
本様式のほか、別紙１～別紙５を提出してください。

ネットワーク名

事業者名 担当者名

連絡先（電話番号、FAX番号、e-mailを記載）

患者情報共有ネットワークの対象となる圏域

事業概要
（地域医療構想へ果たす役割、事業の効果など）

ユースケース
（具体的なシステム活用、効果等）

定量的指標 令和２年度 令和３年度 令和４年度

開示医療機関数（Ａ） 1

閲覧医療機関数（Ｂ） 1

対象となる圏域にある医療機関数（Ｃ） 109

医療機関参加率　（Ａ＋Ｂ）／（Ｃ） 1.8% #DIV/0! #DIV/0!

登録患者数（Ｄ） 80

対象となる圏域の人口（Ｅ） 169,327

患者登録率　（Ｄ）／（Ｅ） 0.047% #DIV/0! #DIV/0!

患者情報共有NWへのアクセス数(月間）　（Ｆ） 200

アクセス医療機関数（月間）　（Ｇ） 3

１アクセス当たりの基金投入額
　（Ｈ＋Ｉ ）／(F×12）

#VALUE! #VALUE! -

　※事業者ごとではなく、患者情報共有ネットワークごとに作成してください。

  ※申請する患者情報共有ネットワークの概要が分かる資料を添付してください。

「開示医療機関数（Ａ）」について、令和２年度及び令和３年度に新たに参加する医療機関名

　※令和２年度及び令和３年度に新たにネットワークに参加する開示医療機関名を記載してください。

　※開示医療機関数が増加するものの開示医療機関名が記載できない場合には、現在の取組状況と今後の取組予定を記載してください。

「閲覧医療機関数（Ｂ）」について、令和２年度及び令和３年度に新たに参加する医療機関名

　※令和２年度及び令和３年度に新たにネットワークに参加する閲覧医療機関名を記載してください。

　※閲覧医療機関数が増加するものの閲覧医療機関名が記載できない場合には、現在の取組状況と今後の取組予定を記載してください。

医療機関以外の参加施設名　（令和2年度、令和3年度、令和4年度）

　※開示医療機関、閲覧医療機関以外の、薬局、訪問看護ステーション、介護施設等の参加施設名をそれぞれの区分ごとに、３カ年分記載してください。

　　令和３年度及び令和４年度は見込み数を記載してください。また、参加施設数増加に向けた取組状況を記載してください。

登録患者数（Ｄ）の根拠（具体的な取組み）　　

　※登録患者数を見込んだ根拠（現在の取組状況と今後の取組予定）を記載してください。

○令和２年度
　　別紙２に記載にないものの、同システム導入医療機関である帯広第一病院と開西病院との「連携依頼」にて本ネットワークで登録した一部患者情報の閲覧が可能となる予定。
○令和３年度
　　多職種連携ツールの為、現時点で本ネットワークへの医療機関増加の目途はないものの、同システムを導入している医療機関との「連携依頼」機能によるネットワーク構築は、3～４か所ほど見込みが
ある状況です。また訪問歯科を行っている歯科医院への呼びかけ等も実施する予定である。

　本ネットワークは、法人や事業所を問わず、医療・福祉の各事業所が互い持つ情報を共有することで、医療・福祉の連携強化と患者へのより良い
サービスを提供を目的にしている。その一環として本ネットワーク名に当院事業所名を入れない方針としている。
　在宅医療において医療・福祉分野の各事業所が持つ情報の共有が重要であり、本ネットワーク導入によりケアマネや訪問看護師がもつ医療・福
祉情報をタイムリーに共有することができる。また訪問先でもアクセス許可を得たデバイスより情報の閲覧や入力が可能である。本ネットワークで
得た情報は、医師が訪問診療・往診を行う際に活用することができ、その結果、患者・家族へより良い医療サービスを提供繋げることできる。また
本ネットワークに入っていない医療機関においても同じICT（ﾊﾞｲﾀﾙﾘﾝｸ）を活用している場合、「連携依頼」というシステムを用いることで、入院時等
に診療情報提供書では伝えきれない日頃の在宅での状態について情報共有ができる。例えば入院医療機関側から見れば入院時のアセスメント
に大いに活用できる可能性を持ち合わせている。

　患者・事業所アカウントの作成・管理を代表となる事業所（S管理者または管理者※有料アカウント）で担うことで、患者情報の共有・交換（閲覧、
コメント送付など基本操作は可能）のみ利用の場合は、ネットワーク環境が整っていれば、初期・維持費用が掛からず、システムを導入しやすい効
果がある。また医師と定期的に情報交換が難しい職種においてもチャットのように医師等へ医療面の相談を行うことが容易となり、医療・福祉連携
を強化できる効果がある。情報の共有方法として電話のように言い間違えや聞き間違えは起きにくく、褥瘡等の状態を写真データで共有できるな
ど情報共有の質が向上する効果をもつ。またアクセス許可を得たデバイスであれば、パソコンからスマートフォンまで様々なデバイスに対応してお
り、データ閲覧までに時間を要さない為、必要な時にタイムリーに閲覧ができる。

左欄以外の定量的指標・ネットワークの評価 

・多職種連携ツールの為、医療機関数参加は１施設
からスタート

○令和２年度
　　別紙１に記載ないものの、同システム導入医療機関である帯広第一病院と開西病院との「連携依頼」によるネットワーク構築は、今年度中に稼働見込みあり。
○令和３年度
　　多職種連携ツールの為、現時点で本ネットワークへの医療機関参加の目途はないものの、同システムを導入している医療機関との「連携依頼」機能によるネットワーク構築は、3～４か所ほど見込みが
ある状況です。

○令和２年度
   別紙３に記載
○令和３年度
　　訪問診療に関わる居宅支援事業所や訪問入浴事業所、ショートステイ実施事業所を中心に参加を呼びかけを行っていき、参加施設増加を進めていく。
○令和４年度
　　訪問診療に関係なくても、令和３年度までに参加している事業所と連携したいと希望する事業所等に呼びかけを行っていき、参加施設増加を進めていく。

○さかい総合内科にて登録予定の患者数80名
現在別のネットワークで登録している登録患者数が80名程度であり、今後本ネットワークにすべて切り替える為上記患者数を見込める。
○令和３年以降は、さかい総合内科クリニックが主治医である今後訪問診療が見込まれる通院患者や訪問看護やケアマネージャーと密に連携を取った方が良い患者を登録していく予定で
ある。また今後は、当院が関与しない患者についても参加事業所間で連携を取りたい患者登録を実施するとともに、本ネットワーク内で管理者権限を希望し患者登録を実施したい医療機関
及び事業所についても、その患者登録権限を速やかに付与することで登録患者数の増加が見込まれる。

【R２年度】患者情報共有ネットワーク構築事業事業計画書

十勝ふくろうネットワーク

さかい総合内科クリニック 紺谷　真佑

帯広市、音更町、幕別町

TEL：0155-23-1515　　FAX：0155-23-1516　e-mail：sakai002@sakai-gmc.jp



ネットワークの新規構築、既存ネットワークの見直しに向けた準備状況

　※新規構築の場合は、患者情報NW参加医療機関の呼びかけ状況、患者同意取得方法の検討状況、患者情報NW運営のための各種規程の整備状況等を記載してください。

　※既存ネットワークの機能追加・見直しの場合には、機能追加・見直しの内容、参加医療機関との協議状況等を記載してください。

対象とする地域における他のネットワークの状況とそのネットワークとの役割の違い

　※対象とする地域において、他の患者情報NWとの重複の有無の確認方法を記載（必要に応じて資料を添付）してください。

単位：千円

事業費　 令和２年度 令和３年度

　総事業費（Ｈ＋Ｉ＋Ｊ）　単位：千円 330 0

　　　（内訳）基金　国（Ｈ) - -

　　　　　　　 基金　都道府県（Ｉ)（補助金） 330 0

      　　　　 その他（Ｊ) 0 0

　　　（使途別内訳）※総事業費の内訳 330 0

　　　　（１）患者情報共有NW構築費用 330 0

　　　　（２）患者情報共有NWシステム変更費用（※） 0 0

　　　　（３）患者情報共有NWの維持費（保守料、事務局人件費等） 0 0

　　　　（４）患者情報共有NWの維持費（普及啓発費等） 0 0

　　　　　

令和２年度 令和３年度

　地連ＮＷの総支出（年間見込み）　（Ｋ） 409,200 79,200

　地連ＮＷの総収入（年間見込み）　（Ｌ） 409,200 79,200

　　会費収入総額　（年間見込み）　（Ｍ） 409,200 79,200

　総収入に会費収入が占める割合　（Ｍ）／（Ｌ） 100.0% 100.0%

　（注５）備考欄には、会費収入の割合が低い場合、その理由、会費収入割合の向上に向けた取組を記載すること。

※NWシステムの変更費用については、単純な更新費用は補助対象外となりますが、医療機関間等の患者情報の共有が片方向から双方向化となる等ネットワークシステムの高度化等
のシステムの変更に係るサーバー構築費用等に限り認める場合があります。

補助対象外

備　　　　考

ネットワーク稼働前のため１年間稼働した場合の見込みを記載

○連携する訪問看護ステーション、介護施設への周知済
○導入後二週間、一か月後に検討会を実施し稼働状況を共有
○患者同意書に関しては札幌市東区の書式を参考に独自に作成

今回のネットワークは在宅医療・福祉における情報共有を主な役割としている。訪問看護ステーションやケアマネージャー、薬局など在宅医療において重要や役割を担っている多職種との
連携を重視したネットワーク構築となっている。参加のみ（閲覧、コメントの送付等基本的機能はあり）の場合、基本システムの維持費用が掛からない点が利点となる。また同システム（バイ
タルリンク）に参加している場合、本ネットワークへ直接参加がなくても、「連携依頼」機能にて患者情報を簡単に共有することが大きな利点であり、他のネットワークとの違いとなる。

詳細内訳

補助対象外

バイタルリンク導入費

下欄「詳細内訳」に記載する事項の例。それぞれ金額を記載。

（１）サーバー構築

・ネットワークのデータセンターにおけるサーバー等の構築費

・各医療機関における開示用サーバーの構築費

・医療機関における情報連携用のSS-MIXサーバー構築費

・回線構築費

・セキュリティ対策構築費

（３）サーバー保守料、事務局人件費、事務局光熱水料など

（４）普及啓発費、需用費、諸謝金・旅費など



別紙１【R２年度事業計画分】

連番 医療機関等の名称
所在地

の市町村

参加

年度

1 さかい総合内科クリニック 帯広市 R2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

（備考）

○「参加年度」欄

開示医療機関一覧

　申請時点で参加済みの場合は「既」、令和２年度、３年度の参加の場合は「R2」、「R3」と記載

してください。



別紙２【R２年度事業計画分】

連番 医療機関等の名称
所在地

の市町村

参加

年度

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

○「参加年度」欄

閲覧医療機関一覧

　申請時点で参加済みの場合は「既」、令和２年度、３年度の参加の場合は「R2」、「R3」と記載してくだ

さい。



別紙３【R２年度事業計画分】

連番 施設等の名称
所在地

の市町村
種別

参加

年度
公開/参照

1 帯広地域訪問看護ステーション 帯広 訪問看護ST 参照

2 訪問看護ステーションすずらん 帯広 訪問看護ST 参照

3 訪問看護ステーション看しずく 帯広 訪問看護ST 参照

4 訪問看護ステーション木もれび 帯広 訪問看護ST 参照

5 訪問看護ステーション向日葵 帯広 訪問看護ST 参照

6 訪問看護ステーションほっとらいん 帯広 訪問看護ST 参照

7 訪問看護ステーションりんどう 帯広 訪問看護ST 参照

8 訪問看護ステーションえがお 帯広 訪問看護ST 参照

9 訪問看護ステーションほっとらいん 帯広 訪問看護ST 参照

10 訪問看護ステーションちせ 音更 訪問看護ST 参照

11 加藤薬局（4店舗） 帯広 薬局 参照

12 とかち西南薬局 帯広 薬局 参照

13 楓薬局（2店舗） 帯広 薬局 参照

14 コトブキ調剤薬局 帯広 薬局 参照

15 居宅介護支援事業所コスモス 帯広 介護事業所 参照

16 居宅介護支援事業所札内寮 札内 介護事業所 参照

17 居宅介護支援事業所ぬくもり 帯広 介護事業所 参照

18 有料老人ホームしらゆり 帯広 介護事業所 参照

19 地域密着型介護老人福祉施設　奏 帯広 介護事業所 参照

20 特別養護老人ホーム　札内寮 札内 介護事業所 参照

（備考）

○「種別」欄

○「参加年度」欄

○「公開/参照」欄

・患者情報を公開する医療機関は「公開」、参照する医療機関は「参照」を記入してください。

・本事業により参照機関が公開機関に変わる場合は、「参照→公開」と記入してください。

「訪問看護ステーション」、「薬局」、「歯科」、「介護事業所」、「その他」のいずれかを記入してくださ

い。

　申請時点で参加済みの場合は「既」、令和２年度、３年度、4年度の参加の場合は「R2」、「R3」、「R4」

と記載してください。

医療機関以外参加施設一覧



別紙４【R２年度事業計画分】

事　業　計　画　書（詳　細）

〇　事業の種類（事業名）

単　価 金　額 設　　置
(円) (円) 場　　所

１　補助対象事業分（設備整備事業）

バイタルリンク
ICD10 対応標準病名マス
ター

1 330,000 330,000 クリニック

0

小　　　計 ― ― ― ― 330,000 ―

２　補助対象外事業分

小　　　計 ― ― ― ― 0 ―

合　　　計 ― ― ― ― 330,000 ―

（添付資料：整備する機器のカタログ、見積書）

※計画書は、１事業につき１枚作成してください。
※記載事項については、現時点で判明している限りで、具体的に記載してください。
※令和２年度（2020年度）実施分の設備整備については、令和3年（2021年）３月31日までに整備のうえ、検収を完了する必要があります。
※整備機器は、原則、一般競争入札を実施した上で導入しなければなりません。
　 ただし、特殊事情等により、入札によらないことが各機関内の財務規則等により認められる場合は、その限りではありません。

患者情報共有ネットワーク構築事業

品　　　　名 銘　　柄 規　　格 員　数
連携先

医療機関



別紙５【R２年度用】

・規格の詳細については、医療情報標準化推進協議会のHP(http://helics.umin.ac.jp/)を参照してください。


番号 規格

システムとしての

関連有無

（※１）

実装有無

（※２）

HS001 医薬品HOT コードマスター

HS005 ICD10 対応標準病名マスター

○ ○

HS007 患者診療情報提供書及び電子診療データ提供書（患者への情報

提供）

HS008 診療情報提供書（電子紹介状）

HS009 IHE 統合プロファイル「可搬型医用画像」およびその運用指針

HS011  医療におけるデジタル画像と通信（DICOM）

HS012 JAHIS 臨床検査データ交換規約

HS013 標準歯科病名マスター

HS014  臨床検査マスター

HS016 JAHIS 放射線データ交換規約

HS017  HIS, RIS, PACS, モダリティ間予約, 会計, 照射録情報連携

指針（JJ1017 指針）

HS022 JAHIS 処方データ交換規約

HS024  看護実践用語標準マスター

HS026  SS-MIX2 ストレージ仕様書および構築ガイドライン

HS027  処方・注射オーダ標準用法規格

HS028  ISO 22077-1:2015 保健医療情報－医用波形フォーマット－パ

ート1：符号化規則

HS031 地域医療連携における情報連携基盤技術仕様

厚生労働省標準規格　実装状況

(システムはこのほか、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版」に準拠する必要があります。)

・本様式は、厚生労働省が医療情報システムに備えるべき標準規格として定めた規格の実装状況を確認するものです。

※２　構築するネットワークのシステムに実装したもの（システムの運用までに実装するもの）に「○」を記入してください。

※１　構築するネットワークのシステムに関連するものに「○」を記入してください。


