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下川忠弘
久留米大学病院は、ここ数年で各種ＩＴ
ソリューションを順次導入することで、病
それまで、同院は電子カルテ未導入で

クチャ（ Service-Oriented Architecture
：Ｓ
ＯＡ）の概念を採り入れている。そして、

そのＳＯＡを具体化させるエンタープライ

ズ・サービス・バス（ Enterprise Service

：ＥＳＢ）
（図２）基盤としてインター
Bus
システムズ社の「 Ensemble
」を用いてい

るのである。

「メッセージウェアハウスとは、言葉こそ

ステム内における各部門システム全ての連

また、メッセージウェアハウスには、そ

なく、既存技術を組み合わせたものです。

新しいですが、全く新しい発想の技術では
携インターフェイスを一元管理するための

院情報システムでは、これらの部門システ

個別調達を実施しました。当然、従来の病

が各々選定したシステムを導入するという

ムについては、システムを運用する各部署

電子カルテをはじめとして、各部門システ

当院が病院情報システムを構築した際、

院情報システムで入力された診療データを

れているのです。それゆえに当院では、病

らを横断的に検索・出力する仕組みが組ま

オーダ情報や診療データを保存して、それ

ジを蓄積し、そのメッセージ内に含まれる

各種オーダや診療データを含んだメッセー

す。つまり、具体的には各部門システムの

のメッセージが網羅して蓄積されていま

の名の通り通信記録である各部門システム

ム間連携に関するインターフェイスは、大

蓄積したものであるデータウェアハウスと

システムです。

抵の場合、ブラックボックス化ならざるを

メッセージウェアハウスに直接接続して

得ませんでした。その結果、システム間連

いるシステムは、電子カルテを含め シス

は明確に区別しています」
（下川氏）
難であったり、システム改修においてはベ

携に関するトラブルの際、原因の特定が困
ンダ任せにするしかないといった、さまざ

ては、医事会計システムと直接接続してい

テム。さらに、病院情報システム全体とし
このようなシステム間連携のトラブルを

るものを含めると約 システムにもおよぶ

いて、下川氏はつぎのように話す。

メッセージウェアハウス構築の理由につ

ミドルウェアの機能を活用して
部門システム内の
診療データを抽出する

という（図４）
。

なくし、病院情報システムの円滑な運用を
実現するために構築したのが『メッセージ
久留米大学病院が構築したメッセージ

ウェアハウス』なのです」
ウェアハウスは、業務上の処理を行う各種
ソフトウェアをネットワーク上で連携させ
てシステム全体を構築していくという設計
手法、サービスオリエンテッド・アーキテ
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院の業務効率化を進めてきた。
あったが、２０１３年１月にインターシス
テムズのデータベースプラットフォーム
「 InterSystems Caché
（キャシエ）
」を基盤
技術とした電子カルテシステム
「 WATATUMI
（コア・クリエイトシステ
ム）
」を中核とする病院情報システムを構
築。現在は、日本における代表的な“ＩＴ
また同院では、病院情報システム構築に

活用病院”となっている。
際して、インターシステムズのインテグ
レーションソフトウェア「 InterSystems
（アンサンブル）
」を導入。同ソ
Ensemble
フトの持つミドルウェアとしての機能の活

用はもちろんであるが、システム間連携の

ESB 基盤として「Ensemble」を採
用した理由を「ソフトの使い勝手が
他のシステムと比較して非常に優れ
ている」と話す下川忠弘氏

まな問題が出来することになります。

32

プロセスの透明化、各システムの責任分界
点の明確化、そして各部門システム内の
データを取り込める「メッセージウェアハ
ウス」の構築に活用している（構 築 協 力
／ユニアデックス、キヤノンアルゴスロ
ジック）
。
ついて、久留米大学病院 医療情報センター

「メッセージウェアハウス」構築の経緯に
情報企画支援室の下川忠弘氏はつぎのよう
に話す。
「当院が構築した『メッセージウェアハウ
ス』とは、一言で説明すると、病院情報シ
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久留米大学病院
福岡県 ●

ミドルウェアで “メッセージウェアハウス” 構築。
連携単純化と可視化ができる情報基盤として、
コスト面と運営面において大きな効果を出す
久留米大学病院は、西日本有数の病床数1025 床を擁し、福岡県南部地域の中核医療機関として広く知られる。
同院では、2013 年より電子カルテを含む病院情報システムが稼働しているが、電子カルテと各部門システムを結ぶ
ミドルウェアとして「Ensemble」を導入し、成果を挙げている。 注目すべきは同システムを活用した
「メッセージウェアハウス」構築によって連携やデータ収集の能力が高まったことだ。
同院情報システム室係長の下川忠弘氏に、同システム導入の狙いと有用性についてインタビューした。

つは、電子カルテと部門システムとの接続

「メッセージウェアハウス構築の狙いの１

インターフェイスを全て集約することに

います。そこでメッセージウェアハウスに

データウェアハウスによって、電子カルテ

た、診療データの活用に関しては、すでに

次利用としては十分とはいえません。その

上の診療データの収集・活用が進んでいま

ために、メッセージウェアハウスに蓄積さ

すが、同データだけでは、診療データの二

位置づけたのです。そして、
メッセージウェ

れた各部門システムのデータを共有、容易

よって、部門と電子カルテという関係では

アハウスを中核にして、全てのシステムと

に取得できるようにしたのです」

なく、電子カルテも１つの部門システムと

従来、システム間接続に関しては、電子

の間で１対１の関係性を持たせることによ

システム間連携の透明化により
病院情報システム内部の
データ通信の円滑化を実現

り、システム接続をよりシンプルに、標準

をスムーズに行うことです。
カルテに各部門システムが１対１対応で接
続されていました。しかし、それではシス
テムが増えるたびに電子カルテとの間のイ

化されたものとしました。
なお、部門システムも高度化が進み、他
のシステムからさまざまなデータを取り込

（http://www.centeractive.com/content/
enterprise-service-bus より引用）

下川氏は、メッセージウェアハウスの有

用性について、つぎのように

話す。

ステムのさまざまなメッセー

ジ が 送 受 信 さ れ て い ま す が、

このメッセージ間のデータ通

信トラブルの状況が、メッセー

ジウェアハウスの管理画面に

全 て 表 示 さ れ ま す。 つ ま り、

システム間のデータ連携の問

題について、どちら側のシス

テムに問題があるのか、もし

くはネットワークの問題なの

か、原因を簡単に特定するこ

とができます。

また、データ連携に関する

通信の中身も分かるので、そ

の内容を病院のシステム担当

者が容易にチェックできます。

当院では、先にも述べた通り

部門システムは個別調達を実
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「病院情報システムには、各シ

図３：メッセージウェアハウスの概念図。メッセージウェアハウスは、電子カルテシステムと各
部門システムの全ての接続を仲介、全ての送受信メッセージを一元的に管理して、効率的でシン
プルなシステム接続を実現。また、
各部門システムに散在するデータを集約した共通のデータベー
スを構築し、高度なデータの二次利用が可能となる

まないと、そのパフォーマンスを最大限に
引き出すことができなくなっています。ま

図２：エンタープライズ・サー
ビス・バス（ESB）の概念図。
ESB とは、SOA をベースと
して、全体のアプリケーショ
ンを統合するための技術、あ
るいはそのためのミドルウェ
アのことで、異なる基盤・シ
ステム間でのデータのやりと
りをするためにデータ形式の
変換を行ったり、データの振
り分けなどが可能となる

ンターフェイスが増えていき、接続に関す
る手間とコストは膨大なものとなってしま

図１：久留米大学病院の病院情
報システム構成図。同院では、
インターシステムズの高性能
データプラットフォーム製品
「InterSystems Caché」を基盤
技術に使用した電子カルテシス
テム「IZANAMI」を採用、高
速レスポンスによるシステム運
用を実現しているほか、
Android
対応の診療業務用携帯端末シス
テムも採用した先進的な病院情
報システムを構築している

メッセージウェアハウスによるシステム連携管理

メッセージウェアハウスによるシステム連携管理。システム間を送受信される、
いわゆる「電文」を「メッセージ」として可視化し、蓄積することができる（写
真左上）
。プロダクションモニタによる院内連携状況を可視化すること
（写真左）
で、
システムのエラー状況をリアルタイムに把握することができ（写真右上）
、システ
ム障害発生時にはその原因の特定やシステム修正を迅速に行うことができる

施したので、システム間連携に対しては、
病院側がある程度責任を持つ必要がありま
す。このシステム間連携の管理について、
メッセージウェアハウスの構築はたいへん
有意義であったと実感しています」

す。今回、連携費用だけで数千万円かかる

医療連携システムを接続すれば良いので

はその２つのシステムに対してのみ、地域
例えば、当院では２０１５年２月に地域

ウスの２システムと接続するだけで、全て

データウェアハウスとメッセージウェアハ

接続しなければならないところを、今回は

ＣＳというように複数のシステムと新たに

フェイスが事前に決まっていますからシス

てデータ移行に備えておいたり、インター

れば、部門システム内のデータを取り出し

いく際にも、メッセージウェアハウスがあ

「部門システムのリプレースを順次進めて

テムのベンダへの説明に苦労を要したと下

は、病院内部への説明よりも、各部門シス
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新規のシステム接続、
そしてリプレース時の
コスト抑制に貢献
メッセージウェアハウスは、システムを
追加する際のコスト抑制にも大きな成果を
挙げていると下川氏は話す。
「コストパフォーマンスという点に関して
は、当然メッセージウェアハウスという新
システムを構築した分だけ費用がかかりま
すが、システムを追加するようなケースで

医療連携のための久留米診療情報ネット

の診療データを地域医療連携システムに送

とも可能となり、新規システム導入が円滑

スには電子カルテ情報を中心とした診療

メッセージウェアハウス構築に当たって

に行えるようになるはずです」

データが保存されています。ですから、要

されています。そして、データウェアハウ

ポートやオーダに関するデータが全て集約

メッセージウェアハウスには、検査レ

テム連携に関するテスト等も事前に行うこ

おけるコスト抑制も見据えている。

システム接続に関して下川氏は、将来に

した」

ところが 分の１近いコストで実現できま
ことになりました。その際、通常であれば、

同システムと病院情報システムを接続する

ワーク『アザレアネット』に参画するため、

は、大きなメリットが期待できます。

久留米大学病院のサーバ室。同院では、電子カルテやメッセージウェア
ハウス等の中核システム用サーバを高性能サーバで構成しつつ、部門シ
ステムではサーバの集約化を進め、サーバの物理構成の簡素化・共通化
を実現している

ることができるようになりました。

診療情報なら電子カルテ、画像情報はＰＡ
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図４：久留米大学病院のメッ
セージウェアハウス構成図。同
院では、電子カルテをはじめ、
31 システムと接続。連携する電
文種類は約 160 種、
処理メッセー
ジ 数 は 1 時 間 あ た り 4 万 3290
にのぼる。なお、医用画像や動
画については、DICOM 連携は
技術的に可能だが、今回はシス
テムのパフォーマンスを考慮し
て、実装を見送ったという

図５：地域医療連携システムと
の接続図。久留米診療情報ネッ
トワーク『アザレアネット』と
は、データウェアハウスとメッ
セージウェアハウスの 2 システ
ムのみの接続で地域医療連携
ネットワークの構築を達成。シ
ステム接続費用の大幅なコスト
低減を実現している

図６：久留米大学病院の臨
床判断支援システム
(Clinical Decision Support
Systems,CDSS）の構想図。
同院では、メッセージウェ
アハウスとデータウェアハ
ウスに蓄積されたデータを
活用し、医療の質の向上に
つなげたいとしている

アハウス構築への理解は得られましたが、

リットを説明することで、メッセージウェ

「病院上層部へは、今まで述べたようなメ

川氏はシステム構築時を振り返る。

メッセージウェアハウスが注目され始めま

まり、そのためのソリューションとして

を見直さなければいけないという機運が高

ＯＡなど、システムのアーキテクチャ全体

「最近になってようやく、ＥＳＢ基盤やＳ

に話す。

ハウスを活用することで、非常に多様で多

各部門システム・ベンダの抵抗は大きかっ

くの診療データを蓄積することができるよ

たですね。要は、海のものとも山のものと

『前例がない』
『大丈夫なのか』といった声

うになります。当院では、これらのデータ

メッセージウェアハウスとデータウェア

が多く挙がりました。当方としては、今ま

した。

でと同じように電子カルテに送信するデー

を集積、活用して臨床判断支援システム

これまで述べたメッセージウェアハウス

も分からない“メッセージウェアハウス”

タの送り先が違うだけということを強調し

なるものを導入するということに対して

て、納得してもらいました」

（ Clinical Decision Support Systems
：ＣＤ
ＳＳ）の構築準備を進めています。

のシステム上のメリットを、医療情報の活

のメッセージウェアハウスという情報連携

用分野においてもアピールすることで、こ

基盤の考えが他の医療機関にも広まってほ

メッセージウェアハウスを
臨床支援に応用して
その有用性を発信したい

下川氏は、メッセージウェアハウスの活
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用も含めた、久留米大学病院での病院情報

院 長：坂本 照夫
住 所：福岡県久留米市旭町 67 番地
病床数：1025 床（一般 972、精神 53）
平均外来患者数：1831 名／日（平成 25 年度）
平均在院患者数：861 名（平成 25 年度）
職員数：医師 541 名、看護師 1097 名、
その他職員 532 名（2015 年 3 月 1 日現在）

しいですね」

久留米大学病院は、1928（昭和 3）年に福
岡県久留米市に設立された九州醫學専門学校
をその前身としており、2008（平成 20）年
には創立 80 周年を迎えた。その記念事業と
して完成した新病棟には、国内初となる格納
庫付きヘリポートが設置された。ドクターヘ
リを有する高度救命救急センター、新生児
ICU を含む福岡県総合周産期母子医療セン
ターなどを有し、医師・看護師・薬剤師・事
務職員など計約 2000 名の職員により高度な
医療の集約化を図っている。西日本有数の病
床数 1098 床を誇り、福岡県南部地域の中核
医療機関として、安全な医療体制の充実や、
安定した病院運営とその効率化を基軸に、そ
の存在感を外に示している。

システムの今後の展開についてつぎのよう

久留米大学病院

