
情報の一般的意味

送り手受け手にとって何らかの意味を持つデー
タや…(中略)…適切な判断を下したり行動を
とったりするという判断材料の側面に重点を置
く場合も多い。また個別のデータが未整理のま
まとどまっているニュアンスもあり…(中略)…知
識に比べて不確実性を持つ用語（新明解国
語辞典第５版）」、というように<行動を起こす
際の判断材料になりうる知らせ>



飛ぶ雁を見て伏兵を知る
源義家（後三年合戦絵詞より）

知識の活用により僅かな変化から重要な情報を得た一例



「天明の大飢饉」の東北（凶荒図録）
-情報連携の欠如が一因の悲惨事例-



公衆衛生活動における情報と情報連携
－医療活動との比較から－

↓↓↓

• でも、検討に入る前に・・・・
公衆衛生活動や、医療活動って、コトバ

で表すと（＝定義すると）どんなこと？

↓

医療活動と公衆衛生活動の定義、を振り返
ると・・・・・



定義から分かる事

＜医療活動＞

• 対象は患者（個人）
＝個人の疾病の診断･
治療に関係する限り
において家系・家庭・
職業、など患者の属
する集団が検討対象
になる場合がある

（参考：医師法他）

＜公衆衛生活動＞

• 対象は地域もしくは職
域などの一定の集団

＝「地域」「集団」という
生き物は無いので、健
康や改善の‘程度’を
表す何らかの「指標」
が必然的に必要となる

（参考：Winslowの定義他）



具体的にどの機関を取り上げて考える
か？

＜公衆衛生活動＞

公衆衛生活動の例として
取り上げる機関として・・・

• 複数分野の公衆衛生活
動を行い且つ多機関と連
携している機関

⇒保健所

＜医療活動＞

医療活動の例として今
回考える機関として・・・

• 複数分野の医療活動
を行い且つ多機関と連
携している機関

⇒病院



病院の医療活動の特徴は？

病 院

○
○
内
科

□
□
外
科

△
△
科

・・・・・・・・・・・・

他の医療機関
福祉-保健機関

事例（症例）

科は違えど病
気の診察治療
の活動は同じ

＝



病院各科の連携（よくある例）

• 治療連携（基本的には病診連携も同様）

○○内科

担癌患者Ａさん（要
手術）⇒□□外科
⇒術後の管理

□□外科

手術実施＋手
術直後の管理
＋定期的観察

診療情報



病院・医院の活動のまとめ：診療

•患者の診療を行う
<診療は情報の流れから次のように表現できる>
•⇒患者の問題情報（＝症状）を主に一人の
医者が情報抽出（＝診察）を行い情報解析
（＝診断）から具体的対策（＝治療）の立案
に結びつける、一連の行為



病院・医院の活動のまとめ：連携

• 事例（患者）の診断・治療に関する連携が殆ど
• 連携には患者の動きを伴う事が多い
⇒ 二次情報連携は少ない

• 各科・各医療機関は直接に事例を診察することの可
能な場合が多い（自分の眼で観れる）

• 専門家同士の連携が多い
⇒ 知識・経験の共有する者同士の連携が多い



保健所（公衆衛生）活動の特徴は・・・

多分野の諸機関との連携が多い（下図以外にもある！）

保健所

母子・感染
症・障害等

生活環境・
食品衛生等

老人施設
飲食店学
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諸種住
民団体
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保健所活動のまとめ‐１：問題解析作業

＜地域の健康問題の把握・解析等に関連して＞
現場（フィールド）から抽出したデータを疫学分析
専門の大学教室（衛生学教室や公衆衛生学
教室）などに解析依頼する場合がある。

↓

•問題情報の抽出者（＝保健所）と解析者（＝専
門機関）の異なる場合のあること、‘情報の伝達’
の段階が含まれること、を意味する。



保健所活動のまとめ‐２：情報連携の特徴

• 多数の機関との連携が多い
• 各機関職員の背景にある知識・経験が機関
ごとに異なる場合がある

• ⇒ 情報をヤリトリする職種は医師・保
健師・薬剤師・獣医師・栄養士など

• 直接に事例を観察できない場合が多い



病院と保健所の活動の比較

＜保健所（公衆衛生）＞

• 情報の抽出・解析・対
策は通常異なる

• 連携機関は多種に及
ぶ（病院・保健セン
ター・学校・児童相談
所・介護施設・・・等）

• 事例の直接把握が出
来ない場合が多い

• 連携する職種は多岐

＜病院（医療）＞

• 情報の抽出・解析・対
策は通常同一医師

• 連携機関の殆どは同
様に医療機関

• 事例を直接把握（＝
診察）できる場合多い

• 専門家同士の連携が
殆ど（特に医師-医師
連携が多い）



‘情報’からみた医療と公衆衛生の比較

＜医療＞

• 連携機関それぞれが生情
報を入手できる場合が多
い（＝診察可能状況が多
い）

• 知識-経験の背景素養が
共通の場合が多い

↓（以上より）

正確な情報共有の

可能性が高い

＜公衆衛生＞

• 関係機関それぞれが生
情報を入手よりも間接
（＝文字）情報のやりと
りが多い

• 背景素養が大きく異な
る場合がある

↓（以上より）

情報共有に誤りの混入
する危険性が高い



感染症情報センター担当者間の
情報連携網について

Ａ：感染症情報センター担当者間の
情報連携網の構築に関する基本的考え

Ｂ：経緯（平成１３年度～平成１５年度）

Ｃ：今年度（平成１６年度）の計画



～Web名簿システム（Ｖｅｒ.１）の形～

担当者自身による
データ更新

常に最新の情報を
提示且つ共有

全国一覧表示

個別情報表示

即時反映

管理者に
自動更新メール



Ａ：感染症情報センター担当者間の
情報連携網構築に関する基本的考え

• ‘現場に生かせる’情報連携網を作る
⇒業務担当者同士が情報交換を出来る

• 公務情報であることの秘守性を守る
⇒参加者の限定とシステムの非公開

• 感染症対策に有用な情報を共有する
⇒先端的研究情報の共有ではなく、感染
症対策上有用な情報の共有



Ｂ：情報連携網構築の経緯（１）

平成13年度

＜調査＞各機関の担当者名,電話,ファックス,
メールアドレス、を問い合わせた。

＜結果＞１）愛知県-石川県を境に、東：情報
センターの殆どが地衛研設置、西：地衛研と
本庁感染症担当課に半々設置。２）ほぼ全
機関で情報連絡にメール対応が可能。



Ｂ：情報連携網構築の経緯（２）

平成１4年度
１）1３年度作成の一覧リストの更新。

２）担当者許諾の上、Ｗｅｂによる担当者の
名簿管理システム（Ｖｅｒ.1）を開発。

↓↓

全国の感染症情報担当者相互のメール交
換､各機関自身の一覧リスト登録情報の更
新が可能となった。



Ｂ：情報連携網構築の経緯（３）

平成15年度

＜調査＞名簿管理システム（Ｖｅｒ.１）から情報
連携システム（Ｖｅｒ.2）への機能向上を目的
に、装着希望機能を全国に問い合わせた。

＜結果＞装着希望機能：全国及びブロックご
とへの一斉送信機能、受信確認機能、ハイ
パーリンク機能。他に一覧リストへＦＥＴＰの
加入の希望があった。⇒全て達成。



Ｖｅｒ.２の説明



初 期 画 面



感染症情報の発信機関一覧（１）



感染症情報の発信機関一覧（２）



メール送信画面





メール送信履歴から受信確認画面へ



受信確認画面



Ver.2のメール送信機能

• 「宛先指定」をクリックすると全国一斉・
ブロックごと、の送信を出せる。

• 送信控え、受信確認の機能を装着
• 添付ファイルは最大１Ｍｂまでのファイ
ルを３件添付できる（ハイパーリンク
方式）



その他の機能；「登録内容」・「パスワード変更」・
「掲示板」・「共有キャビネット」

• 登録内容・パスワード変更
⇒自由に各機関で変更可能（変更した場

合は管理者に変更通知メールが届く）

• 掲示板・共有キャビネット
⇒SARSその他の重要情報の掲載等の活
用を期待



その他の便利機能（画面）



その他の便利機能（説明）

１）お知らせメール受信
⇒「一覧が更新された場合にお知らせメー
ルを受け取る」をチェックしておくと登録内
容変更機関があると通知メールが届く

２）掲示板投稿メール受信
⇒「掲示板に投稿があった場合にメールを
受け取る」をチェックしておくと掲示板投稿
があると通知メールが届く

３）「お知らせメールを送信する」をチェックして
おくと登録内容変更が、１）でチェックしてい
る機関に通知が行く（管理者には自動通知）



Ｃ：今年度（平成１６年度）の計画

平成16年度

１）１５年度装着の諸機能の点検と改善。

２）全国・ブロックの一括送信固定機能に加え、
突発発生対応の自由設定機能を付加。

３）検疫所との情報連携網の構築。



C-1:装着の諸機能の点検と改善
～発信機関の削除と付加について～

• Ver.1の北海道からの順序を変更し、国立
感染症研究所（中央情報センター）をトップ
に置いた。（コンピューター上の認識番号は
表に出さない処理を施した）

• システム参加の希望を出された和歌山市
を新たに付加した。

• 更に新たな機関付加が可能である。（大体
100機関までを予測してVer.2を作成）



送信前に確認する

送信前に確認する



C-1:装着の諸機能の点検と改善
ログインできない・画像が閲覧できない

＜連携システムにログイン出来ない！＞

⇒例；ブラウザのCookie (クッキー) が有効に

なっていない。（←セキュリティ上の設定か？）

⇒Yahoo! で 「自動Cookie処理を上書きする」の
キーワード検索し、指示に従いCookieを有効

⇒具体的対応をＷｅｂに設定した（次のスライド）

＜添付ファイル画像の閲覧が出来ない！＞

⇒セキュリティ上の設定か、現在検討中



ログイン出来ない場合のヘルプを作成

対応の説明が出る

ログイン出来ない場合
ここをクリック！



活用の事例（まとめに代えて）

・感染症発生動向調査事業見直しのセン
ター担当者の意見集約(15年度)

・性感染症全国調査におけるセンター郵送
先確認(16年度)

・感染症対策関係の情報提供

・画像情報(検査、その他)の配信も予定


