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はじめに

県病・医療連携部からのお知らせ

県立中央病院で現在取り組んでいることや、皆様へのお知らせ・お願いをいくつか

ピックアップしてご紹介いたします。

あおもりメディカルネットは、青森県内の医療機関をインターネットで接続し、地域基幹病院で治療を受けた患者さんの

検査画像などの診療情報をかかりつけの医院や病院で閲覧いただき、診療に役立てるシステムです。

現在、情報提供機関８機関、閲覧機関７７機関の病院や診療所が参加しておりますが、このネットワークを普及するた

め、あおもりメディカルネット運営協議会では、歯科や調剤薬局を加えた連携など、参加機関のより一層の拡大を目指し

ております。

青森県立中央病院では、平成２７年７月より情報提供機関として、参加医療機関に対し、投薬や注射、検査、画像など

の診療情報を公開しております。また、平成３０年５月からは、平成３０年４月以降の医師の診察記事や看護記録も公開

しています。

あおもりメディカルネットについて

≪記事に対するお問い合わせ先≫ 青森県立中央病院 医療連携部 企画グループ TEL 017-726-8493

当院からの診療情報提供書を受けたあおもりメディカルネット参加医療機関は、その患者さんの検査及び画像等の

診療情報を、メディカルネットで閲覧していただければ「電子的診療情報評価料(30点)」の算定が可能です。

※あおもりメディカルネットの利用料

早いもので、県病医療連携フォーラムも今年で10年目の節目を迎えることとなりました。思い起こせば、

フォーラムを始めた頃は、まだ院内完結型の医療（各病院で一人の患者さんの診断から治療・回復までを完

結する医療）が当たり前という時代でもあり、医療連携室の仕事内容についても、連携の必要性を含めて、

広く理解を頂けているという状況ではありませんでした。このため、「せっかく送った患者を何故返してくるの

か？」とか、「自分が直接電話して主治医に頼めば済むのに、何故わざわざ連携室を通さなければならない

のか？」といった苦情を頂く場合も少なくありませんでした。また、当初は会議の方向性も定まらず、とにかく

「顔の見える関係」を作り上げよう、ということで、会の終了後に懇親会を用意し、専らノミニケーションの力

に頼ったこともありました。しかし、回を重ねるに従って、ご参加頂いている医療関係者の皆様とも課題の共

有化が進み、最近ではようやく地域を繋ぐ医療連携のツールとして、その役割を果たせるようになって参りま

した。

ご存じの通り、今日最大の医療課題はと言えば、少子高齢化社会への対応ということに尽きるのですが、

どうしてそれ程大変なのかと申しますと、①急増する高齢者医療（＝多病、多死時代）への対応と、②働き

盛りの中高年層に対する高度医療の確保、を同時に満足させなければならないからです。この二正面作戦

を乗り切るには、地域医療の役割分担が必須であり、その役割分担を実現するには、院内完結型といった

従前の医療提供体制の一新が不可欠です。このため、国は各都道府県に対し、地域医療構想の策定を求

めるとともに、診療報酬上も様々な傾斜措置を用意し、地域完結型の医療、すなわち、地域における医療機

能の分担、あるいは在宅（居宅）医療の展開、さらには介護との連携をも求めているのですが、現場での歩

みはどうしても遅々としがちです。この停滞を打ち破る最大の力は何かと言えば、連携の実を挙げることで

あり、そのエンジンと潤滑油にあたるものが医療連携室とその取り組みということになろうかと思われます。

本日のテーマである認知症は、地域の医療機能を結集し、知恵と技をフルに回転しながら、課題解決に

向けた広域的な体制作りが求められる課題と思われます。なぜなら、私たちを含めこの地に住む全ての人

が、将来は大なり小なりお世話になる可能性があるからです。その意味で正に10回目に相応しいテーマと

思っておりますが、さて20回目にはどんな課題が選ばれるのでしょうか。恐らくAI技術の進歩も相まって連

携の導線はより拡充し、内容的にもより詳細化していることは間違いないと思われます。今回のフォーラム

が今後のさらなる進歩の良い道標となることを願いながら、ご挨拶に代えさせて頂く次第です。

青森県病院事業管理者

フォーラム開催10年目を迎えて
～県病における病診・病病連携の歩みと今後の期待～

≪参加に関するお問い合わせ≫

県庁 医療薬務課 良医育成支援グループ（あおもりメディカルネット運営協議会事務局）

電話 017-734-9288 ＦＡＸ 017-734-8089

【機能紹介】
①電子カルテ連携 リアルタイムでの診療情報の共有が可能

②コミュニケーション機能 メール機能、掲示板機能、患者メモ（ファイル共有）機能

③地域連携パス機能 安全な回線での運用であり、正確な進捗管理やパス分析が可能

機能の詳細は
青森県庁ホームページにて「あおも
りメディカルネット」とご検索ください。

※イメージ

【メリット】

薬剤アレルギー

歴の情報提供
診療情報の共有

検査・投薬

の重複回避

【ポイント】
①電子的診療情報評価料(30点)の算定が可能

参加機関間でのシステムの利活用を推進するため、HPKIカードによる電子署名機能が追加される予定です。これに

より、診療情報提供書や地域連携パス上に電子署名を行うことで電子上での送受信が可能となります。

②ＨＰＫＩカードによる電子署名機能が追加 ☜新機能

あおもりメディカルネットに参加されていない医療機関におかれましては、患者さんへの安心・安全・便利なサービス

のため、是非、参加をご検討くださるようお願いいたします。



医学の進歩に伴い、遺伝子変異検査は疾患の診断のみならず治療の選択にも重要になりました。

がん細胞がある遺伝子変異を持つ場合、特異的に効果を示す薬剤が存在する場合があります。ある

種のがんでは特定の治療薬を使う前に遺伝子変異を持つかを検査する場合があります。また、臓器A

の発症に関与する遺伝子が、別の臓器Bに発症したがん細胞にも同様な変異を有している場合、その

変異に特異的に効果を示す薬剤が、臓器Bのがんにも奏功することがあります。現在、初期治療後に再

発したがん、原発不明がん、希少がんなどに、今までに知られているがん細胞の変異、特に特異的に効

果を示す薬剤が存在する遺伝子変異を網羅的に調べる「パネル検査」が開発されています。がん患者さ

んにとっては一縷の望みとなりますが、実際はその薬剤の使用にはいくつかの制約があります。また、

本来の目的とする遺伝子変異とは別のがんの原因となる遺伝子の変異などが見つかることもあります。

がんの発症に関与する遺伝子が明らかとなるに従い、がんの発症に関与する遺伝子（がんリスクは遺

伝すること）が分かりました。そのがん遺伝子を調べることは、ご本人の治療の選択にはつながりません

が、合併する疾患を知ることはできます。また、家系内の未発症者に早期発見・早期治療の機会を提供

できるという利点もあり、遺伝性がんの原因遺伝子検査が実施されることがあります。未発症者にその

遺伝子変異が見られた場合、通常よりも早い年齢から早期発見目的の検診を開始する必要があります。

が、日本ではその検診費用はいわゆるがん検診とは異なるため、経済的負担となることがあります。ま

た、精神的負担も大きく、精神的圧迫から別の疾患を発症する場合もあるようです。

以上のように、利点も欠点もある遺伝子検査です。医師が実施するインフォームド・コンセントの内容

に加え、さらに詳しく、遺伝に関する知識、検査の利点・欠点を説明し、被検者自身がご自分の意思で

検査を実施するサポートをするのが遺伝カウンセリングです。整った施設ではカウンセリングには医師

（複数科の医師）、看護師に加え、遺伝カウンセラーなども同席する場合があります。

診療科・医師からのお知らせ 診療科・医師からのお知らせ

遺伝カウンセリング外来について ～平成２９年６月より診療を開始しています！～

当院では遺伝カウンセリング外来を平成29年6月から開設しました。診療の

お手伝いができるよう努力いたしますので、今後ともご指導のほど、宜しくお願

い申し上げます。

臨床遺伝科 部長 北澤 淳一

～診察時間～

月曜日から金曜日の午後1時～2時

完全予約制により1日1件の診察を行います。

形成・再建外科について
形成外科は、比較的新しい科と思われていますが、海外では、古代インド法

のように紀元前より前額皮弁による外鼻の再建法が知られています。一方、本

邦においては、1689年に１１代琉球王尚貞の命により孫の後の１２代国王尚益

の全身麻酔下の口唇裂の手術が行われました。本県においては、全国的に早

い時期（昭和29年に弘前大学の皮膚科の中に形成外科研究班）から診療が行

われています。日本形成外科学会は、昭和33年に発足し今年還暦を迎えてい

ます。形成外科の定義は、形を造る外科であり、先天的あるいは後天的疾患に

より生じた変形を、形態的並びに機能的に再建することを、目的とした外科学の

１分野となっています。対象は、すべての部位の組織・器官の変易、欠損あるい

は醜形です。

～平成３０年４月より当院に設立されました～

① 先天奇形

頭蓋骨早期癒合症、先天性皮膚欠損、眼瞼下垂、唇裂、口蓋裂、

副耳、貝殻耳、埋没耳、折れ耳、小耳症、鰓弓症候群、耳前瘻

孔、正中頸嚢胞合指症、重複母指、多指症、多合趾症、先天性

絞扼輪症候群、漏斗胸、臍ヘルニア、尿道下裂、脊椎髄膜腫

② 外傷

軟部組織損傷、顔面骨骨折（鼻骨骨折、視束管

骨折、眼窩吹き抜け骨折、頬骨骨折等）手足の

骨折、熱傷（凍傷、低温熱傷、化学損傷、電撃傷、

雷撃傷）、咬傷、切断肢

③ 各種癌後の再建・切除

頭頚部癌、食道癌、乳癌、皮膚・軟部組

織悪性腫瘍（BCC、SCC、DFSP、悪性黒

色腫）

④ 軟部組織腫瘍

皮膚良性腫瘍（上皮嚢腫、脂肪種等）、毛巣洞、血管腫（乳児血管腫、

毛細血管奇形、静脈奇形、AVM）、有毛性色素性母斑、太田母斑、扁

平母斑、ケロイド

⑤ 肥厚性瘢痕瘢痕拘縮

術後、外傷後瘢痕拘縮、

術後瘢痕ヘルニア

⑥ 難治性潰瘍

SSI、縦隔炎、MDRPU等の

医原性潰瘍、褥瘡、糖尿病

性潰瘍、下腿潰瘍

⑦ その他

顔面神経麻痺、咬合異常、

下顎前突、小顎症、陥入

爪、巻き爪

⑧ 美容外科

重瞼、腋臭症、脂漏

性角化症

が挙げられます。

まだまだ、体制（手術枠、外来、人員、物品等）整っていませんが、お困りの際は、ご相談いただければ幸いです。

９月から乳児血管腫等の〝あかあざ″に対し皮膚良性血管病変治療用レーザー装置VｂｅａｍⅡが、本院に導入され

ます。ご利用いただきますようお願いします。恩師の長崎大学形成外科教授、難波雄哉先生の言葉である形成治心を、

モットーに治療を行っていきたいと思います。

形成・再建外科部長 太田勝哉

好きな言葉：鬼手仏心

具体的に、

【紹介・予約の流れ】

地域の医療機関
青森県立

中央病院
診療所(かかりつけ医)

病 院

① 紹介・予約

② 逆 紹 介

該当する患者様がいらっしゃる場合は、医療連携部へ電話でご一報の上、「診療予約申込書」と「診療情報提供書」を

ＦＡＸくださるようお願い致します。

≪ご予約に関するお問い合わせ先≫

青森県立中央病院 医療連携部

外来予約グループ TEL 017-726-8377 FAX 017-726-8162

【診察日】 月曜日・木曜日
※９月以降は変更となる可能性があります。変更があった場合は広報によりお知らせします。
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頭頚部癌、食道癌、乳癌、皮膚・軟部組

織悪性腫瘍（BCC、SCC、DFSP、悪性黒

色腫）

④ 軟部組織腫瘍

皮膚良性腫瘍（上皮嚢腫、脂肪種等）、毛巣洞、血管腫（乳児血管腫、

毛細血管奇形、静脈奇形、AVM）、有毛性色素性母斑、太田母斑、扁

平母斑、ケロイド

⑤ 肥厚性瘢痕瘢痕拘縮

術後、外傷後瘢痕拘縮、

術後瘢痕ヘルニア

⑥ 難治性潰瘍

SSI、縦隔炎、MDRPU等の

医原性潰瘍、褥瘡、糖尿病

性潰瘍、下腿潰瘍

⑦ その他

顔面神経麻痺、咬合異常、

下顎前突、小顎症、陥入

爪、巻き爪

⑧ 美容外科

重瞼、腋臭症、脂漏

性角化症

が挙げられます。

まだまだ、体制（手術枠、外来、人員、物品等）整っていませんが、お困りの際は、ご相談いただければ幸いです。

９月から乳児血管腫等の〝あかあざ″に対し皮膚良性血管病変治療用レーザー装置VｂｅａｍⅡが、本院に導入され

ます。ご利用いただきますようお願いします。恩師の長崎大学形成外科教授、難波雄哉先生の言葉である形成治心を、

モットーに治療を行っていきたいと思います。

形成・再建外科部長 太田勝哉

好きな言葉：鬼手仏心

具体的に、

【紹介・予約の流れ】

地域の医療機関
青森県立

中央病院
診療所(かかりつけ医)

病 院

① 紹介・予約

② 逆 紹 介

該当する患者様がいらっしゃる場合は、医療連携部へ電話でご一報の上、「診療予約申込書」と「診療情報提供書」を

ＦＡＸくださるようお願い致します。

≪ご予約に関するお問い合わせ先≫

青森県立中央病院 医療連携部

外来予約グループ TEL 017-726-8377 FAX 017-726-8162

【診察日】 月曜日・木曜日
※９月以降は変更となる可能性があります。変更があった場合は広報によりお知らせします。



（平成２５年１２月）
（平成２５年１２月）

はじめに

県病・医療連携部からのお知らせ

県立中央病院で現在取り組んでいることや、皆様へのお知らせ・お願いをいくつか

ピックアップしてご紹介いたします。

あおもりメディカルネットは、青森県内の医療機関をインターネットで接続し、地域基幹病院で治療を受けた患者さんの

検査画像などの診療情報をかかりつけの医院や病院で閲覧いただき、診療に役立てるシステムです。

現在、情報提供機関８機関、閲覧機関７７機関の病院や診療所が参加しておりますが、このネットワークを普及するた

め、あおもりメディカルネット運営協議会では、歯科や調剤薬局を加えた連携など、参加機関のより一層の拡大を目指し

ております。

青森県立中央病院では、平成２７年７月より情報提供機関として、参加医療機関に対し、投薬や注射、検査、画像など

の診療情報を公開しております。また、平成３０年５月からは、平成３０年４月以降の医師の診察記事や看護記録も公開

しています。

あおもりメディカルネットについて

≪記事に対するお問い合わせ先≫ 青森県立中央病院 医療連携部 企画グループ TEL 017-726-8493

当院からの診療情報提供書を受けたあおもりメディカルネット参加医療機関は、その患者さんの検査及び画像等の

診療情報を、メディカルネットで閲覧していただければ「電子的診療情報評価料(30点)」の算定が可能です。

※あおもりメディカルネットの利用料

早いもので、県病医療連携フォーラムも今年で10年目の節目を迎えることとなりました。思い起こせば、

フォーラムを始めた頃は、まだ院内完結型の医療（各病院で一人の患者さんの診断から治療・回復までを完

結する医療）が当たり前という時代でもあり、医療連携室の仕事内容についても、連携の必要性を含めて、

広く理解を頂けているという状況ではありませんでした。このため、「せっかく送った患者を何故返してくるの

か？」とか、「自分が直接電話して主治医に頼めば済むのに、何故わざわざ連携室を通さなければならない

のか？」といった苦情を頂く場合も少なくありませんでした。また、当初は会議の方向性も定まらず、とにかく

「顔の見える関係」を作り上げよう、ということで、会の終了後に懇親会を用意し、専らノミニケーションの力

に頼ったこともありました。しかし、回を重ねるに従って、ご参加頂いている医療関係者の皆様とも課題の共

有化が進み、最近ではようやく地域を繋ぐ医療連携のツールとして、その役割を果たせるようになって参りま

した。

ご存じの通り、今日最大の医療課題はと言えば、少子高齢化社会への対応ということに尽きるのですが、

どうしてそれ程大変なのかと申しますと、①急増する高齢者医療（＝多病、多死時代）への対応と、②働き

盛りの中高年層に対する高度医療の確保、を同時に満足させなければならないからです。この二正面作戦

を乗り切るには、地域医療の役割分担が必須であり、その役割分担を実現するには、院内完結型といった

従前の医療提供体制の一新が不可欠です。このため、国は各都道府県に対し、地域医療構想の策定を求

めるとともに、診療報酬上も様々な傾斜措置を用意し、地域完結型の医療、すなわち、地域における医療機

能の分担、あるいは在宅（居宅）医療の展開、さらには介護との連携をも求めているのですが、現場での歩

みはどうしても遅々としがちです。この停滞を打ち破る最大の力は何かと言えば、連携の実を挙げることで

あり、そのエンジンと潤滑油にあたるものが医療連携室とその取り組みということになろうかと思われます。

本日のテーマである認知症は、地域の医療機能を結集し、知恵と技をフルに回転しながら、課題解決に

向けた広域的な体制作りが求められる課題と思われます。なぜなら、私たちを含めこの地に住む全ての人

が、将来は大なり小なりお世話になる可能性があるからです。その意味で正に10回目に相応しいテーマと

思っておりますが、さて20回目にはどんな課題が選ばれるのでしょうか。恐らくAI技術の進歩も相まって連

携の導線はより拡充し、内容的にもより詳細化していることは間違いないと思われます。今回のフォーラム

が今後のさらなる進歩の良い道標となることを願いながら、ご挨拶に代えさせて頂く次第です。

青森県病院事業管理者

フォーラム開催10年目を迎えて
～県病における病診・病病連携の歩みと今後の期待～

≪参加に関するお問い合わせ≫

県庁 医療薬務課 良医育成支援グループ（あおもりメディカルネット運営協議会事務局）

電話 017-734-9288 ＦＡＸ 017-734-8089

【機能紹介】
①電子カルテ連携 リアルタイムでの診療情報の共有が可能

②コミュニケーション機能 メール機能、掲示板機能、患者メモ（ファイル共有）機能

③地域連携パス機能 安全な回線での運用であり、正確な進捗管理やパス分析が可能

機能の詳細は
青森県庁ホームページにて「あおも
りメディカルネット」とご検索ください。

※イメージ

【メリット】

薬剤アレルギー

歴の情報提供
診療情報の共有

検査・投薬

の重複回避

【ポイント】
①電子的診療情報評価料(30点)の算定が可能

参加機関間でのシステムの利活用を推進するため、HPKIカードによる電子署名機能が追加される予定です。これに

より、診療情報提供書や地域連携パス上に電子署名を行うことで電子上での送受信が可能となります。

②ＨＰＫＩカードによる電子署名機能が追加 ☜新機能

あおもりメディカルネットに参加されていない医療機関におかれましては、患者さんへの安心・安全・便利なサービス

のため、是非、参加をご検討くださるようお願いいたします。


