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●平成 19年度に厚生労働省 DPC調査に

参加した 1,428魔窟の退院虐者の状況にJgする

サマリーデータを激白の視点で分析

●急性期医療に脚わる各施#が､

地域歴■癖のニーズに合わせで

その磯鹿を整備していくために

必要を惜#源の)つとしてお役立でくださいo 
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京大病院

ネット介した医療情報提供サービスを拡大

携帯電話からの利用も可能に

｢まいこネット｣による患者向け医療情報提供サービスを行っている_
京都大病院は昨年 10月から､携帯電話でも同様のサービスを開始した｡

同ネットの登録患者であれば､自らの検査結果などの診療データを､受

診当日の夕方にはパソコンや携帯電話で確認することができる｡同ネッ

トを運営しているNPO法人 ｢京都地域連携医療推進協議会｣の理事で､

京大病院医療情報部長 ･教授の吉原博幸氏は､将来的には地域連携の紘
藍ギ鞄Ilし 蛙 :/,-_ 一, 

大による生涯カルテ (1患者 1カルテ)実現に意欲をみせている｡ i ニー_.i-/p

連携拡大で

生涯カルテ実現も視野に

まいこネットは､電子カルテの連

携による生涯カルテ実現を目指した'

地域医療連携システム｢ドルフィン･

プロジェクト｣の 1つ｡京都府医師

会､京都大､京都府立医科大など府

内の大学や医療団体などが参加して

いる京都地域連携医療推進協議会に

よって運営されており､京大病院は

同ネットを介して､07年 7月から患

者-の医療情報提供サービスを無料

で行っている｡

広がる電子カルテ情報の

開示 ･共有化の試み

ドルフィン･プロジェクトとは､

地域ごとに患者の診療データを管理

するデータセンターを設置し､これ

をハブとして連携医療や電子カルテ

の開示を行うプロジェクト｡そのコ

ンセプトは吉原氏が1998年に提唱し

たもので､米国における RHI0 

(RegionalHealthInformation 
Oraiaingnzto)を中心としたモデル

に相当する｡

日本では､1995年ごろから異なる電

子カルテ間のデータ交換研究が始ま

り､吉原民らによって､2000年にⅩM 

L (Etnil ru agaexesbeMakpLnug)
を用いた共通データ規格 MM L 

(Medcl ru agaeiaMakpLnug)が誕生

した｡この規格を発展させながら､ 

01年には､経済産業省の支援を受け

て宮崎 (はにわネット)と熊本 (舵

後メド)でデータセンターが開設さ

れた｡両地域では現在､宮崎大病院､

熊本大病院の主導の下､患者への医

療情報開示と､データ共有による医

療連携をEI指 した運用が行われて

いる｡

いずれの仕組みも､地域のデータ

センターに患者の口座を開設し､患

者が診察を受けた医療機関で作られ

たカルテをⅩMLに変換 (MMLな

ど複数の形式)して登録する仕組み｡

その後､東京都医師会によるHO 
Tプロジェクトに続き､京都でもま

いこネットが始動し､複数の地域で

ドルフィンプロジェク ト

によるリソースが転用 さ

れるようになっている｡ 傾向があるという｡


さらに06年 4月には､N
 同ネットでは､生涯カル

PO法人 ｢日本医療ネット テを実現することによっ

ワーク協会｣ (吉原氏が理 て､医療の透明性､安全性､

事長)などによって､地域 説明責任を担保し､さらに

の枠 を超えたデータの開 医療の質の向上と医療資源

示 ･共有を可能にするサイ 吉原氏 の有効活用を目指 してい

種であれば診療データの閲覧が可能

となっている｡

まいこネットでの京大病院の登録

患者数は､サービス開始以来､順調

に増加 してお り､すでに550人を超

えている｡年齢別でみると､病院の

構成比よりも40-60歳代の割合が

高く､健康に関心を持つ中

高年に多く利用されている

ト ｢スーパー ドルフィン｣

が開発され､全国規模での連携が可

能な段階にまで発展している｡

スーパー ドルフィンは､各地の

データセンターを結ぶスーパーサイ

トに位置付けられるもので､スー

パーディレクトリとデ⊥タマッピン

グの機能を有する｡まだ課題は残っ

ているものの､全国レベルでの生涯

カルテを実現する基盤技術として期

待されている｡

健康に関心高い中高年で

多い利用

携帯電話での情報提供サービスに

ついて､まいこネットでは､07年 4

月から総務省､NTTドコモ､KD 

D I､ソフトバンク､日本医療ネッ

トワーク協会の間で ｢医療情報携帯

電話サービス研究会｣を立ち上げて

検討を行ってきた｡今回のサービス

開始はその成果の 1つといえる｡

医療情報提供サービスとして､最

近では携帯電話のキャリア限定のも

のも登場しているが､同ネットの場

合は､PHSを含め､どのキャリア

でもインターネットに接続できる機

る｡今後､京都府立医科大

病院などの周辺の病院とも連携を進

めていく計画だ｡

ただ､こうした医療情報の単一サ

イトからの情報提供では､日常生活

での利便性には限界があり､患者の

利用頻度 も高まらない可能性があ

る｡

このため､吉原氏らは現在､｢i 

Googe( ｣を利用 しl アイグーグル)

た情報提供サービスをグーグルと開

発中だという｡ 

iGoogelは､グーグルによって提

供されている各種サービスのツール

などを､個人の好きな組み合わせで

自由に配置 し､自分 自身のホーム

ページとして利用することができる

もの｡

こうしたサービスが実現すれば､

患者からのサービス拡大を求める声

が高まり､電子カルテ共有システム

に参画する医療機関が拡大すること

も期待される｡

今後の展望について吉原氏は､｢京

都府立医大病院ともシステムがつな

がる予定なので､おそらく京都が生

涯電子カルテ実現のモデル地域にな

ると思う｣と夢を膨らませている｡


