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キビタン健康ネット
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診療情報共有について
⃝リアルタイムに参照できる診療情報は､情報
提供施設により異なりますが、基本的には、
処方、検体検査、注射、画像等の各データで
す。

⃝ 2020年5月より新型コロナ患者情報の共有を
しております。また、登録がない患者であっ
ても、緊急的(夜間･休日等を含む)に閲覧可能
となる運用を2022年5月より開始しました。



「キビタン健康ネット」同意数（患者参加数）について
一般社団法人福島県医療福祉情報ネットワーク協議会

2022年8月末時点：
同意書件数：101,930件
実人数 ： 40,790人



紹介時や救急時などに、CTやMRIなどの画像（DICOM規格）を医療機関間で共有する事が可能なシステム
です。これまで、CDやDVDを作成後、患者経由もしくは郵送等で相手先の医療機関へ情報を提供していた
ものを、キビタン健康ネットの中で共有が可能となり、スムーズな連携に繋がります。
※参照施設（病院・クリニック）からのアップロードも可能です。

※レポート機能が利用出来るため、遠隔画像診断を行う事も可能です。

主な機能① 画像共有システム
一般社団法人福島県医療福祉情報ネットワーク協議会

キビタン健康ネット
サーバー

読影医

医療機関

自宅等外出先

読影医

画像参照

通常時：患者個人情報を含む内容を参照
し、所見入力してレポート作成
も可能

緊急時：専用の機器は要らず、パソコン
又はタブレット等で画像を閲覧

IPSec+IKE

画像情報
をアップ
ロード

IPSec+IKE及びSSL/TLS1.2はいずれも厚生労働省のガイドラインに準拠しています。

画像登録

読影レポート
の参照

画像情報
をアップ
ロード

外部に出力したい画像のみ
指定して個人を特定する情
報を削除

【機能強化】
外出先での遠隔画像診
断などを支援します。

キビタン健康ネットに参加
する医療機関は登録可能

病院診療所老健向け



患者さんが記入する問診票について、患者個人のスマートフォン端末などから直接問診情報を入力してもら
い、キビタン健康ネットで閲覧や連携することができるシステムです。紙媒体等での接触によるコロナ等の
感染リスクが低減されます。また、医療機関や薬局毎に問診項目を決められるので、紙媒体での問診運用に
WEB問診を加えることで、オンライン診療等にも役立てることが可能となり、患者サービスの向上にも繋
がります。

主な機能② WEB問診システム
一般社団法人福島県医療福祉情報ネットワーク協議会

病院診療所薬局向け

患者向けサイト キビタン健康ネットポータルサイト

問診入力

WEB問診テンプレート

来院予定の患者またはご家族が直接、
スマートフォンやタブレット、PC等で問診情報を入力

患者来院時、職員が問診
情報を確認して取り込み

［印刷可能］

問診情報
コピー＆ペースト

診察時、医師がキビタン健康
ネット画面から問診情報を電
子カルテにコピー＆ペースト
または印刷された問診情報を
確認して診察

WEB問診システム 問診情報連携表示
（ID-Link）取込画面



主な機能③ オンライン資格確認
一般社団法人福島県医療福祉情報ネットワーク協議会

医療機関・薬局

レセプトオンライン請求端末
オンライン資格確認端末

オンデマンドアダプタ

顔認証付カードリーダー

回線終端装置
(ONU)

インターネット
ルーター

キビタン健康ネット端末業務系端末(レセコン等)

※接続方法は一例です。

オンライン請求
オンライン資格確認

キビタン健康ネット

接続方式 IPSec+IKE

IPSec+IKE

顔認証付カードリーダーは
支払基金へ申込むと無償で
提供されます。

病院診療所薬局向け

医療情報化
支援基金対象
（補助金）

回線を増やす必要なし！
お得なスマート接続

キビタン健康ネットの回線は、
㈱NTTデータ中国のIPSec+IKEを
利用しています。

「手間もコストもかからない」常時 VPNマルチ接続

キビタン健康ネットでは、オンライン資格確認用端末のご提供も
可能です。詳しくは、

キビタン健康ネットオンライン資格確認

おすすめ！！



ク イ ッ ク キ ャ ビ ネ ッ ト

これまでは、用紙やデバイスを用いて地域連携パスの情報を共有していたところ、キビタン健康ネット上で
共有が可能です。脳卒中や糖尿病など、疾患ごとの特性に対応し、地域でスムーズな医療連携を行えます。

主な機能④ 地域連携パスシステム
一般社団法人福島県医療福祉情報ネットワーク協議会

地域連携パス一覧画面から検索が可能。

一覧の項目には、遅延の有無・経過日数・フェーズ・
患者氏名・性別・生年月日・年齢・パス名・入力予定
日・担当医療機関・担当医・前回入力日・仮適用日・
本適用日・管理医療機関・管理者・完了日・中止日・
更新日時を表示することが可能。

「パス入力予定日」
「入力予定日の超過」を
表示しています。

患者のフェーズ毎に、担当
医療機関・担当医を表示し
ています。

地域連携パス一覧画面

地域連携パス入力画面



主な機能⑤ WEB会議システム LiveOn（遠隔ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｼｽﾃﾑ）
一般社団法人福島県医療福祉情報ネットワーク協議会

全参加施設対象

高いセキュリティ回線でのWEB会議が可能です。専用機器が不要であることからキビタン健康ネットの
参加施設以外でも利用が可能です。定例的な会議だけでなく、突発的に発生する緊急会議等にも対応でき
ます。30拠点で同時に会議を行うことが可能です。

キビタンケアネットサービスと連携
を行い、多職種連携での会議開催を
支援します。

1. 連携

2. セキュリティ対策
厚生労働省のガイドライン記載の
SSL/TLS1.2の回線利用に加え、パス
ワードについても、90日毎に変更要請
を行いセキュリティを強化しています。

3. 利用しやすさ

パソコンだけでなく、タブレットやス
マートフォンからのアクセスが可能で
利用しやすくなっています。
これにより自宅や外出先からのアクセ
スも可能となりました。

4. アプリケーション共有機能
会議中に共有機能を利用してデスクトップ共有や
専用のシステムを共有することが可能で、参加者
がリアルタイムに編集することもできます。
また、録画や録音機能もあり、議事録作成などに
も役立ちます。

5. ストリーミング配信
説明用の動画や講演時の動画などを配信することが可能
です。
キビタン健康ネットやキビタンケアネットサービスでも、
利用方法などを配信することができ、利用者は好きな時
間に閲覧ができます。研修やセミナー配信も可能です。

スライド資料 動画

一般的なWEB会議システムとの
違い
LiveOnは、高いセキュリティ回線を用いた
ネットワークでの運用が可能となっており、
ZoomやTeamsなどの一般的なWEB会議シス
テムよりも個人情報を保護しながら、安全
に遠隔カンファレンスシステムとして利用
することが可能です。

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
遠隔カンファレンスシステム（退院時カンファレンスシステム）です。



一般社団法人福島県医療福祉情報ネットワーク協議会

キビタン健康ネット利用施設の声は、医療機関や薬局、老健施設の活用事例
を福島県医師会報とキビタン健康ネットホームページに掲載しております。

以下、一部（抜粋）をご紹介いたします。

http://www.kibitan-k.net/
※「医療関係者の皆さまへ」ページより

キビタン健康ネット

お問合せ:024-525-8818
info@kibitan-k.net

撮影した画像で気になる点があった場合、他院の過去画
像と比較するようにしています。診療所にＣＴやＭＲＩ
などの高額医療機器を設置は難しいですが、キビタンを
活用することで医療機関間の検査レベルの壁が取り払わ
れると感じています。使い始めてから診療の精度と診断
のスピードが以前よりも上がりました。また、リアルタ
イムで情報を確認できるため、都度
ＦＡＸ等のやり取りがなく事務作業
の負担も減り、かつ患者さんを待た
せずに情報の確認が可能なので、私
の中で強い武器となっています。

診療所

※「医療関係者の皆さまへ」ページより

キビタン健康ネット

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
HumanBridgeやＩＤ－ＬＩＮＫに代表される地域医療情報連携システムは、開業医より紹介いただいた患者さんの紹介先での医療情報を、紹介元においてインターネット回線を用いて参照いただけるシステムです。「キビタン健康ネット」では、県内の医療・介護・福祉機関で共有することを目的としております。情報の参照には患者さんの同意が必要です。参照できる医療情報は､薬の処方、検体検査、注射、画像及びレポート等の各データです。



一般社団法人福島県医療福祉情報ネットワーク協議会

検査と処方内容を確認し、服薬指導に活用しています。
喘息発作で病院に緊急搬送された患者さんが、その後
来局した際に当時の状況をお聞きしても具体的な内容を
聞き取ることは難しいです。キビタンでは、注射や吸入、
処置内容なども具体的に確認できるので、その情報をも
とに主治医と連携を図っています。また、患者さんがい
る前で検査値等を確認できるので、
検査結果を持参しなかった場合にも
数値をもとにより具体的な服薬指導
ができるようになりました。薬の重
複を防ぐことにも役立っています。

※「医療関係者の皆さまへ」ページより

キビタン健康ネット

薬局

お問合せ:024-525-8818
info@kibitan-k.net

当院では主に血液検査の確認に活用しています。特にが
んや血液疾患、心臓疾患をもつ患者さんの情報は重要で
す。治療前に必要な数値を確認し、患者さんに説明しな
がら治療を行っています。その他にもお薬手帳を忘れた
患者さんの調剤情報を確認しています。治療内容によっ
ては抗凝固薬を服用しているかどうかの確認が必要です。
リアルタイムに検査結果を参照で
きるので文書で依頼したりのやり
取りの時間が省略できるので非常
に役立っています。県民の参加率
がさらに増えることを願っていま
す。

歯科

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
HumanBridgeやＩＤ－ＬＩＮＫに代表される地域医療情報連携システムは、開業医より紹介いただいた患者さんの紹介先での医療情報を、紹介元においてインターネット回線を用いて参照いただけるシステムです。「キビタン健康ネット」では、県内の医療・介護・福祉機関で共有することを目的としております。情報の参照には患者さんの同意が必要です。参照できる医療情報は､薬の処方、検体検査、注射、画像及びレポート等の各データです。



○パソコンで利用(オンデマンドアダプタ設置)の場合

自前のパソコン

オンデマンドＶＰＮアダプタ

オンデマンドアダプタのみ設置
自己負担額 66,000円（税込）
※設置費用として

※基本的には有線LANで接続します。
※オンデマンドアダプタ機器は協議会からの

貸し出しです。
※医療情報化支援基金による補助対象と

なります。

パソコン要件：
OS： Windows10、

Mac OS、iPad OS
ブラウザ：Microsoft Edge、Chrome、Firefox、Safari

インターネット
ルーター

キビタン健康ネットをパソコンで利用するため
には、専用機器が必要となるため、設置に係る
費用（初期費用）が掛かります。

○タブレット(ipad)利用の場合

自前のiPad

タブレット利用設定（1台）
自己負担額 33,000円（税込）
※設定費用として
※オンデマンドアダプタ設置と同時の場合又は2台目
以降設定の場合、1台につき11,000円（税込）

※インターネット回線はご準備ください。(wifiﾓﾃﾞﾙのみの場合は
施設内wifiまたは、ポケットwifiなどのルーター)
※Androidなど、iPad以外のタブレットはご利用いただけません。
※iPadではキビタン健康ネットの一部機能を利用することができ

ません。(詳細はお問い合わせください)
※iPad OS 13以降対応しています。

キビタン健康ネット入会ご案内
一般社団法人福島県医療福祉情報ネットワーク協議会

薬局の場合、レセコンのオプション設定費用が別途
かかります。

まずは事務局へ
お問合せください。 お問合せ:024-525-8818

info@kibitan-k.net



【例】診療所でオンデマンドアダプタを設置してパソコンで利用する場合
利用職員1名の場合 [1,900円＋100円＝2,000円] 24,000円（年額）
利用職員2名の場合 [1,900円＋200円＝2,100円] 25,200円（年額）

【例】薬局で利用する場合（レセコンからのアクセス又はパソコン設置必要）
利用職員1名の場合 [2,900円＋100円＝3,000円] 36,000円（年額）
利用職員2名の場合 [2,900円＋200円＝3,100円] 37,200円（年額）

【例】診療所でオンデマンドアダプタを設置してパソコンとタブレット端末（iPad）１台を
利用する場合（利用職員1名の場合） ※タブレットを在宅等訪問先などで利用する場合

[1,900円＋100円＋800円＝2,800円] 33,600円（年額）
会費は利用開始月（運用説明翌月）から年度内(3月まで)の会費を1年に一度ご請求いたします。
翌年以降も同様です。（口座引落、もしくは振込み）
※詳細は会費規則をご確認ください。

内容 金額［月額］

①ネットワーク利用施設会費
オンデマンドアダプタ設置

病院診療所：1,900円
薬局：2,900円

②ネットワーク利用者会費（利用者ＩＤ毎に発生する会費）
利用職員１人当たり 100円

③タブレット端末（iPad）利用会費 ※端末1台当たり
①の対象施設の場合
タブレット端末(ipad)のみの場合 ※診療所対象

800円
1,000円

会費について
一般社団法人福島県医療福祉情報ネットワーク協議会

お問合せ:024-525-8818
info@kibitan-k.net
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