
16 富山県 http://www.qq.pref.toyama.jp/ ○
「とやま医療情報ガイド」のページあり。地域、地図と連動した検索がベース。自宅等の所在地登
録が可能。

表１　都道府県における医療機能情報提供状況調査 特定非営利活動法人日本インターネット医療協議会

インターネット調査　2008.4.1～4.5、電話聞き取り調査(一部)　2008.4.7～4.16

No. 自治体 　医療機能情報提供ページ
基本情報のみ提供

(検索機能あり)
詳細情報も提供
(検索機能あり)

エクセルファ
イルで提供

PDFで提供 サービス開始状況、提供機能等

1 北海道 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iry/iryoukikanmeibo.htm ○
2007.10.1時点の道内の医療機能情報がエクセルファイルでダウンロードできるようになっている
だけで、特に制度の説明はない。

2 青森県 該当のページ見つからず(2008.4.4現在)

3 岩手県 http://www.med-info.pref.iwate.jp/ ○ 2008.4.1に、従来の「いわて医療情報ネットワーク」をリニューアル。

4 宮城県 http://medinf.mmic.or.jp/ ○
2007.2.1から運用の「宮城県医療機関選択支援システム」があり、医療機関情報が検索できる
が、規定の医療機能情報ではない。

5 秋田県 http://www.qq.pref.akita.jp/ ○ 2007.9.3オープンの「秋田医療情報ガイド」で提供。外国語で情報提供もあり。

6 山形県 http://www.pref.yamagata.jp/medical-net/ ○ 2008.3.31に「山形県医療機関情報ネットワーク」をリニューアル。各項目からの検索が可能。

7 福島県 http://www.ftmis.pref.fukushima.jp/ ○
2008.3.30より「福島県総合医療情報システム」のページを提供開始。地図に自宅登録、かかりつ
け医・薬局登録ができる。英語での情報提供サービス、携帯電話サービスもあり。サイトポリシー
も明示。各医療機関HPへのリンクあり(ただし、外部移動の知らせはない)。

8 茨城県 http://www.qq.pref.ibaraki.jp/ ○
財団法人茨城県メディカルセンターが運用する「茨城県救急医療情報システム」で病院検索や救
急医療の案内がされている。所在地登録が可能。

9 栃木県 http://www.qq.pref.tochigi.jp/ ○

2008.2.29に従来の救急医療情報システムを「とちぎ医療情報ネット」としてリニューアル。検索時
に起点となる場所（自宅 や会社など）を登録できる所在地登録の機能あり。各医療機関HPへの
リンクあり(ただし、外部移動のアナウンスはない)。「このサイトについて」のページで運営趣旨を
説明している。

10 群馬県
http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&N
EXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=57564

○ 基本情報をエクセルファイルで提供しているだけ。(2008.4.１現在)

11 埼玉県 http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/ ○
2008.3.31より 「埼玉県医療機能情報提供システム」を開始 。かんたん検索、キーワード検索、目
的別検索のほか、医療計画から検索が可能。

12 千葉県 該当のページ見つからず(2008.4.5現在) 「ちば救急医療ネット」があるが、規定の医療機能情報は提供されていない。

13 東京都 http://www.himawari.metro.tokyo.jp/ ○
2008.4.1に、従来からの東京都医療機関案内サービス「ひまわり」のページをリニューアル。疾
患・治療内容に加え、東京都独自に調査した脳卒中関連の情報を、「急性期」「維持期」「回復期」
の各段階で対応可能な医療機関が検索できる。

14 神奈川県 http://www.iryo-kensaku.jp/kanagawa ○
2008.3.28より「かながわ医療情報検索サービス」がスタート。基本情報、詳細情報の検索、地図
検索ができるほか、指定の医療機関のデータを比較できる「みくらべ」機能がある。

15 新潟県 http://www.qq.pref.niigata.jp/ ○ 新潟県広域災害・救急医療情報システムを「にいがた医療情報ネット」としてリニューアル。
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31 鳥取県 http://fukushi-kouhyou.pref.tottori.jp/koukai/com/sys_top.aspx ○
2008.1.30より「鳥取県福祉施設等情報公表サービス」というページで医療機関情報の提供を開
始。検索条件の入力法、検索データをCSVファイルでダウンロードしなければならないなど、一般
には利用しづらい。

17 石川県
http://www.pref.ishikawa.jp/iryou/iryoukinoujouhou/H19iryoukinou.ht
ml

○ 基本情報をPDFで提供しているだけ。(2008.4.2現在)

18 福井県 http://www.qq.pref.fukui.jp/ ○
2005年から運用の福井県広域災害・救急医療情報システム「医療情報ネットふくい」をリニューア
ル。「わたしのかかりつけ医療機関に登録」と「自宅登録」の機能、携帯電話サービスあり。「すこ
やか・健康情報」にもリンク。

19 山梨県 http://www.yamanashi-iryo.net/ ○ 山梨県広域災害・救急医療情報システム「やまなし医療ネット」をリニューアル。

20 長野県 http://www.qq.pref.nagano.jp/ ○
2008.3.31に「ながの医療情報ネット」をリニューアル。自宅の地図登録が可能。医療機関登録が
可能な「マイセレクト」機能あり。基本情報と詳細情報の区別がわかりやすい。最終更新日の表
示あり。医療機関自身からの情報更新も可能。

21 岐阜県 該当のページ見つからず(2008.4.2現在)
「岐阜県広域災害・救急医療情報システム」のページがあるが、規定の医療機能情報は提供され
ていない。

22 静岡県 http://www.qq.pref.shizuoka.jp/ ○ 2005年から運用の「 医療ネットしずおか」をリニューアル。

23 愛知県 http://www.qq.pref.aichi.jp/mi/ ○

2008.3.24より愛知県医療機能情報公表システムとして運用開始(救急医療情報システムとは
別)。地域からの検索と医療機能からの検索あり。かかりつけ医・薬局の登録機能あり。「このシ
ステムで提供する医療機関の情報の権利は、愛知県に帰属し、営利目的の利用を禁じます。」と
の著作権表示あり。医療機関HPへのリンクはない。

24 三重県 http://www.qq.pref.mie.jp/ ○

2005年からの三重県広域災害・救急医療情報システム「医療ネットみえ」をリニューアル。 検索
時に中心となる場所(自宅など)や地区を登録できる自宅登録、地区登録機能のほか、「お気に入
りのお医者さん」を登録できる「マイセレクト」機能あり。医療機関情報の検索がしやすいレイアウ
トになっている。対応できる外国語、外来患者用の設備等による絞込みのオプション検索もあり。
三重県のホームページのトップの位置のよく目につくアイコンから案内されている。各医療機関
HPへのリンクあり。クリックすると「ここから先は各医療機関が独自に作成したホームページで
す。(記載の内容について三重県は一切責任を負いません)」との表示が出る。利用上の注意、セ
キュリティポリシーのページもあり、完成度が高い。

25 滋賀県 http://www.medinfo.ne.jp/shiga/ ○
「滋賀県救急医療情報ネット」のホームページから「医療機能情報システム」に案内。地域から、
キーワードから、医療機能からの検索ができるが、地図はない。各医療機関HPへのリンクは設定
されていない。

26 京都府 http://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/ ○
「京都府救急医療情報システム」を「京都健康医療よろずネット」としてリニューアル。自宅登録、
かかりつけ医登録の機能あり。検索はわかりやすい。各医療機関HPへのリンクがあるが、リンク
切れのところも。外部への移動の案内はない。

27 大阪府 http://www.mfis.pref.osaka.jp/qq27scripts/qq/qq27.asp ○
従来の「大阪府医療機関情報システム」で基本情報に該当するデータを提供。本システムの運用
にあたっては、地元医師会、歯科医師会にも協力依頼。

28 兵庫県 https://www.medinfo.ne.jp/hyogo/ ○
2008.3.31より「兵庫県医療機関情報システム」を開始。地域から検索とキーワードからの検索を
分けている(医療機能からの検索はない)。かかりつけ医・薬局の登録機能あり。地図への自宅登
録も可能。

29 奈良県 http://www.qq.pref.nara.jp/ ○
「奈良県広域災害・救急医療情報システム」をリニューアル。地図の中心登録、市町村登録、マイ
セレクト機能あり。

30 和歌山県 http://www.wakayama.qq-net.jp/ ○

「和歌山県広域災害・救急医療情報システム」を「わかやま医療情報ネット」としてリニューアル。
自宅等の地図中心登録、市町村の地域登録、医療機関を登録できる「My検索」の機能あり。英
語検索も可能。各医療機関HPへのリンクがあるが、リンク切れのところも。また、外部への移動
の案内はない。
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32 島根県 該当のページ見つからず(2008.4.5現在)

http://www.medinfo.ne.jp/shimane/ で「島根県医療機能情報システム」を準備中であるが、準備
中にもかかわらず、一部検索可能など、情報の確実性に問題あり。「病院については、平成２０年
４月下旬に公開予定。診療所、歯科診療所、助産所については、平成２０年７月に公開予定」と記
してある。

33 岡山県 http://www.iryo-joho.pref.okayama.jp/ ○ 2008.3.31より 「岡山県医療機能情報提供システム」を運用開始。

34 広島県 http://www.qq.pref.hiroshima.jp/ ○ 2004年から運用の「救急医療Net HIROHSHIMA」をリニューアル。

35 山口県 http://www.qq.pref.yamaguchi.jp/ ○
「山口県救急医療情報システム」が運用されていて、医療機関情報が提供されているが、医療機
能情報としては不完全のよう。

36 徳島県 http://www.iryo.pref.tokushima.jp/ ○ 徳島県医療機関データベースシステムとして「医療とくしま情報箱」が運用されている。

37 香川県 http://www.qq.pref.kagawa.jp/ ○

「香川県広域災害・救急医療情報システム」を「医療ネット讃岐」としてリニューアル。自宅等の地
図中心登録、地区登録、かかりつけ医の登録機能あり。住民向けの重要な情報提供サービスで
あるにもかかわらず、「外部サイト」の扱いで香川県のホームページから直接リンクはない。各医
療機関HPへのリンクあり。クリックすると「ここからは、各医療機関が独自に作成した情報です。
香川県が管理するものではありません」との表示が出る。

38 愛媛県 http://www.qq.pref.ehime.jp/ ○
2001年より「愛媛県広域災害・救急医療情報システム」として「えひめ救急医療ネット」が運用され
ているが、医療機能情報の提供ページとしては不完全。

39 高知県 http://www.kochi-iryo.net/ ○
2008.3.28に県の救急医療・広域災害情報システム「こうち医療ネット」をリニューアル。各項目か
ら検索可能だが、使いにくい。

40 福岡県 http://www.fmc.fukuoka.med.or.jp/ ○
「福岡県広域災害・救急医療情報システム」を「ふくおか医療情報ネット」としてリニューアル。自
宅の地図登録ができる。ネットの医療相談もあるが現在休止している。

41 佐賀県 http://www.qq.pref.saga.jp/qq/qq41gnmenult.asp ○
「佐賀県医療機関情報・救急医療情報システム」をリニューアル。医療機関HPへのリンクあり。ク
リックした時に「ここからは、各医療機関が独自に作成した情報です。佐賀県が管理するものでは
ありません。」との表示が出る。

42 長崎県 該当のページ見つからず(2008.4.5現在)
県の生活情報案内ページGOOD SITEの地図情報検索サービス の中で基本情報に近いものが
提供されているが、規定の医療機能情報ではない。

43 熊本県 該当のページ見つからず(2008.4.5現在)
http://211.9.58.3/db/kinou/index/　で、熊本県医療機能情報検索システムのページが作成途中
のようであるが、運用開始のページと紛らわしい。

44 大分県 http://www.pref.oita.jp/12600/iryoinfo/index.html ○ 基本情報をエクセルファイルで提供しているだけ。(2008.4.１現在)

45 宮崎県 http://www.e-navi.pref.miyazaki.lg.jp/ ○

2008.4.1より、宮崎県総合医療情報システムとして「みやざき医療ナビ」の運用を開始。地図の指
定の地点からの距離(1km,５km)範囲内で検索可能。各医療機関HPへのリンクがあるが、外部へ
の移動の案内はない。県の医療計画の説明ページにもリンクされている。本システムを案内する
ポスターや携帯用案内カードの図柄も用意されていて、県民への周知に努める姿勢がうかがえ
る。

46 鹿児島県 該当のページ見つからず(2008.4.2現在)

47 沖縄県 http://imuutina.pref.okinawa.lg.jp/ ○ 「うちなぁ医療ネット」のサイト名。単純な項目検索が主。
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	第一次調査(2008.4.1～4.5)

