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全国の地域医療連携ネットワーク構築状況

日医総研 ICTを利用した全国地域医療情報連携ネットワークの概況 (2018 年度版)より抜粋



あじさいネットの沿革

2001年 電子カルテの共有モデル事業（経産省）

2004年 あじさいネット 運用開始（長崎県大村市）

2009年 あじさいネット長崎県全域展開開始（ID-Link, HB）

全国26箇所で診療情報共有（1箇所2億円）

実質上初のN:1型診療利用（拠点病院の情報共有）

実質上初のN:N型（広域）診療利用
2010年 地域医療再生基金を利用した機能強化

2014年 在宅医療での利用開始、iPad利用開始

2014年 地域医療・介護確保基金を利用した機能強化

情報提供病院の初期費用半額補助、新機能導入

2020年 インテグリティヘルスケア社と提携

オンライン診療開始、PHR運用開始

全国に地連の構築が始まる。



種 類 機 能 詳細・サービス名

救急医療支援
救急画像診断 長崎県離島救急画像診断支援システム

時間外登録代行 時間外アクセス権登録代行サービス

日常診療支援

診療情報共有 ID-Link, Human Bridge（拠点病院の電子カルテ共有）

検査データ共有 検査データ共有システム（診療所の検査結果共有）

調剤情報共有 おくすりネット（院外処方の調剤情報共有）

簡易コンサルテーション セキュアメール（患者情報共有可能なメール）

動画情報共有 嚥下動画、リハビリ動画、心カテ、超音波等

健診情報共有 健康診断・特定健診・がん検診情報共有

在宅診療支援
在宅チーム内情報共有 多職種連携システム（在宅チーム内情報共有）

オンライン退院時共同指導 あじさいネットTV会議システム「AMEC]

専門診療支援

周産期医療支援 周産期医療支援システム「すくすく」

疾病管理・地域連携パス あじさいネット_ネットワーク型パス

遠隔画像診断 長崎遠隔画像診断システム

遠隔病理診断 長崎連携病理診断システム

オンライン専門カンファランス あじさいネットTV会議システム「AMEC」

オンライン診療
D to P オンライン診療システム「YaDoc」

D to D to P あじさいネットTV会議システム「AMEC]

PHR 日常（生活）情報共有 オンライン診療システム「YaDoc」

生涯教育支援 オンライン動画配信 あじさいネット動画配信システム「AMEC」

地域医療情報ネットワークの種類



種 類 機 能 詳細・サービス名

救急医療支援
救急画像診断 長崎県離島救急画像診断支援システム

時間外登録代行 時間外アクセス権登録代行サービス

日常診療支援

診療情報共有 ID-Link, Human Bridge（拠点病院の電子カルテ共有）

検査データ共有 検査データ共有システム（診療所の検査結果共有）

調剤情報共有 おくすりネット（院外処方の調剤情報共有）

簡易コンサルテーション セキュアメール（患者情報共有可能なメール）

動画情報共有 嚥下動画、リハビリ動画、心カテ、超音波等

健診情報共有 健康診断・特定健診・がん検診情報共有

在宅診療支援
在宅チーム内情報共有 多職種連携システム（在宅チーム内情報共有）

オンライン退院時共同指導 あじさいネットTV会議システム「AMEC]

専門診療支援

周産期医療支援 周産期医療支援システム「すくすく」

疾病管理・地域連携パス あじさいネット_ネットワーク型パス

遠隔画像診断 長崎遠隔画像診断システム

遠隔病理診断 長崎連携病理診断システム

オンライン専門カンファランス あじさいネットTV会議システム「AMEC」

オンライン診療
D to P オンライン診療システム「YaDoc」

D to D to P あじさいネットTV会議システム「AMEC]

PHR 日常（生活）情報共有 オンライン診療システム「YaDoc」

生涯教育支援 オンライン動画配信 あじさいネット動画配信システム「AMEC」

地域医療情報ネットワークの種類



医療機関に分散保存されている診療情報

総合病院

A子さん

手術記録

病歴
CT・MRI

暗号化した
インターネットネットワーク

かかりつけ医

IT医療連携により医療リソースを有効活用！診療情報の集約化⇒「かかりつけ医機能」強化

通所リハビリ

クリニック

検査データ

処方内容

介護施設

ADL、認知機能情報
服薬情報

救急病院

心電図・超音波検査
内視鏡・病理検査

リハビリ計画書・報告書



「あじさいネット」の
情報提供病院

H16 長崎医療センター
H17 大村市民病院
H23 川棚医療ｾﾝﾀｰ
H25 諫早総合病院
H26 貞松病院
H26 諫早原爆病院
H26 諫早記念病院
H26 愛野記念病院
H27 南野病院
H29 宮崎病院
H31 長崎県島原病院

H23 上五島病院
H25 五島中央病院

県北エリア

県央・島原エリア

長崎エリア

五島エリア

運用中 ３8病院

情報提供病院

H25  嬉野医療ｾﾝﾀｰ

佐賀県エリア

H27 壱岐市民病院
H27 光武病院
H29 対馬病院

壱岐・対馬エリア

R 5 上対馬病院

R5稼働 1 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
H25 虹が丘病院
H26 上戸町病院
H27 国立長崎病院
H29 重工記念病院
H30 北徳州会病院
H30 百合野病院

H24 佐世保総合病院
H24 佐世保中央病院
H24 佐世保共済病院
H25 長﨑労災病院
R  3 青州会病院

年々、地域の拠点病院が参加し
利用地域は長崎県全域へ拡大



長崎市医師会 情報処理委員会

あじさいネットを活用した診療所

必要に応じて紹介⇒診断過程（根拠）
治療詳細・説明内容等すべて把握可能



2004年10月～2020年9月

総患者登録数

利用施設数

総患者登録数と利用施設数

県北
(佐世保）
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総登録数 159,469名(周産期22,502、在宅909を含む）
会員数 1,894名 施設数 408施設(2023/01/05 現在) 

県全体で12%、県央では人口の50%が患者登録



ID-Linkの診療情報アクセス
年度 2016 2017 2018 2019 2020 2021 合計

ノート（記録） 48,382 58,949 62,865 74,376 94,371 101,252 332,864 
ノート（連絡） 145 953 471 2,311 9,342 12,901 25,025 
チャート 165 149 172 189 235 145 741 
検査 14,923 18,040 16,055 14,047 29,190 18,739 78,031 
レポート 15,339 22,252 26,100 28,390 27,278 29,389 111,157 
画像 7,316 8,174 8,487 8,804 10,007 10,395 37,693 
画像一覧 3,791 3,721 3,626 3,474 3,564 3,368 14,032 
処方 8,560 11,838 13,665 13,303 20,238 15,211 62,417 
注射 3,245 3,402 3,749 3,996 4,884 4,311 16,940 
合計 101,866 127,478 135,190 148,890 199,109 195,711 678,900 

閲覧情報はカルテ記事が最も多い（49.0%)
次は各種レポート（16.4%)



種 類 機 能 詳細・サービス名

救急医療支援
救急画像診断 長崎県離島救急画像診断支援システム

時間外登録代行 時間外アクセス権登録代行サービス

日常診療支援

診療情報共有 ID-Link, Human Bridge（拠点病院の電子カルテ共有）

検査データ共有 検査データ共有システム（診療所の検査結果共有）

調剤情報共有 おくすりネット（院外処方の調剤情報共有）

簡易コンサルテーション セキュアメール（患者情報共有可能なメール）

動画情報共有 嚥下動画、リハビリ動画、心カテ、超音波等

健診情報共有 健康診断・特定健診・がん検診情報共有

在宅診療支援
在宅チーム内情報共有 多職種連携システム（在宅チーム内情報共有）

オンライン退院時共同指導 あじさいネットTV会議システム「AMEC]

専門診療支援

周産期医療支援 周産期医療支援システム「すくすく」

疾病管理・地域連携パス あじさいネット_ネットワーク型パス

遠隔画像診断 長崎遠隔画像診断システム

遠隔病理診断 長崎連携病理診断システム

オンライン専門カンファランス あじさいネットTV会議システム「AMEC」

オンライン診療
D to P オンライン診療システム「YaDoc」

D to D to P あじさいネットTV会議システム「AMEC]

PHR 日常（生活）情報共有 オンライン診療システム「YaDoc」

生涯教育支援 オンライン動画配信 あじさいネット動画配信システム「AMEC」

地域医療情報ネットワークの種類

地連の利用価値向上に向け機能追加・強化



電子カルテ端末からのYaDoc利用
患者ｽﾏｰﾄﾎﾝ 病院端末（電子カルテ画面）



オンライン診療とPHR活用

医師画面には患者からの問診情報や健康情報を表示

病院端末（電子カルテ画面）

患者入力情報（PHR)表示

患者画面



あじさいネットの特徴
１．長崎県内全主要拠点病院の診療情報共有
２．情報共有種は医師記録、看護記録を含め全記録

３．診療所情報は、外注検査結果と調剤情報を共有
４．運営はNPOで、運用コストは会費のみで18年運用
５．在宅・介護情報は、ID-Link, HB上でｼｰﾑﾚｽ共有

６．セキュリティ対策は、全情報をVPN上のみで共有
７．診療情報共有に加え、遠隔画像・病理診断

TV会議、ｾｷｭｱﾒｰﾙ、動画配信、ﾈｯﾄﾜｰｸ型ﾊﾟｽ
周産期支援ｼｽﾃﾑ等を追加し、機能強化

８．ｵﾝﾗｲﾝ診療は、D to P型を「YaDoc」、D to D to P型
をTV会議で実現し、「YaDoc」によりPHRも運用

９．ﾈｯﾄﾜｰｸ型ﾊﾟｽ、PHRにより臨床研究にも活用開始



訪問診療・在宅医療での利用

2014年～

在宅・介護での活用



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



入院中の記録 在宅医療者の記録

紹介元病院から在宅へと一連の記録

医療から介護への切れ目ない情報連携



入院・外来・在宅の情報の共有

入院記録 在宅記録外来記録 在宅記録在宅記録 入院記録

2023年1月16日

入院・外来・在宅情報の切れ目ない共有

登録患者数（チーム数） 917名
参加施設合計 117施設
参加のべ人数 8,025名



種 類 機 能 詳細・サービス名

救急医療支援
救急画像診断 長崎県離島救急画像診断支援システム

時間外登録代行 時間外アクセス権登録代行サービス

日常診療支援

診療情報共有 ID-Link, Human Bridge（拠点病院の電子カルテ共有）

検査データ共有 検査データ共有システム（診療所の検査結果共有）

調剤情報共有 おくすりネット（院外処方の調剤情報共有）

簡易コンサルテーション セキュアメール（患者情報共有可能なメール）

動画情報共有 嚥下動画、リハビリ動画、心カテ、超音波等

健診情報共有 健康診断・特定健診・がん検診情報共有

在宅診療支援
在宅チーム内情報共有 多職種連携システム（在宅チーム内情報共有）

オンライン退院時共同指導 あじさいネットTV会議システム「AMEC]

専門診療支援

周産期医療支援 周産期医療支援システム「すくすく」

疾病管理・地域連携パス あじさいネット_ネットワーク型パス

遠隔画像診断 長崎遠隔画像診断システム

遠隔病理診断 長崎連携病理診断システム

オンライン専門カンファランス あじさいネットTV会議システム「AMEC」

オンライン診療
D to P オンライン診療システム「YaDoc」

D to D to P あじさいネットTV会議システム「AMEC]

PHR 日常（生活）情報共有 オンライン診療システム「YaDoc」

生涯教育支援 オンライン動画配信 あじさいネット動画配信システム「AMEC」

地域医療情報ネットワークの種類



調剤情報用
Data Center
（大阪）

あじさいネット
Data Center (広島）

検査結果閲覧

SS-MIX2 
Storage

検査結果
データ

臨床検査会社

検
体

ID-Link
HumanBridge

②あじさいネット
検査結果・調剤情報共有

検査結果
送信

情報提供病院

クリニック

診療所

SRL,BML,三菱,CRC,長崎ﾁｭｰｹﾝ

①あじさいネット
検査データ閲覧サービス

同意管理
システム

調剤情報
データ

共有
GW

薬局

薬局

クリニック

調剤情報

院外処方箋

調剤情報
院外
処方箋

患者ｱｸ
ｾｽｻｰﾊﾞ

あじさいネットにおける
検査結果と処方（調剤）情報の共有



検査データ共有システム

診療所の全外注検査結果を共有可能



調剤情報用
Data Center
（大阪）

あじさいネット
Data Center (広島）

検査結果閲覧

SS-MIX2 
Storage

検査結果
データ

臨床検査会社

検
体

ID-Link
HumanBridge

②あじさいネット
検査結果・調剤情報共有

検査結果
送信

情報提供病院

クリニック

診療所

SRL,BML,三菱,CRC,長崎ﾁｭｰｹﾝ

①あじさいネット
検査データ閲覧サービス

同意管理
システム

調剤情報
データ

共有
GW

薬局

薬局

クリニック

調剤情報

院外処方箋

調剤情報

院外
処方箋

患者ｱｸ
ｾｽｻｰﾊﾞ

あじさいネットにおける
検査結果と処方（調剤）情報の共有

調剤入力時薬剤重複・併用禁忌アラート表示



調剤サマリ機能

調剤入力時、全薬局からの調剤情報を
取りまとめた調剤サマリが自動格納



診療所における検査結果の
施設間共有

診療所の検査結果と薬局の調剤情報を共有
（診療所・診療所間、診療所・病院間）



貸与するデジタルデバイス
血圧計

体温計

体重計・体組織計

パルスオキシメーター

活動量計



自動収集データのモニタリング



種 類 内容

家庭用デジタルデバイス ３セット
体温計、体組織計付き体重計、血圧計

パルスオキシメーター、活動量計

YaDoc利用料
2022年１０月～２０２３年９月分

※スマートワンヘルス利用料込み

貸与内容

利用方法
・該当患者に貸与し、スマートワンヘルスで確認
・期間は最大１年、期間を分割して複数患者貸与も可

貸与要件
・申請者はあじさいネット会員であること（利用者は非会員も可）
・２０２３年１０月に評価報告書提出

令和4年度 長崎県地域医療・介護総合確保基金事業

在宅介護分野の質向上と医療・介護従事者の負担軽減事業

「家庭用バイタルデバイス貸与事業」



全疾患：患者状態の簡易把握

利用ケース１ （訪問診療）

課題 未訪問時の状態が把握できない。

計測項目 体温、脈拍、血圧、SpO2

メリット
未訪問時のバイタル把握ができ、
早期介入が可能。状態に応じて訪
問のタイミング、回数を調整可能。

備考

オンライン診療併用で軽症患者対
応の負担軽減と重症患者への手
厚い介入が可能。また、訪問タイミ
ングの適正化により業務負担軽減



あじさいネットアンケート「医師」（2018年）

Q:医療費削減効果があると思うか？
「よく」＋「たまに」 137/156 (87.8%)

2018年12月 あじさいネットアンケート（回答者 156名/496名 回答率 31.5%)

Q:診療の質を向上させると思うか？
「思う」＋「やや思う」 144/156 (92.3%)

Q:患者にメリットがあるｼｽﾃﾑだと思うか？
「よく」＋「たまに」 145/156 (92.9%)

Q:在宅医療の質向上に貢献すると思うか？
「思う」＋「やや思う」 118/156 (75.6%)



政府の方針「全国医療情報プラットフォーム」

厚生労働省 2022年５月１７日 「全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大について」より抜粋
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介護分野の情報共有に向けて

分 類 項 目
介護
⇩

医療

医療
⇩

介護

生活情報

ADL（Bathel index)、介護度、排便・排尿 〇 ◎

キーパーソン、家族構成、食事摂取（嚥下状
態）・口腔管理、睡眠

◎ 〇

生体情報

フレイル情報、バイタルサイン、 かかりつ
け薬局、ケアマネージャー

〇 ◎

身長、体重、BMI、認知機能、褥瘡、かかりつ
け医

◎ ◎

医療情報
（医・歯・薬）

傷病名、既往歴、現病歴、歯科情報、プロブレ
ムリスト、ワクチン接種歴

◎ 〇

血液型、感染症、禁忌・アレルギー、服薬情報 ◎ 〇

介護・リハビリ
看護情報

要介護認定情報、ケアプラン、主治医意見書、
リハビリ情報

◎ 〇

訪問看護指示書・報告書、看護計画・評価 〇 ◎

信条等情報 ACP、LW、輸血可否、臓器移植 ◎ ◎



まとめ
１．長崎県では、「あじさいネット」を利用し、県内

全主要拠点病院の全カルテ情報を活用した
日常診療を2004年から行っている。（EHR)

３．在宅・介護分野では、検査データと調剤情報の
共有に加え、在宅チーム全員が訪問記録を共有
する多職種連携システムを運用している。

２．「あじさいネット」では、様々な機能を追加・強化し
利用価値を向上させている。

４．今後は、全国医療情報ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑともAPI接続し、
3文書・6情報と電子処方箋および介護・見守支援
情報も利用可能な地域医療・介護総合情報ｼｽﾃﾑ
へと発展させ地域医療の質向上に貢献したい。
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