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まえがき

戦後，日本の医療分野は急速な発展を遂げてきた。その

両輪といえるのは，国民全員が加入する保健制度と行政・

医療機関による不断の努力の結果である。

反面，国民医療費は30兆円を超え，少子高齢化のもとま

すます増加の一途をたどりつつある。しかしながら，これ

だけの医療費を使いながら，多くの病院の経営は厳しく，

特に国公立病院の大半は赤字経営である。このような状況

の中で，医療情報というものが大きくクローズアップされ

てきている。

従来，医薬品や医療機器の進歩に比較して医療情報はあ

まり進んではいなかった。スタートは診療報酬点数の計算

を行うレセプトコンピュータであり，今でも診療所の多く

と比較的小規模の病院はこのコンピュータを導入している。

次に中規模以上の病院を中心に病院内すべての診療報酬点

数計算を行い，患者への会計も行う医事会計システムが導

入されてきた。その後，大規模病院，特に大学の附属病院

や国公立病院を中心に，オーダーシステムが導入されてき

た。一般的に医療情報システムとして世の中で取り上げら

れているのが，このオーダーシステムとそれにつながる各

種のサブシステムである。

現在，全国に病院は約 9,300あり，そのうち，オーダー

システムが稼動中，もしくは開発中の病院は約 800あると

いわれている。

オーダーシステムには，外来用と入院用があり，それぞ

れ患者が受付をし，診療して支払いが終わるまでの流れを

一元管理するシステムであり，医事会計と連動したシステ

ムである（受付→診察→検査→治療→投薬→会計処理）。

サブシステムとしては，医療画像処理システム，医薬品

統合システム，臨床管理システム，給食システムなどがあ

る。また，最近，最も注目を集めているのが病院間連携，

病院・診療所（病診）連携といわれるネットワークシステ

ムである（図１）。

本稿で述べる富士電機の基本的な考え方は，「医療情報

システムとはネットワークを基盤としている」ということ

である。具体的には，病院内システムと病院外ネットワー

クシステム（病院間連携，病診連携）について述べる。特

に，ネットワークについては，富士電機病院における検査

画像の読影ネットワークシステムについて紹介する。
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図１　医療情報システム
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病院内システムへの取組み

図２に病院内システムの流れを示す。

２.１ 医療システム導入の目的

なぜ，今，電子カルテやオーダーシステムを中心とした

医療情報システムの導入が急速に進みだしたのか。もちろ

ん，サーバやパソコンなどのハードウェアの急速な進歩と

価格低下がベースとなっているが，大きな理由として次の

点があげられる。

IT（Information Technology）化により患者に対し

て積極的にクリティカルパス
〈注1〉

，インフォームドコンセン

ト
〈注2〉

など，最適医療を提供することが可能となる。その結

果，患者数が増えることも期待できる。

システムを導入することで医療過誤（ヒヤリ・ハット）

の防止レベルが格段に向上する。

医薬品，医療部材の総合管理システム〔SPD（Sup-

ply Processing Distribution）システム〕による効率化

を図ることができる。

すべてのデータが集計されるため，経営データとして

活用できる。特に，現在，導入が検討されている DRG
〈注 3〉

の基礎データとして活用できる。
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図２　病院内システムの流れ

〈注１〉クリティカルパス（critical pass）：患者に対し，時間（ス

ケジュール）とケアをまとめた表

〈注２〉インフォームドコンセント（informed consent）：患者に対

し，事前に医療行為について利点と危険性について説明し，

患者の理解と納得と同意を得ること。

〈注３〉DRG（Diagnosis Related Groups）：各種疾病を人的資産，

医薬品，医療機器などの医療資源の必要度から数百程度の診

断群に整理，分類しそれに基づき管理すること。
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２.２ ネットワークとしてのオーダーシステム

現行のオーダーシステムは大病院を対象に多くの関係者

の要望を取り入れた巨大なプラント的要素の強いものであ

った。その病院または医師の独自のノウハウが多く組み込

まれているため，非常に複雑で高額なものとなっている。

そのため，病院間のネットワークを構築するためには障害

になる場合がある。

富士電機のオーダーシステムは，基本的にネットワーク

を意識したものであり，特に 300 床以下の中・小規模の病

院を対象に標準化されたシステムを提供する。つまり，病

院間でデータ交換が可能な高速システムの構築である。

具体的な特長は次のとおりである。

医療の基幹サーバとして初めて Linux
〈注 4〉

を採用し，高

速対応を可能とした。

オーダーシステムと医事会計システムが 1 台のサーバ

で稼動でき，かつコンパクトシステムとし，中小病院で

も導入可能とした。

操作が簡単なうえ，オーダーの発行が短時間で可能で

ある。

電話回線によるリモートメンテナンスができ，トラブ

ルの未然防止のみならず，定期的に行われる医事費改定

時にも威力を発揮する。

ネットワークへの取組み

一般的に医療ネットワークは電子カルテと一緒に論じら

れることが多い。つまり，患者のカルテを電子化し，ネッ

トワーク上で交換することにより，専門医を含めた医師間

で共同の治療が可能となると考えられる。しかしながら，

電子カルテは標準化されたものはまだなく，今後，何らか

の基準が整備されてくるまで，ある程度の時間がかかるの

ではないか。

富士電機としては，ネットワークの中で最も医師が重要

視する検査データと検査画像データの病院間連携システム

について取り組んでいる。ここでは，特に重要と考えられ

る検査画像について，具体的に富士電機病院を例に述べる。

３.１ 富士電機病院のシステム

富士電機病院では，病院間連携のために画像遠隔診断シ

ステムを導入している。以下にシステムの特長を述べる。

簡易型電子カルテシステムである。

患者別に患者情報（住所，来院歴など）と検査データを

まとめパソコンの画面上で一括表示し，かつデータとして

関連部門へ連携できるようになっている。

これにより，場所と時間に関係なくネットワークを介し

て患者に対し過去のデータを見ながら適切な治療と説明が

可能となる。

検査画像データの共有化による医療支援である。

項の検査データの中で特に画像処理は病院間連携，病

診連携の中心である。機器メーカーにとらわれず，放射線

機器〔レントゲン，CT（Computerized Tomography）ス

キャン〕，MRI（Magnetic Resonance Imaging），内視鏡，

超音波画像，心電図などをディジタルデータ（DICOM

3.0）として取り込み保存，保管すると同時に大学病院や

大手専門病院の専門家にデータを配信し，読影をしてもら

（1）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図３　医師をサポートするシステム

〈注４〉Linux： Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登

録商標または商標
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う。その結果，現場の医師と脳神経外科，循環器科，小児

科などの専門医が遠隔地に居ながら互いに患者のデータを

確認し合い医療支援を行うことが可能になる。

ネットワーク上で診断用の高精彩読影端末（DICOM

画像）で診断，その他の場所ではパソコンによる参照と

用途に合わせて選べる。

特に，心臓検査に欠かせない心臓の動画像でのファイ

リングができる。また，世界初の複数画面同時再生機能

により，過去の症状との比較検討も簡単に行うことがで

き，インフォームドコンセントやカンファレンスに活用

される。

Web 環境下で患者情報や検査台帳，検査レポートの

作成も可能である。

図３に医師をサポートするシステムを示す。

３.２ 医療情報ネットワークがもたらすもの

医療支援が可能になる。特に診断上，専門外の知識の

必要な患者の場合で近くに搬送ができない場合，患者の

データを送信し，現場の医師が専門医のアドバイスを受

けることで，専門医と同等の診療を受けられる医療支援

体制を確立できる。

近い将来，どこにいても（離島，山間部のみでなく海

外ですら可能）ネットワークに加入している病院，診療

所の患者は，その時点での最高レベルの専門治療を受け

られるようになる。

今後，特に期待される分野の一つに周産期
〈注5〉

における産

婦人科と小児科の連携があげられる。

胎内にいるうちに超音波，MRIなどで胎児に異変が

ある場合，早期に発見し，子供病院のような専門病院と

連携し，万全の体制で出産とその後，数時間中に早期処

置をすることにより，多くの後遺症が防げる可能性が出

てくる。

ネットワークを通して，多量のデータを収集し，用途

別に分析が可能となる。これらのデータは医療の発展に

欠かせない基礎データとなるだけではなく，病院経営，

医療行政にも必要不可欠なデータベースとなる。

図４に富士電機病院の画像遠隔診断システムを示す。

あとがき

富士電機は，今までのような巨大なプラント的な医療情

報システムではなく，ネットワークを意識した汎用性が高

く，簡単に操作ができる低価格システムを構築していく。

また，ネットワークを使用したサイバー病院の開設を目指

す。特に現在，経営的に厳しくしかも最も重要である小児

科のネットワークを検討していく。さらに，自治体の福祉

課に対して介護，福祉，保健分野と病院間連携，病診連携

を組み合わせたトータルシステムを提案し，医療情報分野

の発展に寄与していく所存である。
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図４　富士電機病院の画像遠隔診断システム

〈注５〉周産期：出産前後の期間。おおよそ妊娠第28週から生後 7日

くらいまでをいう。
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