市立宇和島病院は、急性期病院として四国西南地域の医療に貢献しています。
2015年、宇和島を中心とした複数の病院とインターネットを介して患者さんの

地域の医療機関でカルテ情報を
共有、質の高い医療を目指す

薬剤部・薬局訪問 第

地域連携ネットワークの構築 により
シームレスな医療の実現を目指す

地域連携の進め方について、
「きさいやネット」に関わる先生方に伺いました。
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さいやネット」を含めた地域連携の意

院内薬局の方針と、注力してい

院 長：梶原 伸介
● 病 床 数：426床
● 外来患者数：1日平均約1,050人
● 外来患者への処方箋発行枚数：1日平均510枚
院外処方箋発行率：91％
● 薬 剤 師 数：15名
〈2017年1月現在〉
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図表 きさいやネットの概念図
（保険薬局との情報共有の例）
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愛媛県宇和島市御殿町1-1

「きさいやネット」とは、
どのよう

（市立宇和島病院 地域連携室）

中核病院の薬局として
地域医療の活性化に貢献する

うになると考えています。

医師に導入してもらい、口コミで広げ

診療記録を共有する「きさいやネット」をスタートし、2016年からは保険薬局
も参加を始めています。病院薬局の方針や注力する業務、ネットワークによる

した。また、最初はITになじんでいる
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高齢化が進む中、在宅医療も

含め地域全体でいかに質の高い医療
を支えるかが重要になります。当薬局

VPN

Virtual Private
Network

訪問看護ステーション

に役立つと思います。

セキュリティー
確保

同意取得患者のカルテ公開《保険薬局の例》
［ 公開情報＊ ］患者基本情報・病名・処方歴・検査歴・経過表・各種レポート
［ 公開範囲 ］同意日の3カ月前～同意日より1年間
［ 利用上の注意事項 ］印刷・コピーは不可
＊病院・診療所には、医師の診療情報や画像検査データも公開

［参加施設］●病院：13 ●診療所：27 ●保険薬局：8 ●訪問看護ステーション：11
［同意取得患者数］3,180人 ［累計アクセス数］17,848件
〈2017年1月現在〉

としても、
「 きさいやネット」を核とし
た医療連携の拡大を、今後も図って
いきたいと考えています。
梶原

現在推進されている「地域包

括ケアシステム」の一環として、介護
施設など様々な施設・職種の参加を
募り、連携をより一層充実させること
が理想です。患者さんも含め、多くの
方が「きさいやネット」に関心を持って
もらえるよう啓発していきたいと思い
ます。

