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新春特別 INTERVIEW

1「医療 DX 令和ビジョン 2030」が
データヘルス改革を牽引  
武見　敬三 氏

2 AIホスピタルで日本の医療を進展 
中村　祐輔 氏

寄稿
❶宿日直許可の基本的事項と申請の進め方 福島　通子

❷歯科医師の働き方改革を考える 木村　泰久

REPORT

ICT、AI を活用した改革・カイゼン
CASE1　東京慈恵会医科大学附属病院（東京都港区）
CASE2　長崎北徳洲会病院（長崎県西彼杵郡）



　長崎北徳洲会病院では、新型

コロナウイルス感染症の第 3 波

流行が起きた 2021 年 5 月に、

保健所からの要請に応じて発熱

外来を開設した。コロナ患者の

トリアージを行うとともに、専

用病床を設けて受け入れている。

新築移転で
診療機能を拡充

　院長の鬼塚正成氏は「当院は

2021 年 5 月 1 日に、長崎市北

部の滑
な め し

石から北東 3km ほどの

現在地に新築移転しました。敷

地面積は 2.6 倍になりました

が、病床数は 108 床で移転前

と変わりません。旧病院は築

40 年で老朽化していて手狭で、

コロナ禍での密も気がかりでし

たが、新病院ではゆとりが持て

て感染対策も強化できました」

と話す。同病院は、移転前の

2020 年 12 月 30 日から 2 月上

旬までクラスターの発生を経験

している。

　同病院は、急性期病床 51 床、

障害者病棟 27 床、回復期リハ

ビリテーション病棟 30 床、計

108 床のケアミックス病院だ。

現在、コロナ病床に 5 床を充て

ていて、実質は 103〜104 床で

回している。常勤医は 10 人。

すでに宿直許可を労働基準局か

ら取得し、午後 8 時から翌朝 8

時まで、内科系と外科系で宿直

をしている。徳洲会グループで

は午後 5 時から 8 時に「夕方

診療」を行っているが、同病院

ではこれを時間外勤務の扱いに

している。

　新病院への移転に伴って、入

院透析ができるようになったほ

か、回復期リハビリテーション

病棟を 20 床から 30 床に増や

して、脳神経外科や整形外科の

回復期の患者を外部病院からも

受け入れられるようにするな

ど、診療機能の強化が図られて

いる。また、婦人科検診と乳が

ん検診を含めた女性向け検診に

取り組むなど検診部門も充実

し、診療の幅が広がった。

スマホで「来院前AI 問診」

　同病院では、2022 年 8 月 31

AI 問診票を活用して発熱外来を効率化
長崎北徳洲会病院（長崎県西彼杵郡）CASE2

［病院概要］医療法人徳洲会 長崎北徳洲会病院 / 長崎県西彼杵郡長与町 /108 床（急性期病棟 51 床、障害者病棟 27 床、回復期リハビリテーション病棟 30 床）/13 科 / 常勤医 10 人

長崎北徳洲会病院院長の鬼塚正成氏
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日から発熱外来にスマートフォ

ンを利用した「来院前 AI 問診」

を導入した（図表）。

　発熱外来の受け付けは 8 時

30 分から 11 時としている。予

約をしたら来院前に、スマホ上

に表示される「AI 問診票」で

質問に対して選択肢のボタンを

タッチしてページを進みなが

ら、症状、体温、アレルギー、

基礎疾患、喫煙歴、新型コロナ

ウイルスワクチン接種歴など、

16 問ほどに答えていく。回答

を送信すると内容は自動的に電

子カルテに取り込まれる。

　担当医はカルテを見た上で、

患者に電話をして病状を確認

し、必要な薬を処方する。「抗

新型コロナウイルス薬や抗菌薬

などはここでは処方していませ

ん。発熱外来を受診する患者の

大半は軽症またはコロナ陰性な

ので、解熱薬や鎮咳薬など症状

に応じた対症療法薬を 5 日分

処方します」（鬼塚氏）。

　患者は同日午後の指定の時間

帯に車で来院してもらう。患者

が来院するまでに、処方薬は薬

局で準備してあり、会計計算も

済ませてある。

　来院したら患者は抗原検査を

受ける。検査はドライブスルー

方式で、車外には出ずに担当医

師が検体を採取する。ドライブ

スルーのまま看護師が最終確認

して、用意してあった処方薬を

渡し、会計を済ます。患者は待

ち時間なく、ごく短時間で帰宅

できる。検査の結果は帰宅後に

自宅に知らされる。結果に応じ

て療養の指導をする。

AI 導入に見合うメリット

　鬼塚氏は「来院前 AI 問診を

導入する前は、かかってきた電

話である程度の問診をしていた

ので、担当看護師は 1 日に何

回も同じ質問をして、同じよう

に書き留め、カルテに転記して

いました。来院時に対応する看

護師はフル PPE（個人防護具）

を着用しています。以前は発熱

患者が来るたびに着たり脱いだ

りで、それだけで多くの時間と

労力を費やしていました。AI

問診票を利用した仕組みを導入

してからは、1 日に 10 数人に

対応する場合でも、1 人ひとり

にかかる時間が計算できるの

で、一定の時間帯に集中して来

院してもらうことができます。

しかも来院前に処方、会計まで

済ませているので、極めて効率

がよくなりました。担当の医師

も時間の融通が利くようにな

り、負担が軽減されています。

諸事務の作業も効率化できてい

ます」と言う。

　AI 問診票は、内科外来にも

導入している。こちらは初診時

にタブレットを渡して、表示さ

れる問診に答えてもらう。「内

科の初診では、様々な似たよう

な症状を手がかりに、より適切

にトリアージしなくてはなりま

せん。この AI 問診票はその支

援ツールとして期待できると思

います」と鬼塚氏は話す。

　「AI の導入にはそれなりにコ

ストがかかりますから、コスト

に見合ったメリットがあるのか

検討することになります。当院

については、発熱外来のスマホ

問診と内科外来の問診について

は、現時点で、それだけのメリッ

トが十分あると考えています」

と話す鬼塚氏。「AI 問診票」を

導入するに当たっては、グルー

プ内の先進事例や九州地区の先

進病院などを参考にして検討し

たという。

　鬼塚氏は「今年は当院の DX

元年」だと宣言する。「医療の

現場でも、AI をはじめ IT 機器

の利活用や DX への取り組みは

不可避。まずは馴れるところか

ら始めようということです。い

ずれは当院が “ 先進事例 ” にな

るように粛々と進めていきたい

と考えています」と語っている。

（本誌編集専門委員　広多 勤）

患者は電話で発熱外来の予約後、ウェブサイトより問診票をスマホ等で入力する。
問診結果を確認後、電話で可能な範囲で薬等を準備する。

来院前の問診票入力 来院前の電話確認 患者の来院

受診前
AI問診票

病院へ電話予約後
ウェブサイトより
問診票をスマホ等で入力。

問診回答を見ながら
医師が電話をかけて、
可能な範囲で薬等準備。

カルテへ反映された情報を確認。
事前に症状を把握して、
ドライブスルーにて診療。

●図表　発熱外来における受診前 AI 問診票の運用

システムのベースとして導入したのは（株）プレシジョンの AI 問診票システム「今日の問診票」
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