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【システムの概要】 

 

周産期緊急搬送システムは、愛知県下 92の分娩取扱医療機関の医師と 18の周

産期センターにおける産婦人科および新生児科（小児科）の医師が互いにスマ

ートフォンを携行し、簡易メール機能を利用することで周産期センターあるい

は新生児科に患者を搬送する、まったく新しい搬送システムである。 

 

分娩取扱医療機関の医師、周産期センターの産婦人科および新生児科（小児科）

の担当医師が携行する携帯電話にはスマートフォンを用いた。スマートフォン

は、高解像度ディスプレイを持ちながらタッチパネルにより文字の拡大が容易

に行え、多彩なアプリケーションをアイコンとして待ち受け画面に保存するこ

とで時間を掛けずにプログラムを展開することができる。このような特徴はそ

れまでのいわゆる携帯電話には見られなかったものであり、本システムを採用

するに当たってはスマートフォンを用いることとした。 

これまでシステムに使用する携帯電話として 3 つのキャリア企業（docomo、

au、Softbank）を検討したが、導入費および運用費などのコスト面、現時点お

よび今後を含めた電波状態を考慮したが、最終的にはメール受信遅延を勘案し、

Softbank の iPhone4（以下、iPhone）に決定した。Softbank の採用している

Short Message Service（SMS：簡易メール機能）は遅延が少なく、E-mailに

比較して送信から受信までのタイムロスが少ないことが、本システムで

Softbankを採用した最大の理由である。 

 

患者の発生後に分娩取扱医療機関の医師は、iPhone ディスプレイ上の「周産

期」アイコンよりプログラムを起動し、対象となる診療科、患者情報を入力し

て送信する。送信された情報は前述の県下 18の周産期センターの産婦人科およ

び新生児科（小児科）の医師に一斉受信される。担当医師は受入れが可能な場

合のみ送信した医療機関へ返信をする。分娩取扱医療機関の医師は、返信のあ

った周産期センターの産婦人科もしくは新生児科（小児科）のうち一つの施設

を選択し、返信メールにある電話番号から、選択した施設の担当医師が持つ

iPhoneへ直接電話を掛けることで受入れが決定する。受入れ施設が決定した後

は、添付の URLより受入れ施設が決定した旨を一斉送信し、一つの事案につい

てシステムの利用が終了する。 

 



 

 
図 1. 周産期緊急搬送システムの体系 

 

 

図 2. システムの概要 



 

【受入れ依頼の詳細 1】 

 

周産期緊急搬送システムは iPhone ディスプレイ上の「緊急呼び出し」アイコ

ンをクリックすることで起動する。以下、受入れ依頼の終了までを記す。 

 

1.アイコンをクリックするとログイン画面が現れる。パスワードを入力し、ロ

グインする。 

 

2.メニュー画面から「メール送信」を選択する。 

 

3.メール送信画面の「対象診療科」は小児科または産婦人科が選択でき、患者

に即した診療科を選択する。 

 

4.メール送信画面の「メールフォーマット」より患者の詳細を選択する。選択

肢は「新生児搬送未熟児、呼吸障害成熟児、成熟児（呼吸障害なし）、立会分

娩、切迫早産、前置胎盤早剥、産褥婦、（ ）患者の緊急」の 8 項目である。 

 

5.メール送信画面の「メッセージ入力」からタイトルと本文を入力する。本文

中には、4.のメールフォーマットで選択した項目について、あらかじめ設定

した診断名を選択することで自動的にメッセージが作成される。 

 

6.メール送信画面の「送信」をクリックすることで、送信が完了する。 

 

 

図 3. 受入れ依頼の画面構成の一例 



 

【受入れ依頼の詳細 2】 

 

周産期センターの産婦人科もしくは新生児科（小児科）から返信が届いた場合

の、分娩取扱医療機関側の操作を以下に記す。 

 

1. 着信音またはバイブレーションによりメッセージが届いていることを確認し、

「表示」をクリックし内容を展開する。 

 

2.受入れ状況を確認し、受入れを願いたい周産期センターの産婦人科または新生

児科（小児科）である場合には、メッセージ内の電話番号をクリックすること

で直接担当の医師と連絡を取る。 

 

3.担当医師との電話で受入れが決定した後に、メッセージ内の URLをクリック

する（他の施設への受入れを希望する場合には、この作業を無視してよい）。 

 

3.決定通知が表示される。 

 

この作業により、後述のホスピタルナビに搬送先名が記録され、この事案につ

いて受付が終了する（他の周産期センターまたは新生児科の担当医師はこの事

案について返信ができなくなる）。 

 

 

 



 

【受入れ許可の詳細】 

 

周産期センターの産婦人科または新生児科（小児科）の医師は以下の操作によ

り受入れを許可する。なお受入れが困難な場合には、返信は不要である。 

 

1.着信音またはバイブレーションによりメッセージが届いていることを確認す

る。ロックを解除することで（あるいは SMS/MMS のアイコンをクリックし

て）分娩取扱医療機関からのメールを閲覧する。 

 

2.メール上の集計 URLに接続し、内科系の受入れ状況「可能・条件あり」を選

択して「次へ」をクリックする。 

 

3.外科系の受入れ状況「可能・条件あり」を選択して「次へ」をクリックする。 

 

4.内科系および外科系の受入れ状況を確認した後に送信する。 

 

 

 
 

図 4. 受入れ許可の画面構成の一例 

 

 

 

 



 

【18の周産期センターの産婦人科および新生児科（小児科）】 

 

周産期緊急搬送システムに参加する 18 の周産期センターの産婦人科および新

生児科（小児科）は以下の通りである。 

 

 

表 1. システムに参加する 18の周産期センターの産婦人科および新生児科（小

児科）の詳細 

 



 

【92の分娩取扱医療機関】 

 

周産期緊急搬送システムに登録している分娩取扱医療機関（2011年 3月 16日

現在）は以下のとおりである。 

 

表 2. 92の分娩取扱医療機関の詳細 

 



 

【ホスピタルナビ】 

 

分娩取扱医療機関からの送信および周産期センターの産婦人科または新生児

科（小児科）の医師からの受入れ許可の情報は全て名古屋大学大学院医学系研

究科医療システム管理学寄附講座のサポートするホスピタルナビに保存される。 

ホスピタルナビは、医療機関の機能情報と地理情報を統合的に扱う

Geographic Medical Information System (GMIS)、携帯電話を情報入力端末と

する Ubiquitous Mobile Infrastructure (UMIS)、インターネット上に個人間の

情報共有データベースを構築して双方向の情報伝達を行う Knowlegde 

Information Collacbolating Network (KInco-Net) （MSドリーム株式会社）の

3つのシステムを統合させた連携システムである。周産期緊急搬送システムにお

いては、これらのうちUMISと Kinco-Netを利用してシステムを運用している。 

一つの事案に付き、送信した分娩取扱医療機関名、送信先、周産期センターの

産婦人科または新生児科（小児科）の iPhoneへの配信の時間、開封の確認また

その時間が記録される。 

 

 

 

図 5. システムを利用した際に保存されるデータの一例 



 

【ホームページ】 

本システムは愛知県周産期医療情報システムとしてホームページを持ち、一般

に公開している（URL:http://www.picu.jp/）。 

本サイトでは本システムの概要のほか、主に周産期センターの紹介、愛知県周

産期医療協議会の活動内容、愛知県の母子保健に関する統計、他の都道府県の

周産期センターおよび情報システムを公開している。 

また関係者の専用ページを持ち、ID とパスワードの入力によるログインによ

り、各周産期センターの産婦人科および新生児科（小児科）のその日の応需情

報を確認することができる。さらに緊急応需情報として、ID、パスワードの入

力により、本システムの利用状況を閲覧することも可能である。 

 

 

 

図 6. 愛知県周産期医療情報システムのホームページ 

http://www.picu.jp/


 

 

図 7. 関係者の専用ページ 

 

 

 

図 8. 定期応需情報の内容 

周産期センターの産婦人科および新生児科（小児科）の医師は、その日の応需状況を入力する。

分娩取扱医療機関はその状況を PCもしくは iPhoneから閲覧することができる。○は応需可能、

△は条件付きで応需可能、×は応需不可能を示す。



 

【結果 1（調査の概要）】 

 

周産期緊急搬送システムの利用状況を調査した。調査期間はシステムの開始さ

れた 2010年 7月 1日~2011 年 2月 28日までとした。調査項目として、事案の

発生日、メールの送信時間、送信医療機関、送信内容、受入れ許可施設、メー

ル開封時間の 6項目とした。 

 

 

【結果 2（事案の数）】 

 

上記調査期間における総事案数は 28件、うち産婦人科事案数は 24件、新生児

科（小児科）事案数は 4件であった。 

また各月におけるシステムの利用状況は以下のとおりである。 

 

 

 

 

図 9. 月別の利用状況



 

【結果 3（応需医療機関別受入れ許可提示回数）】 

 

18 の周産期センターの産婦人科および新生児科（小児科）の受入れ可能提示

回数を調査した。もっとも多く受入れを受諾した医療機関は名古屋第一赤十字

病院産婦人科で計 12回である。以下、岡崎市民病院産婦人科が 5回、豊橋市民

病院産婦人科が 4回、海南病院小児科、岡崎市民病院小児科、聖霊病院小児科、

江南厚生病院産婦人科、名古屋第二赤十字病院がそれぞれ 2 回、安生厚生病院

小児科、トヨタ記念病院産婦人科、名古屋大学産婦人科、城北病院産婦人科、

聖霊病院産婦人科がそれぞれ 1回であった。 

 

 

表 3. 受入れ許可提示回数の詳細 

 

 



 

【結果 4（応需医療機関別受入れ回数）】 

 

18 の周産期センターの産婦人科および新生児科（小児科）の受入れ回数を調

査した。もっとも多く受入れた医療機関は名古屋第一赤十字病院産婦人科で 17

回である。以下、聖霊病院小児科、江南厚生病院産婦人科、名古屋第二赤十字

病院産婦人科、岡崎市民病院小児科がそれぞれ 2 回、聖霊病院産婦人科、豊橋

市民病院産婦人科がそれぞれ 1回であった。 

 

 

表 4. 受入れ回数の詳細 

 



 

【結果 5（受入れ施設決定時間）】 

周産期緊急搬送システムを用いたうち、本システムにより搬送先が決定した事

案について、受入れ施設決定までの時間を調査した。そのような事案は計 20件

あり、決定までの平均所要時間は 4分 44秒であった。もっとも受入れ施設の決

定が遅れた事案では、決定までに約 35分を要している。 

 

表 3. 事案別受入れ施設決定までの時間 

 



 

【結果 5（依頼医療機関と受入れ医療機関の地理的関係）】 

 

計 28 件の事案について、依頼医療機関と受入れ医療機関の地理的な関係を調

査した。市町村を越える患者搬送は 13事案あり、内訳は北名古屋市から名古屋

市（4件）、名古屋市から岡崎市（3件）、岩倉市から名古屋市（1件）、名古屋市

から江南市（1件）、日進市から名古屋市（2件）、小牧市から豊橋市（1件）、北

名古屋市から江南市（1件）であった。 

 

 

 

 
図 9. 各事案における患者搬送の地理的な状況 

黄色の矢印は同一市内の患者搬送、赤色の矢印は市町村を越えた患者搬送。 



 

【結語】 

周産期緊急搬送システムは 2010 年 7 月に開始され、以来 28 件の事案に用い

られた。使用が少ないと考えられるかも知れないが、本システムはこれまでの

電話連絡を前提とした、二次的な使用を意図していることを勘案すれば、28 件

は少ないとは一概には言い切れない。しかし、システム開始後のシステム使用

の伸びが鈍化していることは事実であり、対策が必要であると考える。「iPhone

の画面が小さく、文字入力が大変」、「緊急の状況を相手に言葉で訴えることが

できず不安」という声も聞かれており、スタート時のシステムの設定が万全で

あるとは言い難く、現在もこの状況に合わせてシステムの改善を開始している。 

今回のシステムでは、市町村を越える搬送が 13 件あった。中でも名古屋市か

ら岡崎市、小牧市から豊橋市への搬送は、患者の早期搬送の観点から、これま

での電話のみの搬送システムでは多くない事案である。受入れが決定しても、

近隣の周産期センターもしくは小児科への電話を優先するために、決定するま

でに多くの時間を要することになる。結果に示したように、本システムを用い

た場合の受入れ施設決定までの平均所要時間は 4分 44秒である。長距離ゆえの

搬送時間の延長はやむを得ないが、患者のたらい回し発生の抑制の一助となっ

ていることが示されている。 

 

2011年 3月 11日に発生した東北地方を中心とする震災に関して本システムに

より構築したネットワークを利用し、ローリスク分娩を被災した県から受け入

れることが可能であるか調査・検討が行われている。このような多彩な利用方

法について、「人と人とを結ぶ」本システムの有効性の拡がりを実感する。 

今後は、利用している医師の意見をシステムに反映し、またその時々の世相に

システムを合わせることで、この iPhoneを用いた周産期緊急搬送システムが現

在の電話と同様に「あって当たり前」のシステムになることを切に願う。 


