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1．つくば小児アレルギー情報ネットワークの概要 

つくば小児アレルギー情報ネットワークは、経済産業省の実証事業で構築したシステムです。 
実証は、「どこでもMY病院構想WG」と「シームレスな地域連携医療WG」に分け、それぞれが 
対象疾患をテーマに行われた。 
 
 ●2011年度： 平成22年度医療情報化促進事業 
 ●2012年度： 平成23年度東北復興に向けた地域ヘルスケア構築推進事業 
 
(1)対象疾患： 2011年度： 小児気管支喘息 
  2012年度： 食物アレルギー 
 
(2)実証フィールド： つくば保健医療圏周辺の連携医療機関 
 
(3)参加医療機関： 情報開示施設： 筑波メディカルセンター病院、筑波学園病院 
  参加医療施設： 小児科を標榜する医療機関(2013年1月末現在：32施設) 
 
(4)参加患者総数： 336名(2013年1月25日現在) 
 
 
※実証事業の詳細につきましては、下記URLをご覧ください。 
  http://www.keieiken.co.jp/medit/ 
  http://www.keieiken.co.jp/tohokuhc/index.html 
 

© NEC Corporation 2015 Page 2 

http://www.keieiken.co.jp/medit/
http://www.keieiken.co.jp/tohokuhc/index.html


開院：昭和60年2月16日 
病床数：409床（病床区分：一般病床406床、感染症3床） 
   （救命救急センター30 茨城県地域がんセンター156 一般220 二類感染症3） 
診療科：18科                職員数：    1,134人（平成24年4月1日現在） 
外来患者数： 515人/日     入院患者数： 376人/日 
平均在院日数：  12.4日     平均病床稼働率： 85.4％   平均病床利用率：91.9％ 
紹介率：66.1％              逆紹介率： 41.4％ 
一般病棟入院基本料：7対1入院基本料   外来初診時特定療養費：1,050円 
救急車搬送件数：5,226件（内ヘリ搬送64件）    ドクターカー出動件数：302件 
                                      （診療統計は2011年度実績） 
地域医療支援病院 災害拠点病院 臨床研修病院         地域がん診療連携拠点病院 
 
 
※筑波メディカルセンター病院の詳細についてましては、下記URLをご覧ください。 
  http://www.tmch.or.jp/hosp/index.html 
 
※ID-LinkがSS-MIX2に対応した初めての病院です。 

2．筑波メディカルセンター病院について 

http://www.tmch.or.jp/hosp/index.html


「平成23年度東北復興に向けた地域ヘルスケア構築推進事業成果報告会 平成25年2月12日」より引用 

3.事業の概要 
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特長は 「病院・診療所・患者 連携」 

病院(専門医) 診療所(かかりつけ医) 

患者 
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基幹病院主治医からかかりつけ医へ 
●基幹病院での急性期治療終了後 

かかりつけ医 

共有情報： 
 

・基幹病院の検査結果 

・治療方針 

・処方など 

効果： 
①地域での診療の均質化、質の向上 

②患者のQOLの向上 

共有情報画面 

基幹病院 

HIS 

病院⇔診療所 

「平成22年度医療情報化促進事業 最終告会 平成24年2月14日」より引用 
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基幹病院小児科外来の医師がかかりつけ医に紹介して管理を移行し、患者が日々の経過観察などの健康情報を
自己管理する（基幹病院主治医あるいは患者（保護者）からの入力を行う（P h ase2））

図6－４ 疾病管理フェーズ２

健康手帳

携帯電話
の利用

患者・ 保護者

TPA Nサポート ディ スク

患者用

情報共有サーバ

医療用

基幹病院

かかりつけ医

経過表サーバ

効果：
・経過表の記載
・発作回数、救急受診回数、発作時使用の減少
・発作時の対応の向上
・疾患の理解度の向上

患者・ 保護者のQOL向上

患者自身の健康管理 

「平成22年度医療情報化促進事業 最終告会 平成24年2月14日」より引用 一部修正 

患者・保護者の日常で 
●日常生活の中で疾病をコントロールするとき ●発作で基幹病院を救急受診時  

共有情報： 
・喘息発作の経過 

・最新の疾病ガイドライン 
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かかりつけ医で継続フォロー中、さらに発作を起こし基幹病院主治医または連携基幹病院を救急受診した場合
（かかりつけ医を受診中に情報を利用する段階（P h ase３））

図6－５ 疾病管理フェーズ3

TPA Nサポート ディ スク
基幹病院

かかりつけ医
健康手帳

携帯電話
の利用

患者・ 保護者

患者用

情報共有サーバ

医療用

経過表サーバ

効果：
・定期受診率の向上
・発作受診回数の減少
・ガイドラインの普及

共同診療における利便性向上
コント ロールレベルの向上

共有情報：
・種々の医療情報の共有
・発作経過表、コントロール状況
・身長・体重の成長曲線 など

アレルギー検査グラフ 成長曲線
経過表の推移

患者⇔病院・診療所 

「平成22年度医療情報化促進事業 最終告会 平成24年2月14日」より引用 一部修正 

患者・患者保護者からかかりつけ医／基幹病院主治医へ 
●かかりつけ医の定期受診 ●基幹病院の定期受診  
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4.システムの概要 

「平成23年度東北復興に向けた地域ヘルスケア構築推進事業成果報告会 平成25年2月12日」より引用、一部加筆 

常時接続 

VPN 

常時接続 

VPN 

【SS-MIX2】 
・標準化ストレージ 

 患者基本、病名、処方、注射、検査結果 

・拡張ストレージ 

 診療情報提供書、退院時要約 

 生活管理指導票、読影レポート 
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「平成23年度東北復興に向けた地域ヘルスケア構築推進事業成果報告会 平成25年2月12日」より引用 

5.実証の結果 
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「平成23年度東北復興に向けた地域ヘルスケア構築推進事業成果報告会 平成25年2月12日」より引用 

参加者(患者・保護者)の内訳 

平成25年11月18日 

時点で参加者580名 
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「平成23年度東北復興に向けた地域ヘルスケア構築推進事業成果報告書 平成25年3月」 より引用 

募集方法 
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「平成23年度東北復興に向けた地域ヘルスケア構築推進事業成果報告会 平成25年2月12日」より引用 

6.事業継続・発展のための課題 
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最近の状況 

 
2015年5月 
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システムの概要 

「平成23年度東北復興に向けた地域ヘルスケア構築推進事業成果報告会 平成25年2月12日」を修正 

常時接続 

VPN 

常時接続 

VPN 

参加者数 1059人(2015年4月末現在) 
 

1 基幹病院：筑波メディカルセンター病院 

1 病院：牛久愛和病院 

26 診療所：あおきこどもクリニック、池野医院、石原小児科、江原こどもクリニック、 

        大空こどもクリニック、太田医院、大野医院、かつらぎクリニック、 

        さとうクリニック、しばたキッズクリニック、清水こどもクリニック、 

        庄司産婦人科小児科医院、仁愛内科医院、染野クリニック、 

        筑波総合クリニック、つちうら東口クリニック、中嶋こどもクリニック、 

        二の宮越智クリニック、野上小児科医院、ほりかわクリニック、 

        まつだこどもクリニック、三津山クリニック、宮本内科クリニック、 

        みらい平こどもクリニック、山口医院 

【SS-MIX2】 
・標準化ストレージ 

 患者基本、病名、処方、注射、検査結果 

・拡張ストレージ 

 診療情報提供書、退院時要約 

 生活管理指導票、読影レポート 
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T-PAN 

すべては「より良い医療」を通して 

小児アレルギーに関わる人々を 

幸せにするために 
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