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県央デルタネットの概要



県央デルタネットとは

• 「県央デルタネット」は山口・防府圏域地域医療介護連携情報シス
テムの呼称です。

• 山口市医師会、吉南医師会、防府医師会に所属する病院、診療所は
全施設が参加しています。

• また、参加申込みのあった歯科診療所、調剤薬局、介護サービス事
業所、行政等も参加しています。

• 患者さんの同意（包括同意※）のもとに県央デルタネット参加施設
間で患者さんの診療情報を共有できます。

• 参加施設は7つの情報公開病院と閲覧施設に区分されます。

※「包括同意」とは、患者さんの一度の同意で7つの情報公開病院の診療情報の公開に同意するものです。



県央デルタネットのしくみ

• 患者さんは、ご自分の病気に応じて複数の医療機関を受診して
います。このため、ご本人の検査結果や診察記録はそれぞれの
病院などに保管されていて、他の医療機関では利用することが
できません。

• 「県央デルタネット」は、患者さんの同意のもとに、7つの情報

公開病院に保管されている医療情報を高度に暗号化して、イン
ターネットで結び、相互に共有することにより診療に役立てる
ための仕組みです。

• このシステムは、いわば山口・防府地域全体が一つになって患
者さんの健康を見守るネットワークです。



患者さんのメリット

• 7つの情報公開病院で受けた検査結果や治療方針等が、身近なかか

りつけ医の診療所や歯科診療所、調剤薬局、また介護サービス事業
所等で閲覧できることにより、良質な医療サービスを利便性よく受
けることができます。

• 7つの情報公開病院での既往歴や過去に受けた検査結果を患者さん
ご自身で詳しく説明できない場合も安心して診療を受けられます。

• 7つの情報公開病院からの紹介時にレントゲンフィルムなどのデー
タを持参する必要がなくなります。

• 国内の離れた２カ所にデータ管理サーバを置き、万が一大規模災害
が発生した時には、検査結果とお薬の情報などは守られます。
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診療情報の共有の仕組み

•情報公開病院側で、同意書をもとに電子カルテと県央デ
ルタネットカードの8桁のID番号を登録することで同意

のとれている患者さんの診療情報の公開が可能となりま
す。

•閲覧施設側で、自施設のカルテ番号などを登録すること
で、情報公開病院における患者さんの診療情報を閲覧で
きます。



患者さんや介護サービス利用者の同意取得方法

•同意書の運用方法については、閲覧施設側と情報公開病
院側とで異なります。

•同意書の裏面に手順が記載してあります。

•県央デルタネットホームページ ダウンロード、規程の
中にある『同意書の運用方法（PDF）』を見てください。



県央デルタネットの
利用に参加するには



県央デルタネットは
医療機関向けシステム『ID-Link』と
介護サービス事業所向けシステム『Team』で

連携しています。

• 医療機関（医科、歯科）・薬局は『ID-Link』を利用することで、
患者さんの診療情報を共有することができます。

• 介護サービス事業所は『Team』を利用することで、サービス利
用者の情報を共有することができます。

• 医療機関で介護サービスの提供をされておられる場合は、『ID-
Link』と『Team』の両方を利用することで、さらに多くの情報
を共有をすることができます。

※『Team』の利用にあたっては初期導入費用(5,000円)が発生いたします。



利用の参加申請にあたって

1. 以下のURLから県央デルタネットホームページへアクセス

すると、規程等と申請に必要な様式があります。
（http://www.kenoh-delta.net/）

2. 初めて参加する施設は施設登録と利用者登録が必要です。

http://www.kenoh-delta.net/


施設登録の手続き ①

山口市医師会、吉南医師会、防府医師会の医療機関については県央デル
タネットへの参加は必須となっているため、

• 様式１号『施設登録（新規）申請書』
• 様式１-１号『施設登録（新規）申請施設 閲覧環境調査記入用紙』

• 様式２号『利用者登録申請書』
• 様式３号『利用契約書及び個人情報取扱特記事項』
• 様式７号『個人情報保護等に関する同意書』
• 様式８号『守秘義務に関する誓約書』

の６様式を医師会事務局へ提出していただきます。



施設登録の手続き ②

歯科、薬局、介護サービス事業所の参加は任意ですが、同じく

• 様式１号『施設登録（新規）申請書』
• 様式１-１号『施設登録（新規）申請施設 閲覧環境調査記入用紙』

• 様式２号『利用者登録申請書』
• 様式３号『利用契約書及び個人情報取扱特記事項』
• 様式７号『個人情報保護等に関する同意書』
• 様式８号『守秘義務に関する誓約書』

の６様式を各医師会事務局へ提出していただきます。



施設登録の手続き ③

すでに施設登録が済んでいる施設における利用者の追加については

• 様式２号『利用者登録申請書』
• 様式８号『守秘義務に関する誓約書』

の２様式を医師会事務局へ提出していただきます。



登録施設内容の変更の手続き

登録いただいている施設の内容に変更が生じた場合は

• 様式１-２号『施設登録内容変更申請書』

を医師会事務局へ提出していただきます。

その後、必要なものがある場合は事務局よりお知らせします。



利用者登録内容の変更の手続き

登録いただいている利用者の内容に変更が生じた場合は

• 様式２-２号『利用者登録内容変更申請書』

を医師会事務局へ提出していただきます。

その後、必要なものがある場合は事務局よりお知らせします。



利用者登録削除の手続き

登録いただいている利用者を削除する場合は

• 様式２-３号『利用者登録削除申請書』

を医師会事務局へ提出していただきます。

受理後、付与されているID/PWを削除します。



以上の様式は、県央デルタネットの
ホームページの「ダウンロード」の
中で提供しています。
必要に応じて出力してください。
（http://www.kenoh-delta.net/download/index.html）

http://www.kenoh-delta.net/download/index.html


地域医療連携システム
「ID-Link」の基本的な操作方法



ログイン
・利用者本人のＩＤとパスワードでログインを行います。

付与されたIDとパス

ワードを入力してく
ださい（パスワード
はご自身で変更する
ようにしてください。



連携患者選択

・ 一覧から診療情報を閲覧したい連携患者さんを選択します。



連携患者選択

・ 自院のカルテ番号から連携患者さんを検索することもできます。



連携患者選択

・ 患者カナ氏名から連携患者さんを検索することもできます。



連携患者選択

・ デルタネットカード番号で検索することもできます。

12345678@deltanet

県央デルタネットカード番号
『8桁@deltanet』の形で入力

します。



患者カレンダー画面

・ 連携患者さんを選択すると最初に表示される画面です。



実際の画面例
処 方 注 射 検体検査結果 画像・生理



実際の画面例
画像参照 レポート（退院時要約・読影レポート）

上記例とは異なり、退院時要約
及び読影レポートは、情報公開
病院個別の様式になります。

サンプル例



【重要】 最新データ取得



介護医療連携システム
「Team」の基本的な操作方法



ログイン
・操作者本人のＩＤとパスワードでログインします。

最初に電子証明書の確認画面が表示
される場合があります。表示された
場合は、ＯＫボタンをクリックして
進みます。



※ 新着情報です。
既に登録済みの利用者で申送りで、変化有りなどが
入力されると、表示されます。

管理画面
・ 利用者管理を選択します。



※ 検索結果が表示されます。

利用者一覧画面
・一覧から参照・情報更新したい利用者の詳細アイコンを選択します。



1.利用者詳細 利用者基本情報

2.カレンダー 利用者スケジュール

3.経過観察(掲示板) 経過記録を時系列表記

4.書類一覧 紹介状・処方箋等

5.褥瘡評価 褥瘡評価情報

6.ノート機能 メモ機能

利用者一覧画面
・ 利用者一覧のアイコン説明です。



利用者詳細
・ 利用者の情報内容です。



情報公開病院の処方内容・検体検査結果を確認でき、
訪問予定や診察予定を登録・確認できます。

カレンダー
・ 利用者の予定・処方情報を確認できます。



自事業所の投稿

他事業所の投稿

経過観察
・ SNSのイメージで、情報の投稿ができます。



利用者から入手した情報を写真に撮り、アップロードすることで、共有できます。

書類一覧
・ 入手情報を写真やスキャナで取り込むことで、共有できます。



評価点数

褥瘡評価
・ 褥瘡情報を登録できます。



【カレンダー機能】

医療連携 【医療→介護】
・ 県央デルタネットの医療連携サービスと処方、検体検査結果が連携できます。

処方

検体検査結果

医療連携サービス側
※情報公開病院の情報を連携します。
情報公開病院での処方内容及び
検体検査結果が参照できます。



医療連携
・ 処方内容・検体検査結果内容のイメージ

※情報公開病院での処方内容及び検体検査結果が参照できます。



介護連携 【介護→医療】
・ 訪問記録内容が医療連携サービスへ連携します。

【記録紙画面】

※県央デルタネットの医療連携サービスへ連携し、情報公開病院
及び閲覧施設で記録内容が参照できます。



以上の『ID-Link』と『Team』の操作

説明は、県央デルタネットのホーム
ページの「ダウンロード」の中に、動
画でも提供しています。
（http://www.kenoh-delta.net/download/index.html）

http://www.kenoh-delta.net/download/index.html


遵守すべきルール



施設システム管理者の配置

•参加施設の代表者は、県央デルタネットの安全な利用を担
う「施設システム管理者」を配置しなければなりません。

•県央デルタネット施設登録申請時に施設システム管理者を
県央デルタネット事務局に届け出てください。

•施設システム管理者は、当該施設内で県央デルタネットが
適切に利用されているか、監視をしていただく必要があり
ます。



県央デルタネット利用端末の管理

•県央デルタネットを利用する端末の全てにウイルス対策ソ
フトをインスト－ルし、パターンファイルを常に最新の状
態に保たれていなければなりません。



ID及びパスワードの管理

•県央デルタネットはIDとパスワードで利用者本人を認証し
ます。従って、IDは利用者個々に付与する必要があります。
IDの共用（使い回し）は絶対に行ってはいけません。

•不正アクセス防止のため、パスワードは数字とアルファ
ベットの組み合わせとしてください。また、パスワードを
他者に知られることがないよう、適切に管理してください。



入手した診療情報の利用

•県央デルタネットを通じて入手した診療情報は、診療又は
説明の目的でのみ利用が可能です。

•県央デルタネットを通じて入手した診療情報は、自施設の
診療情報の一部であるという認識を持ち、自施設の診療情
報と同様の管理を行わなければなりません。

•不適切な管理の結果、万が一情報漏洩が発生した場合、そ
の責任は漏洩事象を発生させた当該施設が負うことになり
ます。



お疲れさまでした。
以上で、eラーニング研修は終了です。

• 申請にあたって
『様式２-４号 県央デルタネット 利用申請者研修受講報告書』

に必要事項を記入の上、他の様式と一緒に県央デルタネット協

議会事務局（医師会事務局内）宛に郵送してください。

• 申請が医師会の運営管理者に承認された後
事務局より利用に必要なIDとパスワードが付与され郵送されます。


