大幅に機能を向上させ、2018年に更新を果たした新しい病院情報システムも、確実にそのひとつであるといえよう。

近年では高度放射線棟、手術センター棟など、積極的なインフラ整備に取り組み、そのポテンシャルを上げているが、

同システムは、DWHによる診療データの活用範囲拡大、地域医療連携促進など、まさにHISの最前衛の機能を持つ。
加藤院長らシステム更新時のキーパーソンの方々に、更新経緯と目指したシステム像、そして有用性について聞いた。

豊橋市民病院は、1888（明治 21）年に豊橋慈善
病院として創設され，1951（昭和 26）年に現在の
病院名に改称、1996 年 5 月に現在の地に移転。
地上 9 階建ての病院には、1 日 700 名を超える入
院患者と1900 名以上の外来患者が来院。来院
患者の 7 割以上が豊橋市民だが、周辺の豊川市
や田原市、また県外からも患者が来院するという。

豊橋市民病院
院長
氏に聞く

――まず、豊橋市民病院の現況からお聞

年が経過しましたが、２０１６年

当院は、１９９６年にこの地に移転して

かせください。
から
には念願であった高度放射線棟が完成し、

も膨大なものとなっています。急性期や高

や分析結果を提供してくれています。
年 ４ 月 に は、同 課 と 事 務 局、

医療ＩＴは、現代の医療において無くては

らの診療情報の収集・管理を容易にする

情報だけでなく、東三河医療圏全体の情

室を開設しました。同室には、病院内の

医事課の精鋭スタッフを集めて経営企画

な お、

ならないものとなっているのは自明です。

度な医療を推進する医療機関では、これ

ニング、救命措置等に活用しています。今

層、当院の病院経営戦略に貢献する取り

ている患者の動向を把握するなど、より一

報を収集、分析してもらい、例えば東三

当院の病院情報システムは、従前より

河医療圏から他の医療圏の病院に流出し

情報へのアクセスや収集が容易であるだけ

組みを担ってほしいと期待しているところ

電子カルテシステムに更新しました。

活用してもらうことで、地域全体の医療

でなく、それらのデータを分析して、臨床

――今後の展望をお聞かせください。

です。

それ故、今般、当院の要望に応えられる

水準の向上に貢献したいと考えています。

することを目指してきました。しかし、医

や研究、病院経営に役立てるように活用

後、このスキルスラボは、当院のスタッフ

２０１８年に、豊橋市民病院地域医療

療従事者が、診療の傍ら、先進的なＩＴ

のみならず地域の医療職の方々に開放し、

連携ネットワークシステム（ Aotake-net
）
を構築したこともトピックの１つに挙げら

技 術 を 駆 使 して膨 大 な 診 療 情 報 を 収 集、
を得ません。そのために、
医療ＩＴを管理、

分析することはハードルが高いと言わざる

なわち救急医療、高度医療、周産期医療、

す。当院は、これまで培ってきた実力、す

役割は、高度急性期および急性期機能で

東三河医療圏において当院の担うべき

先の医療機関と共有できる体制を整備し

れます。患者の診療情報を紹介元・紹介

紹介率は ％弱、逆紹介率も ％を上回っ

て、
地域医療の強化に努めています。現在、

か ％台にしたいと考えています。

ていますが、さらに努力を重ねて、なんと

当院ではＩＴ化黎明期より医療情報課を

運用を円滑に実施するための部署として、

いと思います。

ことで、今後もその役割を果たしていきた

がん医療、災害医療を継続し発展させる

――２０１９年春には手術センター棟を
開設されました。
当院では、総合周産期センターにおけ
を１室空けておく必要もあり、手術室不

る緊急手術に対応するため、常時手術室
足の状況が続いていました。そこで、
ロボッ
ト手術専用室、内視鏡下手術専用室、ハ
室か ら

室として、年々増加傾向か

イブリッド手術室の３室を増設し、従来
の

うにしました。特に、内視鏡下手術室と

つ複雑で高度化した手術に対応できるよ

数も順調に増加しています。

ロボット手術室の稼働率は高く、手術件
――２０１８年に電子カルテを更新する
とともに組織を改編したと伺っています。
医療は、その進化に伴って高度化、複

在では、医療情報課は極めて重要な情報

設置して、その任に当ててきました。現

75

病院機能が一層向上したことが直近の大
きなトピックと言えましょう。
同棟にある放射線治療部門では、放射
線治療装置を強度変調放射線治療（ＩＭ
ＲＴ）が可能な新型装置２台を設置した
他、検査部門にはＰＥＴ Ｃ
- Ｔとガンマカ
メラを導入しています。より少ない負担と
高い治療効果でがん治療にあたることが
できるだけでなく、がんの検査精度を向
上させました。当院のがん診療がさらにレ
ベルアップし、地域医療への貢献度がより
また、
同棟２階には、
院内の要望が強かっ

80

15

一層高まったと考えています。
た、研 修や人財 育 成のためのシミュレー
ション研修センター（スキルスラボ）を併
設しました。大学病院以外での一般病院に
おける同様の施設の設置はほとんどなく、
全国に先駆けた施設と言えます。高機能
なシミュレーターにより、実際の手術室等

80

12

加藤岳人

高度放射線棟、手術センター棟完成で病院機能が向上
新たに経営企画室を設けて、病院経営の改革を進める

使い易く、役に立ち、
そして安全に─
高機能HISとシステム関連部署の連携が
病院が求める困難なニーズに応える

と 同 等 の 環 境 を 再 現 す ることで、現 在、
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東三河医療圏で唯一の救命救急センターや地域周産期母子医療センターを有することで広く知られる豊橋市民病院。
雑化してきており、診療に必要な情報量

1980 年名古屋大学医学部卒。癌研究会附属病院（現：公益財団法人
がん研究会有明病院）
、名古屋大学医学部第一外科を経て 1989 年より
豊橋市民病院勤務。1995 年同院一般外科第二部長、2002 年同院一
般外科第一部長、2009 年同院副院長。2016 年より現職。

愛知県

看護師の点滴の挿入や、医師の縫合トレー

加藤岳人（かとう・たけひと）氏

O7 豊橋市民病院
20

19

2 O1 9

「 HAPPY ACTIS
」は、
同社の大・中規模病院
ムで、データベースエン

向け電子カルテシステ
新を見据え、事前に医療ＩＴに
ジンには多数の医療機

を採用しており、長年

管理士を多数採用し、彼らが中
心メンバーとなって更新事業を
の使用でも不 変のレス

通じた医療情報技師や診療情報

進めました。私自身は彼らのフォ

関で実績のある「
Caché
（インターシステムズ）
」

ローに徹しました。また、更新

ディカルシステムズ製

引 き 続 き キヤノンメ
の電子カルテを採用し

ポ ン ス 性 を 発 揮 す る。

直し、電子カルテの問題点等の

の際にはＩＴ専門のコンサルタ

指摘、システムに求める要件のとりまと
氏はつぎのように話す。

た経 緯について、原 瀬

ントを招聘し、業務手順書の見

なく更新業務を実施できました。

め等をサポートしてもらったことで滞り

システムのベンダに 公

「実績のある電子カルテ
募してもらったところ、

医療情報技師や診療情報管理士がシステ
のようなデータが蓄積されているかを知る
様書に対して手を挙げ

院内でとりまとめた仕

ム構築に携わることで、どのシステムにど

易に探しだせるなど、この経験は非常に大

ことができ、稼働後のデータ活用時には容

』を製品化しており、医科電子カルテ
ERD
システムとの高い親和性と、当院の歯科医

ノンメディカルシステ

てくれたベンダがキヤ

したいことが、パッケージレベルで可能な

ムズだけでした。私たちがシステムで実現

スタッフへのアンケート調査では、システ

きかったと思います。

容を精査して２００～３００件に絞り込ん

ムに対する要望が約６０００件もあり、内

こともあり、採用に至りました」
（原瀬氏）

導入を実施。同じキヤノンメディカルシス
テムズ製の「 HAPPY ACTIS-ERD
」を採用
し、医科電子カルテシステムとデータ連携

ポータルサイトによるＳＳＯ対応を実現

第２期システムの診療支援機能①

しているが、以下に主要な機能を紹介する。

」の標準機能を生かし、同院の要望
ACTIS
を取り入れた多彩な診療支援機能を搭載

なお、第２期システムでは、
「 HAPPY

が出身大学病院で同システムに慣れていた

システムは『 HAPPY ACTIS
』だけだった
と言えます」

」
HAPPY ACTIS

で、どこまで改良可能かをベンダと話し合
いながら、第１期では実現できなかった機
また、同院では、前回のシステム更新で

電子カルテシステム「

第２期病院総合情報システムは２０１８
者管理を実現している。

することにより、医科歯科を連携させた患

第２期システムでは、端末起動時に電子

ができる上に、指示簿画面から１クリック

タッフは、指示内容を簡単に確認すること

一覧表示され、看護師ら指示を受けるス

指示に関する各種オーダは指示簿画面で

書くような形に改めた。

ていた指示を、旧来の指示簿（指示書）を

オーダごとに“必要時指示”として登録し

を解決するために「 HAPPY ACTIS
」に実
装された指示簿機能を活用。これまで各種

た。そこで、第２期システムではこの問題

ラで不便という意見が数多く寄せられてい

師からの指示に関するオーダ画面がバラバ

従前のシステムでは、検査や注射等、医

指示簿機能等、病棟での支援機能が充実

第２期システムの診療支援機能②

を挙げています」と原瀬氏は話す。

年で平均在院日数が約１日短縮という成果

なり、実際に第２期システム稼働後、約１

けからスタッフ間でも切磋琢磨するように

が重要と考えています。このような意識づ

タッフ１人ひとりに経営を意識されること

た情報を確認できます。我々は、病院のス

スタッフなら誰でも全病棟の稼働率といっ

れており、電子カルテを見ることができる

示で病院の経営状況が分かるタグがつけら

「ポータルサイトには、加藤院長先生の指

ションツールとして利用できる。

も実装することによって、
院内コミュニケー

文書管理、患者に紐づかないメール機能等

き、掲示板機能、マニュアル等を保存する

ザ職種ごとに表示するメニューを変更で

タルシステムを採用。また、端末及びユー

起動可能なシングルサインオンによるポー

用電子カルテシステム『 HAPPY ACTIS- カルテをはじめ、各部門システムも同時に

「幸いキヤノンメディカルシステムズが歯科

年１月から稼働を開始した。基幹系システ
システムと同じキヤノンメディカルシステ

ムの中核となる電子カルテシステムは、前

多彩な機能を装備、高レスポンスを維持

導入を見送った歯科電子カルテシステムの

能性の高いシステム更新ができた次第です」

豊橋市民病院 第 2 期病院総合情報システムシステム構成図。電子カルテ、医事会計システム等の基幹系システム
と、30 に上る部門系システム、バックアップや DWH などのデータ分析を行う情報系システムに分かれている。

で実施入力等ができる点が、スタッフから

2019年7月号 （ 10 ）
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医

病院のニーズに応えた第２期病院総合情報システムを構築
次世代を見据え、医療ＩＴ部門を整備して病院経営に貢献

氏に聞く

豊橋市民病院 事務局
医療情報課課長補佐
兼 経営企画室室長補佐

原瀬正敏
豊橋市民病院は、２０１０年より電子カ
させてきたが、システムの機能向上の要請

ルテを中心とした病院情報システムを稼働
等もあり、２０１８年に第２期病院総合情
報システム（以下、第２期システム）への
同院では、第１期システム構築の際と同

更新を果たした。
様に、まず「次期システム導入の基本姿勢」
として、地域医療機関との連携強化、デー
援を行えること、経営管理を行えることな

タが効率よく２次利用できること、診療支
どの７箇条を打ち出し、さらに前回と同じ
くカスタマイズは原則行わず、
システムパッ
ケージの導入によって新システムの構築を
狙いと経緯について、医療情報課の原瀬正

果たすこととした。第２期システム構築の
敏氏はつぎのように話す。

豊橋市民病院システム一覧
【DPC 情報の表示機能】
「経過表」や「入院患者一覧」で DPC 入院期間を表示。
DPC 入院期間が確認できることで、入院期間に対する
意識向上が図れ、効率のよい診療計画につながり、病
院経営の貢献が見込まれる。

新
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1995 年名古屋大医療技術短大部診療放
射線技術科卒。1996 年から 2006 年まで豊
橋市民病院放射線技術室、2007 年より同
院医療情報課、現在に至る。

ムズ製の「 HAPPY ACTIS
」に更新された。

【指示書オーダ機能】
従来、各種オーダごとに「必要時指示」として登録していた
指示を、
旧来の指示簿（指示書）を書くような機能を実装（図
左）
。登録した指示書オーダは、指示簿画面にて確認でき、
同画面から実施入力、カルテ歴参照が可能である（図右）
。

原瀬正敏（はらせ・まさとし）氏
「今回の更新では、さらに次のシステム更

第２期 病 院 総 合 情 報システムの 新 機 能

ベンダや医療情報課と密に協力して要望に沿ったシステムを構築
指示書オーダ機能の実装など看護業務支援の効率化を実現する
豊橋市民病院
看護局 局長
ませ・ありな

間瀬有奈氏に聞く

ITコンサルティングによるスケジュール管理でスムーズな更新を実現
臨床・研究・経営へのデータの２次利用も積極的に推進していく

新システムの高く評価できる機

業務の効率化だけでなく、患者

能としては、看護必要度を表示す

管理の観点からも大変助かってい

るシステムが改良され、また、指

ますね。

示書オーダ機能を実装したことで

豊橋市民病院
副院長
すぎうら・いさむ

杉浦 勇氏に聞く

インターフェースも、ウィンドウ

れます。また、１つの診療科で共

ルテ時代と比べて格段に増えてい

有している患者さんの診療情報に

ると自負しています。

他の診療科も含め複数の医師の

―診療データの 2 次活用を積極

入力が反映されるようシステムを改

的に進めていると伺っています。

800人以上の看護師を統括する

すね。これまで各種オーダごとに

や画面構成が見易くなっているの

病院情報システム更新の責任者として

良しましたが、その臨床的効果は

看護局 局長の間瀬 有奈氏に、

“必要時指示”として登録してい

もいいですね。さらに、何度もマ

当該チーム運営の要の

たいへん大きかったですね。

た指示を、旧来の指示簿のように

ウスをクリックせずとも必要な情

まとめて入力・表示する形になっ

報や画面を素早く展開することが

たことによって、医師から看護師

でき、端末操作によるタイムラグ

への指示と指示変更が分かり易

も減っています。

看護局の概要と新病院情報システムの
持つ新機能の有用性と
その評価について聞いた。

―看護局の概要からお聞かせく

―2018 年に更新した新しい病

くなり、指示漏れが激減しました。

ださい。

院情報システムについてお聞かせ

また、測定機器をかざすことに

看護局には、現在 879 名の看

ください。

役割を果たした副院長の杉浦 勇氏に、
病院情報システム更新の経緯と
その評価について聞いた。

前回のシステム更新時からDWH
を導入して、
診療実績や研究用デー

また、外来など、限られた時間

タの抽出・分析を行っています。私

で診療を実施するための操作性

個人の考えでは、病院の診療録は、

も、格段に向上していることは高く

病院の固有財産・知的財産であっ

評価できます。ベンダ側には、病

て、医師の私物ではありません。

―看護局の今後について、お

―２０１８年の病院情報システム

第三者的な立場からスケジュール

院と一緒に機能を向上させようとい

当院では、DWH や DB ソフトを

聞かせください。

更新の経緯をお聞かせください。

や工程の管理を実施してくれた点

う意識が感じられましたね。

HIS 端末に装備して、データを外

より、体温計、血圧計、パルスオ

地域住民の信頼を得るために

今回の更新では、地域連携の

です。特に、更新業務が遅れてい

運用についてですが、診療録管

部に出力しなくても 2 次利用が可

護師が勤務しています。看護局の

システム更新に際しては、その

キシメータ等のバイタルデータを

は、治療がいくら良くても看護が

強化や、目的に応じたカルテ情報

る際の督促など、嫌われ役を引き

理室を立ち上げ、カルテ記載の有

特長としては、看護業務のレベル

中心的役割を果たした医療情報

看護実施画面へ自動入力できる

ダメでは患者さんからの信頼は失

の共有化、データの 2 次利用など、

受けてもらったことで、時間の無駄

無や内容のチェックを行い、問題

DWH の運用に関しては、医療

の高さはもちろんですが、産休・

課にも看護師を送りましたが、看

ようになり、業務の簡便化だけで

われ、来院されなくなってしまいま

地域医療や病院経営への貢献、

なく効率的かつスムーズなシステム

ある記録は直ちに修正するなどし

IT に精通した医療情報課の存在
は有り難いですね。当院では、医

能な IT 環境を構築しました。

育休・介護休暇等が取得しやす

護局でも委員会を立ち上げ、新シ

なく、転記ミスを防ぐと言う医療

す。病院情報システムの更新によ

医療の質のさらなる向上を目的にし

更新を実現できたと感じています。

て、精度の高い診療データを残す

い環境を整備するなど、福利厚

ステムに対する要望を伝えるだけ

安全面でも大きく寄与しています。

り、看護師が本来の業務に専念

てシステム構築を行いました。その

―新しい病院情報システムの評

よう心掛けています。私自身も診

療 IT で得られた情報を積極的に

生が充実しており、離職率が低い

でなく、ベンダや医療情報課の

さらに、病棟での日誌について

できる環境が 整備されましたの

際、病院スタッフと IT ベンダの他

価ならびに運用上の工夫等につい

療情報管理士の資格を取得し、カ

活用すべく、IT に関する人材の充

てお聞かせください。

ルテ記載のルールを勉強しました。

実化に努めています。今後は経営

点が挙げられます。そのためか、

提案について積極的に話し合った

も、入退院時やオペに関する情

で、今後は看護師一人ひとりのス

に、IT 専門コンサルタントにも参

スタッフのモチベーションも高く、

こともあって、さしたる苦労もなく、

報等、各部門システムからの情報

キルアップ、
部署全体のレベルアッ

加してもらっていることは、特徴的

今回の電子カルテでは、各部門

高度な医療を実践するには、診療

企画室での各種データの運用もス

当看護局の誇らしい点であると自

私たちも納得できるシステムを構

が自動的に転記されることから、

プに向けた看護業務の質的向上

と言えるでしょう。IT 専門職による

システムで入力された情報でも、電

情報の精度を高める必要がありま

タートするので、その成果に期待し

負しています。

築できたと感じています。

入力の手間が大幅に省力化し、

を図っていきたいですね。

コンサルティングの優れた点は、

子カルテに情報が自動的に転記さ

す。電子カルテ上の記録は、紙カ

ています。

高く評価されている。

「指示に関するシステムの改良は懸案事項

でしたが、
『 HAPPY ACTIS
』には指示簿
機能が実装されていることから、その機能

を活用しようということになりました。ス

タッフからの評価も高く、診療支援に大き

く貢献していると感じています」

ト等、各部門システムの文書コンテンツも

新

その他、病棟のスタッフから評価が高い

含めて、ＳＳ Ｍ
- ＩＸ２に対応したバック
アップ保存を行っています。

機能に、バイタル測定器からのデータ取り

自動で測定結果を電子カルテ上の看護実施

電子血圧計、パルスオキシメーターから、

なお、部門システムの多くは直接ＳＳ

情報、リハビリ情報、透析情報、検査レポー

画面に転記できるので、業務効率が上がる

ＭＩＸ２に対応できませんので、文書管理

だけでなく、手術記録やＮＩＣＵ／ＩＣＵ

だけでなく、医療安全にも貢献していると

システムを活用して同システムにより一旦

込み機能が挙げられると原瀬氏は話す。

看護師たちからの評価が高いですね。現在、

「カードリーダーによって、電子 体 温 計、

血糖測定器からのデータ転送機能も開発中

ＰＤＦ化した文書系コンテンツを電子カル

テシステムでＳＳ Ｍ
- ＩＸ２変 換 し、Ｓ

で、まもなく完成する見込みです」

標準化への取り組み

地域連携やＢＣＰに標準データを活用

等のコスト負担を抑えながら、各部門シス

Ｓ Ｍ
- ＩＸ２サーバの拡張ストレージに保
存しています。この方法を採れば、接続料

内に保存することが可能です。

テム上の診療データを電子カルテシステム

第１期システムの頃から標準化に積極的

だった豊橋市民病院では、第２期システム

当院では、キヤノンメディカルシステム

ズ製の地域連携システム『 HAPPY netty
』
を採用し、独自の地域連携ネットワーク

においてより広範囲に標準化への対応を実

現したと原瀬氏は語る。

「標準化は、ベンダにも積極的に協力して

もらいました。まず、画像情報に関しては、

『 Aotake-net
』を東三河医療圏で展開して
いますが、連携医療機関では当院に紹介し

ＤＩＣＯＭ以外の眼底カメラや膀胱鏡の画

像を汎用ファイリングシステムでＤＩＣＯ

可能です。従来は困難だった、ＮＩＣＵの

情報等も参照できるので、緊急出産等で搬

た患者さんのさまざまな診療データを閲覧

送された患者さんの様子を開業医の産科の

像も含め、ＰＡＣＳサーバに集約して保存

しており、結果、ＰＡＣＳビューワ上で全

Ｍ変換し、内視鏡や超音波のＤＩＣＯＭ画

ての画像データを参照することが可能です。

先生が確認することなどもでき、地域の先

生方から喜ばれています」

Ｈの活用に積極的だった豊橋市民病院で

は、前述のとおり、２０１９年４月、新た

に経営企画室を設置している。原瀬氏も医

療情報課と新設の経営企画室を兼務するこ

とになった。

また、災害時やシステム障害の際のバッ

クアップについては、電子カルテシステム

多 彩な診 療 支 援 機 能を搭 載

パッケージ内で可能な機能開発を実施

これら以外にも、さまざまな診療支援機

能を豊橋市民病院では独自開発している。

ます。医療スタッフによる学会発表のため

くてはならないシステムとして機能してい

のデータ抽出や専門医認定のための登録用

「当院では、ＤＷＨが病院運営にとって無

内を送信する「携帯表示通知システム」が

動させ、診察順が近づいた際にメールで案

の症例抽出以外に、病棟稼働率や平均在院

外来では、患者の携帯電話やスマート

患者・家族から高い評価を得ているという。

など、あらゆる場面でＤＷＨが使われてい

日数など病院経営に重要となる指標の表示

フォンに、電子カルテの案内患者一覧を連

加えて、診療当日の患者の診療に関する進

最近は、学術的なデータだけでなく、よ

ます。

捗情報も案内表示一覧で表示されることか

きる。

多くなってきており、そのような経営的な

り経営的なデータを抽出、分析することも

ら、患者は安心して待合を離れることがで

また、救急部門では、外国人の患者に対

室であると理解しています。そして、シス

分析を多角的に行うための組織が経営企画

応するために、タブレット端末を活用した

多言語問診機能や診療の必要度を示すトリ

納・運用する部署が医療情報課であり、そ

テムを用いて整理された診療データを格

アージ機能などを実装し、電子カルテ画面

上で簡単に参照できるようにしている。

ＤＷＨの活用

であると言えましょう」
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の関係性は、病院の成長のために大変重要

所 在 地：愛知県豊橋市青竹町
字八間西 50
院
長：加藤岳人
病 床 数：800床（一般 780床、
結核10 床、感染症10 床）
診療科目：40診療科

経営企画室を設置、経営支援強化目指す

1996年に現在の地に移転した豊橋
市民病院は、東三河医療圏の基幹
病院として、救急医療、高度医療、
周産期医療、がん医療、災害医療を
担っている。現在、医師220名、看
護師約 880 名、薬剤師50名、臨床
検査技師56 名、放射線技師 44 名
など、総勢約1500 余名の職員が同
院に勤務しており、年間延べ約 26
万人の入院患者、同46万人の外来
患者が来院している。

２０１０年の第１期システム時からＤＷ

豊橋市民病院

外来で電子カルテを用いて診療を行う杉浦副
院長（写真右）
。自ら診療情報管理士の資格
を取得、電子カルテ内の診療データを精査して、
2 次利用しやすいデータ構成を実現している。

医

療
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