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遠隔医療の実例

A Case of  Telemedicine in Yamaguchi Prefecture

このたび，山口大学医学部において遠隔医療(telemedicine)システムを構築した。本システムは，山口大学医

学部に情報機器を設置し山口県下の地域医療機関を専用ネットワークで結ぶことにより，物理的な距離を超越

したコラボレーションを実現する。また，地域による医療格差の一つの解決手法として，地域住民への貢献を

高度医療の提供により実現する。

本稿では，山口大学医学部で実施した実例をもとに遠隔医療システムの機能とその背景を中心に紹介する。
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We have constructed the Telemedicine system for medical communication between the Yamaguchi

university school of medicine and cooperative hospitals in Yamaguchi prefecture, on the basis of an

exclusive network.  For the purpose of this system, it provides the advanced medical treatment to local

areas in a network, and then realizes a mutual collaboration over the physical distance. And also, for the

solution of medical treatment gaps depending on areas, it contributes to the medical quality improve-

ment for local area by equalizing the advanced medical technology in the mutual collaboration.

We describe the required functions of the Telemedicine system based on the case of Yamaguchi

university school of medicine.

図１　遠隔医療システムと病院の関係

1. は  じ  め  に

遠隔医療は地域に分散した医療施設をネットワークで

結ぶことにより，物理的な距離を超越した診断や情報交

換を可能とするもので，地域による医療格差の一つの解

決手法としても期待されている。最近ではIT技術の進歩を

追風として，現実的なものとして注目されて来ている。

一般的に遠隔医療（telemedicine）は大きく３つに分類で

きる。

（1）遠隔診療（Direct Patient Care）

空間的に離れた場所の患者と医師が直接または間接

的に，通信手段を介して，診断，治療行為を行う。

（2）遠隔コンサルテーション（Tele Consultation）

医師同士または，医者と関係者のコミュニケーショ

ンにより，専門家の知識を他に伝授し，医療をサ

ポートする。

（3）遠隔学習（Distant Learning）

地理的に不便な立地で医療を行っている医師もしくは

医療従事者に対して，常に医療の最新情報を提供するた

めの生涯教育をサポートする。

今回，山口大学医学部附属病院に構築した“遠隔医療シ

ステム”は山口県下の医療施設との連携により，上記の遠

隔医療の３機能を実現するもので，山口県，山口大学，

当社という産官学が共同でプロジェクトを推進したもの

である。以下にこのシステムの概要を紹介する。

2. 基  本  方  針

今回の開発プロジェクトの基本方針を以下に示す。

（1）2001年に構築予定の山口県情報スーパーネットワー

クを視野に入れた高速でセキュアな医療ネットワー

クの整備を行う。

（2）複数の医療機関が共同して病床を利用できる仮想救

急医療を実現し，高機能医療を提供できる地域医療
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機関の連携を図る。

（3）多施設が同時に視聴でき，また，討議にも参加でき

る遠隔カンファレンスを実現し，大学病院で開催さ

れる症例検討会に院外からもリアルタイムで症例を

提示し，医師のレベルアップを図る。

（4）術中迅速病理検査の高精細顕微鏡画像による遠隔診

断および放射線や生理機能のDICOM画像による遠隔

診断を支援する遠隔コンサルテーションを実現し，

専門医不足の対応を図る。

これらを山口大学医学部附属病院に設置する“遠隔医療

システム”により，地域医療機関―山口大学また，地域医

療機関―地域医療機関による連携を可能にする。また，

維持運営に当る山口健康福祉ネットワークの組織化を推

進する。（図 1）

3. システムの構成

今回構築した“遠隔医療システム”は，４機能より構成

される。

（1）地域医療連携ネットワーク

（2）遠隔画像診断コンサルテーション

（3）遠隔カンファレンス

（4）地域医療情報共有

これら機能のサーバ群を山口大学医学部医療情報部に設

置し稼動させている。システムの概略構成を図２に示す。

3.1 地域医療連携ネットワーク

保健・医療機関の連携やドクター同士のコラボレー

ションを推進する為には医用広域ネットワークが必要と

なる。このネットは，個人情報を含む医療情報の交換を

行うため，患者プライバシー保護，情報の保護を配慮し

たセキュアネットワークが必要である。

本ネットワークにおいても，セキュリティ対策として

（1）Firewallによる接続端末，およびプロトコルの限定

（2）ウィルスチェックゲートウェイによるメール添付資

料，ダウンロードファイルのウィルスチェックの実

施

（3）VPN（Virtual Private Network）による回線上の情報

漏洩対策

また，ユーザアクセス権については，

（1）利用ユーザの認証の実施

（2）利用サービス毎にアクセスレベルの設定

を行っている。

接続回線については，利用する医療機関毎に利用ニー

ズが異なるため，回線利用料の費用対効果の面からも，

最適な接続環境が必要となる。本ネットワークでは，接

続回線をATM専用線，ISDN，INTERNETと複数用意す

ることで，利用する機能に見合った接続回線の選択を可

能としている。（図３）

図２　システム概略構成
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3.2 遠隔画像診断コンサルテーション

医用画像撮影装置（モダリティ）の進歩は目覚ましいも

のがあり，高画質で大容量の医用画像を大量に発生させ

るモダリティが同一施設内に多数設置され日常の診療に

貢献している。その中で，医用画像に高度な解析処理を

施す事により，診断精度を飛躍的に上げる事が出来る症

例が多数あるのも事実である。また，専門医による特殊

ケースの診断コンサルティングを医師の間で気軽に行え

る環境を提供することで診断の質の向上につながる。

しかしながら，医用画像の高度解析機能を用いた診断

技術を有する施設は限定されるため，住民が均等にこの

高度医用画像解析機能の恩恵を享受できているとは言い

難い。

具体的なシステムとしては図４に示した通り，地域医

療機関に，DICOM画像ビューアImageVINS Proを設置

し，その医療機関にて撮影された医用画像を入力する。

撮影画像の中で読影を依頼したい画像をビューアにて選

択し，山口大学医療情報部に設置したDICOM画像サーバ

ImageARQSに転送を行う。転送された画像は，専門医

が所見レポートを作成し依頼元に返信する。この時，画

像サーバに一括保管されている依頼画像には，患者のプ

ライベート情報が一体となっており，この意味で画像の

参照には利用者の個人認証およびアクセス権の判定が可

能な機構を実装している。

3.3 遠隔カンファレンス

医療機関においては，院内患者の問題を議論するのに

顕微鏡・フィルム・写真などの医用画像を用いてカン

ファレンスを行っている。

しかし，患者によっては他病院での症例を参考にしな

ければならないこともあり，情報の収集・広報が診療の

図３　利用機能と接続回線

図４　遠隔画像診断コンサルテーションの流れ
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レベルアップには不可欠である。だが，院外で情報交換

する余裕がほとんどないのが現場の現状である。

遠隔カンファレンスシステムは，ネットワーク用テレ

ビ会議システムと，情報会議システムを利用し多地点に

おけるテレビカンファレンスの環境を整備することによ

り，他病院とのリアルタイムな意見交換，迅速なカン

ファレンスが行える環境を実現した。（図５）

3.4 地域医療情報共有

本システムは，医用セキュアネット上で患者情報等を

含めた情報のやりとりを実施することで，複数の病院が

高機能医療を共有できる環境を提供している。

具体的には，今後スタートする内容も含めて以下が概

略である。

（1）病院のベット空き状況および医療設備，専門医の状

況等の応需体制を参照可能とするサービス。

（2）病院間で患者の紹介を行うサービス。紹介には患者

情報，症状，一次処置等を添付可能としている。

（3）一次，二次医療機関にて診察された，High Risk

Pregnancies（出産時に特別なケアを必要とする妊婦）

の患者状況を関係機関で共有し，複数の医療機関に

よる共同診療の場を提供する患者状況情報サービ

ス。

これらをセキュリティ機構の実装されたWebにて実現

している。

4. ネットワーク運営

今回システムの基盤ネットワークの維持運営に当たる

山口健康福祉ネットワーク（図６）は始動したばかりで，

現時点では研究会的な活動を行っている。県内の医療機

関は自己負担で情報機器を準備して各地域のアクセスポ

イントまで接続し，幹線通信路には山口県が構築する

スーパーネットワークを利用し，大学病院に設置された

サーバ群を介して，医療機関の間あるいは大学病院との

データ連携を実現する。このように山口健康福祉ネット

ワークは複数の事業体の相互協力があってはじめて成り

立つもので，利用者登録，コンテンツの充実，コンサル

テーション，サーバ群だけでなくネットそのものの保守

管理，などの運営は，今のところ，産官学の関係者のボ

ランティアに支えられている（山口健康福祉ネットワーク

研究会http://www.medyamaguchi.gr.jp）。山口県の健

康・福祉の情報基盤を支えるネットになるには，助成金

に頼らない自立した運営組織になることが目標であり，

山口大学経済学部の先生方の英知を得て，国・県・公共

団体・医療機関・企業が共同するNPOとしての運営組

織，山口健康福祉ネットワーク事業団（仮称）の在り方が

検討されている。

5. お  わ  り  に

現段階では，このネットワークに接続されている医療

機関は限られているが，今後，接続先の医療機関の増加

に伴う，効果および問題点等を把握していきたい。

今回このシステムを構築するに当り，山口大学医学部

の各診療科の先生方，山口県内の多数の地域病院の先生

方，また，今回の中心となりプロジェクトを推進された

山口大学医療情報部の先生方の熱意なくしては不可能で

あり，多忙の中時間をいただいた事に対し厚くお礼申し

上げる。
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図５　遠隔カンファレンス構成 図６　医療ネット運営組織
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