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IT を用いた多職種連携情報共有システム
「すさみ町地域見守り支援システム」

発 表 者 高垣 有作 （和歌山県：国保すさみ病院）

共同研究者 國立 晃成、久保 真佑、山本 修司
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� まとめ

今回の症例より、在宅生活は困難だと思われ

ていた患者でも、本人の「帰りたい」という思

い、家族の「帰らせてあげたい」という思いが

あれば、患者を取り巻く関係者の支援次第で在

宅生活が実現できるということを体験した。

諸問題を解決しながらの退院調整は、なかな

か一筋縄にはいかないが、医療・介護サービス

提供者側と患者・家族間の連絡調整をタイミン

グよく行うことが、退院支援のカギになると痛

感した。

患者にとっては、住み慣れた家で生活するこ

とが一番の幸せであるが、思いとは裏腹に、さ

まざまな問題により自宅に帰れないケースが増

加しているのが現状である。そこで、あと少し

の後押しがあれば自宅に帰れるといったケース

を見逃さず、タイムリーな連携を大切にしなが

ら、患者・家族の望む生活が支援できるよう関

わっていきたい。そして、これからは、「退院」

がゴールではなく、退院後の在宅生活を見据え

た地域連携や、シームレスケア体制を駆使して

の地域循環型の退院支援、退院調整を展開させ

なければならないと考える。

まだまだ未熟であり、課題も多くあるが、今

回の事例を通して学んだことを今後の退院調整

につなげていきたいと思う。
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ITを用いた多職種連携情報共有システム「す

さみ町地域見守り支援システム」
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すさみ町は典型的な中山間地域にあり、人口

は約５，０００人で、高齢化率は４０％と高く、２５％が

高齢者のみの世帯からなっており、医療、介護、

福祉に対する需要は年々増加しています。しか

し、それに対する人的資源は限られており、財

政規模も大きくありません。
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少ない人員で、効率よく地域を見守るために、

各分野の情報を共有する必要があり、即時性、

双方向性の点で優れる ITを用いて「すさみ町地

域見守り支援システム」を構築しました。今回

はその概要について述べます。
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対象は全住民のうち文書で同意が得られた

２，６００名、全人口の５３．３％、成人人口の６２．８％を

対象としました。
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「すさみ町地域見守り支援システム」は４つの

要素で構成されおり、医療情報はすさみ病院の

オーダリングシステムより、在宅情報は訪問看

護師、介護士が携帯する携帯端末からそれぞれ

自動で情報が上げられてきます。健康診断・予

防接種情報は、ファイルを半自動で入力します。

緊急通報システムは赤外線センサーを利用者宅

に設置し、動きを見守るシステムで、結果は自

動で記録されます。
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送られてきた情報はスライドに示す画面に

よって閲覧することができます。この画面では

時系列に沿って詳細な情報を閲覧することがで

きますが、いちいちアイコンを開けないと内容

が確認できないため全体像の把握はやや困難で

す。
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そこで、各領域の最新の情報のみを表示する

ラッパー画面を作成し、全体像を把握しやすい

ようにしました。
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実際のラッパー画面を示します。
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赤外線を用いて異常行動を検知するシステム

で、異常があれば、電話あるいは人を派遣し安

否を確認します。詳細は昨年の本学会でも発表

しました。
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訪問看護、介護情報は iPad miniを用いて在

宅利用者宅で入力し、見守り支援システムに接

続することにより、自動で必要な情報が抽出さ

れます。また、記録やレセプト請求も自動で行

われ、従事者の事務負担を軽減することができ

ます。
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ラッパー画面には掲示版機能を設け、課題の

共有ができるようにしています。将来的には、

在宅利用者会議の代用ができればと考えていま

す。
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基本システムは平成２２年１月より稼働し、１

日平均１３０回のアクセスがあります。

緊急通報システムでは腹痛、大腿骨頸部骨折、

呼吸速迫、熱中症の異常を感知し、大事に至る

ことなく緊急搬送し、住民に安心感を与えるこ

とができています。
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費用は開発費込みで約２０００万円を要しました

が、サーバーの維持費用は年間６８万円と安価で

す。緊急通報システムは１件月当たり１０００円で

運用しており、利用者からアンケートを行い、

月５００円負担してもらっています。
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現在のすさみ町の高齢化率は２０５５年の日本高

齢化率と同率と推計されており、町の現状を改

善するとともに来るべき高齢化社会へ対応でき

るモデルが必要です。われわれの「すさみ町地

域見守り支援システム」は十分実用に耐え、多

職種間の連携が緊密となり、意思の疎通も良好

となりました。
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継続して運用できるように、運営・維持費用

は可能な限り抑え、必要最小限としていますが、

必要に応じて拡張できるように設計しており、

財政規模の小さい自治体も継続運用は容易で

す。

マイナンバーなどの導入は必要ですが、この

システムが複数地域で運用され、連結すること

により低価格でシステムダウンに強い広範囲な

ネットワークが構築できると考えます。
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『前略 患者さま』

発 表 者 臼井 恒仁 （滋賀県：吉槻診療所）

共同研究者 畑野 秀樹、中村 泰之、桐ケ谷 大淳、水上 幸子、福田 かおり
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ITを用いた医療・介護・福祉・健康情報共有

システム「すさみ町地域見守り支援システム」

を構築、運用しています。

情報共有により、行政の支援のもとで、多職

種間の連携は緊密となり、住民に安心を提供で

きるようになりました。

構築にあたり、初期費用はかかるものの、運

営・維持費用は安価でした。

私が所属する地域包括ケアセンターいぶきは

滋賀県米原市の北中部、姉川の源流から伊吹山

麓の地域を医療圏とする診療所・老健・デイケ

ア・訪問看護ステーション・居宅介護支援事業

所などからなる複合施設です。

在宅支援診療所で、医師は３人、２０１２年度の

訪問診療の件数は１３２２件でした。

平成２３年８月より、訪問診療の際に『診療所

からのお手紙』を書くようになってから、２年

を過ぎたところです。本日はその『お手紙』の

振り返りについて発表させていただきます。

お手紙を書くようになったのは、訪問診療の

際にホームヘルパーさんや、訪問看護師さんの

ケアの記録や連絡帳が患者さんの状態やケアの

内容を知るのに役立っていたこと。

訪問の際に、患者さんだけが家におられて、
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