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ご挨拶
～モバイルヘルスの普及にむけて～
移動体通信端末の医療応用に関する分科会
分科会長 水島 洋
今日の高度情報通信ネットワーク社会を取り巻く環境も大きく変化しており、スマートフォンの出
荷台数はすでにコンピュータを上回るまでになり一般化してきました。そのような中、接続性や操作
性からモバイルヘルスケアとしての移動体情報通信が大きく注目されて、進歩しています。タブレッ
ト型携帯端末に代表される移動体通信機能を実装した携帯情報端末も iPad の登場から急速に普及し、
Android 端末やタブレット PC などの普及も相まって、医療・介護領域のシームレスな連携実現へ向
けて、データ通信領域としての移動体情報通信網の利活用がますます進んできました。
また、ネットワーク上に情報システムを構築するクラウドの普及も進み、移動体通信端末との連携
によってより大きなシステム構築の可能性が可能になって来ています。さらに、WiMAX や LTE な
どの高速通信インフラの整備もすすみ、移動体通信が苦手としていた通信速度についても大きく改善
されてきました。
一方で、医療情報をモバイル端末で扱うことについては、端末の紛失や通信路からの漏えいなどに
よるセキュリティ面の弱さの指摘も多いのも事実です。さらに、新しいシステムには既存の法律が対
応できず、法的措置が不十分になりがちです。
2010 年秋、保健情報、医療情報への移動体情報通信端末の利活用について、IT ヘルスケア学会
に「移動体通信端末の医療応用に関する分科会」が設立され、私が初代代表に任命され、2010 年
10 月 23 日に第 1 回のモバイルヘルスシンポジウムを東京医科歯科大学で開催しました。100 名
を超える大勢の参加をいただき、この分野への期待の高さを感じることができました。第 2 回は会場
を品川のコクヨホールに移し、2011 年 8 月 27 日に開催し、200 名を超える参加者にご来場いた
だきました。そして第 3 回は昨年 7 月 22 日、東京医科歯科大学にて開催いたしました。第 1 回が
iPad 中心であったものの、第 2 回は端末の種類も増え、さらに、携帯情報端末と連携したセンシン
グ技術などに関する発表もお願いしました。また、第２回には分科会としての提言をまとめることが
できました。
今回、第４回目のシンポジウムとして「モバイルヘルスシンポジウム２０１３」が IT ヘルスケア
学会と合同で企画され、多くの方のご協力とご賛同をいただき開催することになりました。患者さん
や一般が利用できる医療アプリケーションを中心とした話題を提供いただき、今後の携帯情報端末の
普及をめざしていきたいと思っています。
本セミナーの目的が、事例成果の発表や意見交換を通して、参加者各位へ広く共有されることを心
より祈念し、今後ますます医療の情報化が推進していくことを強く願っております。
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～プロフィール～
1983 年 東京大学薬学部卒、1988 年 東大大学院薬学系研究科博士課程修了 薬学博士、国立
がんセンター研究所生物物理部研究員、同がん情報研究部室長、2000 年から米国 NIH, NLM,
National Center for Biotechnology Information. Visiting Scientist、国立がんセンター研究所疾
病ゲノムセンター、国立がんセンター研究所がん予防・検診研究センターなどを歴任後、2006 年か
ら東京医科歯科大学情報医科学センター准教授、2009 年から東京医科歯科大学疾患生命科学研究部
オミックス医療情報学講座教授。神戸大学医学部客員教授、ハワイ大学医学部併任助教授なども兼務。
2011 年から厚生労働省国立保健医療科学院。難病の情報化と国際連携、災害医療システムなどを担
当。詳しくは http://hiroshi.mizushima.info/ 参照
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電子カルテを基盤とした社会システムデザイン
亀田 隆明
医療法人鉄蕉会 理事長
亀田メディカルセンターでは、1995 年に IBM と共
に電子カルテを開発し導入した。また、2002 年には
WEB を活用して自宅でも自分のカルテを見ることがで
きる「PLANET」というシステムも開発し運用してい
る。
「PLANET」は患者さまの自宅だけではなく、周辺
の診療所や福祉施設、
行政施設にも端末を設置している。
亀田総合病院の個室病棟にはベッドサイドに端末を設置
し、入院している患者さまご自身で自分のカルテを参照
することができるようにしている。また、スマートフォ
ンや携帯電話でも「PLANET」を利用することができ
るようになっている。
2009 年からは、鴨川市と亀田総合病院、亀田健康保
険組合との共同で「鴨川市社会保障カード」のネットワ
ークを構築し、住民が自宅のパソコンから一枚の社会保
障カード（IC カード）で受診情報や健診情報、医療保険
の資格、年金情報などが参照・確認できるシステムを運
用している。
IT 技術の活用により、医療・介護・健康関連サービス
や社会保障制度の情報がネットワーク化され連携するこ
とで、効率的にサービスが提供され、重複したり、多く
の時間を費やしたりする無駄を排除することができる。
さらには行政コストの大幅削減を可能にする。
社会保障に関連する各サービスにある個人のデータを
管理するうえで、特定の個人のデータとしてひも付ける
ために、国民一人一人に統一の ID「国民 ID」を作るこ
とは必須である。
現状の電子カルテの問題点として、大きく 3 つのポイ
ントが挙げられる。
まず、経営的に厳しい病院が多い中、数億円という導
入費用やその後の保守費用、保守要員の確保など大きな
負担となっている。
2 点目として、電子カルテの統合的なシステムデザイ
ンの不足が挙げられる。ベンダー間でのシステムデザイ
ンの標準化ができておらず、マスタ、通信規格、業務フ
ローの標準化を国策として推進しなければならない。同
じプラットフォームの上で電子カルテを構築することに
より、電子カルテベンダー間で真の競争が生まれ、内容
面でもよりよいものが出来上がっていくとともに、価格
面でもより安価になっていく。もしベンダーを変更する
際でも、スムーズなデータ移行および医事システムや薬
剤システム・検査システムなど各部門システムとのスム
ーズな接続ができるようにしなければならない。また、
患者 ID を一患者一 ID に統一することが必要である。携
帯電話のナンバーポータビリティーのように、どの電子

カルテにも、カルテ情報が移行でき、過去のどの医療機
関の診療データでも参照できるようにすることにより、
効率的な医療を行うことができる。
3 点目として、ベンダー側のマンパワー不足が挙げら
れる。医療の現場を知っている要員が圧倒的に不足して
いる。SE が医療のワークフローを熟知しなければなら
ない。年中無休 24 時間体制でシステム障害のサポート
をする体制をとらなければならない。
亀田メディカルセンターでは、電子カルテを源流とす
る IT の活用範囲を拡大させて、社会保障制度の情報共有
を図ることにチャレンジし、実証してきた。新たな取り
組みとして、医療情報を中心とした住民情報の集約と活
用によるコミュニティーインフォメーション・システム
の構築を目指し、その基盤となる電子カルテ・診療支援
システムを開発する。

～プロフィール～
1952 年千葉県生まれ。
78 年日本医科大学医学部卒業。
同大附属病院第二外科入局。79 年順天堂大学大学院入
学。83 年順天堂大学医学部胸部外科大学院卒業。医学
博士号授与。同年より亀田総合病院心臓血管外科勤務。
85 年鉄蕉会副理事長。04～08 年国立大学法人東京医
科歯科大学理事。2008 年同大学客員教授、鉄蕉会理事
長に就任。財務総合政策研究所「持続可能な医療サービ
スと制度基盤に関する研究会」メンバー、財政制度等審
議会「財政制度分科会財政構造改革部会」有識者などを
歴任。
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患者参加による創薬支援プロジェクト
～ICTが拓く可能性～
水島 洋
国立保健医療科学院研究情報支援研究センター 上席主任研究官
近年の移動体端末の普及やクラウド技術によって、
多くの医療アプリケーションが開発されてきているが、
これまで医療従事者間で使われるものが多かったのに
かわり、患者さんや一般人を対象としたアプリケーシ
ョンが目立つようになってきている。
2010 年に開催した第 1 回モバイルヘルスシンポ
ジウムでも紹介いただいた脳卒中の情報共有システム
「iSTROKE」を開発運用している慈恵医大のグルー
プでは「MENU119」という新しいアプリを開発し、
患者さんやその周りの人からの緊急連絡をサポートす
る機能をもっている。これは患者の携帯画面に緊急時
の連絡メニューがパスワードロックの外で利用できる
ようにしたシステムであり、試験運用がはじまってい
る。
このほか、体重や血糖値、食事の記録などをサポー
トするアプリなども多くあらわれ、写真を撮ることに
よってカロリーや栄養バランスを記録する機能など、
健康志向に合わせた利用者ニーズにあったものができ
てきている。
一方で、新しくできた病院の中には、積極的に携帯
情報端末を導入しているところも多い。患者説明や医
学教育に携帯情報端末を使っていることについてはモ
バイルヘルスシンポジウムでも何度か紹介されてきて
いる。これらを病院情報システムへと発展していると
ころも多くなっており、
国立病院機構 四国こどもとお
となの医療センターでは WEB 型電子カルテを導入し、
その端末として iPad/iPhone を活用する傍ら、その
アクセス回線には LTE/３G 網を利用することから院
内にこれらのアンテナを多数設置した恩恵として入院
患者さんにとっても快適な無線ネットワーク接続環境
を提供することとなった。
私が現在取り扱っている対象に、難病対策と災害が
ある。難病に関しては、臨床調査研究事業として患者
支援を行っている 56 疾患については患者個人票を都
道府県経由で集計することになっているが、紙ベース
で行われているため毎年発生する 70 万件程度の申請
書を医師が書く負担が課題になっているうえ、これを
都道府県が入力するときのミスや入力率の悪さなど問
題が多い。難病対策の改革提言が今年出されたことで
このシステムの改良が検討されており、対象疾患の拡
大や医療機関からの直接入力など、難病対策の基本と
なる情報収集の制度が上がる予定である。しかし、医
療機関からの情報だけでは患者さんの常日頃の生の声
を聴くことはむずかしく、受診日に医師の前で伝えた

ことのみになってしまう。
この問題に対し、昨年度から厚生労働省では、患者
主体の登録に関する研究班を立ち上げ、患者会として
患者さんの登録を行うしくみの構築を試みている。
ALS の患者である橋本操さんが代表を務める研究班
では、
「We Are Here 」というサイトを 2012 年
12 月に立ち上げた。ここでは、患者さんが匿名で登
録をすることができ、自分の疾患に関する自慢話や苦
労話を公開し、自分と似た症状の人の経験を参考にす
ることができる。また、ライフヒストリーとして、症
状や服薬歴、自分の疾患の経過に関する時系列的な年
表も登録可能である。これらの情報は新しい薬の開発
にもつながり、すでに患者会からの希望として開発さ
れた意思伝達のための筋電位センサーなどもできてき
ている。
難病をはじめとした希少疾患は、患者数が少ないた
めに薬の開発も対策も遅れがちであるため、このよう
なサイトによって患者さんを探し出して、状況を把握
することが大切である。 米国においても NIH は患者
さんの登録を国としておこなうのではなく、また患者
会を直接支援するわけでもなく、患者会が患者登録を
する際に使える Web システムの開発を支援している。
このようにすることで、患者情報の標準化が図られ、
各患者会で患者情報の把握が推進され、患者に対して
も多くの情報提供が可能となり、また製薬会社も患者
数や患者の実態把握が容易になることで、創薬にもつ
ながるものである。
世界的にも希少疾患登録に関する共通プラットフォ
ームや登録項目に関する議論が積極的になされており、
これらが協調したシステム作りがなされることを期待
している。
～プロフィール～
東京大学大学院薬学系研究科博士課程 修了
薬学博士 国立がんセンター研究所、東京医科歯科大
学教授などを経て、現在国立保健医療科学院上席主任
研究官。医療福祉クラウド協会理事、IT ヘルスケア学
会理事、インターネット医療協議会副理事長 など
E-mail hmizushi@niph.go.jp
詳しくは http://hiroshi.mizushima.info
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患者参加医療を実現する革新的ICT活用
宮川 一郎
習志野台整形外科内科 院長
昨我が国の皆保険制度は、安価で質の高い医療をいつ
でもどこででも受けられる素晴らしい制度である。しか
し高齢者増加や医療費の財政圧迫など様々な問題で崩壊
の危機にある。現役開業医師として現場レベルから「患
者参加型医療」の実現が重要であると考え、タブレット
端末-iPad や新しい技術を用いて患者参加が実現できる
仕組みを構築している。
習志野台整形外科内科は、2007 年に開業した地域密
着型のクリニックで iPad 発売当初より医療現場で活用
している。

患者参加に至ってはいない。そこで、患者自身が主導す
る病診連携や PHR・緊急時利用を目的に「命のミック
カード」
「QOLMS」の開発を行っている。
その他、OsiriX を用いた遠隔画像参照や Kinect を用
いた非接触画像読影、3D プリンタを用いた立体質感造
形、ヘッドマウントディスプレイやホログラフの医療活
用など革新的な ICT 活用の可能性を報告する。

現在では、患者貸し出し用に 3 台と問診票用に 3 台、
院内の効率化・患者説明・情報共有のためにスタッフ用
に 6 台の iPad を用いた活用を行っており、その活用方
法を報告する。
貸出し用 iPad は、
院内の LAN とは別系統で運用し、
新聞・雑誌・インターネット閲覧やゲーム・絵画鑑賞と
医療用デジタルサイネージとして疾患や検査の啓蒙や在
宅体操法などの動画が閲覧できる仕組みを構築した。
患者説明として、各種パンフレットを PDF 化し全て
のスタッフ用 iPad で共有閲覧できる仕組みにしている
が、紙資材と同様に感心は薄い。そこで、興味付けしや
すい CG 動画を用いた患者説明を行っている。CG 動画
は動かない紙資材や壊せない模型と違い、理解度向上・
不安解消・コミュニケーション向上に有益である。しか
し高額な動画制作費や動画収集方法に難があるため
iPad 専用アプリケーション「IC 動画 HD」を開発し、
無料で公開している。
業務効率化による待ち時間の短縮のため iPad を用い
た問診票をオリジナルで開発し、電子カルテと連動させ
活用している。iPad 発売当初は、高齢者に対し紙の問診
票との併用が必要であったが、Ver2.0 を制作し約 60
分間の転記時間短縮と記入漏れ・転記漏れに効果的に機
能している。更にスタッフ間の情報共有ツールとして各
種判定基準や血圧計・体温計などと連動するデジタル帳
票を制作する予定である。
また、再診患者の診察券の持参率の高さに比して薬手
帳や血圧手帳の持参率が低く、共通化することで持参率
を上げる取り組みを開始している。
交通系 IC カードやお
サイフケータイの NFC を利用し診察券としても代用で
きる。同様に NFC を使った活動量計などからメモリ情
報（健康情報）を医療情報として活用できる仕組みも検
討中である。
逆に現在の病診連携は、医療機関同士での連携であり
10

～プロフィール～
平成 5 年帝京大学医学部 卒業
医療法人財団岩井医療財団岩井整形外科内科病院 整形
外科部長を経て
平成 19 年 習志野台整形外科内科 院長就任
資格 日本整形外科学会 専門医
日本整形外科学会 脊髄脊椎病認定医
所属学会
日本整形外科学会
日本脊椎脊髄病学会
日本骨折治療学会

ランチョンセミナー
周産期医療における地域連携と PHR
尾形 優子
株式会社ミトラ 代表取締役
株式会社ミトラは、医師不足の問題を抱えている地域
に周産期遠隔医療システムを導入している。へき地の助
産師と遠隔にいる専門医が同じ妊婦の周産期データを共
有することで、妊婦の健康と安全なお産を守るシステム
である。岩手県遠野市では、周産期電子カルテ、モバイ
ル CTG モニタ（モバイル型胎児心拍監視装置）
、ウェブ
会議システムを利活用した遠隔医療システムを助産院と
中核病院の間に構築することにより、妊婦さんが遠く離
れた病院に通わなくても遠野市で安心して赤ちゃんが産
めるようになった。
後にこのシステムは岩手県で統一した周産期システム
となり、市町村と県内の病院が一体となって県全体の妊
婦を守る仕組み、
「いーはとーぶ」へと発展した。より良
い周産期管理を提供するために、ICT 利活用による地域
連携及び周産期医療データの共有は必須である。また、
行く行くは、自身の出生前からの情報を一生に渡って一
元管理できる個人の健康記録「PHR」を国単位で導入す
ることが重要である。

～プロフィール～
京都市生まれ。京都大大学院工学研究科原子核工学専攻
中退。結婚・出産後、システム制作会社などを経て０２
年にミトラ（Medical IT Laboratory）を設立。
http://www.mitla.co.jp
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医療介護の質向上が果たす使命・社会作り・街作り
田原 一
株式会社イニシア 代表取締役・薬剤師
筆者が共同代表を務める(株)イニシアは1997年に創
立、ここ数年間の取り組みを経て、この度、Social
Contribution & Solution「TITV.ch」事業を開始した。
筆者が主宰する「TITV.ch」事業は、インターネット
TV 機能を活用した「報道」番組、超高速ネットワーク
とスマート端末の普及と急速に進展するデジタルコンテ
ンツ、facebook など SNS をツールとして、医療介護
の質向上を支援するサービスを展開している。これまで
は、筆者自身がキャスターを務め、医師、薬剤師、薬学
生向けに、医療や薬学に関する教育研修番組をはじめ、
医療制度や経営番組などの配信を行ってきた。
最近ではがん治療に携わる薬剤師をテーマに、現場取
材を行った電子書籍の制作など、動画、テキストなどを
組み合わせて、視聴者、読者にわかりやすい情報を提供
に努めている。

たいと考えている。
医療介護の質向上が果たす使命としては、特に高齢者
が、地域のセーフティネットから漏れないような体制作
りにあると考える。それに必要なのがチームであり、そ
のチームにおける情報共有、スキルの向上への IT の活用
であると考える。
今後はより高齢化が進む中で、地域の自活力向上が重
要である。
今後、
益々スマートホンを持つ高齢者が増え、
動画等のコンテンツ提供により、
高齢者にわかりやすく、
利用しやすいネット環境が整備されていく。
「TITV.ch」では、そのサポートの一環として、イン
ターネットを活用した高齢者向けの番組制作、高齢者向
けの趣向的番組の他、健康番組、また地域の「カフェ」
、
医療機関、介護施設からの情報発信など多くの「地域コ
ンテンツ」の制作と発信を実践していく予定である。
地域に向けた情報発信による新たな社会作り、街作り
などいわば「コミュニティ作り」が可能となってくると
考えられる。

今後の医療・介護の方向性としては「地域包括ケア」
が提唱され、医療機関等においても連携と機能分化、在
宅医療・ケアの強化が急務となっており、さらに高齢化
の進展を考えた場合、医療費や介護費用の高騰を防ぐた
めには、チームでの見守り機能、医療・ケア、重症化予
防、疾病管理がより重要となることが従前から指摘され
ている。そして医療介護の質向上を考える場合、キーワ
ードとなってくるのが「チーム」
、それも多職種チームの
存在である。

IT インフラが整い、これからは、
「コンテンツ主流」
の時代となる。
「TITV.ch」は、
「報道・コンテンツ制作
と提供」
サービスを通して、
医療介護関係者のみならず、
地域コミュニティづくりを通じて、地域住民の方のお役
にも立ちたいと考えている。

筆者らは医療介護の質向上を側面から支援する取り組
みとして、多職種によるチーム医療・介護に関するシン
ポジウムのネット配信を行ってきた。最近では製薬企業
とタイアップし、多職種の連携をテーマとした番組配信
を行っている。
さらに独自の対談番組、
医療・介護現場への動画取材、
現場中心の報道を、多くの人に伝えるという発想ではな
く、
「必要な時に、必要な人に必要な情報」を的確に伝え
ていくこと、及び「双方向性」を重要と考え、弊社独自
のオピニオンを発信する「報道」機能を、
「TITV.ch」事
業の中核と位置づけている。 「TITV.ch」事業により、
チーム医療介護に関する「情報デバイド」の解消につな
げていきたい。

～プロフィール～
出身大学／東京薬科大学薬学部
株式会社イニシア 代表取締役・薬剤師
TITV(Tahara Initia TV).ch 主宰
E-mail tahara@initia.co.jp
所属学会 医療マネジメント学会

また地理的「情報デバイド」のみでなく、各職種の勤
務先が異なること、さらに勤務形態も多様なことから地
域内における「コミュニケーションデバイド」解消支援
事業として、様々な IT ツールを組み合わせて、
「Work
Life Balance」の充実と労働生産性向上に寄与していき
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ケアタウンナカノ構想 ～在宅医療連携拠点事業成果報告～
中野 一司
医療法人ナカノ会 理事長 ナカノ在宅医療クリニック 院長
昨年度、平成 24 年度在宅医療連携拠点事業（以下、
拠点事業）で目指す、多職種連携で機能する地域連携在
宅医療システムの構築は、医療法人ナカノ会の開設理念
と一致し、医療法人ナカノ会が過去 13 年間活動してき
た事業である。
多職種連携のチーム医療（介護）を実践するため要件
として、１）連携のコストが安いこと、２）各職種スタ
ッフが優秀な事を挙げ、１）の要件を満たすために、Ｉ
ＣＴのフル活用、２）の要件を満たすため、教育環境の
充実を開設理念として挙げ、活動してきた。
１）ＩＣＴのフル活用に関しては、開業当初から法人
内メーリングリスト（以下ＭＬ）を用いて、情報交換を
行い、法人内でのＩＣＴ化は、本拠点事業開始前の時点
で、ほぼ完成の域にあった。一方、法人外に向けてのＩ
ＣＴ化は、セキュリティーの問題などクリアしなくては
ならない問題があり、今後の課題であった（他法人との
多職種連携チームは、既に患者ごとに構築できていた）
。
本拠点事業で、クラウドコンピューティングの技術を用
いて、これらの問題をクリアしようとチャレンジした。
２）教育環境の充実については、毎朝 8 時 30 分から
開催されるスタッフミーティングが法人内スタッフの教
育の場である。法人内ＭＬで、昨日看取りがあったなど
の情報はスタッフ全員で事前に共有しているため、スタ
ッフミーティングでは（申し送りではなく）討論が可能
となる。
2006年11月からは、
在宅ケアネット鹿児島ＭＬ
（以
下、ＣＮＫ－ＭＬ）を立ち上げ、ＣＮＫ－ＭＬを通じ、
過去 10 回の在宅医療の勉強会を開催してきた。
http://nakanozaitaku.jp/renkeikyoten/carenet.ht
ml
ＣＮＫ－ＭＬは、会員 1500 名程参加の全国規模の
ＭＬになってきていて、日本の医療・介護問題が幅広い
観点から議論されている。本拠点事業に関する情報交換
も、ＣＮＫ－ＭＬを通じて活発に行われた。
本拠点事業とは別に、医療法人ナカノ会では、ケアタ
ウン・ナカノ構想を抱き、2014 年 2 月には、第 1 期
計画を開始予定である（ただ今第 1 期計画施設を建設
中）
。
第 1 期計画では、サービス付き高齢者住宅、複合型サ
ービスを取り入れ、既に展開している在宅医療と連携し
て、24 時間 365 日の在宅医療・介護サービス提供体
制を構築し、最期まで地域で生きる（看取りに対応した）
在宅医療・介護システムの構築を目指す。
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本構想は、狭く在宅患者を囲うのではなく、ケアタウ
ン・ナカノを在宅医療・介護の連携拠点として、広く、
鹿児島市全体に多職種連携で機能する在宅医療・介護シ
ステムを提供すもので、ケアタウン・ナカノ構想が在宅
医療連携拠点事業そのものなのである。
医療法人ナカノ会の 13 年の歩みと、本拠点事業、ケ
アタウン・ナカノ構想については、
「在宅医療が日本を変
えるーキュアからケアへのパラダイムチェンジ」のタイ
トルで一冊の本にまとめた（参考文献１）
。
（参考文献）
１）中野一司：在宅医療が日本を変える ― キュアか
らケアへのパラダイムチェンジ ―【ケア志向の医療＝
在宅医療】という新しい医療概念の提唱。医療法人ナカ
ノ会、2012 年。
http://nakanozaitaku.jp/katsudou/shoseki1.html

〜プロフィール〜
出身大学／東京理科大学薬学部、鹿児島大学医学部
E-mail nakano@nakanozaitaku.jp
所属学会 日本在宅医学会 プライマリケア学会
電子カルテダイナミクス＋RS-Base

ケアサイクル論 再考
長谷川 敏彦
日本医科大学 教授
2005 年、グルジアのドマニシで発見されたホモエレ
クトスの頭骸骨の発見は衝撃的であった。175 万年前
の高齢男性の顎の骨は、死の数年前から歯が全くなく、
すでに我々ホモサピエンス誕生をさかのぼる 150 万年
も前に、原人が介護を受けていたこと意味するからであ
る。またヨーロッパで平均寿命が 50 歳を越したのは、
たった 100 年前。今では世界の殆どの国で殆どの人が
生殖年齢(15-50 歳)を大幅に通り越して生きる時代と
なっていることも衝撃的事実である。2 足直立歩行や手
で道具を使うといった人類を定義する本質の一つとさえ
いえる「互いを支えるケア」もその意義についても一度
考えるべき時期に来ているのではないだろうか。
今日の近代医学の基が築かれたのは１５０年前の 19
世紀ドイツ、当時の平均寿命は 40 歳代で、当然「１疾
患１エピソード」を前提に施設内の多量の資源を用いて
問題解決を計る大系であった。近年まで何とか旧来の大
系をだましだまし使って来たものが、ここ５～１０年で
需要はがらっと変わり、日本が歴史上最大数の高齢者を
かかえる 2030 年頃には全く別の大系が標準となって
いることが想定される。
高齢者の疾病は「複数、治癒は難しくエピソードは繰
り返し継続し、最後は死」に至る。必要とされるケアも
急性期のみならず回復期、長期そして末期と疾病の自然 １
史によって変化する。目的は「疾病の治癒救命から人生 ２
を支え生活の質を高める」ことにシフトする。したがっ
てケアの場も施設内から「生活の場」に軸足が移る。
残念ながらこの新しい医療の大系は未だに完成されてい
ない。ケアの内容、提供者の役割分担、システムや制度、
いやそれを支える人間観、
健康観、
疾病観も未完である。
必要は発見の母。21 世紀のこの最先端医療は日本で創
り出され世界に発信されると確信する。
日本は時々刻々高齢社会の世界記録を塗り替え、前人
未到の荒野を独り進む「実験国家」だからである。人生、
家族、産業、労働、国民国家どれをとっても大きな転換
を同時並行して迎えている。要するに「近代が終焉し新
たな次代が始まり」
、
それに相応しい社会と医療を合わせ
て構築することが求められているのだ。
そこでこの新たな医療の特徴を「ケアサイクル」と名
付け患者の価値観、疾病の自然史に合わせて関係する各
職種が最良の意志決定を支援できる概念として提案し、
世界最速で高齢化が進む多摩市などで応用の試行をして
きた。結果、そのケアの移行期の意思決定のための情報
とプロセスが極めて重要であることが明らかとなった。
１対象者の 1 生涯に 1 ケアサイクルカルテとでもいう
べき「医療関連」
「介護関連」
「生活関連」の継続情報、
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そして患者家族学習情報を統合し、
それらを本人家族や、
各種のケアの専門家がいかに使いやすく設計するかが課
題である。現場での意志決定ついてはモバイル情報シス
テムがそのカギを握ると考えられる。
本学会の活動に期待したい。
ケアサイクル図

地域

診療所
慢性期ｹｱ

加齢

施設
ＣTHasegawa

NMSJapan

医療・福祉
福祉施設

長期ｹｱ

リハ病院
回復期ｹｱ

急性期ｹｱ
病院

医療

死亡

緩和ｹｱ施設
末期ｹｱ
ケアサイクルは
継続が必須

～プロフィール～
学 位
1981 年 9 月 修士号 公衆衛生学 ハーバード大学
2002 年 12 月 博士号 医学 東京大学
職 歴
1986 年 6 月 厚生省健康政策局計画課課長補佐
1986 年 7 月 国立がんセンター運営部企画室長
1995 年 6 月 国立医療・病院管理研究所医療政策研究
部長
2002 年 4 月 国立保健医療科学院、政策科学部長
2006 年 7 月 日本医科大学医療管理学教室 主任教授
2013 年 4 月 日本医科大学 特任教授
主 著
長谷川敏彦編著：病院経営戦略、医学書院、2002.3
長谷川敏彦編著：病院経営のための在院日数短縮戦略、医
学書院、2001.6

つくば健康づくりプログラム ICT健康サポート事業 ～事業成果報告～
守田 典広
NTTレゾナント株式会社
茨城県つくば市では、健康サポート事業として、つく
ば市健康増進課、筑波大学病院、市内3フィットネス施
設及びと連携した「つくば市ICT健康サポート事業」を
スタートした。ICTを活用した血圧計、歩数計からのデ
ータをバイタルデータ蓄積基盤としてNTTレゾナント
が提供するPHR蓄積基盤「gooからだログ」を中継して
医療従事者・保健師等が活用するバイタルデータ管理画
面を構築・活用した展開事例について展開したい。

ルスケアコミュニティをＳＮＳとして形成し、運動を継
続する仲間づくりを図ります。医療従事者や、保健師か
らの指導も参加者同士のコミュニケーション手法につい
て
⑤健康に関する情報や医学的知見の提供
蓄積されたバイタルデータを基に、筑波大学の医学的
知見からの個人指導、助言、アドバイスを参加者に提供
します。また、つくば市保健師及び栄養士からも健康に
関するアドバイスを行います。医療機関と連携し、健康
に対する有効なメッセージを提供。

事業概要
本事業は、下記の５つの視点で実施。
① 日常的な血圧や歩数など健康を管理するためのデ
ータ蓄積
参加者は、家庭にて活動量計や血圧計を活用し、健康
データを蓄積します。健康機器で測定をしたデータにつ
いては、インターネットを介して、つくばgooからだロ
グへのコンティニュア対応、血圧計、活動量計を用いて
無線転送によるデータ通信も可能としています。

ICTを用いた自治体による住民の健康管理を行う上で
の運用上の様々な課題、バイタルデータに対する認識に
ついて、ICTデバイスに対する住民のリテラシーによる
課題や、筑波大学附属病院 医師3名がどのような形で
150名もの住民バイタルの管理を行ったか等や、民間事
業者目線による今後のPHRシステムのあり方や将来像
についていくつかの事例を交えて展開したい。

② 運動教室で運動の動機付け → 継続的な運動の意
義付け
参加者は、市内の民間フィットネス施設（筑波メディカ
ルセンター健康増進センターＡＣＴ、筑波記念病院メデ
ィカルフィットネスフェニックス、トータルフィットネ
スクラブアックアセレーナ、
ヴィスポスポーツスクエア）
を利用し、週１回の運動教室に参加します。 運動教室
での定期的な運動をとおして、実際につながっている運
動を継続する仲間作りを進めます。
③ 健康管理データの「みえる化」
健康データの「見える化」を図ることで、健康及び運
動に対する意識付け、行動変容の促進も目指します。Ｎ
ＴＴレゾナントが運営する「つくばｇｏｏからだログ」
（通常のｇｏｏからだログをつくば仕様にカスタマイズ
したもの）を構築・運用し、各種データの入力、閲覧を
可能とします。（健康情報蓄積システム（PHR））
・つくば市専用サイト
・医療費の記録集積が可能
・自治体からの情報を参加者は容易に収集
④双方向の情報共有をとおして健康づくりコミュニティ
の形成
「つくばｇｏｏからだログ」を通して、日常的にゆるく
つながり、運動を励まし合うことができるつくば市のヘ
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～プロフィール～
NTT レゾナント株式会社 ヘルスケアグループ goo
からだログ PHR 管理サービス プロデューサー
E-mail karada@nttr.co.jp

タッチ一秒、おくすり手帳！
五十嵐 中
東京大学大学院薬学系研究科・医薬政策学 特任助教
一般社団法人医療経済評価総合研究所 所長
くすりの重複投与や相互作用など、いわゆる「飲み合
わせ」に起因するさまざまな危険を避けるために、服薬
状況のチェックは不可欠である。
特に高齢者の場合、複数の医療機関からのくすりを併
用することも多い。筆者らが広島県で 2009 年に実施
した高齢者に対する服用薬チェック「ブラウンバッグ運
動」では、508 人の参加者 (平均年齢 74.8 歳) に薬局
に薬を持参してもらうことで、服薬状況のチェックとア
ドバイスとを実施した。1 人あたりの処方薬数は平均
6.2 剤で、49% (250 人) の参加者に潜在的な服用薬
の問題が存在し、お薬手帳などを用いた薬歴把握の重要
性が明らかになった。

情報の電子化を行う際につねに問題になるのは、個人
情報の取扱である。とくにお薬手帳は、医療に関する情
報をまとめていることから、情報を保護する必要性は高
い。やりとりを簡便にすることと個人情報を保護するこ
ととのバランスをとることが、医療情報の電子化には欠
かせない。この点について今回の実験では、IT メーカー
の協力を得て、簡単な操作と個人情報の保護を両立でき
るシステムを開発した（特許出願中）
。

持参忘れや記入漏れといった「人間のまちがい」の影
響を最小化する際には、
機械が大きな役目をはたしうる。
そこで 2010 年より、IT 技術を活用したお薬手帳の電
子化を企画し、さらに地域のフィールドで実証実験を行
った。具体的には、神奈川県川崎市宮前区（人口 22 万
人。東急田園都市線沿いのベッドタウン) の医師会・薬
剤師会による支援のもとで、同意の得られた保険薬局お
よびクリニックに専用の端末を導入し、来局者にカード
を配布することで、電子お薬手帳の運用をおこなった。
システムの設計・構築および実際の運用については、大
手 IT メーカーの全面的な協力を得た。
今回運用した電子お薬手帳の概要は以下の通りである。
実験参加に同意の得られた来局者に、Suica のような非
接触型の IC カードを 1 人 1 枚配布する。処方せん受付
時に薬局の読み取り機にカードをかざすと、それまでの
薬歴が薬局側の端末 (iPad)に表示される。薬剤師が調剤
を行ったのちに、患者の同意を得た上で、薬歴情報を更
新する。
患者の基本的な運用は IC カードによって行われ
るが、参加者がスマートフォンを使っている場合は、専
用のアプリ（iOS および Android の双方に対応）
"Kusuri"を使用することで、いつでも薬歴やくすりの情
報（効能、一般名等）を参照できるほか、有害事象を記
録することもできる。
お薬手帳の果たすべき機能が「複数の医療機関・薬局
にわたる服薬履歴の記録」である以上、手帳の電子化が
薬歴管理の効率化や記入漏れ・紛失の防止に貢献するの
は必然である。実際、さまざまな手段によってお薬手帳
の記載内容を電子化する試みは、すでにいくつかの実例
がある。
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個々の来局者が持つカード内には、カードごとの固有
ID および、個人情報として氏名・生年月日・性別のみが
電子的に記録され、服薬履歴についての情報は一切記録
されない。一方で服薬履歴を管理するサーバには、固有
ID と服薬履歴のみが記録される。薬局の読み取り機にカ
ードをかざして初めて、固有 ID を「手がかり」に個人
情報と服薬履歴とが統合され、
iPad 上に
「おくすり手帳」
が表示される。情報を患者の持つカードとサーバとに分
散させることで、操作性を維持したまま個人情報を保護
できるシステムを実現できた。
本社会実験の本格的なシステム運用は 2012 年 5 月
に開始され、2013 年 5 月 31 日現在、川崎市宮前区
内の 20 薬局・4 医療機関でシステムが稼働しており、
874 人の来局者にカードを発行済みである。薬剤別に
見ると、延べ 16,948 剤の薬歴情報が蓄積されている。
経済産業省が「どこでも MY 病院」構想の実証事業と
して電子お薬手帳の運用を行った事例もある。これは国
が施策を定める上で重要な判断材料となる位置づけであ
るが、同サービスの利用者が数薬局・数医療機関で、の
べ 20 人程度であったことなどを考え合わせれば、今回
の宮前区での実験でも、十二分なデータが得られると考
える。

～プロフィール～
2008 年 3 月 東京大学大学院薬学系研究科博士課程
修了
2008 年 4 月 同大学院特任助教（現在に至る）
2010 年 7 月 一般社団法人医療経済評価総合研究所
所長 (現在に至る)
著書:
「医療統計わかりません!!」
（東京図書, 2010）
「わかってきたかも医療統計」
（東京図書, 2012）

医療機器とソフトウェアへの薬事法規制についてのソフトローの活用
遠藤 直哉
フェアネス法律事務所 代表弁護士 法学博士
１．製造物責任(ＰＬ）
米国では、自動車、機械、薬、アスベスト、タバコ
などが欠陥商品または危険物として、損害賠償責任の
原因とされた。薬も機械も同じに扱われてきた。設計
と製造の欠陥だけではなく、タバコのように危険物と
の表示をしないこと自体が欠陥とされた。民事陪審が
労働者と消費者を救済すると共に、巨額の制裁的慰謝
料を課したのは、使用を中止させるとの予防をも目的
としていた。しかし、米国でも行政上の予防のための
法令、ガイドラインが拡大していった。
２．薬事法
日本では民事陪審がないため、また全面的証拠開示
制度がないため、製造物責任の訴訟は困難を極め長期
を要した。昭和２３年行政上の規制を目的とする本格
的な薬事法制定されたが、何回も強化されていった。
本来は予防的な強い規制があれば、多くの悲惨な薬
害は起こらなかったはずである。日本では製薬会社と
共に製造許可をした国が責任を問われた。米国と異な
り、さらに判決を下すことが難しくなった。民事裁判
が迅速果敢に被害を救済しなかったため、ついに血液
製剤を巡り刑事事件となった。
民事や刑事の手段は後始末でしかなく、薬事法の目
的たる予防が重要であり、理想的にはどのように達成
できるのであろうか。
３．医療機器
昭和２３年旧薬事法により「医療用具」の登録制は、
昭和３５年に許可制になり、平成 14 年「医療機器」
とし、医療機器規制の国際整合化会議（ＧＨＴＦ）に
よる医療機器のリスク分類案をベースに、国際標準化
機構（ＩＳＯ）の定めた国際的一般名称により、医療
機器を、高度管理医療機器（許可制）（クラスⅣ・Ⅲ）
及び管理医療機器（第三者認証制）（クラスⅡ）、一
般医療機器（届出）（クラスⅠ）の三区分に分類し、
規制した。
今回改正案の検討では、クラスⅢについて第三者認
証制に移行させ、規制を緩める方針である。
４．ソフトウェア
医療ソフトウェアは、以下に分類される。
(1)医療機器の構成品として医療機器本体に組み込ま
れ一体となったもの
(2)単体ソフトウェア①インストールなどがなされて
医療機器と一体となるもの、
②ソフトウェアが単独で
流通し、
汎用ハードウェアにインストールされて使用
されるもの。
(1)は、薬事法に基づいた承認・認証・届出が行われ、
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有効性及び安全性が確認されている。（２）は、現在の
薬事法では、医療機器として位置づけられず規制されな
い。しかし、米国においては、連邦食品・医薬品・化粧
品法に明示されていないが、規制当局である（ＦＤＡ）
は、使用目的が疾患の診断や治療などの場合には医療機
器の定義にあてはまるとしている。欧州医療機器指令又
はＧＨＴＦでも医療機器として扱う。医療機器ソフトウ
ェアに対する国際規格である IEC62304 が適用されて
いる。今回の改正案の検討では、単体ソフトウェアを医
療機器の範囲に加え、規制する方針となっている。
５．ソフトローの活用
(1)先進技術については、行政、団体のガイドラインを活
用することが重要である。社会の進展に合わせたガイ
ドラインを柔軟に改正しつつ運用し、必要に応じて法
令を作ること、ボトムアップが推奨される。
(2)第三者認証制度は、
団体の自立性と透明化を維持する
必要がある。安全性と効率性を担保する条件は何かが
課題である。
(3)単体ソフトウェアについて、規制範囲、手段、制裁を
どのようにするべきかが課題である。上記欧米のソフ
トローを参考に早急に多角的検討をするべきである。
参考文献
「ソフトローによる社会改革」「ソフトローによる医療
改革」幻冬舎メディアコンサルティング（平成 24 年）
「新しい法社会を作るのはあなたです－「ソフトロー」
と「分割責任論」の活用－」アートデイズ（平成 24 年）

～プロフィール～
麻布高校卒業 東京大学法学部卒業
クロム禍訴訟など公益的訴訟に従事
ワシントン大学ロースクール修士課程卒業（LLM）
中央大学法学博士課程 修了
第二東京弁護士会 平成８年度副会長
その他著書多数
Email endo@fair-law.jp
事務所 HP http://fair-law.jp
個人 HP
http://www.naoya-endo.com
個人ブログ http://ameblo.jp/naoya-endo

在宅医療の普及と拡大のためのICT活用
遠矢 純一郎
医療法人社団プラタナス桜新町アーバンクリニック 院長
【アウェイな医療である在宅医療にこそスマートデバイ
ス】
高齢化や病院の急性期機能特化とともにますますニー
ズの高まる在宅医療だが、利用者の安心安全の為には在
宅といえども病院同様の 24 時間 365 日体制を確保す
る必要がある。いつ発生するか判らない患者の急変に対
して、どこに居ても速やかに患者情報にアクセス出来る
様な仕組みが無ければ、十分な安全性を担保出来ない。
加えて在宅医療には地域の多職種との強い連携が求めら
れる。病院との連携はもとより、とくに重要なのは在宅
医、訪問看護師、訪問薬剤師、ケアマネジャー、介護ヘ
ルパー、リハビリ、介護施設等地域ケアに関わる関係者
間における日常的な連携である。この課題を解決するた
めに、筆者らは一般的に使われているグループウェアに
着目、
（株）EIR の協力を得て「クラウド型地域連携シス
テム EIR」を開発した。携帯電話やスマートフォン、パ
ソコンなどを通してグループ診療体制に従事する在宅医
や多職種が即時に情報共有できる仕組みである。
【地域医療支援システム「EIR」 患者情報共有の利点】
地域医療支援システム「EIR」では、どの職種も招待
されれば等しく日常生活情報やケア記録を入力すること
ができる。各職種によって専用の入力フォームがあり、
観察項目にそって入力しやすいように配慮されている。
記録は時系列に配列され、重要や至急、通常などのタグ
をつけることで情報の重要度を分類出来る。
写真や PDF
などのファイルを添付することが可能なため、褥瘡の経
過を写真で追うことも出来る。これまで FAX や電話、
メールのやり取りだけで情報の共有を図っていたが、
EIR を活用することで情報が集約整理され、いつでもど
こにいても確認できるというのは診断材料として大変に
有用である。そしてこれらの日常生活情報やケアに関す
る記録にそれぞれの職種がコメントを残していくことで、
在宅ケアチームそれぞれへの教育的役割を果たすのでは
ないかと考えている。
「EIR」はインターネット上にシステム構築とデータ
管理を行なうクラウド・コンピューティングと呼ばれる
システムである。そのため、パソコン、iPhone、携帯
電話からアクセス可能で、在宅医療の現場でいつでもど
こからでも利用できる。そもそも小さな事業所では情報
システムに投資することが難しく、そのためにいまだに
紙ベースのオペレーションになっている事業所がほとん
どである。
このことはかえって事務作業の効率化を妨げ、
情報共有にも大きな障壁となる。低コストで高機能な情
報処理ができるのはクラウドコンピューティングを利用
する大きなメリットだろう。地域ケアの関係者がひとつ
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のプラットフォームで繋がることで、協働やデータ収集
が容易になり、在宅医療に関連した福祉器具開発や介護
用品の口コミ、介護現場での様々な工夫を共有するよう
なソーシャルネットワーキングが創発される可能性も秘
めている。
【地域医療支援システム運用の実際と今後の展望】
現在当院を中心に地域医療支援システムの運用を実施
している。これまで当院では地域の連携先と fax や郵便
といった紙ベースでの情報連携を行っていたが、いつで
もどこでもアクセス出来る迅速性や簡便性、連絡のしや
すさなど意義を感じて頂けているようである。一方で、
まだまだ IT リテラシーや情報を発信することへの意識
には格差があり、一足飛びにネットでの情報連携に移行
することは難しいことも事実である。今後は地域連携シ
ステムがそれぞれの事業所の業務効率化にもつながるよ
う、書類作成機能や教育コンテンツなどを付帯させ、よ
り使いやすく利用価値のあるシステムを目指していく予
定である。
参考文献
1. 書籍「スマホ、タブレットが変える 新 IT 医療革命」
Team 医療 3.0 著、出版社: アスキー・メディアワ
ークス、ISBN-10: 4048706756
2. 書籍「IT が医療を変える 現場からの課題解決への
提言」Team 医療 3.0 著、出版社: アスキー・メデ
ィアワークス、ISBN-10: 4048862170

～プロフィール～
E-mail junichirotoya@sakura-urban.jp
鹿児島県出身 平成 4 年鹿児島大学医学部卒業
平成 12 年 用賀アーバンクリニック開業時より参画、
副院長。平成 21 年より現職。世田谷を中心とした在宅
医療を実践。その傍ら、ICT の活用により医療にイノベ
ーションを起こそうという「チーム医療 3.0」のメンバとしても講演・執筆などで活動中
日本内科学会 総合内科専門医
日本在宅医学会 指導医

在宅医療における IT 技術の活用と医療ソフトウェアの薬事法
～医療ソフトウェアの現状と今後～
山下 和彦
東京医療保健大学医療保健学部医療情報学科 教授
1．はじめに
平成 25 年度経済産業政策の重点によると，日本企
業・産業がグローバル市場で「稼ぐ力」を発揮するには，
従来の「大量生産・価格競争」の成長モデルから脱し，
「稼げる」ビジネスモデルの構築が不可欠だと述べてい
る．この背景には，例えば米国を例に取ると，2008 年
の米国の医療費+介護費は2兆3786 億ドルであること，
雇用の面からは，1999 年から 2008 年の雇用増加数
（465 万人）のうち医療関連産業が 272 万人（新規雇
用の 58%）を占め，有望な成長産業と期待され，さら
に，リーマンショック時にも雇用は拡大し，不況時にも
強いことが示されていることによる．
医療に関連する世界市場は約 8%の成長率を継続し，
2007 年の 1,949 億ドルから 2017 年には 4,344 億
ドルと今後も拡大し，特にアジアの伸び率が高いことが
予測されている．
医療は成長産業だと報告されているが，
詳細に分析すると IT 関連の医療関連・サービス産業が有
望であることがわかる．すでに，米国内の複数の大学機
関などが医療関連特許などで国際展開や知財戦略を展開
しており，医療機器・医療ソフトウェアの国際標準化な
どの議論が急務である．
2．現在の動き
医療用ソフトウェアに関する研究会の中間報告による
と，これまで薬事法の規制外であった医療に関するソフ
トウェアを欧米の国際的な規制との整合性を踏まえ，単
体のソフトウェアの法的取り扱いの環境整備に言及して
いる．
薬事法改正の議論を単なる規制にしないためにも，成
長のビジネスモデルの目的と方向性を忘れてはならない．
中小企業が医療分野に参入し，上述したようなグローバ
ル市場で「稼ぐ力」を得るためには，①制度的および企
業の心理的な参入障壁を下げること，②法制度および開
発の要件を的確に表現・把握すること，③確実でエビデ
ンスに基づいたフィールド実験などにより目的とする効
果を明らかにすること，④①から③をバックアップ，あ
るいは協働することが必要である．そのためには，医療
機器や医療用ソフトウェア関連企業の製造販売の認証と
教育を行う制度や機関，医療現場やこれからのニーズを
議論する場，得られた収益を再分配する仕組みを提案し
なければならないと考える．
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3．今後への期待
日本は世界有数の超高齢社会であると同時に，健康寿
命の延伸にいち早く取り組み，世界中から注目を集めて
いる．医療関連市場の拡大が期待できる諸国の疾病構造
を考えると日本の持つ知見はすでに有用に活用できる域
に達している．法制度は国際標準にそのまま合わせるの
ではなく，日本がリードできる要素を十分に考慮し，設
計することが望ましい．
医療過誤による入院中の有害事象は先進諸国では約
6%の割合で発生している．このような過誤のほとんど
はシステムエラーに起因すると報告される．医療用ソフ
トウェアには積極的に医療現場を支援し，ヒトとシステ
ムによるダブルチェックなど医療の質向上に寄与でき，
さらに今後，在宅医療が益々重要になる医療・介護・福
祉の現場に安心を提供するものであって欲しい．日本の
知見の粋を集め，世界の人の役に立つ医療システムを構
築することがこれからの医療関連産業の発展に必ず必要
である．そのためにも有益な教育システム，発展プロセ
ス，法制度の確立が今，望まれる．
IT ヘルスケア学会では，これらをリードする知見と活
動が期待される．

～プロフィール～
東京電機大学大学院工学研究科博士課程修了（博士）
財団法人豊田理化学研究所奨励研究員、東京大学先端科
学技術研究センター客員研究員を経て、東京医療保健大
学医療保健学部医療情報学科、平成 25 年 4 月から、東
京医療保健大学医療保健学部医療情報学科 教授

追 補
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モバイル端末を用いた災害時健康管理支援システム
Healthcare system using Mobile terminals for disaster victim
水島 洋 金谷 泰宏
国立保健医療科学院
要約
2011 年 3 月の東日本大震災では、医療情報の面からも様々な問題を投げかけた。被災地域におけ
る医療情報の喪失や通信手段の欠如などの問題とともに、課題の一つとなったのが、避難所や仮設住
宅における健康管理のための情報共有が上げられる。今回被災者の健康管理と、被災地の保健行政を
支援するしくみを、厚生労働省として整備した。平成２３年度第 3 次補正予算による調達で、クラウ
ドを用いた災害時の被災者健康管理システムの構築を行い、本システムを用いた研修会をおこないな
がら、よりよいシステムの構築をすすめている。
キーワード： クラウド、モバイル端末、災害、健康支援、CRM

1. はじめに

２. システム

2011年3月の東日本大震災では、医療情報の

クラウド上に構築することにより、安全性、

面からも様々な問題を投げかけた。被災地域に

共有性、さまざまなデバイスからの入力などに

おける医療情報の喪失や通信手段の欠如などの

おいて利点がある。また、平常時にはローカル

問題とともに、課題の一つとなったのが、避難

あるいは最小限のクラウドにおいて運用や研修

所や仮設住宅における健康管理のための情報共

を行い、発災時にはクラウドの規模を増大する

有が上げられる。被災地では全国からの支援チ

ことによって、ハードウェアの調達を待つこと

ームが交代で来るために、情報共有ができない

なく巨大なシステムでの運用が可能となる。

と毎回同じ問答を繰り返すことになる。また方

また、本システムでは、一般的な会社で顧客管

言のために正確に聞き取れないことも課題であ

理に用いられている、顧客関係管理システム

った。今回被災者の健康管理と、被災地の保健

（Customer Relation Management :CRM）

行政を支援するしくみを、厚生労働省として整

を用いることで、システムの構築や運用を簡単

備した。

に、かつ柔軟に行えるようにしている。これは

平成２３年度第3次補正予算による調達で、ク

災害の種類や規模に応じて柔軟に項目を変える

ラウドを用いた災害時の被災者健康管理システ

ために重要である。

ムの構築を行い、本システムを用いた研修会を

さらに、利用者および避難民の個人認証には

おこないながら、よりよいシステムの構築をす

Felica を使えるようにしており、Suica や

すめている。今回その設計思想、特徴、運用状

Pasmo、おさいふ携帯などの Felica を所持しな

況、課題について発表を行う。

い避難民に対してはシール式の Disposable な
Felica シールの配布も準備している。
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また、自動画像 Upload 機能付きの Web カメ

実際の混乱した状況に共通することがあり、有

ラを用いることにより、避難所などの状況の定

益な体験であったとの高い評価をいただいた。

時連絡が人を介することなく行うことが可能で、
画像は関係者で共有できる。

図2:Discussion Tableによる本部演習
図 1:システム概念図《平常時にはローカルで運
用しているシステムを用いた研修を行い、発災
時にはクラウドに移行させて、大規模に運用す
る
３. 結果
厚生労働省の災害時における公衆衛生従事者
の対応ガイドラインが策定されていないことか
ら、情報収集項目などについては仮のものでは
あるが、先遣隊の情報収集システム、支援者の
情報収集システム、避難民の健康管理システム、

図3:想定被災地での入力

およびそれらを管理するための各種登録システ
ムが構築できた。

入力画面としては図4に示すような、

２０１２年６月および１０月、国立保健医療

Windows8アプリケーションを用いて、Tablet

科学院において行われた健康機器管理者研修会

端末で行った。

においてこのシステムを用いた演習を行った(図

避難所ごとの各種データや、避難民の健康デ

2、図3)。システムができ上って間もなくの研修

ータなどで、入力項目が多かったにもかかわら

であったために、我々もシステムに不慣れで、

ず、キーボードの無いTablet端末の入力は時間

機器のトラブルも多く、多くの課題を残す結果

がかかった。当初のシステムではプルダウンメ

となった。しかし、外部評価者を含む参加者か

ニューとテキスト入力が多かったのも課題であ

らの意見やアンケートでは、トラブルを含めて
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った。第2回の研修会ではWindows８アプリ
ケーションを用いたことにより、この課題は解
決され、入力スピードは向上した。
本部においては図5に示すようなCRMソフト
上において随時集計される画面を見て図２のよ
うなDiscussionTable上のGISに情報表示を行
図

い、現場からの情報に基づいた作戦本部として
の計画立案と指示を行った。

4:Windows8アプリによる情報入力

トフォンなどによる入力にも対応していきたい
と思っている。
先遣隊のような場合には携帯電話やスマート
フォンからの入力や、携帯音声電話、衛星電話、
FAXからの情報を別なところで代行入力するよ
うなことを併用するべきであろう。また、様々
図5:CRMにおける集計画面

な通信手段を用意しておき、その場で使える環
境や機器をつかった情報連携を臨機応変に行え

４. 考察

るようにしておく必要がある。

今回はまだ構築されたばかりであり、システ
ムの統合練習、被災演習シミュレーションなど

5.謝辞

については、これからストーリーを考える必要

今回のシステム構築にあたり、岩手医大の秋

がある。

富先生、岩手看護短大の鈴木るり子先生、東北

当初は派遣された被災地でのコンピュータを

大学の上原先生には様々なご助言をいただきま

扱う必要から、タブレットPCを用いたシステム

した。また、システム開発においては、調達会

としたが、携帯性、電池の持ちなどについては

社に加え、日本マイクロソフト社、ビジネスア

有効であったものの、多くの情報を入力する端

ーキテクツ社、株式会社イイガのご協力をいた

末としては不適であった。また、項目数が可変

だきました。また、研修会に参加していただい

なようにプルダウンメニューで設計したたこと

た皆様には、不手際の多い中、未熟なシステム

も入力に時間がかかる原因となった。改修した

に対して様々なご意見をいただき、深く感謝い

アプリケーション型の入力システムでは、

たします。

Windows８に対応し、ラジオボタンによる選択
を中心としたシステムになった。今後はスマー
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モバイル閉域網を用いた医療ネットワークの構築
伊藤 篤史 東京医科歯科大学
要旨

能かどうかを検討するべく、利用実験を行

特定疾患患者の登録システムの見直しに

ったものである。既存のシステム並びに、

おいて、登録施設が都道府県庁から拠点病

新しいシステム構築においても特定のイン

院や基幹病院などに拡大するにあたり、高

トラネット外からのアクセスを可能にする

セキュリティな環境を拡大した拠点で実現

ことで、必要に応じて、利用者の場所にか

し、システムの利用環境を構築しなければ

かわらずイントラネットのみで利用可能で

ならない。

あったシステムへの接続が可能となり、利

厚生労働行政総合情報システム（WISH）

便性が高められる。

は各部局がそれぞれ別々に構築しようとし

KDDI 社提供の閉域網ネットワークサー

ていたオンラインシステムを集約し、安全

ビスでは、あらかじめ認証された端末の

性及び信頼性の高い効率的な基盤となるネ

MAC アドレス、並びに WiMAX 網への接

ットワーク回線を整備することを目的とし

続申込時に個別の WiMAX デバイスに対し

ている。しかしながら、WISH のような専

て書き込まれた認証情報を元に閉域網への

用線を用いたネットワーク接続では大幅な

アクセスを許可する仕組みを KDDI 社が構

システム変更が必要になり、運用経費も莫

築、提供している。今回の利用実験では、

大になる。一方、無線網でありながらイン

KDDI 本社内にサーバを設置し、クライア

ターネットとは別な接続を行うことが可能

ント端末を KDDI の提供する既設ネットワ

なモバイル閉域網の運用がはじまった。こ

ークインフラに配置することで実験環境を

れを介して遠隔地からのシステム利用の実

構築した。サービス利用者の位置づけとし

証実験を行うことで、閉域網を利用しイン

ては地方公共団体、医療機関を想定し、愛

トラネットへのアクセスを行うにあたって

媛県庁、愛媛大学、厚生労働省、東京都庁、

の問題点の抽出、並びに利用可能性を検討

国立保健医療科学院に閉域網用無線ＬＡＮ

した。

ルータを設置し、KDDI 本社内の閉域網環

モバイル閉域網を構築することで、イン

境に設置されたサーバとの接続・利用実験

ターネット回線を利用する際に障壁となっ

を行った。

ていたセキュリティ上の問題を解消し、特

結果としては良好な成果を得ることがで

定のイントラネット下のみで利用されてい

きたものの、本格的にサービス提供を開始

たアプリケーションを屋外や遠方からも利

するにあたっては、各省庁、自治体、医療

用することが可能になる。近年慶応大学や

関連施設との接続を視野に入れ、接続形態

京都大学において、モバイル閉域網を用い

の標準パターンをいくつか検討する必要が

たキャンパスネットワークへの接続運用が

ある。本年度は昨年度行った実験を拡大さ

開始されたところであるが、これを、特定

せ、本格的な実証実験をモバイル閉域網上

疾患患者の登録システムに用いることが可

で行う計画である。
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編 集 後 記
昨今のモバイル事情は、スマートデバイス端末一つで国内外の飛行機のチケット予約からチェック
イン、海外のレールパスまで、瞬時に予約・発券可能なチケットレス社会と化しました。社会生活に
深く浸透し日常の経済活動や生活を行う上で必要不可欠の存在となりました。社会インフラストラク
チャーの中心の基盤となったのが、モバイルです。
今後に着目しているのが、団塊の世代として、高齢人口のボリュームゾーンを形成して、2012 年
より 65 歳に到達した「団塊の世代」が今後のモバイル市場へ与える動向です。モバイル情報通信社
会下のサービス産業を劇的に変える起爆剤となるこの世代は、あの怒濤の高度経済成長期を生き抜い
たアクティブなシニア層として、これからの少子超高齢化の社会構造を ICT 利活用で一変させること
が出来る「モバイルコミュニケーション世代」でもある訳けです。
所謂、Social Capital そのまま訳せば「社会関係資本」その関係性についての議論が定まっていま
せんが、
「人の協調行動が、活性化する環境により社会の生産性を高める」ことができるという考え
方の一つです。facebook で交わされるモバイルコミュニティーは、ロケーションを超えて「社会関
係資本」を人との多様な関係性へと結びつけた知恵の証であります。
この度のＩＴヘルスケア学会・第７回学術大会＋モバイルヘルスシンポジウム２０１３が、合同開
催となり、テーマが「在宅医療＋地域コミュニティーの創意工夫を活かす」と題されました。モバイ
ルコミュニティーによる高齢者の ICT 利活用により高齢者の QOL 向上へ大いに貢献し「人の協調
行動が、活性化する環境により社会の生産性を高める」ことにより多くの知恵を生み出して、この日
本の超高齢化社会の課題解決へ向けて大きく寄与することを願っています。
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