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はじめに

インターネットが医療提供者、患者双方の医療情報
の入手や提供を飛躍的に容易にしたことにより診療
所でも専門分野への特化が可能となりました。

専門外来におけるインターネットや電子カルテを利
用した取り組みの実際を紹介します。



両国東口クリニックの概要

 平成１３年１２月２４日開設

 内科（糖尿病・循環器）・腎セ
ンター・痛風専門外来・リウマ
チ科・訪問診療

 外来患者数 １２０名/日
 訪問患者数 ３０名



つばさクリニックの概要

 平成２１年１１月９日開設

 内科・人工透析

 透析ベッド数４０床

 透析患者数 １２０名



システム概要

電子カルテ ドクターソフト(DRS) ナノメディカル/油井コ
ンサルティング

PACS e-film/IRAD IA view インフォコム

透析中央管理システム フューチャーネットⅡ 日機装

診療予約システム ハートオンライン ハートライン

診療支援システム 診療総合データベース 両国東口クリニック

インシデント報告シス
テム

どっきり！ひやり 両国東口クリニック

協和発酵キリン

アンケート収集 病院の通信簿 フィードバックジャパン



つばさネットワーク構成図

つばさクリニック



インターネット医療とは

ウェブサイトによる情報提供

 Ｅメールによる医療相談

診療、検査予約

再診、検査結果などの情報取得

 メーリングリスト、掲示板などによる情報交換

医療機関や医療内容などの評価

インターネットを介する医療サービスと実際の診療な
どの医療行為を統合して提供する医療のことです。



成人男性の５人に１人が痛風予備軍

 ２０歳代での発症も稀ではない

多くが３０～４０歳代の最も忙しい世代

脂質異常症、高血圧症、CKDなどの併発

健康に関心はあるが実行に移せない

定期的な通院治療、内服が難しい

痛風・高尿酸血症治療の現状

一方でインターネットを日常的に利用できる環境にあります。



両国東口クリニックの痛風・高尿
酸血症専門外来の特徴

 入り口はインターネット

 ホームページでの情報提供、メールによる痛風医療
相談、痛風メーリングリスト

 専門性の高い診療

 診療パスやオリジナル冊子、カルテ開示による情報
提供

 管理栄養士や看護師による指導

 インターネット予約システムによる利便性、アメニティ、
ホスピタリティの充実による快適性の追求



例えば両国東口クリニックでは

 足が痛い！痛風かな？
 まずはサイト検索
 両国東口クリニックのホームページがヒット
 やっぱり痛風みたいだ
 まずはメールで相談してみよう
 診察を受ける必要はありそうだ
 ホームページから予約をとる
 実際の診察を受ける

 電子私書箱を利用して検査結果をダウンロードしたり心配な
ことを相談する

 メーリングリストに参加して情報交換する
 ウェブ上のアンケートサイトに回答する



両国東口クリニックのウェブサイト

両国東口クリニックのホームページ
は、高尿酸血症、痛風、糖尿病、腎
臓病などについての情報と医療相
談、受診予約、検査結果取得など
の機能を持った生活習慣病患者様
向けのワンストップ情報サイトです。

http://www.higasiguti.jp/



JIMAトラスト
マーク



JIMA
ウェブ
サイト



痛風教室



痛風FAQ



痛風医療相談



------------------------------------------------------------

両国東口クリニック 痛風の医療相談

------------------------------------------------------------

●name：

●EMAIL：

●sex：男性

●体重：66

●身長：175

●年齢：４０歳代

●件名：痛風と高尿酸血症について

●message：4月からベトナムで勤務しています。5月7日に左足親指付根が
痛くなり、赤く腫れていました。6月9日になっても痛み、腫れが引かないため、

当地の病院を受診したところ、足の状態から痛風発作と診断されました。そ
の後は、アルコールと週3回の筋トレを止め、水分を毎日大量に取り、肉類も
控えているのですが、これまでに10日程度の間隔を置いて合計４回痛くなり

ました。あまりにも長い間繰返すこと、および当地での診療についても不安
があるため、今後どのような対応を取ればいいのかご教示いただければ幸
いです。

相談内容



------------------------------------------------------------

両国東口クリニック 痛風の医療相談

------------------------------------------------------------

○○さん

こんばんわ、両国東口クリニック痛風・リウマチ科の大山です。

メール拝見しました。実際に診察を行ったわけではありませんので、メールでのお
返事は一般的な健康相談の範囲とお考え下さい。

以前は、高尿酸血症を指摘されていることや症状などからやはり痛風発作の可
能性が高いと考えます。痛風発作の最中の血清尿酸値は、低下していることが多
く、最近の血清尿酸値が尿酸降下薬を服用していないにもかかわらず低値を示し
ているのは、発作の影響と思われます。しかしながら、頻回に痛風発作を繰り返し
ている原因は不明です。

現在の飲酒や食事など生活習慣の改善については特に問題ないと思われます
ので、繰り返す痛風発作を抑制するためにコルヒチンを1日1錠定期的に服用する

コルヒチンカバー療法を行ってみてはいかがでしょうか。すでに起きている痛風発
作に対してはボルタレンの服用が有効です。痛風発作が治まったところで、改め
て血清尿酸値の測定をお受けになってみて下さい。

返信内容



痛風なんて怖くない！



食事療法



痛風食献立



痛風メーリングリストの概要
 開設：平成１４年４月１日

 非公開・管理者手動登
録

 会員資格：痛風・高尿酸
血症患者、家族および
医療関係者

 会員数：４００名

 メール総数：７０００件



痛風メーリングリスト申
し込みフォーム



痛風メーリングリストアーカイブ



Web予約システム



予約カレンダー①



予約カレンダー②



予約受付画面



電子私書箱

SＳL暗号化

SＳL暗号化

SＳL暗号化

投稿のお知らせメール

暗 証 番 号
ID

投 稿 の お 知 ら せ
メール

WWWワールドワイド
インターネット上に
公開しているフォルダ インターネットに公開していない

プライベートフォルダ

私書箱

SLL 暗 号 化 通 信 暗 号 強 度 128bit
通常の通信



電子私書箱の使い方



電子私書箱へのログイン



電子私書箱の管理画面



返信画面



当院を何でお知りになりましたか？

インターネット
46%

家族・知人などの紹介
24%

他院よりの紹介
6%

近所
10%

新聞・雑誌など
5%

駅看板
4%

その他
5%

2009年



インターネットアンケート：病院の通信簿http://www.tusinbo.com



アンケート結果報告



IT化が可能にした院内レイアウトとプライバシー保護

 スタッフ導線を廃止した院内
レイアウト

 外来診察室の個室化による
プライバシー保護



受付 待合室

診察室 処置室



検査室 レントゲン室

点滴室

通路



入口から見た診察室

窓側にスタッフ導線がありプライバシー
保護が十分ではない

ITによりスタッフ導線を廃止して完全
な個室化を実現した



オンラインインシデントレポート



インシデントレポートどっきり！ひやり入力画面

PCがあればいつでもどこでもインシデント報
告が可能です。入力は3ステップ、数分で終
了します。



どっきり！ひやり入力訂正・閲覧画面



どっきり！ひやり管理者画面

管理者画面では、マスターの変更や患者
影響レベル判定やExcel出力が可能の他、

どっきり！ひやり自体でも集計が出来ま
す。



患者影響レベル判定画面



医療事故報告書作成画面



電子カルテ画面



ステータスモニター



メッセンジャーの利用



外来入力画面１



外来入力画面２



外来入力画面３



外来入力画面４



外来入力画面５



外来入力画面６



外来入力画面７



看護指導入力画面



栄養食事指導入
力画面



開院時より全ての患
者様に会計時「本日
の診療内容」と診療明
細のプリントアウトをし
てお渡ししています。



ご静聴ありがとうございました

MEDICAL CORPORATION TSUBASA
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