SpO2 89% 

食欲良好。疼痛は自制内。 

訪問記録 



診療所からの診療情報提供機能 

必要に応じた相方向型へ！ 



在宅ケア後
「記録」 

在宅医療チーム間の情報共有 

患者毎に関わるスタッフ全員をｸﾞﾙｰﾌﾟ登録 

患者宅訪問前に状態把握が可能！！ 

個々の携帯ﾒｰﾙ登録 

全スタッフにﾒｰﾙ通知 
「○○患者に△看護師が 
 記録しました。」 

誰かが訪問する度に経過情報を把握可能！ 

あじさいネットを活用した在宅医療 



あじさいネットの高度なセキュリティ 
による安全な診療情報共有 



あらゆる診療情報の集積と各種連携 

診療所 

薬局 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 
訪問診療 

検査ﾃﾞｰﾀ 

あじさいネットの安全なネットワークに新たな機能を 

病診連携 

薬局連携 

病病連携 

総合病院 

専門病院 

病院ﾃﾞｰﾀ 

健診ﾃﾞｰﾀ 

検
査
セ
ン
タ
ー 

健
診
事
業 1次病院 2次病院 

在宅連携 

訪問診療 
ﾃﾞｰﾀ 

調剤ﾃﾞｰﾀ 

薬
局 



超専門医による 
遠隔画像診断 

医療TV会議 

高品質画像診断 
TV会議システム 
を使った遠隔会議 

周産期・小児発育支援 

高ﾘｽｸ妊婦診療支援 

専門ｶﾝﾌｧﾗﾝｽ中継 

ｶﾝﾌｧﾗﾝｽや講演の 
生中継 

あじさいネットのｾｷｭﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸ基盤 

「あじさいネット」の新たな機能拡充 



離島医療・救急医療支援 
高品質遠隔画像診断システム 

長崎大学病院 長崎医療ｾﾝﾀｰ 

遠隔読影 

画像ｻｰﾊﾞ 

離島・救急 

支援ｻｰﾊﾞ 

NPO 

読影ｾﾝﾀｰ 

読影 

依頼 

高品質 

遠隔画像診断 

システム 

離島支援 

読影 

依頼 

読影 

依頼 

超専門 

診断依頼 

読影 

依頼 

救急支援 

読影 

依頼 

遠隔読影 

救命ｾﾝﾀｰ 

離島・救急支援 

システム 

相互ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 

脳卒中ｾﾝﾀｰ 

救命ｾﾝﾀｰ 



医療TV会議 

TV会議システム 
を使った遠隔会議 

超専門医による 
遠隔画像診断 

高品質画像診断 

周産期・小児発育支援 

高ﾘｽｸ妊婦診療支援 

専門ｶﾝﾌｧﾗﾝｽ中継 

ｶﾝﾌｧﾗﾝｽや講演の 
生中継 

あじさいネットのｾｷｭﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸ基盤 

「あじさいネット」の新たな機能拡充 



TV会議・遠隔ｶﾝﾌｧﾝﾗﾝｽｲﾒｰｼﾞ 

医療関連TV会議 

医療教育ビデオ 



あじさいネット理事の皆さま！ 

診療所・病院・医師会の充実した協力体制 

患者中心の「真の医療連携」！ 


