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データ移行 

• 電子カルテ 

• 部門システム 

• 共有ホルダー（Ｐｕｂｌｉｃデータ） 

 

 基本的に殆どのデータが移行される 

 



新しく導入するシステム 

• ステラ（診療データ統合管理システム） 

• 患者番号案内（内科、小児科） 

• 携帯電話呼出し（まもなくコール） 

• 医事会計番号案内 

• 重症病棟システム（ＩＣＵ、ＮＩＣＵ） 

• ＩＣＵモニター連携 

• 透析システム患者監視装置連携 

• 地域連携システム（院内管理） 

• Ｋ－ＭＩＸ＋（他院連携） 

 

 



ベンダーが変わるシステム 

• 生理・内視鏡システム（日本光電→イードクトル） 

  ※患者番号案内、ｉ－Ｐａｄを使った実施入力 

  

• 放射線システム（富士通→フジフイルム） 

• ＤＰＣシステム 

  コードファインダー（ニッセイ） → 富士通 

 

 



電子カルテの新機能及び補助機能 

• チーム医療対応 

• 代行入力承認機能 

• 予習機能 

• マルチカルテビュアー 

• ヒストリカルビュアー 

 

• 処方オーダ時病名チエック機能（マイテーキューブ） 

• 届出抗生剤管理機能 

 

 



機器・ＬＡＮ等について 

• 端末台数 

  現在（ ５３７ ） →  新（ ６６０台 ） 

• ディスプレイ 

  病棟・外来のデスクトップ（２面又は３面） 

• 無線ＬＡＮ 

  外来、ＯＰ室、生理・内視鏡検査室が追加 

• インターネット環境 

  カルテ無線ＡＰにＷｉＦｉ環境を構築 

   ※利用運用は決まっていない 
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■病院様にとって電子カルテシステムは、導入・稼働すれば終わりという事ではなく、稼働後もシステムを評価・改善しながら、常
に進化して行かなければならないシステムと認識しております。 

■将来に渡る医療情報システムのトータルコスト削減を実現するとともに、次世代を見据えた進化する仕組みを備えた電子カル
テシステム「ＨＯＰＥ／ＥＧＭＡＩＮ－ＧＸ」を中核にしたトータルソリューションをご提案致します。 

（１）実績に支えられた高機能・高品質パッケージのご提供 

（２）レベルアップによる成長型システム 

（３）レベルアップを支えるユーザフォーラム「利用の達人」 

■実績№１の構築経験に基づく充実した機能による貴院システム導入目的を実現 

■１回／年以上の機能レベルアップにより、システムの陳腐化を防ぎ、常に最新機能をご提供 

■システム運用改善や経営戦略に活用頂ける電子カルテユーザフォーラム「利用の達人」 

ご提案のポイント  

（４）安心のシステム構築実績と万全な構築・サポート体制 

■豊富な実績で培ったシステム構築ノウハウのご提供と万全のサポート体制 



確実な指示出しを支援するツー

ルとして指示簿指示のシステム

化を実現しています。 

指示簿指示機能で出されたオー

ダに関しては患者スケジュール画

面、日めくりパス画面等に反映さ

れますので、口頭指示の削減を

図ると共に、確実な情報伝達を

図ることができます。 

指示簿指示 

運用上オーダ発行を代理で行わなけ

ればならないケースが発生する場合

があります（例：緊急時の電話連絡に

よる口頭指示等）。 

そのような場合には依頼された医師

の指示に基づいてオーダを発行する

依頼医機能を活用頂けます。 

依頼医機能を使って出されたオーダ

は誰の依頼の元、誰が発行したかの

記載が残り、また、オーダ発行後承認

を行うことで確実なオーダ管理を行う

ことが可能です。 
依頼医設定画面 

依頼医機能 

患者基本情報バー 

感染症で結果に(＋)がある場合に表示 
※ポップアップで検査項目名称が表示 

感染症で検査結果が ALL(-)の場合に表示 
※ポップアップで「陰性」と表示 

感染症で検査結果がALLブランク(未確認)の 
場合に表示※ポップアップで「未確認」と表示 

アレルギーが登録され（薬剤、食物、その他） 
かつ、中止されていない場合に表示  
※ポップアップでアレルギー内容が表示 

障害者手帳Noが指定されている場合に表示 
※ポップアップで、障害情報が表示 

治験の同意取得日が当日以前かつ、治験 
終了日が未記載もしくは未来日の場合に表示  
※ポップアップで、 同意取得日と治験終了日が表示される 

感染症 

アレルギー 

障害情報 

治験 

患者識別アイコン 

患者さんの禁忌情報や障害情報などを患者基本情報バーに「患者識別アイコ

ン」として常時表示が可能で、重要事項を素早く把握していただけます。 

【例】 

安全性を考慮した患者情報の表示 

安心、安全の医療を推進する各種機能の充実 

１．実績に支えられた高機能・高品質パッケージ 

（１）医療安全・質の向上に貢献 
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プロセスパス機能 日めくりパス機能 

 
 

 
 アウトカム管理エリア 継続指示エリア 

 
 日めくりビューエリア 

 
 

勤務帯表示切替 

プロセスパスの提供により、患者様の状態の変化（アウトカム達成
評価内容）に合わせて、次のプロセスを選択することが可能になり
ます。 外来～入院の一環したパスの作成・管理も可能になります。 

一覧性を重視し全体を俯瞰できるオーバービューのパスの他に、
病棟でのワークフローや指示の見落とし防止のために患者様に
適用しているパスを１日毎に表示する「日めくりパス」を実現。 

外来診療カレンダー機能 

外来患者さんの治療経過をよ
りわかりやすくカレンダ形式で
把握することで、外来診療業
務の効率化、インフォームドコン
セントの向上をサポートします。 

過去来院があった日、今後の
来院予定日のみを横軸にして、
カルテ情報・オーダ情報の入
力・修正・参照・実施入力が可
能です。 

入外を跨いだオーバービュー表
示も可能。 

外来 入院 

過去来院があっ
た日、今後の来
院予定日のみを
表示 

１．実績に支えられた高機能・高品質パッケージ 

（１）医療安全・質の向上に貢献 ～パスのバリエーション拡大～ 
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多職種のチームで医療を推進する栄養サポート・感染管理・褥瘡管理・緩和ケア支援では、チームとして情報共有可能なサポートチーム画面
を用意しております。 
その画面を入り口として、各専門職種が業務を実施できるようにシステムにてサポートしております。 

クリティカルパス 

褥創管理記録 感染症情報 

栄養サポートチーム 
褥瘡対策チーム 

感染管理チーム 

サポートチーム画面 

経過表 
（栄養アセスメント履歴） 
（摂取栄養量） 

１．実績に支えられた高機能・高品質パッケージ 

（１）医療安全・質の向上に貢献 ～チーム医療支援機能～ 

 電子カルテシステム上でチーム医療推進をサポート 
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チーム医療ＮＳＴ 

情報収集 
アセスメント 

ＮＳＴ介入終了 

栄養状態の判定 

栄養管理計画書作成 

栄養管理では、ＳＧＡシート、スクリーニング表の印刷で栄養評価を行い、栄養管理計画書を作成します。栄養状態の判定からＮＳＴオーダを
発行することで、ＮＳＴ介入患者としてチーム一覧に表示されます。ＮＳＴチームでは、部門システムなどとの連携により、自動取り込みされた
摂取栄養量の参照や追加の栄養量の入力、回診記録の作成ができ、栄養管理からＮＳＴ介入、評価までサポートしております。 

SGAシート 

スクリーニング表 

栄養管理患者一覧 

栄養管理計画書 

ＮＳＴ介入依頼 

ＮＳＴチーム患者一覧 
摂取栄養量 

回診記録 

回診記録 

退院、終了評価 

チーム医療ＮＳＴ 

１．実績に支えられた高機能・高品質パッケージ 

（１）医療安全・質の向上に貢献 ～チーム医療ＮＳＴ～ 

栄養評価問診 

介入継続判断 

ＮＳＴ介入依頼 
回診記録作成 
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 医療者の業務の効率化を推進する豊富な機能 

複数の予約枠を並べて一度に予約を取得することができ
ます。 

下段に当該患者さんが既に取得している予約状況が自動表示さ
れますので重複することなくスムーズに予約の作成ができます。 

退院サマリ画面 

自動取込ボタンを押すことで、過去に診療録入力時に
記載された左記のような内容が自動取込されます。 

一覧画面でステータスを表示
（未作成、作成済み、承認済
み等）。 

退院サマリ 
作成状況確認画面 

入院までの経過 
既往歴・アレルギー（ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ） 
診療情報（病名） 
退院時処方（処方オーダ） 
予約情報（予約オーダ） 
退院情報（退院オーダ） etc. 

予習内容を 
自動展開 

カルテを開く際 
予習ボタン押下 

事前に 
予習登録 

スピーディーな入力・オーダ発行 

事前に発行予定のオーダを予習登録し、次回診察時に自動展開しま
す。可能な限り「外来診察時の入力負荷軽減」と「最小クリック数によ
るデータ展開」を実現します 

病院共通、診療科別、Dr別にセット登録可能 
セットにはオーダ内容はもちろん、SOAPのカルテ内容も登
録可能。カルテ記載時間の短縮が図れます 

①カルテ情報
を表示 

②病名を選択
して表示 

③カルテ内容
のコピー＆
ペーストが可
能 

オーダ単位で紐つけし、自動で文書が立ち上がります
ので、文書の出し忘れ等を防止できます。また、システ
ム内に持っている情報は自動で展開されますので効
率的に文書が作成できます。 

創傷処置オーダ参照 

看護必要度の入力に必要な情報をカ
ルテ情報から自動で収集することが可
能となっており、大幅な業務効率化が
図れます。 

複数予約スケジュールツール 退院サマリ 予習機能 

看護必要度入力支援 文書連携 カルテのセット入力 

１．実績に支えられた高機能・高品質パッケージ 

（１）医療安全・質の向上に貢献 
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ＨＯＰＥ／ＥＧＭＡＩＮ－ＧＸでは患者基本情報を常に表示したり、患者さんの特長が把握し易いように、HTML化によりカルテの表現力の向
上を図るなど、入力・表示方法に徹底的にこだわって開発しました。 
さらにナビゲーターからの情報検索や付箋機能等、直感的な操作で素早く必要な情報へアクセスできると共に、利用者毎のお気に入りボ
タンや最近使ったツール等、最小限の操作でカルテ入力やオーダ発行が可能となりました。 

患者基本情報バー 

ナビゲーター 多彩な文字 
修飾機能 

利用者毎の 
お気に入りボタン 

付箋機能 

患者切り替え機能 

ＥＧＭＡＩＮ－ＧＸ 
基本画面 

ＨＴＭＬ化 

最近使ったツール 

患者基本情報を常時
表示 

カルテインデックスの
表示 

マーキング情報
の迅速な検索 

利用者の思考・医療行為の流れに則したユーザインターフェースの提供 

１．実績に支えられた高機能・高品質パッケージ 

（２）操作性向上・データの有効活用 ～ユーザインターフェースの向上～ 



従来の電子カルテシステムは、データが蓄積されるにつれて、目的とする情報を見つけ難くなるといった課題がありましたが、ＥＧＭＩＡＮ－Ｇ
Ｘでは、紙カルテの厚み、汚れ・皺といった感覚的な情報も視覚に表現し、目的とする情報へ素早くたどり着ける機能を実装 
しております。患者さんの曖昧な記憶からでも、目的とする情報を簡単に引き出すことが可能です。 

カルテの厚みを表現し目的のカルテへ素早く到達 

特許出願済 
ヒストリカルビュー 

2005年の11月と12月に２回手術し
ていますね。 
そのときの記録では・・・ 

2,3年前に手術したのですが、
最近どうも調子が 
良くなくて・・・ 

詳細ビューとの連動 
ブラウザ連動 

ナビゲータ 

検体検査結果 

画像結果 

カルテ記載内容 

選択期間を反映 選択期間ﾄﾞﾘﾙﾀﾞｳﾝ 

診療密度自動認識 １０年間の診療履歴 

個別ビュー起動 

個別ビュー起動 

確かに３年前に
手術しているな。 
全体が俯瞰でき
るからすぐに見
つけられるぞ！ 

小さな頃、確か２年前といった患者さんの曖昧な記憶からでも、目的とする診療情報を素早く見つけ出せるカルテ索引機能の実現！ 

１．実績に支えられた高機能・高品質パッケージ 

（２）操作性向上・データの有効活用 
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  科別に、患者さんの治療状況を素早く把握するのに最適な画面構成を 
                           自由に設定可能なビューアを目指しております。 

マルテカルテビューア画面イメージ 

＊ウインドウ構成を確認しつつ、各ウインドの最大化を実現 

病名 

検体検査結果 画像検査結果 

カルテ記載内容 

患者プロファイル 
患者経過表 

画像検査結果 

カルテ記載内容 

患者経過表 

病名 

検体検査結果 

患者プロファイル 

これまでの電子カルテシステムは、それぞれの目的に応じた専用のビューア（カルテ内容表示ブラウザ、検体検査結果ビューア、画像検査結
果ビューア等）を提供して参りました。今回は、診療科の特性に応じて患者さんの状態を素早く把握するために、個々に実装してきた各種
ビューアを統合して一画面で表示することを可能です。忙しい医療従事者の方に、素早く患者さんの状態を把握し、適切で医療行為へ進ん
で頂けるビューアを実現しております。 

利用者の思考に応じた画面レイアウトにより、素早く患者さんの状態を把握 

マルチカルテビューア  
特許出願済 

１．実績に支えられた高機能・高品質パッケージ 

（２）操作性向上・データの有効活用 
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Ｒｐ単位の複写に利用 

 これまでの処方オーダは、患者さんの処方歴からの複写や予め登録したセットからの展開機能でオーダ指示の効率的発行を支援してきまし
たが、本機能では、過去に指示された全科の処方オーダを、色々な切り口(患者別、利用者別、診療科別〈自科・他科〉）にて分類してガイド
（表示）する事で、より更に少ないマウス・キーボード操作で必要な処方セットオーダの展開につなげて頂ける機能です。分析対象となるデータ
は、常に最新データを使用するのでナレッジセットやナレッジＲｐ辞書機能が表示するデータも古くなる心配がありません。 

薬品を検索すると、その薬品を含む 
過去の利用者のＲｐパターンをガイダ
ンス表示して選択が可能。 
 
Ｒｐパターン画面の表示タイミングは
以下のとおり。 
 
□薬品検索時に表示される薬品リス
トにカーソルがフォーカスされた場合 
 
□頻用薬品画面の薬品上で右クリッ
クをした場合 

蓄積し参照する電子カルテから、学習し診療を支援する電子カルテへ 

特許出願済 ナレッジセット 

ナレッジＲｐ辞書機能のみ 

１．実績に支えられた高機能・高品質パッケージ 

（２）操作性向上・データの有効活用 



従来のＩＭＥ辞書機能を進化させる事で、文字の変換と同時に文例をガイダンス表示したり、テンプレートやオーダツールを
シームレスに起動する事により、電子カルテの入力負荷を大幅に軽減します。 

ＩＭＥ連動型文例検索機能 

 
ワープロ入力をサポートするＩＭＥと、文書作成を
サポートする文例検索機能を融合し、通常のワー
プロ操作にシームレスに溶け込む文例検索機能
を提供します。 

基本機能 

＜Ｓ＞ 

 先月より胃がきり切りと痛み出し、今月に入り、その頻
度が増したため来院。市販の胃腸薬を試すもあまり効
果は無いとの事。痛みは特に空腹時よく発生する。 

  市販薬：○○○ 

＜O＞ 

 体温：３７．８℃ 

 胃潰瘍 

 

 

 

 

 

＜Ａ＞ 

 

＜Ｐ＞ 

１ 胃潰瘍 

２ 胃かいよう 

３ いかいよう 

４ イカイヨウ 

１ 胃潰瘍の疑い。上部消化管内視鏡   
  による精密検査が必要。 

２ 透視検査の結果、胃潰瘍の疑いが 
  認められる。上部消化管内視鏡によ 
  る精密検査が必要。 

・・・・・ 

①ＩＭＥの変換候補を検索キーに、シームレスな文例検索を実現。 

②文例に求める内容がなければ、そのままワープロ入力操作を継
続する事が可能なため、利用者の思考を妨げる事がありません。 

③自動的に文例が表示されるので、機能の存在を知らない利用
者も、知らず知らずのうちに利用する事が可能となる。 

特許出願済 
ＨＯＰＥ／Ｓｉｍｐｌｅｗｒｉｔｅ（シンプルライト） 

オプション 

１．実績に支えられた高機能・高品質パッケージ 

（３）操作性向上・データの有効活用 

 
 
第二ステップとしては、基本機能にオプションを追加することで、テンプレートの起
動や診療指示ツール等の起動を実現させ、電子カルテに特化した操作性改善を
目指します。 

拡張機能 

＜Ｓ＞ 

 先月より胃がきり切りと痛み出し、今月に入り、その頻
度が増したため来院。市販の胃腸薬を試すもあまり効果

は無いとの事。痛みは特に空腹時よく発生する。 

  市販薬：○○○ 

＜O＞ 

 体温：３７．８℃ 

 ＶＳ 

 

 

 

＜Ａ＞ 

＜Ｐ＞ 

 処方 

１ ＶＳ 

２ ｖｓ 
１ 【バイタルサイン】   

  血圧（最高）：   ｍｍＨｇ 
  血圧（最低）：   ｍｍＨｇ 

  体温     ：   ℃ 
  脈拍     ：   回 

２ ＶＳテンプレート起動 

１ 処方 

２ 諸方 
１ 経口処方にて経過観察 

２ 処方ツール起動 

起動 

起動 

【バイタルサインテンプレート】 

【処方オーダツール】 

同一の操作性にて、シームレスに各種ツールの起動を実現。 

展開 

テンプレートやオーダツールで入力した内容は、
関連部門へ情報転送されると共にテキスト文書
として経過記録（カルテ）に反映されます。 

Copyright 2011 FUJITSU LIMITED 



従来では、転帰させる病名ごとに転帰日、転帰理由を入力する必要があり、複数の病名を同一転帰日、同一転帰理由で転帰させる場合

に入力の負荷になっていました。 

ＥＧＭＡＩＮ－ＧＸでは、病名一括転帰機能を搭載し同一転帰日、同一転帰理由の複数病名の転帰入力を一度で行え、入力の効率化を

図っています。    

転帰区分を選択し、一括転帰 
削除した病名の履歴も表示
可能です。 

【補足資料】 
病院様に応じて 
ご仕様ください。 

１．実績に支えられた高機能・高品質パッケージ 

（３）操作性向上・データの有効活用 ～病名一括転帰～ 

Copyright 2011 FUJITSU LIMITED 



一旦導入したシステムは、時間の経過とともにレガシー化（陳腐化）していくことが問題点として指摘されていましたが、電子カルテシステム
を常に進化し続けるシステムとして構築していく為には、新たな設計・構築手法が求められます。 
 弊社の電子カルテソリューションは、進化し続けるシステムを実現する為に、レベルアップ／コンテンツ拡充の妨げとなる「現地改造」を回
避した「パッケージ標準適用」「コンテンツアドオン型」の設計、構築方式を採用いたしました。 

 

電子カルテシステムは日々進化しており、病院様固有
の改造を行うことが、結果として機能レベルアップを妨
げる原因となります。パッケージ標準機能・標準コンテ
ンツによる構築により、稼動後のシステムレベルアップ
を容易にし、陳腐化しない最新のシステムを維持する
事が可能となります。 

●電子カルテは常に進化している 

 

カスタマイズ（現地改造）により個別システムとの位置
付けとなります。その結果、パッケージ標準機能として
レベルアップされた機能やコンテンツを容易に追加する
ことが困難となります。 
現地改造を行わないことが、イニシャルコストとランニ
ングコストの低減を可能とし、トータルコストの抑制につ
ながります。 

●カスタマイズ（現地改造）のリスクは大きい 

（１）パッケージ機能の標準適用 

２．レベルアップによる成長型システムの取組み 

（１）パッケージ機能の標準適用 

追加 

追加 

コンテンツバンク 

導入ツール 

導入ツール 

導入ツール 

導入ツール 

導入ツール 

導入ツール 

導入ツール 

導入ツール 

導入ツール 

導入ツール 

導入ツール 

導入ツール 

導入ツール 

導入ツール 

導入ツール 

A 病院 

B 病院 

C 病院 

構築 

構築 

構築 

フィードバック 

コンテンツ 

コンテンツ 

コンテンツ 

コンテンツ 

コンテンツ 

コンテンツ 

コンテンツ 

コンテンツ 

コンテンツ 

コンテンツ 

コンテンツ 

コンテンツ 

コンテンツ 

コンテンツ 

コンテンツ 

構築 

レベルアップ 

レベルアップ 

EGMAIN-GX 
標準機能 

定期的なレベルアップに 
よる最新機能の提供 

フィードバック 

ユーザ会「利用の達人」 
Copyright 2011 FUJITSU LIMITED 



株式会社アストロステージ 

2013.01.07 

AstroStage Medical System Solutions 

STELLAR （ステラ） 

診療データ統合管理システム（PACS／生理検査／診療データ／文章） 
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診療データの統合管理 
SETLLARのデータ主なデータ対応範囲は放射線科から検査科また診療データや
文章データまで院内でバラバラの部門データを１システム内に保管・管理するこ
とができます。時系列で表示ができるので各検査の相対関係も一目瞭然です。 

患者基本データ（※複数ID対応） 

病歴データ（電子カルテ連動） 

検体検査（血液検査） 

心電図データ 

放射線科（PACS) 

投薬データ（電子カルテ連動） 

生理検査（エコー／内視鏡／病理） 

患者IDの複数管理（マルチID対応） 

STELLAR 

各種集計（統計） 

拡張性（病診連携） 
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部門システム 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊ 

電子カルテ導入後の問題点 

電子カルテ上にソフト毎にアイコンだらけになる 

表示ビューアがばらばらで、操作方法も違う 

部門ソフト毎に別リストがまた表示され、操作が煩雑 

部門ソフト毎に違った操作感、検索方法、形式も無統一 

部門ソフトを起動するまで、その日にデータがあるか不明 

検査を行うにあたり他検査の相対関係等がわからない 

患者がどの検査を受けているか全体がわからない 

電子カルテを導入すると紙カルテの時と同様の問題点が発生します。 
紙カルテの時のように部門の検査結果は別ファイルとなり、部門毎に保存される
ので参照には別のソフトを起動して改めて検索のような作業が発生します。 

電子カルテ 

◆各アプリがバラバラに起動 

◆アプリ毎に検索が必要 

◆画面上に様々なソフトが 
 占有してしまう。 

◆同日の他の検査が不明 

部門システム 

部門システム 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊ 

部門システム 

部門システム 

※相対関係がない 
 （連携が不可能） 
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ステラによる部門統合 
診療統合データ管理システムとして電子カルテをサポートし、部門の統合化、全
体検査の把握、串刺し検索や統合集計までが行えます。 
カルテでは難しい複数患者の同時表示や診療データの総合化まで対応します。 

電子カルテ 

部門システム 部門システム 部門システム 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊ 

部門システム 

STELLAR 
放射線科PACS（STELLARの標準機能） 

血液検査（STELLARの標準機能） 

心電図データ（MFERで標準化） 

生理科PACS（STELLARの標準機能） 

各種部門サマリー（画像と報告書） 

マルチレポート（STELLAR Option） 

患者情報＋病歴情報（電子カルテ連携） 

投薬情報（電子カルテ連携） 

ドキュメント管理（作成／スキャナー） 

データ統合 

XML／SS－MIX 

SOAP情報（電子カルテ連携） 

カルテの 
範囲 
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ステラの時系列画面 
STELLARは既存システムの発想を超え、部門データを統合的に管理できるシス
テムです。基本表示は時系列でリアルタイムに診療データを表示し、血液検査や
心電図、文章データまで統合的に管理できます。 

リアルタイムグラフで選択項目が瞬時にグラフ化 

DICOM、血液検査、心電図、文章、全ての情報の保存 

時系列ビューアで患者の過去の診療情報を一覧表示 

文章データ、サマリー、問診等の文章データ管理 

心電図データおよびバイタルデータの対応 

カルテを含めた診療情報の登録及びデータベース管理 

血液等の生理検査データの取り込み及び基準値判定 

時系列ビューア 

マトリックスビューア 
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ステラの日別画面およびチャート表示 
STELLAR（ステラ）の革新的な発想で、従来部門毎に管理していた各診療デー
タを同一サーバ上で統合化。登録されたデータは検査をまたいで診療全体での検
索、集計まで行え、従来にない病院統計まで発展できます。 

表示レイアウトも複数あり、必要な項目のみ表示可能 

時間軸での表示モードによる経過観測表示 

血液などは判定値まで含めて表示 

日付別ではスカイビューで１日の全検査を表示 

スカイビューは検査の種類に応じて表示方法が可変 

統合化されたデータの串刺し検索および全体集計 

選択ボタンにより表示したい項目のみ表示 
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ユーザ単位での自由な設定 【ビューア機能】 
ユーザ毎に自由なアイコン設定、画面レイアウト、操作キーの割り当てまで詳細
に設定が可能です。設定はサーバ上で保持している為にユーザが別の端末でログ
インしても同一の表示、操作キーで操作が可能です。 

アイコンの自由な表示設定（表示／非表示） 

アイコン表示位置の指定（縦・横・自由位置までOK） 

画面レイアウトの指定（メニュー／画像／過去リスト） 

アイコンの作成（複数機能を１つのアイコンで作成） 

サムネイルのサイズ指定、表示位置、過去サムネイル 

過去検査リスト（全体表示／指定モダリティ） 

操作キーの指定（マウス割当て／Fキー／表示順） 
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画像の高速表示と豊富な機能 
画像の高速表示はNazcaの最大の特徴です。プログレッシブ機能によりデータ量
の多い検査でもリアルタイムに表示し、同時にタグ情報を元に輝度・サイズ・シ
リーズ指定等まで様々な表示技法で表示させます。 

マルチスライスでの高速表示 

画像の高速表示（プログレッシブリアルタイム表示） 

表示補正（表示時点の輝度指定／表示サイズ／他） 

表示技法（モダリティ毎／ユーザ毎／画面指定） 

表示技法内容（過去比較／撮影条件指定／シリーズ） 

動画再生（タグ情報での表示速度の自動指定） 

参照画像表示モード（参照画像による高速表示） 
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全モダリティの対応 【ビューア機能】 
全モダリティの画像に対応。CRなどの一般撮影画像から、CTやMRIなどのマル
チシリーズ画像、マンモ画像、アンギオ等の動画再生、生理部門のエコーや眼底、
内視鏡まで含めた全てのDICOM画像を表示保障しています。 

モダリティ毎の表示モードの実装（詳細設定可能） 

生理部門のDICOM対応（エコー／眼底／内視鏡） 

動画DICOM対応（動画再生モード実装） 

セカンダリーキャプチャーDICOM対応 

DICOM SR／RT／PDF 等の最新の画像対応 

全モダリティのDICOM画像に対応 

マンモ画像対応（マンモモード：オプション） 
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高性能DICOMサーバ 【サーバ機能】 
大学病院での稼動実績を持つ高性能DICOMサーバです。 
データ量によるロスもなく、安全かつ高速に画像の受信と登録を行います。また
各種圧縮もサポートし、高圧縮のJPEG2000の機能まで標準搭載しています。 

多くのメーカに供給する高性能サーバ（OEM含む） 

多くの圧縮設定（Lossless／JPEG2000／JPEG） 

高速通信の実現／最新のDICOM規格の実装（随時） 

追加できるストレージ容量（データ容量／Backup） 

連携対応（DICOM QR／Autoルーティング／TS変換） 

導入後の設定変更が自由（過去画像の再圧縮/保存期間） 

全てのDICOMクラスに対応（動画／PET／RT／SR） 
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システムの冗長化 【サーバ機能】 
システム冗長化は、RAIDからクラスタ、FTなど多様な仕様をサポートしていて、
状況に応じて何重も冗長化ができるので止らないシステムを実現できます。 
また導入後でも分散サーバ、ストレージ増設など柔軟に拡張が行えます。 

何重もの冗長化設定が可能（階層冗長化） 

導入後でもストレージの増設が可能な柔軟設計 

遠隔地のデータセンターへのバックアップ機能 

コントロール機能によるサーバ機の自動切り換え 

RAID、クラスタ等の様々なハード構成をサポート 

分散サーバの対応、大規模構成まで設計可能 

監視端末による24時間監視。障害時の自動復旧機能 

DICOM Server 
Nazca Serve（ナスカ） 

画像領域：6.0TB【RAID5】 
【有効域：5.0TB】 

サーバ構成 

バックアップサーバ 
Nazca Serve（ナスカ） 

画像領域：6.0TB【RAID5】 
【有効域：5.0TB】 

監視端末 
STELLAR MG 

MAIN 

Back Up 

監視 

自動監視 
サーバ切換え 

保守用ルータ 
（IDSN回線） 

メインサーバ 

予備サーバ 

外部保存で３重化 

データセンタ 

遠隔データ保存 

２重化 

３重化 

http://www1.jp.dell.com/content/topics/topic.aspx/jp/products/monitors/topics/jp/infocenter?s=dhs
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総合レポートシステム 【STELLAR Report】 
文章フォームを追加する事でマルチレポートとして、様々な検査レポート作成が
可能です。生理検査のエコー所見、内視鏡、眼底、心電図等の検査レポート、更
に診療情報提供書や退院サマリーまでフォームを登録する事で電子化できます。 

生理システムのエコー、内視鏡、心電図所見の作成 

その他に、紹介状、退院サマリー、各種報告書の作成 

新規の報告書もそれぞれ作成が可能 

検索機能として文章間の串刺し検索が可能 

テキストの他にボタン、プルダウン、スキャナー対応 

レポートフォーム毎にスクリプトで自動作成 

健診等ではカーナビ式の選択レポートで自動作成 
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JPEG画像やスキャナーでの取込み 【DICOM登録】 

DICOM画像だけでなくJPEG画像や紙媒体のDICOM化が行えます。 
JPEG画像は自動でDICOM変換しPACSに送信ができる他に、JPEGのままでも登
録ができます。また紙はスキャナーで患者情報を付随させて登録が可能です。 

JPEG画像 

フィルム 

紙媒体 

自動でDICOM化 

デジタイザ対応 

スキャナー取込み 

ドラック&ドロップ 

DICOM変換／DICOM送信 

スキャナー取込み／患者情報選択 

自動変換／ドラック&ドロップ操作 

検像機能【シリーズ／タグ変換】 

DICOM送信 

JPEG登録 PACS 



ステラへ連携される情報 

• 電子カルテより 
    患者情報、受診歴、入退院暦、病名、処方、注射、ＯＰ、検査結果 

    退院サマリー 

• ＰＡＣＳより 
    放射線画像、レポート、放射線エコー 

• 生理検査より 
    心電図、心臓超音波、肺機能、ＰＷV、内科エコー 

• 内視鏡検査より 
    内視鏡画像、レポート 

• 病理検査より 
    病理レポート 

• その他 
    アンギオ動画、紹介状、その他 

 

※できるだけ過去データは全て移行し、システムを開始したい 



ステラで何ができるのか（１） 

• 先ほど紹介した様々な情報が時系列にサムネール
表示される 

• 例えば前回受診時の検査結果、画像レポート等が
ワンクリックで１画面に表示され探す手間が不要 

• 目的の情報のみを時系列表示させ比較が簡単に行
える 

• 病名や薬剤の継続期間がバーの長さで表示される 

• 利用者ごとに表示方法が保存でき、良く使うものを
複数切替えて使用できる 

• その他多くの機能を有する 



ステラで何ができるのか（２） 

• ステラレポートを使うと、レポート内に画像、検査結
果等ステラ上にある情報を貼りつけることができる 

• 画像等を貼り付けた部分をクリックすると、詳細画
面が表示される 

• 作成レポートも他の情報と同じく時系列にステラに
表示される 

• 必要に応じてレポートを追加できる 

• 例えば特定の疾患別にサマリーを作成する等、
様々な利用方法が考えられる 



将来的な拡張性 

• 今後部門システムを導入する場合、ステラへ
の統合ができればコストが減少できる 

• 現在導入済のシステムを更新する場合、ステ
ラへの統合を考えることでコスト削減が可能
（※結果的に別ベンダーのシステムになった
としても対抗させることで価格が下がる） 

• 自科検査のシステム化が安価にできる 

 



患者番号案内 

• 内科、小児科で運用 
  ・再来受付機で発番された番号を使用 

  ・基本的に中待合への呼出し 

  ・呼出し中、呼出し予定の番号が表示されるため  

   安心して席を離れることができる。 

  ・案内は音声と画面で呼出す 

 

• 医事会計番号呼出し 
  ・医事課受付で呼出用番号を発番 



同姓同名患者の間違いを防止 
番号による表示呼出運用で誤入室を防止します。 

待ち時間の不満・不安を解消 
①いつ、自分の順番がくるか分からないため、診察室の前を離れられない。 
②聞き逃したのではと不安である。 
③どれだけ待てば良いか分からないため、不満（不安）である。 

静かな待合室  
マイクによるお呼出を最小限にすることで静かで快適な待合室を実現。 

プライバシー対策  
個人情報保護対応やお名前を呼ばれたくない患者様への配慮として。 

掲示物の美化 
掲示物は映像化することで待合室の美観向上。 

順番に対する苦情／トラブル 
問合せが減少しクラーク様、看護師様は本来の業務に注力で効率ＵＰが可能。 
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呼び入れ時間の短縮 
次の患者様はご準備してお待ち頂けるため、呼び入れ時間の短縮を実現。 

システム導入の目的 

聴覚弱者対策  
映像による案内は、聴覚弱者も安心して待てる環境を提供します。 

患者サービス 業務効率UP 

こんな苦情・ご希望はありますか？ 
 

・耳が遠くて聞こえなかった･･･ 
・待ち時間が長くて帰ってしまった･･･ 

・掲示物が乱雑で整理したい 
・名前が似ていて間違えた！ 

・マイクがうるさい… 
・順番の問い合わせが多くて… 

・名前を呼ばれたくない 
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システム運用概要 
 本システムは、来院受付時に患者さまに受付番号票をお渡しすることにより、表示盤システムに映像とし
て番号を表示することにより、患者様にお呼出情報の提供を行います。同時に、診察の進行状況を患者様に
お知らせいたします。 

受   付 診 察 室 ブロック受付 ※運用により 

（運用例） 

患者受付表 
182 患者受付表 

182 患者受付表 
182 

受   付 診 察 室 

ピンポーン 

待  合  室 

ブロック受付 ※運用により 

再来 

自動再来受付機 

‐受付票‐ 
 

内 科   
１８１番 

 
 

１診 

２診 

３診 

患者データ 

受付端末 

ﾄﾞｸﾀｰ端末 

新患 
窓口受付 

受診申込 
 
 

‐受付票‐ 
 

内 科   
１８２番 

 
 

患者データ 中  合  室 

‐受付票‐ 
 

内 科   
１８２番 

 
 

（運用例） 



外来運用をスムーズにする便利
な機能 
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患者振分け 順番調整 

コメント機能 

Point 
① 

Point 
② 

１診 

紙カルテを 
診察室に運ぶ 
イメージ！ 

紙カルテを 
診察する順番に 
並べるイメージ！ 

紙カルテに 
ポストイットを 
張り付ける 
イメージ！ 

マーク設定機能 

フリーコメント機能 
● 

ソート条件設定により紹介（地域連
携）患者の優先診療が可能です。 
番号は黄色で表示されます。 

紹介患者優先 

地域紹介患者様は”黄
色”で表示を行います。 

Point 
④ 

Point 
③ 
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大型表示盤（総合表示） 

小型表示盤（LEDタイプ） 

１７inch液晶表示タイプ 

・PC不要（管理不可の軽減） 
・電源コンセント不要（POE対応） 
・省エネ設計（4.3W） 
・カラー化粧シート対応 
・低コスト 

予約の進行状況を“自動” or “手動”で表示可能 
※急患対応中などのコメント表示にも対応 

番号が表示されましたら・・・・ 

呼出時不在の患者を受付呼出可能 

テロップ表示が可能 

写真やお知らせ等のインフォメーションにも対応 
※ニュース表示はオプション 

表示盤画面について 

小型表示盤（液晶タイプ） 
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中待ありタイプ 中待なしタイプ 進行状況ありタイプ 

予約時間表示ありタイプ 番号更新時 呼出画面（中待あり） 番号更新時 呼出画面（中待なし） 

表示イメージ（例） 
各診療科の診察室構成、待合スペースや運用にあわせて、画面にレイアウト調整が可能です。 
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インフォメーションサンプル
（例） 

テンプレートパターン、背景、イラスト素材などを多数ご提供いたします。 
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表示盤画面について 

自動再来受付機でお渡しした受付番号を利用し、外待合室に設置したモニターに番号の表示を行ないます。また、番号表
示とあわせてインフォーメーションを表示し、運用をスムーズにし患者さんへの積極的な情報提供がおこなえるようにな
ります。内容の設定については受付に設置する受付用パソコンにて設定がおこなえます。 

ピンポーン♪ 

番号が更新されるときに呼込画面を表示することがで
きます。呼込画面を表示するときは、同時にチャイム
音によって注意を促します 。  

進行状況表示機能／回覧インフォメーション表示  

呼込み表示 スケジュール管理機能 

各表示パソコン毎に１日のタイムスケジュールを設定する
ことにより、順番表示、インフォメーションを切り替えて
表示することが可能です。  

各診療科用パターン、 
朝表示パターン、 
夕方表示パターン 
のようにさまざまな 
表示パターンを作成、 
設定することが可能です。 

タイムテーブルに 
対応して、順番表示、 
インフォメーション、 
テロップが表示されます。  

各表示パソコンの 
電源のON/OFFを 
スケジュールで 
設定できます。 



まもなくコールシステムの概要 
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待合室で 
お待ちください。 

  携帯電話の番号をご登録いただくことにより、 
診察の順番が近付くと自動的に電話をＣＡＬLします。 

自動ＣＡＬＬ 

カフェ、レストラン、駐車場等 
施設有効利用 

院内感染リスク対策 
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【携帯電話お呼出登録】 

【携帯電話お呼出コール】 

順番が近づくか、電話
呼出選択によりお呼出
コールを行います。 

病院にお戻り
ください。 

【受付中】 【番号入力】 【申込票印刷】 【電話番号登録】 

システムの運用（患者さま登録の場合） 

院外および院内携帯電話使用可能スペースでお待ち頂く方は、患者様が電話番号登
録専用端末で以下の登録を行うことにより、「まもなくコール」対象となります。 

※患者様登録情報控えはﾌﾟﾘﾝﾀｰで出力されます  



携帯電話呼出登録端末（自立タイプ） 
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ブルータイプ 

背面 



「HOPE/EGMAIN-GX重症病棟システム」の特徴  

（２）電子カルテパッケージオプションによるトータルコストの削減 
■モニタベンダの重症病棟専用システムの導入、連携費用よりも低コストでの導入が可能です。 

HOPE/EGMAIN-GX重症病棟システム 

（５）スタッフの病棟異動時の操作が容易 

■電子カルテシステムと一体化した画面展開と操作性で、操作習得が容易です。 

（４）院内でのシームレスな情報共有の他、地域連携にも効果を発揮 

■電子カルテの機能をフルに利用可能で、電子カルテのパスやセットもそのまま利用可能です。 

■院内のどこからでも患者カルテにアクセス出来、参照更新が自由に行えます。 

■転棟（一般病棟←→重症病棟）時の指示の出し直し等の面倒な操作は不要です。 

■情報は全て電子カルテのＤＢに蓄積される為、院内の統計やＤＷＨも一元管理が可能です。 

■地域連携やカルテ開示に関しても、電子カルテの一環として情報提供が容易に行えます。 

（３）生体モニタの機器更新にフレキシブルに対応可能 

■モニタ連携の実績はフィリップス、日本光電、フクダ電子、ドレーゲルがあり、モニタ更新時の制約
を排除することが出来ます。また、院内或いは１病棟内で複数ベンダのモニタにも対応可能です。 

（１）富士通電子カルテのみで重症病棟の運用にも対応可能 
■ＩＣＵ・ＮＩＣＵ等の重症病棟も電子カルテのみでペーパーレス運用が可能です。 



１.1 重症病棟システム 全体画面イメージ 
■重症病棟システムの特徴 
 
重症病棟システムは、重症
指示書・重症経過表・生体
モニタ連携から構成されて
います。 
 
重症指示書では、１日のす
べての指示が一覧表示され
未受け／未実施が分かりや
すく表示されます。医師は
指示出し／指示修正／削除
が行え、看護師は指示受け
／実施／重症記録反映が行
えます。 
 
また指示書上部には、セッ
ト登録／セット展開／看護
記録／エクセルチャートな
ど、日常よく使用するボタ
ンを配置する事で、重症指
示書上で業務上のシステム
入力のほとんどを行うこと
が可能です。 
 
重症経過表では、生体モニ
タと連携することにより転
機業務の大幅な削減が可能
です。また重症病棟で必要
な、呼吸器設定記録や詳細
なＩＮＯＵＴ／バランス表
示、透析／特殊治療記録の
内容を記載するエリアを用
意しています。 
観察に関しても多くの項目
をより容易に入力できるＵ
Ｉを提供しています 

■重症経過表 ■重症指示書 



2.1 見やすい注射指示の表示 

注射は手技ルート毎にまとまって
表示されます。 
また、輸液／シリンジ／注射など
注射の種類にあわせた分類表示も
可能です 

重症病棟で行われる頻回な速度変更も、
容易に入力することができます。 
入力された速度変更表示も、注射指示
の下に分かりやすく表示されます。 
 
速度変更以外にも、ライン変更／中断
指示／再開指示／フラッシュ／中止指
示などの入力も可能です 
 
 

一般病棟への転棟の際に、重症病棟
で入力した注射指示を引き続き、流
用可能です 

速度変更／フラッシュ等々 

血圧条件指示から始まった注射
オーダも開始実施後に注射グルー
プに表示されます。 
定期注射／条件指示の注射問わず
患者に投与されている注射指示が
一覧参照できます。 

重症指示書上には、必要最低限の
情報のみ表示して（実施場所は非
表示など）する事で、わかり易い
注射指示一覧を提供します。 
 
詳細の内容はPOPUPにて容易に参
照することができます 

点滴指示変更 



2.2 注射指示の指示受け 

当日中に未受け指示がある場合には 
未受けアラームが表示されます。 
 
また他の端末で医師が指示を出すと、 
該当患者の重症指示書に自動的にお知
らせマークが表示され、指示の見落と
しを防止します 

看護師は、医師が指示入力した画面と
同じ画面で指示受けを行うことが可能
です。 
 
指示受け者／指示受け日時の情報は指
示内容POPUPに追加されて表示されま
す。 

持続指示の注射の場合、看護師は必要に応じて、
足りないボトルを追加することが可能です。 
 
必要時にボトルを追加することにより、無駄な薬
剤の払い出し／返却を防ぐことができます 

ボトル追加 

右クリック 



2.4 呼吸器設定指示 

重症経過表／呼吸指示エリア 

重症病棟で使用される呼吸器の設定指
示を行う画面も専用画面として用意し
ています 
 
テンプレート形式で必要な情報のみ入
力することが可能です 
この画面が各施設毎に項目の変更が可
能です 
 

入力された呼吸器指示は、重症経過表上に時系
列に表示させることが可能です。 
 
呼吸器設定の変更があった場合には、変更が
あった箇所のみ表示され、経過表上で変更内容
が分かりやすく表示されます。 
 
また下段には呼吸器実測を入力することができ
るエリアがあり。指示と実測を並べて参照する
ことが可能です。 



2.5 特殊治療指示(CHDF/IABP/PCPS/Pacing等） 
IABP指示簿 Pacing指示簿 

PCPS指示簿 CHDF指示簿 

CHDFやIABPなどICU／HCUで行われる
特殊治療に関する指示も専用の指示画面を
用意しています。 
呼吸器設定指示と同様に施設様毎に内容の
追加変更が可能です。 
 
機能的には特殊治療指示も経過表に時系列
で反映させることができます。 



2.5 特殊治療指示（光線療法／NO吸入療法指示等） 

低酸素換気療法指示 

光線療法指示簿 

脳低温療法指示 

NO吸入療法指示 

光線療法やNO吸入療法などNICUで行われ
る特殊治療に関する指示も専用の指示画面
を用意しています。 
呼吸器設定指示と同様に施設様毎に内容の
追加変更が可能です。 
 
機能的には特殊治療指示も経過表に時系列
で反映させることができます。 



3.1 重症経過表（生体モニタ連携） 

バイタルエリア 

モニタエリア 

生体モニタから設定された間隔毎に 
自動的に、重症経過表に転記します 
 
取り込んだデータはバイタルグラフか 
数値情報として表示することができます 

モニタ連携に関しては、一般病棟と重症
病棟のベンダが違う場合でも、 
ＩＣＵ内の複数ベンダの生体モニタを使
用している場合も連携が可能です。 

取込項目毎に、取り込み有無／間隔の
設定が可能です。 
また、モニタ取込セットを作ることで
取込項目も容易に設定可能です。 



3.2 重症経過表（トレンド一覧） 

57 
１分トレンドを表示 

生体モニタシステムから、自動取り込み
以外に表形式での取り込みもサポートし
ております。 
表示切替にて１分トレンドの表示も可能
なため、アーチファクトデータの取り直
しも容易に行えます。 

80 

0 

「↓」を選択する事で、任意の時間の
モニタデータを簡単に経過表に取込す
ることができます。 

重症経過表 トレンド一覧 
青文字：経過表への新規取込データ 
赤文字：経過表への取込解除データ 
黒文字：経過表への取込済みデータ 



波形画像参照エリア 

画面説明 

※波形画像の送信操作はモ生体モニタ側のクライアントから行います。 

3.3 重症経過表（波形画像連携） 

※生体モニタベンダによっては対応できない場合があります。 

生体モニタシステム側で重症経過表にに
送信したい画像を選択すると、重症経過
表にマーク（実波形やVPCなど）が表示
されます 

生体モニタシステム側で重症経過表にに
送信したい画像を選択すると、重症経過
表にマーク（実波形やVPCなど）が表示
されます。 
 
マークをクリックすると、波形Viewer
にて選択した波形画像が参照できます。 



4.2 ＩＣＵ／ＣＣＵ向け特化機能 ライン管理画面 

患者に挿入されているラインを人体図を用いて、
分かりやすく管理することが可能です。 
 
人体図の任意の場所にラインを引くことができ、
またマスタからライン／ドレーン名称を選択で
きます。 
コメント欄には、挿入日や交換日、ドレーンの
確認日などを記載することにより、ライン
チェック用としてもご使用になれます。 

背面情報も含めて最大１８ラインまで記
載できます。また人体図は病棟にあわせ
て切り替えを行うことが可能です。 



5.1 ＮＩＣＵ向け特化機能 ミルク指示簿／ワークシート／ミルク認証 

○ 

ミルク指示簿 ミルクワークシート 

ミルク認証 
■ミルク指示簿 
ミルクに関する詳細の指示入力が可能です。内容に関して
は施設毎に変更可能で、回数指示／持続指示のように画面
を分けることもできます。 
 
■ミルクワークシート 
病棟毎にミルク指示が出ている患者の一覧を作成します。 
ミルクの種類／１回量／回数／添加物などを一覧表示する
ことにより病棟での調乳の際に、使用することが可能です。 
 
■ミルク認証 
重症指示書から患者ＩＤが表示されたミルクラベルが出力
できます。母乳パックに貼り付けしミルク投与時に患者リ
ストバンドとミルクラベルを読み込むことにより、ミルク
の投与間違いを防止します。 



5.2 ＮＩＣＵ向け特化機能 NICU加算一覧／アプニア記録／データ低下 

NICU加算一覧 

アプニア記録 

指定日時における対象病棟（NICUなど）の患
者様の一覧を作成し、入床病棟と、加算状態の
管理を可能とします。 
 
算出された加算可能日と検索日付を比較して、
すでに限度日数を超過している（もしくは超過
しそうな）場合は、対象患者行の色を変更して
表示を行います 
 
 

加算可能日１の欄には、加算開始日に
NICUの加算限度日数を加えた日付を表
示し、加算可能日２には、加算開始日に
GCUの加算限度日数を加えた日付を表
示します 
 

データ低下 

アプニア記録を重症経過表で記載すると、無呼吸発作が行っ
た部分にマーク（▽）が表示されます。短期間に発作が行っ
た期間が画面で容易に参照することができます。 

特定バイタルデータにデー
タ低下設定を行う事により
バイタルグラフ上でデータ
低下が分かりやすく表示す
る事が可能です 



地域連携システム 

• 連携医療機関情報の管理 

• 紹介患者管理 

• 文書類のステータス管理 

• ＦＡＸ連携 

 

※現在のシステムは電子カルテと連動していな
いが、連携したシステムを導入する 

 



地域医療ネットワーク（Ｋ－ＭＩＸ＋） 

• 電子カルテ、画像情報が連携医療機関で参
照できる 

• 開示情報 
   （病名、投薬、検査結果、放射線画像） 

• 患者の同意が必要 

• 当院の電子カルテから、医大・県中等の情報
が参照できる 

 ※当院は基本的に情報提供側だが、受け側にもなる 

 



システム概要について 

地域連携データセンター 

インターネット 

(VPN) 

VPN網 

情報提供病院(中核病院) 

中継センターサーバ 

参照施設(病院･診療所) K-MIX 
（かがわ遠隔医療ﾈｯﾄﾜｰｸ） 

電子 
カルテ 

SS-MIX 
ストレージ 

画像･レポート 
システム 

地域連携 
ゲートウェイ 
サーバ 

ファイア 
ウォール 

ルータ 

シングルサインオン連携 

Web 
サーバ 

DB 
サーバ 

CA/LOG 
サーバ 

ルータ 

ファイア 
ウォール 

ルータ 

医療情報ネットワークの概要構成図 提供業者による 
今回の提供範囲 
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主なシステム機能 

○情報参照 

 ・診療情報(SS-MIX) 
   ※患者情報、処方、 
      検査結果 等 

 ・画像情報 

 ・レポート情報 

○予約 

 ・診療予約 
   (HIS連携は含まず) 

 ・検査予約 
   (HIS連携は含まず) 

○地域連携パス 

○メール 

       ・・・・・・ etc. 

どの医療機関
の情報かを 
一目で把握 

参照可能な情報を種
別毎に整理して表示 

時系列にわかりやす
いアイコンで表示 

カルテ参照画面 

アイコンをクリックする
と詳細内容を表示 

※参照先医療機関がご利用の 
 ＨＩＳベンダにより、参照できる 
 内容が異なります。 

どの情報を 

どの範囲で 

誰に 
カルテ公開設定画面 
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機能概要(カルテ・画像参照イメージ） 

■ カルテ一覧 

■ カルテ参照 

■ 画像参照 
■ 画像一覧 

※カルテ参照可能な患者様が一覧表
示されます。 

※画面は開発中のものです。 

■ トップ画面 

66 



かがわ中核病院医療情報ネットワーク機能について 

かがわ中核病院医療情報ネットワーク導入により電子カルテのメニューに 
該当機能が追加されます。 

★他院カルテ参照では参画している県内の情報提供病院の診療情報が参照できます。 
 （患者同意が得られて先方で公開設定をされた患者のみ） 

・・・他院のカルテを参照します。 
・・・他院で貴院様向けに 
   公開されている患者の 
   一覧を表示します。 

・・・患者カルテを他院に公開します。 
・・・公開済み患者を一覧表示します。 


