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１．はじめに
千葉大学発のスタートアップ企業である株式会社 Smart119 は、救急医療の現
役医師である筆者によって 2018 年 5 月に設立されました。
国立大学教員による起業は、救急医療機関の収容力が不足して搬入困難となる、
言わば「たらい回し」を解消し、深刻な社会問題を解決するのが目的です。現役
救急集中治療医師として、現場で気付く課題を解決するために、ICT（情報通信
技術）を活用し、普及されているデジタル・デバイス（PC、タブレット、スマー
トフォン）を利用した「情報共有」を軸に医療システム開発を事業としています。
本稿では、弊社出発点となった「救急医療情報サービス『Smart119』」の開発
背景、そして国立大学教員が起業をした経緯を記します。

２．救急集中治療医師として：「不幸な転機」にならないためにも
『救命』に取り組む救急医師の特徴は、さまざまな困難に、すぐに対応が求め
られることであると考えています。
救急車で救急患者が搬入される原因のほとんどは、急激な容態悪化によるもの
です。患者自身の回復力が望めず、医師の適切な治療が必要です。例えば、搬入
時に心肺停止状態に陥った場合では、電気ショック、胸骨圧迫による心臓マッサ
ージ、そしてアドレナリンなどの薬液投与の心肺蘇生法を、急ぎ実施しなくては
ならない状態ですから、一刻の猶予もありません。問診、触診を行い、検査を繰
り返す通常医療と異なり、救急患者の状況から容態悪化の要因を判断しなくては
ならない困難が、常にあります。
救急患者に駆けつけ、搬入する救急隊と、的確な治療を行う受入病院にある「命
を救う」連携は、支障なくスムーズでなければいけないと考えます。「この時が
患者さんにとって『不幸な転機』にならないように対応しよう。そのために早く
病院に到着してほしい。我々は治療態勢を整えて受け入れたい」と搬入口で常に
思い続けているのです。

３．現場にあった課題点：救急現場にあったもどかしさ
救急現場のスタッフとして加わって、在院医師が少ない夜間に多重交通事故が
発生したことがあります。その時、十分な数の医療スタッフを集合させる必要が
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あり、その要請に苦労しました。
多重事故ということもあり、救急患者が多く、容態もさまざまでした。人手が
足りない、専門医執刀の緊急手術が必要と、受入病院として相応の人員を整える
作業に迫られました。当時、スタッフの集合要請は、メールか電話連絡網でした。
メールではスタッフが受信したかどうかの確認に、電話では連絡が行き渡るまで
に、どちらも時間を要し、集合するスタッフに対しては、容態などの状況説明が
必要ですから、より時間がかかります。
救急患者を目の前にして治療自体よりも「業務連絡」に追われることにもどか
しさを感じました。そして、「救急搬入のたらい回し」の要因の一つとも思えた
のです。治療体制を整えるまでの時間的なロスが、受入キャパシティに悪影響を
与えていることに気が付きました。救急医療の現場にある課題点として感じるも
のでした。
【写真 1】救急患者の容態に応じた人員配置が求められる初期治療現場

４．課題解消のために：
受入態勢を万全にする ACES(Acute Care Elastic System)の開発
この課題点は、私のカナダ留学中にも、頭の片隅にあったことでした。そうし
た時に、日本の IT 技術の高さを実感する経験をしました。
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留学テーマは「敗血症」で、遺伝子からアプローチを試みました。膨大な遺伝
子解析が不可欠で、その費用に悩まされたものです。カナダの解析会社数社へ見
積もりを請求しましたが、費用は予想を超えるものでした。そこで、日本の IT
会社へ相談したところ、解析期間が短く、費用も安価で行えるとの返答だったの
です。研究者として、理想的な返答でしたから、早速依頼をしました。研究に有
効な高精度データの作成を、短期間で安価で成し遂げてきました。品質と、価格
で、現地 IT 会社を凌駕していたことに、目を見張りました。
また当時、デジタル端末（スマートフォン、タブレット PC）の普及率が高ま
っており、クラウドによって端末間での情報共有が一般化してきました。こうし
たデジタル環境の中で、ICT（情報通信技術）が飛躍的な発展を遂げていました。
こうしたことから、救急の現場にある課題を、IT 技術で解決できるのではない
かと、思いはじめたのです。救急現場で感じた課題「救急時スタッフ呼び出し」
システムの開発を試みました。
開発には「導入しやすさ」が念頭にありました。シンプルな操作感と、新たな
機材を必要としないことを重視したのです。手軽で、低コストで、誰もが使える
システムでなければ、スムーズな導入にはなりません。数回のタップだけで、求
める人員を呼び出せるシンプルな操作感と、既存の病院 PC、職員が持つデジタ
ル端末を利用するシステムを ICT で構築しました。
「職員呼び出しシステム」として、災害派遣チーム（DMAT）の育成機関である
大阪府泉州救命救急センターと、千葉大学病院救命救急センターで、試作実装を
行いました。試作実装では現場スタッフの声から、顕在化した改善点に対応する
ことにより、機能性と実用性がブラッシュアップされました。ある時、救急受入
数が増えても同じ職員数で治療が行えることが、スタッフの間で実感されるよう
になったのです。今では救急車が到着する前に、職員が集合し、緊急手術が必要
な場合では、専門医が到着していて準備を完了している、といった望ましい態勢
で受け入れできる現場へと変化していました。
こうして、柔軟で万全な受入態勢づくりを支援するシステム「アキュート・ケ
ア・エラステック・システム（ACES）」が誕生したのです。「命を救う機会」が
増えた喜びを伴ったこの開発から、ある確信を持ちました。

５．課題解消のために：救急隊と情報も共有する Smart119 の開発、そして起業
その確信とは、「早く受入態勢を整えることで、多くの患者の搬入が可能とな
る」「ICT の活用は救急医療の向上となる」「何より多くの命を救える」の 3 点
でした。
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ICT の有効性については、日々の医療の中で認識していました。特に「情報共
有機能」は、治療の基礎となる電子カルテで経験しています。
レントゲン、CT などの画像、バイタルサインなどの数値は、電子カルテへ集
約されて医師と看護師に患者情報として共有されています。診療科目が異なる複
数の医師、看護師、薬剤師に役割分担されている状況で、円滑な業務連携を実現
しています。
また、未知のウイルスである COVID-19 への対処においても、「情報共有」の
有効性を再認識しました。カンファレンスで、電子カルテをもとに、専門性を持
ち役割分担された医療者が参加し、多角的に検討することで、全体像が把握でき、
患者一人ひとりにある問題（症状）を共有して解決（治療）を見出して対処方法
を確立してきました。今、急速に変異株が現れていますが、情報共有によって、
冷静に判断ができるものと考えています。
こうした「情報共有を救急医療現場で活かすには、どうしたら良いか。院内の
システムを拡大して展開できないか」という考えが、ACES の開発経験から発想
されました。救急患者へ最初に関わる救急隊からの情報（状況・容態）を、医療
機関も共有する。そうすれば、救急隊は搬入先病院の決定が速やかになり、受入
病院では、より的確な治療体制を整えられます。救急隊と病院の業務連携を円滑
にして「救命」へ貢献できる「Smart119 救急情報システム」の開発です。
しかしながら、開発コストが重くのしかかります。ACES は、千葉大学学内研
究費から捻出できましたが、Smart119 は、救急隊を巻き込むことにより研究開
発の対象が広がり、桁違いの開発費用が必要となりました。そのために Smart119
では、日本医療研究開発機構(AMED)が公募する研究費へエントリーしました。
3 つの確信と「救急搬入のたらい回し」をなくすという社会的有効性が認めら
れて、Smart119 は、日本医療研究開発機構から研究費の提供を受けることに成
功しました。実用化が見込まれ、社会実装の可能性が高いことに対する評価を受
けたのです。「『救急搬入のたらい回し』が減少した」と、社会が実感するシス
テムを構築することが Smart119 の責務でした。
社会実装のために千葉市消防局との協働開発が始まりました。機能性と導入し
やすさを、消防局と共に検証していきます。救急情報システムの構築は、119 番
通報から病院搬入までを担う「消防指令センター」「救急隊」「病院」の 3 者間
で情報共有するものです。
この協働開発により、
Smart119 の目標達成は一気に現実性を帯びてきました。
それぞれの現場からダイレクトに、問題点が抽出されます。そして有効な解決策
が提案され、現場で検証されていきました。例えば、消防指令センターと救急隊
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員からは、情報の入力作業で労力を省きつつも、正確で迅速性あるシステムを求
められました。度重なる救急通報（消防要請もある）を受ける指令センターでは、
音声認識入力を採用しました。職員が復唱する救急患者情報（場所・状況・容態）
を自動的にテキスト化し、それが、救急隊員が持つタブレット端末へ転送されま
す。救急患者の基礎情報は自動生成されて、現場で隊員が入力する手間を省くこ
とを可能としました。
そして救急患者に到着した隊員は、現況を確認し、新たに判明した事柄（バイ
タルサインや容態変化など）を、タップ入力で行います。この時点で、病院へ受
入要請を満たす情報が整っているのです。そしてタブレット端末から、複数の病
院へ、一括で受入要請をします。
隊員にとっては、応急措置を施し、救急車へ収容しつつ、容易な入力で情報整
理と病院への受入要請が同時にできるのがメリットです。例えば、受入が可能な
病院が複数あった場合には、
「最短の距離」で選択できます。救急患者の容態は、
救急車内でも刻一刻と変化します。救急患者の容態をリアルタイムに、受入病院
と共有ができれば、病院到着時に、容態に即した治療が可能です。人員の集合、
投与する薬剤、また手術が必要であれば専門医を呼ぶなど、救急患者へ最適化さ
れた受入態勢を整えられます。
【写真 2】救急患者と最初の接点となる千葉市消防局指令センター

市民からの救急要請内容を、職員が復唱する際に、音声認識によってテキスト
情報へ変換し救急隊と共有する。

Healthcare note No.21-07

6

【写真 3】

救急隊が持つタブレットには、指令センターからの救急患者情報が表示される。
現場に到着した救急隊は、容態などを追加し、複数の医療機関へ、一括して受
入要請を実施する。移送中では、バイタルなどの数値情報を、受入病院とリア
ルタイムに共有する。

【写真 4】

受入病院では、救急隊と共有する救急患者情報に基づいて、初期治療方法、人
員を整える。移送中の容態悪化なども把握できることから、より的確な受入態
勢を確立できる。
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【写真 5】

収容直後から、救急患者に応じた初期治療が開始される。

【図 1】

Smart119 は、住民（救急患者）、消防指令センター、救急隊、受入医療機関と
情報共有で救命を支援する。
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こうして、千葉大学と千葉市消防局で実証実験を重ねた Smart119 は、病院と
消防局の連携を円滑にするシステムとして開発に成功しました。全ては「命を救
う」ためです。
3 年間の開発期間を経て、正式に千葉市消防局（司令センター、保有救急車 25
台）に導入され、現在稼働をしています。システム名を「Smart119 救急医療情
報サービス」として、千葉大学発スタートアップ企業株式会社 Smart119 を起業
した上で、千葉市消防局への導入と至りました。

６．医師だからこその責任をもって：誰もが安心できる未来医療を目指して
大学発起業は、営利目的ではありません。第一に「科学研究費補助金に依存す
ることなく、収益から開発ができること」、第二に「事業計画として開発と販売
展開が具体的になること」、第三に「事業体として持続可能性を持ち、社会的責
任を担うこと」この 3 点が目的にあります。
国立大学である千葉大学へ、起業可否の確認をとり、日本医療研究開発機構か
らも有効性と将来性があり、また社会実装ができることから、「事業化」への後
押しを受けて、株式会社 Smart119 は起業しました。
救急集中治療医師が持つ「命を救う」ことへの責任感を、医療現場を改善する
事業へも活かした起業です。

７．情報共有は「安心」となるもの
株式会社 Smart119 では、IT というデジタル技術を駆使しています。その一方
で、2020 年 4 月よりイラストやマンガによる啓発活動を行っています。親近感
あるイラストやマンガで、生活者へ役立つ医療情報を発信しています。この啓発
活動は、COVID-19 の拡大から始めました。テーマは、マスクの着用方法やワク
チン、コロナ禍の生活などに言及し、すでに 20 作近くを数えます。
日々の医療の中で、
また ACES と Smart119 の開発の中で、医療で大事なことは、
情報が正しく早く共有されることと考えています。COVID-19 は、未知のウイル
スであることから、多くの人々がさまざまな影響を受けて、心配したり恐怖を感
じたりしています。正しい知識を持つことは、安心を生み出すものですから、生
活者へも情報共有が必要と考えました。世界中から発信される論文や知見を、医
学者として読み解き、咀嚼して、多くの人にわかりやすく伝えて共有する。「安
心できる医療」の一端として、生活者とも情報共有をしています。
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【図 2】生活者と医療知識を共有する「マンガシリーズ」

ホームページ上からダウンロードして、配布用やポスター用など、自由に利用できる。

８．さらに、安心できる未来医療へ
株式会社 Smart119 は、救急の現場で感じたもどかしさからの着眼でした。起
業した今では、医療全体を見渡しての課題解決へ開発を進めています。
災害などの緊急事態では、罹災者への対応が急務となります。病院職員の安否
確認、集合要請、そして救護所へ人員配置を実施する「Smart:DR(スマート・デ
ィザスター・レスポンス)」を、また病院勤怠管理システムから医療従事者の“働
き方改革”を支援する「Smart:Work」を開発しました。
現在、COVID-19 を受けて、院内クラスターの抑止や医療従事者の過酷な労働
環境に関心が高まっています。
「Smart:DR」では、感染症を「災害」と考えて、職員の健康管理機能を追加し、
「感染の予兆」を捉えることと、ワクチン接種前後の体調変化を把握できるもの
となり、大阪府の大阪急性期・総合医療センター、茨城県さくらがわ地域医療セ
ンターに導入されています。
「Smart:Work」では、質の高い医療サービス提供と、職員の健全さを両立する
勤務シフトづくりに、千葉大学医学部附属病院で効果を発揮しています。
そして、原点である「Smart119」には、救急予測アルゴリズムを開発し、基幹
システムに今年度末にも組み込む予定です。指令センター、救急隊、受入病院の
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連携を、より強化し、「救急搬入のたらい回し」をなくすことと、救命率向上を
目指しています。医療現場にある課題を克服することは、地域医療を支えて、住
民の安心感を醸成します。

【図 3】製品ラインナップ

ICT を活用して、医療課題の解決を目指します。

救急集中治療医から株式会社 Smart119 を起業した経緯を記してきました。私
は、「ピンチはチャンス、チャンスはピンチ」と、思いながら医療に従事してい
ます。救急はピンチであるけれど、命を救うチャンスでもある。科学研究費補助
金を得たらチャンスとなるけれども、成果という責務を負うピンチでもある。こ
うした中で、知らず知らずのうちに困難と克服を繰り返してきたからです。
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一つひとつの困難に、実直に取り組み克服する。こうした医学の中で培ってき
た考え方を、株式会社 Smart119 の経営にも活かしていきます。私の医学と事業
経営は、「命を救う」へ帰着するものです。医療現場発の企業として「誰もが安
心する未来医療」を目指す取り組みを続けていきます。
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執筆者

20.05.25

20-05

新たな病院建築・運営に挑む
長崎リハビリテーション病院立ち上げまでの軌跡

寄稿 一般社団法人是真会
長崎リハビリテーション病院 理事長
栗原 正紀

20.06.22

20-06

地域連携広報の必要性
「みんなのくらちゅう」と「わが街健康プロジェクト。」の取り組み

寄稿 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構
倉敷中央病院 地域医療連携部 部長
十河 浩史

20.07.20

20-07

高齢者・がん患者の健康を化粧のちからで支援
～ 地域共生社会における化粧の役割 ～

寄稿 株式会社 資生堂 社会価値創造本部
ダイバーシティ＆インクルージョン室
エンパワーメントサポートグループ
池山 和幸

20.08.31

20-08

公平な医療サービスの提供を目指して
痛みの見える化の試み

寄稿 大阪大学大学院 生命機能研究科
特別研究推進講座 MRI 協働ユニット
痛みのサイエンスイノベーション共同研究講座
特任教授(常勤)
中江 文

20.09.28

20-09

ウィズコロナ／アフターコロナの医療法人経営
～ 医療法人の合併・出資持分承継 ～

寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部
山本 竜也

20.10.30

20-10

『足指着地で健康な体に変えていく』
～ 機能性シューズでパラダイムシフトを起こす ～

寄稿 株式会社 BMZ 取締役社長
髙橋 毅

20.11.30

20-11

ウィズコロナの時代の病院経営

寄稿 一般社団法人日本病院経営支援機構 理事長
豊岡 宏

20.12.25

20-12

周産期医療における遠隔医療
－ 遠隔モバイル胎児モニターの実際と胎児モニタリングの歴史 －

寄稿 メロディ・インターナショナル株式会社 CEO
尾形 優子
香川大学瀬戸内圏研究センター 特任教授
日本遠隔医療学会 名誉会長
原 量宏

寄稿 富田ケアセンター有限会社
編集主幹
市川 剛志
代表取締役社長
執筆 税理士法人
山田＆パートナーズ 医療事業部
山中
税理士祥吉
高橋 琴代
20.02.25
寄稿 株式会社スーペリア
代表取締役
09. 9.30 20-02
09-25 ＰＸを用いた患者中心の医療サービス評価
（寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について
編集主幹
市川 剛志
日本および海外における潮流とその背景
一般社団法人日本ペイシェント・
執筆 税理士法人
山田＆パートナーズ 代表社員
エクスペリエンス研究会
代表理事
税理士
加藤 友彦
曽我 香織
09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点
編集主幹
市川 剛志 血液･腫瘍内科 教授
東海大学医学部
執筆 税理士法人
山田＆パートナーズ
東海大学総合医学研究所
所長 代表社員
一般社団法人日本ペイシェント・
税理士
加藤 友彦
エクスペリエンス研究会 理事
09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法
編集主幹 市川 剛志
安藤 潔
執筆 センチュリー法律事務所
～事業再生ＡＤＲの適応性について～
20.03.23
20-03 「あをに工房」による要介護高齢者就労の実態と可能性
寄稿 弁護士
株式会社リールステージ
代表取締役社長
住田 昌弘
あをに工房合同会社 代表社員
中山 久雄
（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation
note、その他はHealthcare note。
20.04.20
20-04 医療ツーリズムと医療の国際化
寄稿 中央大学大学院 戦略経営研究科 教授
この10年の変遷から今後を占う
多摩大学大学院 特任教授
真野 俊樹

バックナンバー

【2021 年発行分】

発行日

No.

タイトル

21.01.29
09. 9.25

21-01
09-24

コロナ禍における介護事業経営とは
（寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について

執筆者

21.05.31

21-05

小規模病院による地域医療課題の解決

寄稿 医療法人社団守成会 広瀬病院 理事長
廣瀬 憲一

21.06.30

21-06

光免疫療法を基にした楽天メディカル社の医薬品・医療機器開発
― 頭頸部癌における新たな治療選択肢 ―

寄稿 楽天メディカルジャパン株式会社

寄稿 天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社
編集主幹
市川 剛志
代表取締役 山田＆パートナーズ 医療事業部
執筆 税理士法人
榊原
税理士宏昌
高橋 琴代
21.02.22
21-02 なぜ自治体病院は経営的に赤字になるのか？
寄稿 松阪市民病院 総合企画室 副室長
09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について
編集主幹 市川 剛志
世古口 務
執筆 税理士法人 山田＆パートナーズ 代表社員
21.03.31 21-03 救急医療管制支援システム(e-MATCH)の開発について
寄稿 税理士
特定非営利活動法人
加藤 友彦
ヘルスサービス R&D センター（CHORD-J）
09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点
編集主幹
市川
剛志
ディレクター
執筆 税理士法人
大田 祥子 山田＆パートナーズ 代表社員
税理士
理事長 加藤 友彦
脇田市川
紀子剛志
09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法
編集主幹
～事業再生ＡＤＲの適応性について～
執筆
21.04.26
21-04 ICT
がつなぐ、あなたの医療と介護
寄稿 センチュリー法律事務所
特定非営利活動法人
弁護士
住田 昌弘
滋賀県医療情報連携ネットワーク協議会
代表常任理事
（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation
note、その他はHealthcare note。
本多 朋仁
常任理事
永田 啓
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