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◉ 総特集

更新を機に行うHISの全面強化策
日進月歩のITにおいて病院情報システムも同様だ。その最新かつ有用なシステムに更新して、結果 を出している施設の声を聞いてみることにした
◉ 特集

スマートフォンで行う院内連携

越谷市立病院は２０１４年に病院情報システムを更新することで、一層の職種間連携等を推し進め、
さらなる医療の質の向上と地域医療への貢献に役立てている（詳しくはグラビア頁）
。
正面玄関の前で、丸木 親院長㊥と佐々木 淳副院長兼消化器科部長㊧、野本由美子看護部長

［特別企画］

最新ナビゲーションシステム総点検
［データ］

病院情報システム
（HIS）
導入施設名簿［Part 1］
MRI設置施設名簿［Part 2］

氏に聞く
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越谷市立病院
院長

丸木 親
︱︱越谷市立病院の診療の現況からお聞か

ですが︑当院の産婦人科には優秀な医師が

レス化や情報伝達の便利さなど︑圧倒的に

医療のＩＴ化が進んだことで︑フィルム

◉越谷市立病院

多数いることから︑周辺地域から多くの妊

医療効率が良くなったと思いますね︒
各システムも確実に進化を遂げていま

産婦さんや婦人科疾患の患者さんが訪れて
います︒

方で地域住民の高齢化も急速に進んでお

口が増加し続けている特異な地域です︒一

越谷市は少子化が騒がれる現在︑まだ人

︱︱先生の専門領域である脳神経外科の現

うなものを設立できたらと考えています︒

放射線治療も含めたがん治療センターのよ

て診療できる体制を構築しており︑将来は

緩和ケアや化学療法など︑診療科を横断し

のがん診療指定病院の指定も受けています︒

と感じています︒

つてのシステムより使いやすくなっている

データが見つけやすくなっているなど︑か

浅く作られていることから︑必要な診療

るならば︑堅牢なシステムで︑階層構造が

く導入した電子カルテシステムについて語

す︒例えば︑当院で２０１４年 月に新し

り︑さらに有料介護老人ホーム等の施設が

また︑がん診療にも力を入れており︑県

増えたことから︑都心部より越谷市に移っ

脳卒中の患者は多いですが︑私が当院に

経外科で画像転送によるテレメドの取り組

私自身のＩＴ化の取り組みとして︑脳神

況はいかがでしょうか︒

みを行っています︒これは︑近隣の医療機
もらい︑脳出血の有無等を当院の脳神経外

関からＣＴやＭＲＩ画像を当院に送信して

赴任してきた 年前と比べると︑大きく様
当時は︑中年の患者におけるくも膜下出

脳腫瘍に関する病理判断などについても活

科医が即時に判断するもので︑将来的には

変わりしましたね︒
血等の脳出血の患者が多かったのですが︑

えている方が多いのが特徴です︒

現在は高齢者の心房細動による脳塞栓が圧

現在︑外来患者数は１日約１０００人︑
ベッドの稼働率は７〜８割程度です︒ベッ

難な状況に陥っています︒

が︑耳鼻咽喉科は残念ながら外来業務が困

近常勤医を確保することに成功しました

医師の確保が挙げられます︒泌尿器科は最

し方ないところでしょう︒課題としては︑

ければならない点は︑公立病院としては致

方連携・後方連携を含めた地域連携を積極

す︒今後は︑診療科の連携のみならず︑前

の重要性が増していることを実感していま

の連携が不可欠になっており︑チーム医療

動による脳塞栓患者への治療は循環器科と

神経外科内で完結していましたが︑心房細

去や動脈瘤のクリッピング等︑ほとんど脳

用したいと考えています︒

倒的に多くなっています︒
その結果︑治療は︑ 年前は開頭血腫除

ドの稼働率は本来８割以上にしたいのです

おり︑高齢患者の場合︑多くの合併症を抱

増えたことから入院患者の様相も一変して

目立ちます︒かつてに比べ︑高齢の患者が

てきた高齢の患者が受療しているケースが

せください︒

越谷市立病院
埼玉県
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を活用して病院運営に役立てていければと

ていると聞いていますので︑ぜひシステム

このような診療データの検索機能が充実し

特に︑新しく導入した病院情報システムは︑

が役立つのではないかと期待しています︒

医療需要の変化を読み取るのに︑医療ＩＴ

や疾病構造は変化していますが︑こうした

先に述べた通り︑時代とともに患者動向

ことになるのではないでしょうか︒

間病院との合併など再編成も行われていく

の悪い病棟が閉鎖される可能性があり︑民

ます︒その結果︑多くの公立病院で稼働率

数ではなく稼働率で決定されるようになり

うな赤字を補てんする交付金は︑ベッドの

赤字は許容されてきましたが︑今後このよ

も維持する必要があるところから︑多少の

公立病院では︑利益の見込めない診療科

︱︱病院の今後の展望をお聞かせください︒

病院情報システム刷新に際しての要諦は、
スマホ活用と院内連携促進等の機能導入。
目指すは一層の地域医療の高質化と効率化
思っています︒
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が︑入院ニーズの少ない診療科も維持しな

︱︱特に力を入れている診療内容について

かせください︒

︱︱医療ＩＴに対するご評価についてお聞

的に進めていく必要があるでしょう︒

特に力を入れているのは周産期医療で

お聞かせください︒
す︒周辺地域は周産期医療が壊滅状態なの

丸木 親（まるき・ちかし）氏

25

越谷市立病院は、脳卒中ケアユニットの設立や県のがん診療指定病院の指定を受けるなど、
人口約１１０万人の埼玉県南東部の中核病院として地域医療に貢献している公立病院である。
同院は、２０１４年１１月に、ネットワークや医事会計システム、電子カルテシステムを含む病院情報システムを更新。
最先端のシステムを導入、連携させることで、地域住民に対してより質の高い医療の提供を目指す。
丸木 親院長、佐々木 淳副院長、野本由美子看護部長
（兼副院長）
、野口晃利事務部部長らに、
同院の診療の現況と、電子カルテを中心とした新しい病院情報システムの有用性について聞いた。
1979 年 3 月順天堂大学医学部卒。1991 年 5 月越
谷市立病院脳神経外科勤務、1995 年同院脳神経
外科部長。2010 年同院副院長、2015 年より現職
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時代に対応した医療を展開するべく︑
病院情報システムを更新して医療の質向上を図る
も検討しましたが︑データ移行等の更新に

﹁更新システムについては他社のシステム
関するリスクや︑これまでの︑東芝の当院
への病院情報システム構築・運用に関する
貢献を評価し︑同社のシステムを採用する
に至りました﹂

心的役割を果たした副院長の佐々木 淳氏︑
構築の中心的役割を担ってきた副院長兼消

員会委員長として同院の病院情報システム

テムを刷新することになった︒システム委
ペーパーレスを積極的に目指す考えはない

ペーパーレス化を推し進めているが︑完全

紙カルテを残した前回のシステムに対し

して指示データに紐付けし︑参照ができる

ンしたイメージを取り込み︑同意の確証と

療に対応した新システム

ジとしては︑①チーム医

台以上導入している︒中でも︑病棟には新

デスクトップ型ＰＣやノートＰＣを７００

も課題がないわけではありませんが︑それ
らは今後のマイナーチェンジでより使いや
すくなるのではないでしょうか︒
また︑東芝のシステムは導入以来︑シス
テムトラブルによるダウンは１度もなく︑
時間安定した稼働を実現していますし︑
ＳＥのサポート等もたいへん満足するレベ
ルであることを評価しています﹂

なったので︑より低価格で高性能を発揮し︑
院内ＰＨＳに置き換えれば院内電話も可能
な端末である︑ Android
対応のスマホ端末
を導入しました﹂
︵佐藤氏︶
スマホ端末には︑ＩＣカード︵ FeliCa
︶
による職員認証とバーコードリーダーによ
る患者認証︑体温や血圧等のバイタル情報
の入力では︑各種測定機器から FeliCa
を
利用してデータを取り込む機能が搭載さ
Ａを廃してノートＰＣを病棟端末として導

１つ目の﹁チーム医療

ネットワーク基盤も併せて更新することと

回の病院情報システム更新では︑院内の

十分活用することができませんでした︒今

さらに機能を搭載し︑積極的に活用してい

もあります︒今後︑病棟での活用が進めば︑

もあり︑まだ十分に調整が出来ていない点

れ︑現在運用が行われている︒

会計システムの導入︑の

への対応﹂について︑佐

医事会計システム ﹁ HAPPY RAPPORT
﹂

きたいと考えています﹂
︵佐藤氏︶

藤氏はつぎのように話す︒
﹁具体的なものとして︑ま
ず挙げられるのは︑感染
症と褥瘡に関するシステ

﹁２０２５年モデル﹂ に対応する
フレキシブルな機能を多数搭載

電子カルテ更新にあたり︑同院では医事
会計システムも同じ東芝メディカルシステ
ムズの最新型医事会計システム﹁ HAPPY
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新 し い 電 子 カ ル テ シ ス テ ム に つ い て︑
佐々木氏はつぎのように評価する︒
﹁インターフェイスについては︑アレルギー
や感染症の情報が入力しやすくなっていま
すし︑初診カルテやサマリーが見やすい上
にチェックできる点など︑優れている点が
多いですね︒スキャンして取り込んだ同意
書や紹介状も︑カルテ画面上のボタンをワ
ンクリックするだけで表示されますし︑看
護師からも指示書のオーダ画面が使いやす

事務部医事課医療情報担当主査の佐藤雅俊

いという評価の声を聞いています﹂

氏らに病院情報システム更新の経緯と新シ
と佐々木氏は話す︒
雑になることを考慮して︑あえて全てを

﹁ペーパーレス化によって却って業務が煩
ペーパーレス化していません︒問診票や紹

ステム更新の経緯を話す︒

化器科部長の佐々木 淳氏は︑病院情報シ

I n t e r v i e w

のですが︑サーバやＰＣ端末︑ネットワー

﹁前のシステムに不満があった訳ではない
ようにしています︒最初から完璧なシステ

同院が︑新病院情報システムとして採用

ムを導入したことです︒これらのシステム
は︑院内での運用のみならず︑逆紹介など
による他の医療機関への転院や診療所に患
者をお戻しする際の診療情報の伝達に非常
従来のシステムでは︑このような部門横

に有用です︒
断的なシステムになかなか対応できません

にできるようになった点は良かったと感じ

の構築︑②スマートフォ

しく Android
対応のスマートフォン端末を
約１００台導入して診療に役立てている︒

ムはあり得ません︒もちろん新システムで

介状などのほか︑同意書についても︑スキャ

患者案内表示システム。プラ
イバシーに配慮して個人名で
はなく、診察番号等で表示。
診察までの待合時間における
患者の心理負担軽減に大きく
貢献している

クや医事会計システムなど︑システムに関
要があり︑それらに対応するＩＴ環境の構

係するハードとソフトの多くを更新する必
築を考慮して︑この際電子カルテも更新し

氏に聞く

越谷市立病院は︑２００２年より病院情

佐々木 淳
報システムの構築に取り組んできた︒ 年

したのは︑東芝メディカルシステムズの電

ようと決断したのでした﹂

からは電子カルテ
﹁
︵旧・
HAPPY-ACCEL-ER
東芝住電医療情報システムズ︶
﹂を中心と

﹁ HAPPY ACTIS
﹂
︒同システムの採用理由
について︑佐々木氏はつぎのように話す︒

子カルテ／オーダエントリシステム

する病院情報システムが稼働を開始︒ 年
のバージョンアップを経て︑約 年間順調
な稼働を続けてきた︒しかし︑クライアン
ト端末のＯＳ更新やサーバの保守契約の問

病院情報システム ﹁ HAPPY ACTIS
﹂

最新各種部門システムに対応し︑
時代に即した医療の提供に貢献
新システム導入に際し︑院内ネットワー
クも同時に更新することとなり︑新システ
があったと事務部医事課

ム導入に当たっては︑いくつかのポイント

ています﹂

でしたが︑
﹃ HAPPY ACTIS
﹄導入により︑
最新型の各種部門システムとの接続が容易

雅俊氏は話す︒

スマートフォンの活用

病棟における患者認証や
数値入力に威力を発揮

ンを病棟端末として活用

﹁当院では 年にＰＤＡを︑ 年にはＰＤ

同院では︑病院情報システム端末として︑

すること︑③最新の医事

その︑新しいチャレン

う方針がありました︒

レンジをしていこうとい

ズに対応した新しいチャ

るからには︑時代のニー

﹁新しいシステムを構築す

医療情報担当主査の佐藤

「東芝のシステムはシステムを停める
ことなく安定的な稼働をしているの
で、救急医療を行う当院としてはた
いへん助かる」と話す佐藤雅俊氏
「医事会計システム更新ではトラブル
もありましたが、現在は順調に機能
し、医事業務の効率化に貢献してい
ます」と話す間中辰徳氏

越谷市立病院
副院長／消化器科部長

ステムの有用性について聞いた︒

題等から︑２０１４年 月に病院情報シス

佐々木 淳（ささき・じゅん）氏

入しましたが︑それぞれ長所短所があり︑ ﹁スマホ端末は︑音声通話の品質上の課題

09

電 子 カ ル テ 端 末 を 操 作 す る 佐 々 木 氏。
「HAPPY
ACTIS」画面上では、イベント情報・経過表情報・検
査結果情報・オーダ情報・カルテ記載情報・クリニカル
パス情報等を一覧することが可能である

２０１４年 月のシステム更新に際して中

1981年 3 月順天堂大学医学部卒。1989 年 3 月越谷市立病
院消化器科勤務、同年 8 月同院消化器科部長。2005 年よ
り副院長、現在に至る

３つを挙げました﹂
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04

08

新

（ 11 ） 新 医 療 2015年7月号

11

越谷市立病院 新病院
情報システム構成図。
「HAPPY ACTIS」導
入決定後、システム更
新まで４ヵ月半ほどの
スケジュールで更新作
業を完了したという

10

サーバ室。システムサーバは集約化さ
れ、2 本のサーバラックに収まる容量を
実現している

24

11

Interview

Interview

事務部 部長

越谷市立病院

のぐち

てるとし

のもと

野口 晃利氏に聞く

看護部長

り、システムを使いこなせていない面もあり

ゆみこ

ますが、病棟に約 100 台、スマートフォン

野本由美子氏に聞く

端末による患者認証等のシステムが導入され

導入の際、医療業務員や看護職員に対する

たことで、患者認証や点滴などの業務は便

DPC により医療内容を詳細に把握するこ

指導がたいへんでしたが、ベンダや事務職

利になりました。

ところです。

とができるようになりましたので、今後はこ

員スタッフによるシミュレーションを実施する

――スマートフォン端末に対する要望等はあ

――医療 IT に対するご評価をお聞かせくだ

のデータをどのように活用していくかが課題

など、わかりやすく説明していただいたため、

りますか。

さい。

と言えます。収入データの分析や、医療の

稼働当日から大きな混乱もなく運用ができま

大徳氏 今後は、褥瘡などの写真や動画を

を提供しているという意気込みで臨んでいる

標準化などに活用していきたいと考え、現在

――看護部の現況からお聞かせください。

した。

撮影して病院情報システムにアップロードで

ますが、もはや医療 IT 抜きでは病院は成り

検討を進めています。

野本由美子氏（以下、野本氏） 現在看護部

――病棟のシステムについてはいかがでしょ

きる機能や、外国人の患者さんに対するコ

2025 年問題への対応として、社会保障

立ちません。当院でも、電子カルテ導入当

――今後の病院の展望についてお聞かせく

には、常勤看護師が定数 370 名に対して

うか。

ミュニケーションツールとして翻訳機能を搭

関係経費を節減するという国の方針もあり、

初は入院のみで、外来では紙カルテ運用を

ださい。

373 名が在籍していますが、育休中の看護

大徳睦子氏（以下、大徳氏） まだシステム

載させてほしいですね。最終的には、スマー

2014 年の診療報酬改定は表向き 0.1％増と

続けていました。しかし、これでは医療の効

地域住民から求められる医療ニーズとして

師が 30 名、育児短時間制度を利用してい

更新から半年程度しか経っていないこともあ

トフォン端末が１つの完全な電子カルテ端末

はいうものの、消費税が 5％から 8% に増

率化や経済的メリットが十分に出せないとい

強いのは救急医療と地域医療連携です。救

る看護師が 20 名と、現場では常に人員が

として機能できるようになれば良いと考えて

えたこともあって実質マイナス改定となり、

う事で、システム委員会を先頭に、外来の

急医療については、埼玉県がタブレット端末

不足気味です。中でも夜勤に対応可能な看

います。

病院経営はたいへん厳しいものでした。こ

電子カルテ化を進め、今回のリプレースで

の導入などの取り組みを行っています。

護師が少ないため、その対処法として 2015

――新システム構築・稼働の際のベンダの対

れからも、2025 年に向けてさまざまな制度

外来の完全電子カルテ化を達成しました。

当院では、地域医療支援病院を目指して

年 4 月からは任期付短時間勤務制度を導入

応はいかがですか。

おり、医療連携室のスタッフを増員するなど、

しました。看護職員たちのワークライフバラ

野本氏 新しいシステムを導入する際は、慣

ルテ搬送等を行ってきた職員を他の業務に

積極的に対応しています。今後は地域の医

ンスを図りながら、勤務体制や雇用制度を

れていないことや 変化 に対する拒絶反応

配置転換したことで、院内スタッフへ目に見

療機関がより当院に紹介しやすい環境を作

整備していきたいと考えています。

から、批判や要望が多くなってしまいがちで

ど不採算部門については、市長をはじめ関

える形で電子カルテ導入のメリットが示せ、

るために、IT を活用した医療連携システム

――新しい病院情報システムに対する評価に

すが、10 年以上のお付き合いがあることも

係の方々からのご理解を頂いておりますが、

今後の IT 化への理解が進んだのではないで

の構築を進めていく予定です。地域の医療

ついてお聞かせください。

質の高い医療を提供していくためには健全な

しょうか。

機関からもネットワークを活用した地域連携

野本氏 外来において、患者案内表示シス

財政運営を継続していかなければなりませ

――医事会計システムも更新されましたが、

の要望が強いので、ぜひ進めていきたいで

テムを導入したことで、待ち時間に関するク

ん。当院では、民間病院と同じ土俵で医療

どのように活用されますか。

すね。

レームが減ったことは高く評価しています。

――病院経営の現況についてお聞かせくだ
さい。

改正が行われ、診療報酬に関してはより一
層厳しくなることが予想されます。
公立病院として、高度医療や救急医療な

後は、病院職員がより使いやすいシステムと

「Android 端末は便利なので、褥瘡など
を撮影して電子カルテにデータをアッ
プできる機能なども追加してほしい」
と話す大徳氏

なるよう、東芝と協力してシステムを再構築
していきたいと考えています。

には︑まだ紙カルテを残していた同院だが︑
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しかし︑医事会計担当スタッフの努力によ

その後︑段階的に外来での電子カルテ化を

り︑この半年でシステム上の問題点は大幅

に対応できる機能を搭載︑②病院経営に役

実施︒新システム稼働時には︑全ての診療

に改善され︑大きな問題点はなくなり︑医

立つデータ利活用支援機能を強化し︑医事

科の外来で電子カルテ化を達成した︒また︑

療

事会計に関するさまざまな業務が効率化さ

会計業務を強力に支援︑③レセプト電算編

外来の電子カルテ化に際しては︑同院で問

医

れ︑導入には満足していると間中氏は話す︒

集︑総括情報集計を会計時に随時作成する

題になっていた患者の待ち時間の問題解決

新

外来患者案内表示板

機能を搭載して集計の待ち時間をなくすな

の一策として︑その待ち時間が一目で分か
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「ベンダの対応はすばらしく、システ
ムが原因での大きなトラブルは 1 度
もなく、安定した稼働を続けていま
す」と話す谷田部氏

外来患者の待ち時間問題に対処し︑
患者からも高い評価を得る

ど︑業務の効率化を大きく推進するポテン

年の電子カルテのバージョンアップ時

シャルを有している︒医事会計システム更

る案内表示板を設置した︒

﹂を導入している︒
RAPPORT
同システムは︑①地域包括ケアシステム

新について︑事務部医事課医事担当主査の

設置理由について︑佐々木氏はつぎのよ

うに話す︒

がり︑待合室で自分の名前を大きな声で呼

﹁患者側からは︑個人情報保護の考えが広

間中辰徳氏はつぎのように話す︒

療の流れにそぐわないシステムとなってき

﹁旧医事会計システムが老朽化し︑現代医

ていたので︑病院情報システムの更新とと

病院側としては中待合室を廃止して運用の

ばれるのを嫌がるようになっていたこと︑

ミング的にも良い時期でした︒

リットがあるので番号表示による患者案内

もに医事会計システムを更新するのはタイ

当院が﹃ HAPPY RAPPORT
﹄のファー
ストユーザーになるということから若干の

案内表示板設置以降に患者の満足度を調

表示板を外来に設置することにしました﹂

効率化を図りたかったことから︑双方にメ

不安もありましたが︑他社ではオプション
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あり、東芝の対応は高く評価しています。今

となっているような未収金管理やレセプト

なくなったと答えるなど︑高い評価を得て

事務部医事課で医療情報を担当する谷田

いるという︒

査したところ︑ 人中７人が待ち時間が分
分 析 な ど の 諸 機 能 が︑ 東 芝 の﹃
HAPPY
かることから︑ずっと待合室で待つ必要が

﹄ではワンパッケージの中に網
RAPPORT
羅されている点を評価して︑導入を決断し

やはりファーストユーザーということ

部俊晴氏はつぎのように話す︒

また︑地域医療連携システムを構築し︑

病院情報システムと接続させて地域医療連

これまでは登録医からの電話やＦＡＸに

携を充実させたいですね︒

病棟では Android 端末を 100 台導入、
患者認証や数値入力等、医療安全に貢
献しており、同院ではさらに同端末で
の機能拡充を図る考え

ました﹂

で︑稼働当初はトラブルもあったという︒

更についてリハーサルを行ったところ︑大

﹁最初︑表示板設置によるワークフローの変

混乱が起きてしまったので︑改めてベンダ

のＳＥと医療情報担当スタッフでさまざま

に実施することにより︑多くの外来担当者

なシミュレーションを行い︑それを寸劇的

の理解を得られることができました︒その

甲斐あって︑システム稼働当日から大きな

混乱もなく案内表示板は機能しています﹂

病院情報システムの活用

診療データの利活用を進め︑
地域医療連携システムの構築を推進

よる紹介が中心でしたが︑これでは実際に

紹介患者が来院するまで︑その患者がどの

今後の病院情報システムの展望につい

て︑佐々木氏はつぎのように話す︒

当院では︑今年度中に紹介患者情報を取

ような疾病や生活背景を持っているのかが

り込める診療予約システムを︑来年度には

分かりません︒

す︒今後はまず︑診療データをより簡便に

ムとしてはだいぶ成熟してきたと思いま

収集できるようにしたいですね︒電子カル

登録医に診療データを開示できる地域連携

﹁稼働開始から半年経ちましたが︑システ

テシステム上のサマリーからデータを収集
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システムを構築したいと考えています﹂

院 長：丸木 親
住 所：埼玉県越谷市東越谷 10-47-1
病床数：一般病床 481 床
ＵＲＬ：http://www.mhp.koshigaya.
saitama.jp

できれば︑より簡単に︑有用性の高いデー

地域住民の求める医療を提供することを
目的に、1976 年 1 月に開設された越谷
市立病院。 医療需要の拡大と多様化に
対応するため、1998 年に現在の病院に
大きく姿を変えた。埼玉県の東部地域は人
口 10 万人あたりの医師数は全国最低レ
ベルだが、同院は越谷市を中心とした埼玉
県南東部の 6 市 1 町、約 110 万人の人
口をカバー。
2012 年には埼玉東部地区で初めての
脳卒中ケアユニットを設立した他、埼玉県
がん診療指定病院にも指定されている。ま
たこの地域での崩壊が著しい周産期医療
の担い手にもなっている。更に、同年に建
設した内視鏡センター
（写真手前の建物）
では消化器及び外科で 3 室が随時稼働、
がん診療に対する外来化学療法を実施す
るスペースを設けるなど、先進的な医療へ
の取り組みを充実させており、地域の中核
病院としての役割を十全に果たしている。

外来の電子カルテ化により、それまでカ

タを集めることができるでしょう︒

越谷市立病院

システム導入のための経済的負担はあり

