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隠岐島前病院公式 Facebook 開設！

発 表 者 大野 慎二 （島根県：隠岐広域連合立隠岐島前病院）

共同研究者 酒井 和久、白石 裕子、松浦 幸子、白石 吉彦
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Hashimoto Municipal Hospital

まとめ

今回は、導入決定から運用開始までの期間が

短く、同一ベンダーかつ標準パッケージという

選択しかすることが出来ませんでしたが、病院

情報システムの更新作業は前回と比較しても、

短期間で経済的かつ合理的に行うことができま

した。

同一ベンダーが前提であると、競争原理に基

づく安価な導入機会を失う危険性をはらんでお

り、ベンダー主導とならないように注意するこ

とが必要です。
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Hashimoto Municipal Hospital

以上、ご清聴有難うございました
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それでは「隠岐島前病院公式 Facebook開設！」

について発表します。
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まず、発表を始めるに当たって隠岐島前病院の

説明を行いたいと思います。

隠岐島前病院は隠岐の西ノ島町、海士町、知夫

村の３町村からなる島前地区の唯一の病院で、

規模は４４床あり、人口６，０８４人、高齢化率４２．１％

の島を支えています。
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はじめに、昨今 Facebookをはじめとする SNS

（social networking service）の利用者は爆発的に

増加しています。それは当地でも例外ではあり

ません。

SNSには人と人との繋がりを作り深めていける

など様々な利点が挙げられます。

そこで当院のことをより多くの人に知ってもら

うために隠岐島前病院公式 Facebookを立ち上

げることとなりました。
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しかし、当院は小さな離島にあり都会と比べて、

仕事と私生活の境界がやや不明瞭な小さなコ

ミュニティです。

利用に当たっての指針がない現状では職員の書

き込みによって秘匿すべき情報が公開されてし

まう危険性が高いと思われました。

当院のことをより多くの人に知ってもらうため

に隠岐島前病院の公式 Facebookを立ち上げる

とともに、当院のソーシャルメディアポリシー

を作成したのでこれを報告します。
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次に方法としまして、まず公式 Facebookを立

ち上げる前の職員の Facebook利用状況や心構

えを調査しました。

看護師長が全職員７０名を対象とした Facebook

利用に関してのアンケートを実施し、全ての職

員から回答をいただきました。
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はじめの質問で、「インターネットで Facebook

をやっている」に、はいと答えた職員は全体の

三分の一の２３名でした。

以下は「インターネットで Facebookをやって

いる」に、はいと答えた人達への質問です。
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次に「Facebookで「いいね！」を押したことが

ある」かという質問ではほぼ全ての人がはいと

答えました。
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３番、「Facebookで公開制限をしている」かで

は、はいが７４％。
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４番、「Facebookで隠岐島前病院のことを書い

たことがある」かでは、はいが２６％。
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５番「Facebookで隠岐島前病院の患者さんと連

絡を取り合ったことがある」かでは、はいが１７

％。

Os FacebookiNO¼½�hP�Ó�����]

�Ó
13%

ÓÓ�
87%

６番、「Facebookで患者さんのことを書いたこ

とがある」かでは、はいが１３％という結果とな

りました。
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７番の「Facebookをするにあたって、自分なり

に気をつけていること」では、「個人情報につ

ながることはコメントしない」、「名前、写真な

ど本人の確認の取れていないものは載せない」、

「自分の仕事として日々嬉しいことや大変だっ

たけど楽しいことなどは書いたことがありま

す。患者さんの個人名や特定できる写真等は使っ

たことがありません」、など多くの人が個人情報

には気を遣っているということが確認できまし

た。
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次にアンケートと並行して企業や自治体、SNS

の活用が先進的であるアメリカのメイヨークリ

ニックなどのメディアポリシーを調査しまし

た。
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結果としまして、平成２５年３月に利用指針を作

成し、それを基に院長監修のもと隠岐島前病院

ソーシャルメディアポリシーが完成しました。

画面にはその冒頭部分を掲載しています。

隠岐島前病院として、職員の SNSでの活発な活

動は推奨されますが、その中で自身のコメント

への慎重さを同時に求めています。

そして、平成２５年４月に隠岐島前病院公式

Facebookアカウント作成が完了しました。
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ここでは、病院紹介や活動報告の他に実習や見

学などで年間約８０名来る学生の活動紹介を行っ

ています。
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また、今年の９月にもう１度アンケートを取っ

てみたところ、Facebookへの参加者は７名増加

しており、多くの人が情報管理に気を付けてい

るこということがわかりました。
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結論ですが、SNSの活用は人との繋がりを広め

深めていく上で重要なものであるため、利用を

促進し、積極的なコミュニケーションを心がけ

ていくことが大切であるということと、その中

でコメントする際は地域の職員であることに自

覚と責任を持ち、プロとして的確な判断のもと、

正確で正直であることが望まれているというこ

とを忘れてはならないということがあります。
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以上で終わります、ご清聴ありがとうございま

した。
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