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わが国における救急医療情報システムの現状と問題点「
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はじめに

に見える 'lìlJご出システムも，人

ている.木文で述べ弓救心

è~ まざまな札幌を生じさせ

fjf は，総合病院や一般の診療所で他の
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われている.したがって休日や夜間などには，一般市

W ，神奈川 rDit(tnrU:nlf でスタ・ートし
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は，救急車の出動を型請されるたびに数¦可から政

あった救急

屯話をして病院を出さなければならなかった.このた

r't:応対策の
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つの沼山として，関係者の注
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の救急医 JJiH百ー報システムは，当日 :!l社会間四となりつつ

目を集めた.その&，
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め，いわゆる「たらい回し

JM 戒システム l こj せする十ílJ

一方，諸外、

が起とってきた.

I~!il，たとえば米国においては
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助金交付 'iüJ] [立を制定，全!主¦に fjf 及するようになった.

日̃]，スタッフの符

1982 年 2 月末現在， 21 の地域でこのシステムが椋到

く，救急、出者はまずそこに行けば応急処置が受けられ

し，ており，

h 引いやにさらに

I!.i:-I
つの Dlhでの先足が予定さ

現象が起乙ることはない.乙のような休制をとるため

と、の都道 JlH 主の例も，ほほ
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寸)残念な
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Il"jーの日((:]と峨能を手

jーし

には，医師のみならず看護婦，検査技師など多くのス

j引

タッフが必要であり，専門技術者が少なく医療技も低

とに多くはかならずしも所

の目的どおりの効果を十分に挙げているとはいいがた
く，一部
る，

l こはコンピコータ不

L かも，
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査の方法とその結果について述べるが
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6) ，仙のお

llj 立JjJ
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f去の課題について論

じてみたい.なお，本文で使則する
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救急医療

j戒する救急専用部門をもっ病院が多

るようになっており，少なくともたらい回しのような

れている.

ているが

jよ1、

Jil 者と同校 Iζ 扱

民はもちろん，消防署でさえどとで診療が
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表 1 アンケート項目
Tabl 巴 1 Items in th 巴 questionnairc.
1

受診日

10

受診の方法

2

診療受付時刻 j

担当医師の専門

!l~
者の住所

11
12

傷病の発生原因

4

忠者の年齢

13.

受診時の症状

5

患者の性別

14.

処置方法

3.

887

わが固における救急医療情報システムの現状と問題点
表 2 端末の利用回数
Table 2 Number of inquiries monthly.

二三士±7 日「ワTE
4

I

1 ，212

月

I

5)]

2 ，501

711

1，025

6

月

424

667

7

)]

356

426

6

診療費の文払方法

15.

íii; 帰

7

傷病名

16

他の施設への転送

8

月

352

553

8.

傷病の発生場所

17.

最適診療科名

9

)J

357

363

9.

受診までの

18

救急か否かの判定

10

月
月

371

11
12

月

をよせ(回収率

1時間

91. 6%) ，患者数も延べ

20 ，255 人に達

I

283

333

i

319

1

359
256

し，関係者の関心の高さを示していた.
集計結果において，まず第

1 1と注目すべき点は，全

J

患者中 46.1% について担当医が「翌日でもよかった
と判断しており，実際

ついて調査を行司ったの.ここでは医療機関に設置した

lと救急処置を必要とした患者は

端末(全部で

130 台)が他のシステムで使われている

ようなインターホン型ではなく，ビデオターミナノレに

1 医療機関当り 1 日平均 0.6 人でしかなかったという

なっているが

ことである.つまり，救急患者の数はそれほど多いも

乙の評価結果は他のシステムにも通用するものと考え

のではないということである.

てきしっかえないと思われる.

第 21ζ ， r 担当した医師の専門」と患者にとっての

2).8}

，システム全体の機能には大差なく，

まず，表 2 はシステムがスタートした年の

「最適診療科 J (表 1)が一致していた患者数は全体の
65% で，半数近くの患者は専門外の医師の診療を受

4 月から

12 月までの問の毎舟の利用件数をまとめたものであ
る.左の列は医療機関から他の機関の状況を調べるた

けているととがわかった.もちろん患者自身が適切な

めに端末を利用した件数を示し，右の列は消防署に設

診療科を判断できるとは限らないが，とのなかには少

置した端末(医療機関用端末とは別に

なくとも，不適当とわかっていながら他に病院を知ら

用件数を示す.

ないため受診したケースも少なからずいるものと考え

し， 7 月以降ほぼ一定の数におちついている.当初件

なければならない.

数が高かったのは，端末使用の練習が行われたためで

1!í~3 1と，前述のごとく

35% の患者は適切な医療機

関で受診できなかったにもかかわらず，他の機関
送されたのはそのなかの

lと転

6.7% にすぎないことがわか

18 台設置)の利

4 月をピーク l乙徐々に利用件数は低下

ある.ことで一つの問題は，消防署における利用件数
が予想外に少ないという

とである

ζ

.ζ

れは，コンピ

ュータに必ずしも正確な情報が入力されていないとい

った.もちろん，担当した医師の専門が患者の傷病と

うことと，消防署にはすでに従来より各医療機関との

合っていなかったとしても，多くの場合は適切な治療

聞で専用電話による連絡体制ができており，その操作

が行われている.しかし，担当した医師が「他の施設

に慣れているために，新しいシステムが敬遠されてし

への転送」を必要とすると判!析したにもかかわらず，

まったためと考えられる.端末を設置した医療機関に

適切な病院が見つからないために転送できなかった

対するアンケート調査からも，この点を裏づける結果

ケースも 0.6% 合まれていた.これは人命にかかわる

が出ている.各医療機関は

重要な問題であり，たとえどんなに少数であったとし

当直医師の在不在などの情報を入力するととを要求さ

ても見逃すことはできない.

れτ いるが， 28% の医療機関が，患者受入れ可能であ

乙の三つの事実から，医師や医療機関の絶対数が足

1 日数回，空ベッドの有無，

る旨の入力をしておきながら，消防署からの照会に対

りないわけではなく，どの病院でどのような診療が受

してなんらかの 1翠由で受入れを

けられるのか，の情報を得る手段がなかったという点

と回答している.また，たとえ情報が正確であったと

に問題のあったことがわかる.乙とに救急医療情報シ

しても，コンピュータ端末より専用屯話のほうが使い

ステムを必要とする理由を見いだすことができる.

4.

システム

とわった

ζ

とがある

やすいという印象を与えているととは事実で，情報の
表示方法などに工夫の余地が残されている.

E平{面

新潟県では，救急医療情報システム稼動

ζ

次 lζ ，当:-:ステムでは医療機関の端末を用いて他の
IJf.J始の 1年

後 (1981 年) 1乙システムの利用率と関係者の芯見に

機関 lζ 関する情報を出力する
機能を利用して仙の病院へ

ζ

とができるが，

r 乙の

j心者を転送したことがある
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か ?J との問いに対して，

29% の機関がイエスと回答

r 医Wlj が専門外であ

している.転送のおもな理由は，

った J ， r特殊な処置を必要とした」ということであっ

式を取り入れるととにより，ある程度解決できること
がわかっている

3)

た.実際 lと転送された忠者の人数は不明であるが，少

6. まとめ

なくともシステム導入前にあった「転送を必要とした

救急医療情報システムの存続については賛否両論あ

ができなかった」というケースがまったくなくなった

るが，たとえ膨大な費用をかけても，それで一人でも

ととは，一つの成果である.

人命が救われれば十分であるとわれわれは考えてい

次 K ，システムの導入

lζ 当たって多くの関係者から

る.しかし，現状ではまだ不十分な点が多いととも

出された要望は，地域における患者の流れと医療機関

かで，本文で指摘した諸問題は，今後松討されなけれ

ごとの患者数があまり変化しないようにというととで

ばなもない.

あった.患者が特定の医療機関に集中することをきけ

医療における情報システムの真和 liが IP，]われるのはζ

なければならないのは当然である.アンケートの結果

れからであり，救急医療情報システムはその試金石で

では， 80% の医療機関が大きな変化はなかったと答え

ある.

たが，残り

Tí(f

20% が変化ありとした点は問題である.
63% が「救急医療情報

システム全体については，

システムは救急医療体制の確立を促進した
「システムは不要」としたものはわずか

J と答え，
1% であった

5. 今後の課題
どの地域のシステムにおいても，最も大きな問題は
医療機関の協力があまり得られない，すなわち端末へ
の情報入力があまり積極的に行われていないという点
である.医療における情報システムと他の分野の情報
システムの根本的な追いは

医療機関には専任のオペ

p

レータが存在せず医師や看護婦など専門職にたずさわ
るスタッフが自分で端末を操作しなければならないと
いう点にある.さらに，医療の本質が利潤を追求する
ためのものではなく，患者への奉仕が原則であるため
に，情報システムの多くが医療従事者への直接的な利
益となりにくい.
医療情報システムの設計 lζ 当たっては，各研装置を
使いやすくし関係者の負担にならないようにすること
はもちろん，システムの導入が医師や看護婦の側にも
何らかの利益をもたらすように配慮することが必要と
なる.システムの成否は，

ζ

の点にかかっているとい

っても過言ではない.救急医療以外の情報サービスを
端末から提供する

ζ

となどは，一つの解決策となるか

もしれないの.
一方，システム導入によって-部の医療機関の患者
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