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しては、まず約 名のスタッフと２病棟１
０４床を有して「川平法」やロボットスー
ツ「ＨＡＬ」
、パワープレートなどによる
最新の治療・訓練法を導入、年間約４００
名の患者を診療しているリハビリテーショ
ン医療が挙げられる。また、緩和ケアの分
野でも、 年４月に緩和ケア病棟を、次い
で緩和ケア外来を開設し、看取りだけでは
ない、痛みを和らげることで治療継続をサ
ポートする体制を整えており、現在は「地
同院では、チーム医療を実践するために

域包括ケア」に取り組んでいるという。
診療情報の共有化が重要と考え、医療ＩＴ
の活用を重視。２００２年のオーダリング
システム導入を皮切りに、 年には地元Ｉ
の病院情報システムを構築し、爾来、約

について、同院 副理事長の原 祐一氏はつ

による全く新しいシステムに更新した経緯

稼働してきたシステムではなく、別ベンダ

新システムへの更新に際して、以前から

開始した。

ダの電子カルテシステムに更新し、稼働を

の医療の進歩に対応すべく、大手ＩＴベン

た。そして 年２月、同院では、日進月歩

年間にわたって同システムを運用してき
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ぎのように話す。
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医療とIT に精通したインテグレーションで、
多岐にわたる要望に沿ったシステムの選定と
精緻な工程管理によりスムーズな稼働を実現
特定医療法人 原土井病院は 1967 年に開院、福岡市東区で 40 年以上地域医療を担ってきた。
IT 化には積極的で、2004 年には地元 IT 企業と病院情報システムを共同開発している。
だが、本年の更新では、最新の「医療」に対応するために大手ＩＴベンダへの移行を決定。
院内の混乱を避けるために、医療と IT に精通したインテグレーション企業に協力を依頼。
今回のシステム更新とイングレーションの概要を、同院の原 祐一副理事長に聞いた。

から意見を述べてもらいました。当院とし
ては、機能面を担保しつつ、コストパフォ
ーマンスに優れるシステムを選定できたと
感じています」

院外専門家として、
病院とベンダ間の意見を調整
同院では、 年１月にシステム更新に関
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ワーキンググループおよび

を選定し、以後は院内での

ポートもあり、稼働後は大きなトラブルも

の増強工事への迅速な対応など、手厚いサ

突発的に発生したサーバ室の電気関連設備

小限に抑える取り組みを実施した。さらに、

なく、１ヵ月後には電子カルテの操作に関

システム構築委員会による
議論等を経て、

システムが本格稼働した。

外部からのインテグレーションを受け入れ

原氏は、病院情報システム導入について、

ステムも順調に稼働しているという。

「システム稼働については、 する問い合わせ等はほとんどなくなり、シ
選定だけでなく、稼働に至
が行ってくれたので、たい
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内スタッフ間の調整まで、病院情報システ

各種システムベンダ担当者との交渉や、院

で、予定通り約１年でシス 「システム選定から工程管理と品質管理、

フのみでは、このように順

て積極的に取り持ってくれたので、システ
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グレーションを受け入れることを強くお勧

している施設であれば、このようなインテ

他の医療機関で、電子カルテ導入を検討

価しています。

稼働できたことについて、大林組を高く評

ール通りに、大きなトラブルもなく順調に

調には作業が進まなかった
例えば、システム運用を

でしょう。
巡る病院スタッフ間の意見

ムに対する大きな不満を残すことなく、シ

の調整を大林組が間に入っ

ステム稼働にこぎつけることができ、たい
大林組は、病院情報システム導入の実務
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へん感謝しています」
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を統括する事務局会議およびシステム構築
委員会の定例会議に参加して、病院側とシ
ステム各社との間の意見を調整し、システ
ム構築が円滑に進むようプロジェクト全体
をサポート。また、システム稼働前の操作
教育では、病院内の各部門で半月～１ヵ月
間におよぶ教育計画策定を行ったほか、一
般的には２回程度しか行われない稼働前の
全体リハーサルを病棟１回、外来で３回の

株 式 会 社 大 林 組 は、1892（ 明 治 25）
年創業の日本の大手総合建設会社。技
術力においても国内トップクラスの企
業である。同社では、建設業で得たノ
ウハウを生かし、病院情報システム導
入をトータルでサポートする ICT サー
ビスを展開。2013 年 10 月までに医療
関係で 40 件以上の ICT 関連工事を受
注、実施している

するプロジェクトを開始。約半年後に業者
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計４回実施し、システム稼働後の混乱を最

大林組 情報エンジニアリング部
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1967 年に 33 床の病院としてスタート
した原土井病院は、その後増床を重ね、
現在は急性期、回復期リハビリ、医療
／介護保険対応療養、緩和ケアや特殊
疾患病棟など、多種多様な病棟を有す
る総ベッド数 556 床のケアミックス型
病院である。地域の高齢者を中心とし
た医療ならびに介護サービスを提供し
ながら、地域内の病院・診療所と連携
して「地域完結型医療」を推進している。
職員数は非常勤医を含め約 750 名を数
える

新病院情報システム
稼働に関する
原土井病院内 組織図

病院スタッフと大林組で事務局を編
成。システム構築に関する課題を精
査し、病院とシステム各社の間を調
整、その内容についてシステム構築
委員会に諮って協議・決定し、理事
会で承認する流れとなっている

原土井病院
病院情報システム稼働までの
スケジュール表

大林組は、計画当初の段階から参画し、病院スタ
ッフのヒアリングから仕様書作成、ベンダの選定、
院内における定例会議の開催やシステムの操作教
育、リハーサルまで、全ての工程を管理し、トー
タルでのシステム導入をサポートしている

