原田院長 天草郡市医師会を中心

構築は全国的にも珍しいようです

地域全体でのネットワークの

空けて１週間も２週間も泊り込まな
ければならないし、その間の仕事も
中断することになります。また天草
の医師も熊本の病院に連絡を入れる
など大変です。天草の医療圏の中で、
ある程度は完結していかなければな
りません。熊本都市圏だけでなく各
地域に住む人々が平等な医療を受け
られなければならないし、医療難民
天草地域も高齢化が進んでい

になってはいけません。
る。

いるわけです。

また過疎化が進む地域では、慢

性的な医師不足があり、若い医師た

ちが天草地域への赴任を嫌がっても

社会を迎えており、中でも熊本県は

もこれまで経験したことのない高齢

原田 日本は、世界中のどの国

も診療もしなければなりません。こ

外の患者さんが来た場合に専門外で

やあるいは診療所では、自分の専門

は別ですが、医師が数人という病院

困ります。医師の人数が多い大病院

高齢化率
（ 歳以上）
が全国の先を走
％、その独居率は６割と極めて高

り、ここ天草医療圏の高齢化率は

があります。専門外の診療時の不安

うした医師たちの手助けをする必要

これは４人に１人が 歳以上という

く、さらにその先を進んでいます。

療に取り組んでもらうためにも、地

を少しでも減らし、安心して地域医

士の連携を強化し、中核病院の診療

メディカルネット」
は、医療機関同

共有するものです。この
「あまくさ

線で結び、画像データや患者情報を

ます。例えば熊本市内に入院するこ

で２時間を超えるエリアになってい

開通した後も、熊本市内まで自動車

のいわゆる天草地域は、天草五橋が

原田 天草市、上天草市、苓北町

題を飛び越えて、すでに未来を見て

超高齢社会が到来する２０２５年問

す。

域で連携をしようというのが発端で

救急医療の質の向上へ

５つの中核病院と画像データを相互に参照

体制や地域医療の充実と向上を図る

とになると、患者さんも大変だし、
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患者情報を共有し、
地域医療の充実と向上を図る

にインターネットを利用して、天草

が、設立の背景は。

家族も大変なことになります。家を

「あまくさメディカルネット」を運用開始
天草地域医療センター
院長に聞く

月末現在で、地域の医療機関の半数

医療圏の医療機関をネットワーク回

－

原田 和則
天草医療圏の医療機関をネットワークで結び、画像データや各種検査
などの患者情報を共有するＩＣＴ（情報通信技術）医療連携システム「あ
まくさメディカルネット」が、今年８月からスタートした。このシステ
ムは天草郡市医師会（酒井一守会長）を中心にインターネットを利用し、
医療機関同士が連携を深めることで、医療現場での救急搬送の判断をは
じめ、診療時に検査の重複を避けるなどの患者負担の軽減や治療の効率、
質の向上を図っていく。メディカルネットの中心に位置し、天草医療圏
の拠点病院である天草地域医療センター（天草市）の原田和則院長に運
用状況や今後の展開についてインタビューした。
（取材・櫻木）

施設が参加

者情報を共有する医療連携システム

を超す 施設が参加しています。

システムの運用を開始しました。

天草地域の医療機関
インターネットを利用した患
がスタートしましたが。

１０

ため設立したもので、今年８月から

７５

５２

６５

５２
－

３５

－

▲昨年増設した新病棟（中央）。右奥上が新設したヘリ
ポート

ました。ＣＴ
（コンピューター断層

病院とサーバー間画像連携を構築し

深市民病院、河浦病院の５つの中核

北医師会病院、上天草総合病院、牛

て位置づけ、天草中央総合病院、苓

一つは、当センターを拠点病院とし

きく分けて２つの内容になります。

療連携システムを構築しており、大

原田 天草医療圏全体にＩＣＴ医

これまで以上に救急医療の質の向上

患者、依頼元の医師の負担が軽減し、

することが出来ます。結果として、

で様子を診ていて下さい」
など判断

は要しませんので、２、
３日そちら

す。「すぐに搬送してください」
か
「急

に搬送すべきかどうかを判断できま

共有して、その患者をすぐに当病院

データや患者情報を私どもと両者で

られた場合、その病院が撮った画像

た患者が、「頭が痛い」
と言って倒れ

いな画像サイズであり、ま

ではメールの添付画像みた

これまでの他のＩＣＴ連携

自分で操作して見られます。

見られるなど、生データを

だけでなく、縦の断面図が

ら横の輪切りの画像データ

が見られるし、ＣＴ画像な

か、肺など呼吸器の影とか

る。小さな胃がんの画像と

のコンピューターで見られ

が、開業している先生たち

は広域なので、初期診療の判断が大

に力を発揮しています。天草医療圏

期治療、患者搬送の是非などに大い

ので、救急患者の画像転送による初

ました。しかも画像データが、他の

アント施設で個別に参照可能になり

れの患者の紹介元や紹介先のクライ

カルテサマリー、診療情報がそれぞ

一般診療データ、治療や経過などの

査データをはじめ投薬、注射などの

センターのすべての画像データ、検

もう一つが当病院や併設の健診

施設が加入しており、情報の公開に

の削減にもつながります。現在、

すので、患者の負担も減り、医療費

重複して検査する必要がなくなりま

各検査にしても医療機関で

高い医療情報の共有化です。

んでしたので、極めて質の

て見ることなどは出来ませ

してデータを自分で加工し

システムの内容は。

撮影）
、ＭＲＩ
（磁気共鳴画像）
など
につながります。

きく予後を左右しますので、極めて

地域でのＩＴ連携で使われているよ

同意された患者も８００人と日々増

ることになる。
原田 各地域にある病院を受診し

と高精細の画像で診

見られるので、もっ

に直接アクセスして

センターのサーバー

部ありますので、患者からデータ共

の人が病気になる前後のデータも全

れまでのデータが残っています。そ

ンターで長年健診をしていれば、こ

原田 例えば患者がこれまで当セ

上天草
総合病院

主要病院間
サーバー接続

画像を相互に参照

苓北医師会病院

ネットワーク加入の医療機関
天草中央
総合病院

天草地域医療センター

データ
照会

ね。

順調に稼働しているわけです

ことが出来ます。

制は患者に対して切れ目なく続ける

があります。さらにこうした支援体

に診療が受けられるなどのメリット

地域医療センターの受診と同じよう

者は、近くのかかりつけ医でも天草

判断して素早い対応が出来ます。患

往症との関係や投薬、治療歴などを

何かあった場合でも、これまでの既

河浦病院

の画像データが相互で参照できます

有用です。

うな圧縮画像ではな

え続けています。
患者を医療機関が連携して見

断が出来ます。私た

有に関する承諾を取っておけば、地

守ることになる。

ちが院内で診療して

元の医師とデータを共有して、今後

うことです。当医療

５２

初期診療の判断が素早くでき

くて、生データの状

天草医療圏のICT医療連携である「あまくさメディカルネット」の概要図

いる高精細の画像

原田 また、少ない医療スタッ

フで診療されている病院の医師や

個人開業の医師にとっても日進月

歩の医療の中で、「日常診療におけ

くまもと経済 H26.12
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－

態で参照できるとい

はらだ かずのり
熊本市出身、1951年生まれの63歳。75年熊
本大学医学部卒、82年熊本大学大学院・医学
博士、86年熊本大学医学部第二外科文部教官、
90年同医局長。92年天草地域医療センター副
院長、2002年天草地域健診センター長併任。
12年院長就任。趣味は、ロードバイク（自転車）、
スキー、登山。天草郡市医師会理事

牛深
市民病院

－

－

－

トワークがあるので、専門外の診

ても、「天草医療圏なら地域のネッ

あります。新規開業する医師にとっ

師の生涯教育」
といった意味合いも

る診断や治療の不安感の軽減や医

い止めに役に立つと思います。

が大切であり、地域医療の崩壊のく

らえます。こうした顔の見える連携

と安心して開業できる」
と思っても

療科目でもいろいろな相談が出来る

データが見られるようにするなど

なく、介護施設や薬局などにまで

診連携といった医療機関だけでは

介護、包括医療の分野に拡大可能

スタートして４カ月です

今後のメディカルネットの
展開は。
原田
活用法も広がっていくと思いま

で、戦場さながらの猛烈な忙しさで

が、さらに加入施設が増えていく

には慎重を期さなければなりませ

した。そこで限られた診療スタッフ

す。もちろん個人情報保護や守秘

介護の分野にも利用できると期待

ん。薬局なら投薬履歴など、介護

で、的確で質の良い医療サービスを

と思います。がん診療や慢性疾患

しています。今は医師間同士での

施設なら既往症や入院、手術歴な

提供するために、診療枠を各科にと

が 人。急性期医療を担いましたの

データの共有ですが、住まい・医

どとデータに制限を設けての閲覧

どまらず、医療スタッフ全員で患者

義務などの観点からデータの開示

療・介護・予防・生活支援が一体

になりますが、包括医療にも役立

などの様々な
「 連 携 パ ス 」や 包 括、

的に提供される地域包括ケアシス

を診るというチーム医療の気風を育

す。また当院では年間１６００件の
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救急搬送がありますので、ヘリポー

トも加わり、さらに天草医療圏の救

急医療に貢献できると思います。

―今後の展開について。

原田 私は、天草に着任が決まっ

て、熊本大学の退任送別会の席上で

開口一番
「私が天草に行ったら、患

者に救急車で一号橋は渡らせませ

ん」
と宣言しました。その気持ちは

今も同じですし
「天草での完結型医

療」
をモットーに今も取り組んでい

ます。当病院は、これまでは設立時

から急性期病院としての使命を果た

すために紹介の患者に特化した
「待

ちの医療」
を全面的に引き受けてい

ますが、今後は包括医療の観点から

の対応をしていきたいと思います。

平成4年4月1日

つと思います。

熊本県天草市亀場町食場854-1

院

テムの構築の中で、病病連携や病

所

開

てて来ました。各科が協力しながら

住

診療するスタイルは、２１０床、常

原田 昨年８月末に新外来棟を

一般社団法人天草郡市医師会立
天草地域医療センター

「患者に救急車で一号橋は渡らせない」（原田院長）

など天草医療圏外へ受診、入院して

増設し屋上に医療用ヘリポートを設
療室、心大血管リハビリ室を加えた

称

勤医師 人体制になった今も各診療
科医師の間に浸透しています。
昨年建物を増設されました。
いた状況であり、流出医療費は年間

置しました。広く明るい待合室や診

本あるいは水俣市や鹿児島県出水市

天草で完結型医療を目指す
原田院長は開設時に着任され
ていますが。
原田 この医療センターは、「地域

億円から 億円とも言われていま
した。私は、外科医兼副院長として

ビーには来院者の対応に数人のコン

をしました。また広くなったためロ

を目指して１９９２
（平成４）
年に天

設立当時はかなり苦労もあっ

リハビリ室や外来化学療法室の拡充

までは心筋梗塞や脳血管障害、がん
た。

着任しました。

完結型医療」「病診・病病連携の推進」

３０

シェルジュを配置してとても好評で

名

１４

－

草郡市医師会が設立しました。それ

６０

原田 当初は、２００床に医師

410人 (平成26年4月現在)

数

員

職

 科、整形外科、脳神経外科、内科、循環器内科、
外
代謝内科、消化器内科、放射線科、小児科、
泌尿器科、麻酔科、リハビリテーション科、
（特殊外来）
神経内科、パーキンソン、消化器内科、
リウマチ科、呼吸器内科

診療科目

敷地面積 18,838 ㎡
建物延べ床面積 15,638 ㎡（含む新外来棟）

敷地・建物

５０

－

一般病床210床

数

床

病

の治療など専門的な疾病や大手術
は、フェリーで長崎に行ったり、熊

〈概要〉

－

－

▲短時間で高精細の画像が得られるフルデジタル3T
（テスラ）MRI装置

