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The operative situation and problem of the Chiba local cancer clinical
pathway that utilized an electronic medical records system
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In the Tokyo Dental College Ichikawa general hospital, first specification will be received as a designated cancer care
hospital in February, 2008. The local clinical pathway which is one of the roles of a designated cancer care hospital is fixed
and utilized, a medical-examination plan and treatment information are shared in cooperation with the medical institution of
the area, and medical cooperation strengthening centering on a patient is attained. The prefectural beginning of mission of
the Chiba local cancer clinical pathway about the five major cancers (lung cancer, colon cancer, liver cancer, stomach cancer
and breast cancer), uterus cancer, and a prostate cancer was received in April, 2010, and operation was started from
November of the same year also by our hospital. This presentation reports the future measure for expanding the operative
situation of the Chiba local cancer clinical pathway and medical cooperation of cancer using an electronic medical records
system, and a subject.
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1. はじめに
東京歯科大学市川総合病院では、がん診療連携拠点
病院として平成２０年２月に初指定を受け、がん診療
連携拠点病院の役割の一つである地域連携クリニカ
ルパスを整備・活用し、地域の医療機関と協力して診
療計画や診療情報を共有して患者を中心とした医療
連携強化を図っている。平成２２年４月に５大がん（胃
がん・乳がん・肺がん・大腸がん・肝がん）と子宮頸が
ん、前立腺がんに関する千葉県共用がん地域医療連
携パスの県運用開始を受け、当院でも同年１１月より
運用を開始した。今回の発表では電子カルテシステム
を利用したがん地域医療連携パスの当院の運用状況
とがん地域医療連携を拡大するための今後の対策、
課題について報告する。

2. 目的
　千葉県共用がん地域医療連携パスでは、２種類の
文書（「診療計画表」・「診療経過表」）を計画策定病
院（当院）、患者、連携医療機関（登録制）とでスムー
ズに作成および授受ができるようにすること、計画策定
病院にて連携医療機関へ紹介を行うため、がん地域
医療連携パスの対象患者を効率的に抽出する。また
連携パス症例を増やすため、連携可能となる医療機
関を発見することである。
　千葉県共用がん地域医療連携パスを運用する際、
診療報酬請求を可能とするためにはがん治療連携計
画策定料７５０点、がん治療連携指導料３００点の算定

用件をクリアしなければならない。そのため、計画策定
病院である当院は、がんの種類やステージを考慮した
地域連携診療計画を作成し、がん治療を担う連携医
療機関と共有し、かつ入院中のがん患者に対して、患
者同意を得た上で、当該計画に基づき当該患者の治
療計画を策定し、患者に説明し、文書により提供する
とともに、退院時に当該別の保険医療機関に当該患
者に係る診療情報を文書により提供しなければならな
い。また連携医療機関側も地域連携診療計画に基づ
いた治療を行うとともに、患者同意を得た上で、計画
策定病院（当院）に当該患者に係る診療情報を文書
により提供しなければならない。千葉県共用がん地域
医療連携パスでは、地域連携診療計画を「診療計画
表」で行い、診療情報の相互提供を「診療経過表」で
行うこととなる。この２種類の文書（「診療計画表」・「診
療経過表」）を計画策定病院（当院）、患者、連携医療
機関とでスムーズに作成および授受ができるようにす
ること、計画策定病院にて退院時までに患者同意を得
た上で連携医療機関へ紹介を行うため、院内でがん
地域医療連携パスの対象患者を効率的に抽出するこ
とが必要となった。平成２４年８月現在、千葉県共用が
ん地域医療連携パス７種類のうち、胃がん・乳がん・肺
がん・大腸がん・肝がんを対象として内科、外科で運
用を開始している。また今後連携医療機関を増やして
いくために診療情報提供書（紹介状）の情報から継続
的にがん地域医療連携パスに参加してもらう医療機関
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を発見する試みを行った。

3. 方法
　電子カルテ導入病院としてペーパーレスを推進した
運用を可能とし、連携医療機関と効率的に情報交換
ができる工夫をした。また診療情報提供書の情報を使
用して、がん地域医療連携パスが活用できる医療機
関の抽出を行い、連携医療機関の拡大を図った。
　電子カルテシステムの診療文書作成機能や院内コ
ミュニケーション機能を用いてがん地域医療連携パス
のペーパーレス化を推進した運用を可能とし、連携医
療機関と効率的に情報交換ができる工夫をした。また
診療情報提供書の情報（紹介元医療機関名、疾患
名）を使用して、がん地域医療連携パスが活用できる
医療機関の抽出を行い、連携医療機関の拡大を図っ
た。
　院内でがん地域医療連携パスの対象患者を効率的
に発見するため、まず電子カルテの手術実施予定
オーダから患者氏名、患者番号といった患者属性情
報とともに術前病名、術前術式、執刀医（主に主治医）
の情報を外科手術の実施予定オーダの締め切りであ
る毎週水曜日に抽出している。手術予定情報を元に、
地域連携・医療福祉室員にて連携医療機関からの紹
介であるかを電子カルテにスキャナー取り込みされた
診療情報提供書より確認を行う。連携医療機関からの
紹介であることが確認されると連携パスの臨床部門窓
口である外科医師に電子カルテのコミュニケーション
機能と呼ばれる簡易メールで電子的に伝達される。
（図１）その後、外科医師にて電子カルテの文書作成
機能を使用して「診療経過表」、「診療計画表」の作成
が行われる。文書作成機能については自動取り込み
項目やプルダウンメニュー、チェックボックスを多用し
て、医師のキーボード入力項目を極力排している。
（図２）
　「診療計画表」は、患者本人・家族同意欄に署名をも
らいスキャナー取り込み後、患者に原本を交付してい
る。「診療経過表」は初回のみ電子カルテにて作成・
印刷をして２回目以降は手書き後スキャナー取り込み
を行っている。「診療計画表」、「診療経過表」ともに文
書内にバーコード印字を行い、電子カルテのスキャ
ナー取り込みを簡便にする工夫をしている。連携医療
機関と「診療経過表」を授受するにあたり、紙に印刷し
てクリアファイルに綴じ、患者に渡して連携医療機関
に持参してもらう。連携医療機関から当院へ受診する
時も同様にクリアファイルに綴じ患者に持参してもら
う。
　また、がん地域医療連携パスの拡大を図るため、地
域連携・医療福祉室にて入力した平成２３年１年間分
の外科の診療情報提供書の情報（紹介元医療機関
名、所在地、医療機関種別）と紹介患者のがん病名情
報（疑いを含む）をリンクさせて連携先医療機関の探
索を行った。

4. 結果
　平成２２年１１月から平成２４年４月の１年半で８症例
（胃がん１件、乳がん１件、肺がん１件、大腸がん３件、
肝がん２件）と運用件数は少ないが概ね順調に運用で
きている。
手術予定情報にからケースファインディングとして（１）
紹介元が連携医療機関であるか、（２）術前病名が対

象疾患の「がん」であるか、（３）患者同意が得られるか
どうかを確認している。（１）、（２）については地域連
携・医療福祉室員にて行い、（３）については臨床部門
窓口である外科医師にて行っている。
　平成２３年１年間分の外科の診療情報提供書の情報
による連携先医療機関の探索については、紹介元医
療機関の所在地別紹介件数では千葉県、東京都が多
く、半数以上ががん診療に関する紹介であった。紹介
元医療機関の種類別紹介件数でも診療所、病院でほ
ぼ半数が、がん診療に関する紹介であった。（図３、図
４）
　紹介元医療機関の所在地別でがん診療に関する紹
介件数が最も多かったのは千葉県市川市で６５施設
（保健・健診センター、介護老人保健施設を除く）であ
り１４施設はすでに連携先医療機関として登録がなさ
れていた。次いで東京都江戸川区、千葉県船橋市と
隣接市区町村が続き、千葉県の医療機関だけで１００
施設（保健・健診センター、介護老人保健施設を除く）
を連携先候補として発見できた。運用開始当初３８の
連携医療機関が登録されていたが、新たに登録申請
が可能となる医療機関を多数発見することができた。
運用開始当初は外科医師が中心となり、市川市医師
会、浦安市医師会の協力を得てがん地域医療連携パ
スの説明会を数回開催した。連携先医療機関を募り診
療報酬に関する連携登録の事務作業を医事課が支援
することや連携先医療機関の問い合わせ窓口として
地域連携・医療福祉室が機能したこともあり、３８施設
の連携先医療機関の登録ができた経緯がある。今回
発見できた連携先候補の医療機関についても同様に
連携登録が可能となるようアプローチできればと考え
ている。

5. 考察・結論
　電子カルテを利用した千葉県共用がん地域医療連
携パス運用について、地域医療連携総合窓口である
地域連携・医療福祉室員と臨床部門窓口である外科
医師との院内連携を促進し、医師の対象患者発見に
貢献できるという結果が示唆された。また診療情報提
供書の情報を活用することで、がんに特化した連携医
療機関の発見が可能となった。
　電子カルテシステムを利用した「診療計画表」「診療
経過表」のような診療文書作成についても医師の入力
負荷を軽減するシステム改善部分は存在するが、コ
ミュニケーション機能を使用した院内情報連携の迅速
化や院内の電子カルテ化に対応すべくスキャナー取り
込みの簡便化を行ったことは円滑なパス運用に貢献し
ている。
　当院の電子カルテシステムには電子クリニカルパス
機能があり、院内で使用されているクリニカルパスにつ
いては患者説明用パス以外完全ペーパーレスで運用
されている。またバリアンス、アウトカムの入力が可能と
なっており、バリアンス集計といったパス統計情報がす
でにデータベース化されている。反面、千葉県共用が
ん地域医療連携パスでは連携医療機関との診療情報
は紙に手書きされているため、クリニカルパスのバリア
ンス、アウトカムデータを抽出・集計するには今のとこ
ろ手作業で行うことになる。連携医療機関と診療情報
を授受している「診療経過表」のような診療文書をペー
パーレス運用することは今後の課題である。また、今
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回は外科に限定して診療情報提供書の情報を活用し
たが、他診療科についても情報分析を行っていきたい
と考えている。
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文末図表1 院内コミュニケーション機能の活用

文末図表2 千葉県共用地域医療連携パス（肝がん）

文末図表3 紹介元医療機関の所在地別　紹介患者
件数（外科）

文末図表4 紹介元医療機関の種類別　紹介患者件
数（外科）
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