
在宅医療支援システム研究会次第 
 

日時 平成３１年５月２８（火） 
１８時３０分～ 

場所 介護老人保健施設くろかみ 研修室 
                    

１ 開  会 
 
２ あいさつ 
 
３ 報告・紹介事項 
 

（１）委員の紹介 
 
（２）新見市在宅医療・介護連携支援センター事業について（医師会受託） 
 
（３）新見市認知症地域支援事業について（医師会受託） 

 
（４）新見市情報連携システム推進事業について（医師会受託） 

 
（５）健康相談会について（そうごう薬局 川本様） 

 
（６）災害に強い地域づくり講座について（新見市社会福祉協議会 池田様） 

 
（７）その他  

 
 
４ 協議事項 
 

(１) Ｚ連携の晴れやかネット（地域ケアキャビネット）への移行について 
 

(２) 糖尿病への取り組みについて 
 

(３) その他  
 

 
５ その他 
 
 
 
 
 

次回開催日 
平成３１年６月  日（  ） 



新見地域在宅医療支援システム研究会委員名簿 

H31.4.1 現在 

所     属 委員名 備 考 

新見医師会 
太田 隆正 認知症サポート医

大手 國榮 

新見公立大学看護科 
金山 時恵 

 
杉本 幸枝 

岡山県薬剤師会 新見支部 川本 和明  

介護施設代表（特別養護老人ホーム） 

渡部 勝吉 

 

小川 修司 

藤村  晃 

福田 孝幸 

榎 太一 

訪問看護ステーション 小郷寿美代  

岡山県理学療法士会 新見地域代表 小林まり子  

岡山県作業療法士会 新見地域代表 石田 辰彦  

岡山県介護支援専門員連絡協議会 新見地域代表 高柴 大輔  

岡山県備北保健所新見支所    小椋   泉  

新見市 

市民課（医療） 
船越智江子 

 
泉  浩二 

介護保険課 
後藤 吉明 

 
  大原 勲之 

健康づくり課 
長谷川美幸 

 
福田真由美 

情報管理課 
冨谷   保 

 
林  浩二 

新見市社会福祉協議会 福本寿美子  

（株）エヌディエス 水上 則計  

  



事  業  計  画  書  
                                          委託事業者名（一般社団法人 新見医師会） 

 

 

事 業 名 

 

平成31年度 在宅医療・介護連携推進事業 

 

 

事業実施期間 

 

平成31年4月1日 ～ 平成32年3月31日 

 

 

 

 

 目    的 

 

 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供

するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。

 

 

 

 

事業計画 

 

【(1)地域の医療・介護サービス資源の把握】 

 地域の医療機関、介護事業所等の住所、機能等を把握し、これまでに自治体等が把

握している情報と合わせて、リスト又はマップを作成する。 

・作成済みの「在宅医療連携ガイド（在宅医療地域資源マップ含む）」の修正・変

更 

・正誤表の作成・配布 

・地域の医療・介護関係情報共有の支援 

 

【(2)医療・介護関係者の情報共有の支援】 

情報共有の手順等を定めた情報共有ツールを整備する等、地域の医療・介護関係者

の情報共有を支援する。 

・H29.3月版新見版情報共有書の利用促進・普及啓発・相談支援 

・Ｚ連携の利用促進・普及啓発・相談支援 

・情報共有アンケート調査の実施 

 

【(3)在宅医療・介護連携に関する相談支援】 

地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の運営を行い、地域の医療・介護関

係者、地域包括支援センター等からの、在宅医療・介護連携に関する事項の相談の受

付を行う。また、必要に応じて、退院の際の地域の医療関係者と介護関係者の連携の

調整や、患者・利用者又は家族の要望を踏まえた、地域の医療機関等・介護事業者相

互の紹介を行う。さらに、相談対応の窓口やその役割が関係者等に明確に理解される

よう名称を設定し、関係者に周知する。 

・入退院ルール改訂版の普及啓発 

・入退院時の連携支援 

 

【(4)医療・介護関係者の研修】 

 地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種でのグループワーク等の

研修を行う。 

 ・医療・介護従事者への研修会 年1回程度 

 ・多職種連携会議 年3回程度 

 



事  業  計  画  書  
                                          委託事業者名（一般社団法人 新見医師会） 

 

 

事 業 名 

 

平成31年度 新見市認知症地域支援事業 

 

 

事業実施期間 

 

平成31年4月1日 ～ 平成32年3月31日 

 

 

 

 

 目    的 

 

 

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、医療・介護等の連携強

化による、地域における支援体制の構築と認知症のケア向上を図るための取り組みを

推進する事を目的とする。 

 

 

 

 

事業計画 

 

① 認知症の人とその家族の相談・支援 

・地域の方からの相談に応じられる体制を作り、相談支援を行う。 

 

② 認知症支援体制の構築 

・地域包括支援センターの認知症地域支援推進員と協議し、認知症の方の支援体

制を検討する。 

・認知症カフェへの協力。 

 

③ 認知症初期集中支援チームとの連携 

・認知症初期集中支援チームと情報共有を行い、連携しながら認知症の方への支

援を推進する。 

 

④ 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業 

・地域の研修会等への協力。 

 

⑤ 認知症ケアパスの普及 

・認知症ケアパスの見直しを検討し、機会を捉え普及啓発を行う。 

 



事  業  計  画  書  
                                           

 

 

事 業 名 

 

平成31年度 情報連携システム推進事業補助金 

 

 

事業実施期間 

 

平成31年4月24日 ～ 令和2年3月31日 

 

 

 

 

 目    的 

 

 

移動に多大の時間を要する中山間地域であり、介護保険事業所が点在し、医療機関が市

中心部に集中しており、かつ、医療・介護従事者も少ない新見地域において、ICTを活用

した在宅医療・介護連携の推進、地域包括ケアシステムの構築を目指す。 

ICTの活用には、弊会が運用しているクラウド型情報共有システム「Z連携」、テレビ会議

システム「にいみ広域遠隔会議システム」を利用し、入退院時の多職種連携や、サービス

担当者会議、日常生活の様子等の情報共有を推進する。 

 

 

 

 

 

事業計画 

(1) ICTを活用した連携推進の検討 

 ・医療・介護従事者の参加する会議で推進方法・システム改修等について検討 

年3回 

 

(2) Z連携を活用した連携の支援 

 ・Z連携の運用（IDの発行・管理） 

 ・Z連携のシステム改修 

   ユーザビリティの改良 

    

(3) にいみ広域遠隔会議システムを利用した連携の支援 

 ・にいみ広域遠隔会議システムの運用（スケジュール管理、日程調整含む） 

 ・利用後アンケート調査 

  

 







新見地域在宅医療支援システム研究会

医療ネットワーク岡山

晴れやかネット ご紹介資料

ヘルスケア事業部 地域連携ソリューション部
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本日のご紹介内容

 晴れやかネット概要紹介

 ケアキャビネット概要紹介

 晴れやかネット全体活用イメージ（案）

 介護認定情報連携について



１．晴れやかネット概要紹介
①晴れやかネットの全体イメージ
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基幹病院 地域の病院

診療所

調剤薬局

基本機能
•患者情報は各医療機関の
連携サーバ上に存在します。
•各医療機関は、晴れやかネット
ポータルを経由して電子カルテの
診療情報（診療記録・画像診断情
報等）を参照します。

急性期治療 ﾘﾊﾋﾞﾘ治療

回復期・維持期病院

一般治療 在宅治療・経過観察

介護ｻｰﾋﾞｽ施設

居宅介護支援事業所

地域包括支援ｾﾝﾀｰ

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

シェアメド
•患者情報はデータセンターに存在
します。
•各医療機関は晴れやかネットポー
タルを経由して処方や病名等の
レセプト情報、検査結果等を参照
します。
•既往歴、服薬指導歴等の記載や
文書ファイル等の登録が可能です。

ケアキャビネット（拡張機能）
•患者情報はデータセンターに存在します。
•各施設は晴れやかネットポータルを経由して
情報共有書や連携シート、在宅訪問時の写真
や動画、患者予定表等の医療介護情報を参照
します。

情報共有書
連携シート

予定表

連絡メモ
写真･動画など

処方情報

検査結果

病名情報

カルテ
情報

画像診断
情報

参加医療機関
・太田病院
・新見クリニック
・新見市国保健康保険
湯川診療所

・新見中央病院
・西井山陽堂薬局
・長谷川紀念病院
・渡辺病院
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・患者さんの同意のもとに、各医療機関に保管されている医療情報を高度に暗号化して、
インターネットで結び、相互に共有する事により診療に役立てるための仕組みです。

・平成25年より岡山県、岡山県医師会、岡山県病院協会の三者協働で設立した、
「一般社団法人医療ネットワーク岡山協議会」が運営しています。
（晴れやかネットホームページ https://hareyakanet.jp/）

晴れやかネットの構成イメージ

各施設に別々に保管されている
患者さんご本人の情報を
医療機関（会員施設）間で
共有する仕組みです。
情報の公開・参照には
患者さんの同意が必要です。

診療情報連携システム
・HumanBridge（富士通）
・ID-Link（NEC）
・シェアメド（両備システムズ）

渡辺病院で稼働中（ID-Link）

１．晴れやかネット概要紹介
②晴れやかネット（基本機能）とは

https://hareyakanet.jp/
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地域の病院

診療所・薬局

レセコン・電子カルテ・PACS等

連携サーバ

検査センター

データセンター

開示制御（同意管理）

公開サーバ

外注検査結果
データアップロード

同意患者の
情報のみ公開

各施設毎に
外部保存

データアップロード

データアップロード

診療情報参照画面

検査結果参照画面

レセコン・電子カルテ・PACS等

システム構成図

・小規模医療機関（地域の病院・診療所・薬局等）が診療情報を双方向で連携を行う
地域連携システムです。

・各医療機関のレセコン、電子カルテ、検査センター等の情報を活用して情報共有を
行います。

診療情報参照
検査結果参照

長谷川紀念病院で稼働中

１．晴れやかネット概要紹介
③シェアメド（小規模医療機関向け 地域連携システム）とは
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社会福祉士

保健師
ケアマネージャー

地域包括支援
センター 病院

医師

看護師 MSW

かかりつけ医

診療所

訪問看護
ステーション

訪問看護師

薬局
薬剤師

ケアマネージャー

居宅介護
支援事業所

介護サービス施設

介護福祉士

地域医療連携
サーバ

情報共有書
連携シート 予定表

連絡メモ
写真･動画など

多職種の記事を職種毎の
連絡ノートの形で一元管理

写真や動画・電子書類も
記事と併せて情報共有

• 医療・介護の関係者が、患者の療養情報が記載されている連携シートなどを用い、
患者の情報を共有するシステムです。

• 平成26年より、晴れやかネットのインフラを活用して県事業として運営しています。

iPad・iPhoneを利用して
患者訪問先で情報共有
・写真や動画送信
・WEB会議、チャット等

１．晴れやかネット概要紹介
④ケアキャビネット（拡張機能）とは
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• 現在、６地区（岡山市、井笠地区、高梁市、総社市、備前市、玉野市）で、
医師・訪問看護・ケアマネ・保健師・ヘルパーなどが参加し、多職種連携に
活用されています。

施設数 利用者数 登録患者数

岡山市医療介護（岡山市） 22 122 12

むすびの和（井笠地域） 135 493 387

やまぼうし（高梁市） 65 202 119

きびきび（総社市） 148 451 461

グリーングラス（備前市） 27 81 69

めばるネット（玉野市） 16 88 4

計 413 1,437 1,052

平成31年4月30日現在

２．ケアキャビネット概要紹介
①岡山県での利用状況



7

ケアキャビネットには情報共有書作成のためのプロファイル情報を入力画面を実装しています。
パソコン入力だけでなく、iPad・iPhoneを利用して患者訪問先での入力も可能としています。

患者プロファイル登録画面（パソコン版）

Copyright 2019 Ryobi Systems Co., Ltd. All Rights Reserved.

患者プロファイル登録画面（iPad・iPhone版）

モバイル端末に関して、晴れやかネットでは
セキュリティの関係から、iPad・iPhoneのみ
利用可（Androidは利用不可）としています。

２．ケアキャビネット概要紹介
②情報共有書作成機能（患者療養情報登録）
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ケアキャビネットには患者プロファイル業務で登録した情報を各地域の情報共有書（EXCEL）の雛形
ダウンロード時に反映させる仕組みを実装しています。
また、情報共有書（EXCEL）を作成してケアキャビネットにアップロードした際に、設定された項目を
患者プロファイル情報に自動反映させる仕組みも実装しています。

ケアキャビネット 連携パス雛形一覧画面

情報共有書のダウンロード時に、
登録されているプロファイル情報
が自動反映されます。

ファイル登録画面

記事参照画面

患者プロファイル画面

情報共有書に入力した
情報が患者プロファイル
情報に自動反映されます。

Copyright 2019 Ryobi Systems Co., Ltd. All Rights Reserved.

２．ケアキャビネット概要紹介
③情報共有書作成機能（情報共有書の双方向連携）
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ケアキャビネットには医師・看護師・薬剤師など院内のスタッフのみでなく、ケアマネ、ヘルパー等多施設・
多職種の情報を１画面で管理する形となっています。
連絡ノートのような情報や、医療・介護連携シートのEXCEL等の電子ファイル、褥瘡箇所や
ベッド状態等のデジカメ写真やリハビリ歩行状態の動画等を１画面で共有します。

記事閲覧画面（パソコン版） 記事閲覧画面（iPad・iPhone版）

多職種の記事を職種毎の
連絡ノートの形で一元管理

写真や動画・電子ファイル
も記事と併せて情報共有

Copyright 2019 Ryobi Systems Co., Ltd. All Rights Reserved.

２．ケアキャビネット概要紹介
④多職種との情報共有（利用職員の記事閲覧）
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ケアキャビネットには記事入力と一緒にカメラ撮影した写真や動画を患者状態報告として投稿できます。
褥瘡の写真やリハビリ中の様子を撮影した動画、訪問時の手書きの記録をそのまま撮影する等、
様々な形で情報共有を行う事ができます。

簡易記事入力画面

①記事入力画面から
「カメラ」ボタンを
選択します。

②写真や動画を
撮影します。 ③記事と写真を

一緒に投稿できます。

Copyright 2019 Ryobi Systems Co., Ltd. All Rights Reserved.

２．ケアキャビネット概要紹介
⑤多職種との情報共有（画像・動画の登録）
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記事登録時には関係者に登録した事をメールで案内することができ、送信時には必要に
応じて送信対象者を選択することができます。
記事登録後は、誰がその日の記事を閲覧しているか既読確認ができます。
一覧画面を確認して、必要に応じて電話連絡を行う等の状況判断を支援します。

登録された記事に対しての
既読確認ができます。

登録したことを関係者に
メールで案内できます。

記事入力画面 記事入力完了時メール送信選択画面

患者記事参照画面

既読職員一覧画面
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２．ケアキャビネット概要紹介
⑥多職種との情報共有（記事投稿時の関係者への通知）
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患者様に対しての日々の予定情報（訪問・通院等）を登録して関係者間で情報共有する
ことができます。予定に関する電子ファイルも添付できます。
予定登録時には関係者に登録した事をメールで案内できます。
複数患者を選択する事で、予定をまとめて登録することもできます。

複数患者の一括登録、登録時の関係者へ
のメール案内ができます。

イベント内容の登録が
できます。添付ファイル
の登録もできます。

予定表画面

予定表イベント登録画面

Copyright 2019 Ryobi Systems Co., Ltd. All Rights Reserved.

２．ケアキャビネット概要紹介
⑦多職種との情報共有（患者予定情報）
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電子会議室として複数人で１つのグループを作り、そのメンバー間でチャットを行うことが
できます。投稿記事に対しての既読状況の確認もできます。
個人宛として、1対1のチャットを行うことができます。
ファイルの添付、チャットを記載した事をメールで案内することができます。

メンバーの既読状況の
確認ができます。

グループ・個人で
意見交換ができます。

添付ファイルの登録、
登録時のメール通知が
できます。

チャット画面

Copyright 2019 Ryobi Systems Co., Ltd. All Rights Reserved.

２．ケアキャビネット概要紹介
⑧グループウェア（チャット機能）



利用グループ毎の提示版にてグループ内の情報共有・各種案内ができます。
案内に関連する資料の添付（複数登録可）ができます。

案内に関しての資料も
添付ができます。

案内に対しての返信もできます。

グループ毎の掲示板として
案内ができます。

掲示板画面

掲示板詳細画面
各種添付書類（WORD・EXCEL・ＰＤＦ等）

Copyright 2019 Ryobi Systems Co., Ltd. All Rights Reserved. 9

２．ケアキャビネット概要紹介
⑨グループウェア（掲示板機能）



ケアキャビネットからシングルサインオンでWEB会議を利用できます。退院時のカンファレ
ンス等、診療報酬・介護報酬算定にも活用可能です。（Canon製 IC3を利用）

パソコン利用時

iPad・iPhone利用時

【トップ画面】 【会議室選択画面】 【WEB会議画面】

【トップ画面】 【会議室選択画面】 【WEB会議画面】

Copyright 2019 Ryobi Systems Co., Ltd. All Rights Reserved. 10

２．ケアキャビネット概要紹介
⑩グループウェア（WEB会議）
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・診療情報連携システム「シェアメド」と晴れやかネット上で患者名寄せを行う事で、
病院、診療所は医療情報と介護情報を１画面で閲覧ができます。

シェアメド 記事参照画面（処方内容表示） シェアメド 記事参照画面（ケアキャビネット情報表示）

患者の名寄せを行う事で、公開施設の情報を
全施設、又は施設毎で参照できます。
（病院・診療所・薬局等複数施設同時閲覧可能）

公開医療機関の受診状況と、介護情報の
記録状況をカレンダー形式で確認できます。

２．ケアキャビネット概要紹介
⑪診療情報連携システム（シェアメド）との連携



３．晴れやかネット全体活用イメージ（案）

Copyright 2019 Ryobi Systems Co., Ltd. All Rights Reserved. 17

主治医から患者へ
晴れやかネット
利用の同意

連携診療所

介護サービス施設

居宅介護支援事業所

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

訪問記録
多職種連絡情報
在宅中の動画
褥瘡写真等

入退院時書類
入院中の経過情報等

入 院（急性増悪時）

往 診（主治医不在時）

患者療養情報共有
①ケアキャビネット
・多職種で情報共有するものを
各施設より登録

・iPad、iPhoneの活用
・WEB会議、チャットの活用

②シェアメド
・病診連携に限定した情報を登録

連携病院
かかりつけ薬局

かかりつけ医

診療情報
（投薬情報・検査結果等）
主治医意見書
診療情報提供書等
※各種書類は手動登録
（PDF等）

調剤情報
服薬指導記録
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・介護保険の認定に関する帳票（主治医意見書、認定調査票、要介護認定通知等）を
介護保険者から居宅介護支援事業所等へケアキャビネットを介して伝達します。

４．介護認定情報連携について
①システム概要

居宅介護自治体

認定情報

登録
ダウンロード

メリット
・受取作業の軽減（市役所へ事業所職員が訪問する必要がない）
・請求作業の軽減（紙で情報を交付する場合、交付に必要な手数料を請求する作業が発生）
・交付費用負担の軽減（交付に際しての手数料が不要）
・訪問時間の短縮（市役所への訪問時間）
・紛失、誤送付の危険性の軽減
・包括ケアのキーマンとなるケアマネがケアキャビネットを利用することで、利用率拡大が期待できる。

利用頻度参考資料
まめネット（出雲市） 認定情報送信件数 700件/月

※まめネットのオプション機能として提供しており、利用施設は
「電子データによる情報提供申請書」等を介護保険課に提出して
月額１７８０円で利用しています。

PDF

ZIP

認定情報

PDF

ZIP
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４．介護認定情報連携について
②システム連携方式（現行案）

介護認定システム

要介護通知書
認定調査票
主治医意見書

送信資料

進捗情報

ZIP形式で上記ファイルをパスワード付のファイルに変換

USB・DVD等外部媒体で

データ移動

ケアキャビネット
（市役所）

ＺＩＰ
ファイル

ケアキャビネットの画面からZIPファイルの

アップロード操作を行う。

・インターネットが利用できる端末

・岡山県情報ハイウェイを利用予定

ケアキャビネット
（事業所）

要介護通知書
認定調査票
主治医意見書

・インターネットが利用できる端末

・TLS証明書がインストールされている端末

（ケアキャビネット利用時必須）

データ暗号化システム
（ 両 備 ）

ＺＩＰ
ファイル

対象データを特定のフォルダに作成

自治体からの介護認定情報のアップロード機能、
介護支援専門員が資料をダウンロードできる
機能をケアキャビネットに機能追加します。

ダウンロード時には事業所毎のパスワードが
必要となります。



－お願い－

本システムの仕様は予告無しに変更されることがあります。

本書は予告無しに変更されることがあります。

本書を無断で他に転載しないようお願いします。

岡山本社： 岡山市南区豊成２－７－１６

TEL（086)264-0133

FAX（086)264-9343
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新見医師会 糖 尿 病 対 策 部会 規 約 

 

平成 ３１ 年 ４月 １９日制定 

（目 的） 

第１条 新見医師会糖尿病対策部会（以下「部会」という。）は、新見地域の

糖尿病の発症予防、合併症防止等の糖尿病対策を岡山県、新見市及び岡

山県医師会等が行う活動と協働し行うことにより、新見地域の糖尿病対

策がより一層推進され、市民の健康の増進と福祉の向上に資することを

目的とする。 

 
（構 成） 

第２条 部会は、新見医師会の役員及び会員をもって構成する。 

 
（役 員） 

第３条 部会に部会長を置く。 

２ 部会長は、新見医師会医師会副会長が務めることとする。副会長が

複数の場合は、理事会において１名を選任する。会員については、医

師会長が部会長と協議の上指名する。 

３ 役員の任期は新見医師会役員の任期に合わせることとし、再選を妨

げない。 

 
（会 議） 

第４条 部会は必要に応じ随時開催するものとする。また、必要に応じワーキ

ンググループを置くことがある。 

 

（意見の聴取） 

第５条 部会は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、

その説明又は意見を聞くことができる。 

 
（細 則） 

第６条 本規約に定めるものの他、部会の運営に関し必要な事項は、部会で

承認を得ることとする。 

 
（庶 務） 

第７条 部会の庶務は、新見医師会事務局が担当する。 
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