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病院における医療情報システム
Medical Informatics System in Hospitals
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今日，経営難や地方での医師不足といった問題に直面し，病院は業務効率化やコスト削減が求められてい
る。病院業務の IT 化は，これらの問題を解決する有力な手段のひとつである。病院では業務システムの導入
を古くから積極的に行ってきている。今日では，病院情報システムの統合管理の下で，部門の枠を超え複数
ベンダの業務システムが連携して運用されている。
In the current economic climate, which has created financial difficulties and a shortage of doctors
in the regions, hospitals are under pressure to operate more efficiently to reduce or minimize
costs. IT innovation specifically designed for hospitals are proving to be one of the most promising
measures to solve these problems. Although operating systems were introduced into hospitals
from long ago, they have only recently been structured under the consolidated management of
the Medical Informatics System: an operating system supplied by several companies. The Medical
Informatics System goes beyond the borders of the department and has been put into practice.
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1

システム（以後，電子カルテ）またはオーダシス

はじめに

テムを HIS と呼ぶ。

病院内には，診察室，病棟等の診療を行う部
門の他に，薬剤部，臨床検査部，放射線部門，栄

2

病院のシステムの歴史

養科，医事課等の診察を補助する部門があり，そ

病院内のシステム化は，まず医事課，各部門

れらが協力して組織化された診療が成り立ってい

（薬剤部，臨床検査部，放射線部門等）が 1970

る。病院内の医療情報を相互に連携するのは，か

年代からシステム化され始めた。その後，各種

つては手書き書類（カルテ，各種伝票，報告書

伝票を電子データとして扱うオーダシステムが

等）や検査結果情報（心電図波形，フィルム等）

1980 年代から導入され始めた。医師が入力し

であった。

たオーダ情報（処方や検査等の指示情報）を前述

これらの医療情報を電子化して扱うシステム

の部門システムへ送信するシステムであり，病院

は 病 院 情 報 シ ス テ ム（Hospital Information

内の情報伝達が迅速にかつ正確に行えるように

System：HIS）と呼ばれる。HIS は病院内の全

なった。また，予約システムにより，診察時刻・

ての情報システムを呼ぶ場合もあるが，本稿では

検査時刻を管理することで患者の待ち時間の短縮

病院内の情報を伝達するものとして，電子カルテ

に寄与するようになった。1990 年代からは，
オーダシステムを包含する形で，カルテ，報告書
や検査結果情報をも電子データとして扱う電子カ
ルテが発展し現在に至る。今日の病院のシステム
はこれらのシステム群の複合体として成立してい
る。
1980 年代までの病院のシステムはメインフ
レームやオフコン上で COBOL アプリケーション
で構築される場合が多かった。1990 年以降は
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病院内の情報システムの構成

パソコンの高性能化・低価格化，ネットワーク技
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術の進歩，等によりシステムのオープン化が進ん

（1）医療情報の参照と入力

だ。これらが分散処理，情報のデータベース化，

外来診察室の端末を例に，代表的な機能を説明

端末の画面や操作性の向上に寄与し，HIS の普及

する。医師が診察する患者をリスト画面から選択

を促すこととなった。

すると，前回診察時の内容が初期表示される。表

3

HIS について

示画面は図 2 のイメージに近い。過去の診療履歴

3.1

HIS 導入のメリット

も合わせて表示され，別の診療日を選択すると連
動して選択した日の診療内容に切り替わる。

病院に HIS を導入する利点を以下に示す。
① 医 療の質の向上：医療情報が電子化されるこ
とで内容が明確になる。システムの診療支援
によりミスが低減する。
② 病 院業務の効率化：診療に必要な書類（カル
テ，フィルム等）を探し回る必要がなくな
り，これらの保管場所も削減される。院内で
情報共有が容易に行える。
③ 患者サービスの向上：検査結果や疾病の説明が
わかりやすくなり，患者の病状への理解を深め
てもらうことに役立つ。診療予約や検査予約の
導入により，患者の待ち時間を短縮できる。
④ 病 院経営の効率化：医事会計システムや物品

図3

電子カルテにおける情報参照のイメージ

a）所見入力
電子カルテの所見は SOAP により記述される
場合が多い。SOAP は，以下の 4 項目に分類し
て診療録を管理する手法である。

管理システムにて蓄積したコスト情報を解析

S（Subjective）

患者の訴え等主観的情報

し，経営に反映させることも可能となる。

O（Objective）

客観的情報（検査結果等）

A（Assessment） 評価・分析
3.2

機能面から見た HIS

P（Plan）

検査や治療の指針等の計画

電子カルテは厳密な定義は存在しない。オーダシ

タブレットが用意された端末では，用意された

ステムの機能，所見の入力・参照する機能，検査結

テンプレートの絵図（シェーマ）を画面上に呼び

果（画像，波形データ及びレポート）の参照機能，

出して，更にペン入力で追記することもできる。

の3つを実現している場合が多いようである。

b）オーダ入力

一般的なカルテの内容は，以下に分類される。
・患者情報

オーダ入力は，候補画面から必要な項目を選択

患者氏名，住所，電話番号

する。候補画面の階層は少なくて済むよう設定さ

禁忌 ･ アレルギー ･ 感染症 ･ 障害等

れる（多くは診療科別となる）
。
“入院時セット”

・所見情報（SOAP）

等，複数項目をまとめて 1 項目と定義すること

・オーダ情報（処方・検体検査・画像検査 等）

で，入力の手間を省くことができる。また，紙カ

・結果情報（数値データ，読影所見 等）

ルテでは“Do”と記載することで前回オーダを

・看護記録

体温・血圧・脈拍，処置の記録

今回もそのまま使用する（Do 入力）が，その運

診療の記録であるカルテ 2 号紙の例を示す。

用を踏襲し前回オーダを選択するだけで今回オー
ダとすることができる。
各種チェック機能もある。例えば処方オーダで
は，年齢別許容量・投与日数・禁忌情報等をオー
ダ入力時にチェックし医師へ警告することで，ミ

図2

カルテの記載例

スを防止する。
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③ LIS でバーコード付の検体の採取管が用意さ

c）検査結果参照
検体検査のように数値・文字で結果が出るも

れ，受付済のステータスが HIS に返送される。

のは，表及びグラフの形式で表示できる。年齢別

④ 血液が採取される。

の正常値範囲の上限・下限を色分け表示すること

⑤ 採取管が LIS の検査機器に掛けられ，バーコー

で，結果の状況を医師に伝える。（図 4）
GOT（AST）
GPT（ALT）
γ -GTP
AL-P
総コレステロール
中性脂肪
HDL コレステロール
LDL コレステロール
尿酸

単位 2004/10/05 2005/11/04 2006/06/02 2007/06/06 2008/06/10
IU/l
20
21
17
18
18
IU/l
18
25
18
18
16
IU/l
19
27
21
20
17
IU/l
176.0 166.0 167.0 166.0 140.0
mg/dl 217.0 246.0 227.0 223.0 215.0
mg/dl
85
68
58
60
67
mg/dl
67.0
70.0
78.0
76.0
75.0
mg/dl
122.0
mg/dl
5.9
7.0
6.4
6.2
6.4

ドが読み取られる。オーダが実施されたと見な
し，HIS に実施済のステータスが返送される。
⑥ HIS は，実施済オーダを会計情報に変換し，
医事会計システムに送信する。
⑦ 結 果データを LIS から HIS に送信する。検査
結果は複数回通信される可能性がある。
1つの検査オーダについて，LISとの間に②，
③，⑤，⑦，医事会計システムとの間に⑥の通信
が発生する。HISが⑥にて会計情報を送信すると，
医事課では改めて情報を入力する必要がなく，そ
れを取り込めばよい。後は，医事会計システムに
て自動算定した情報を確認・修正するだけで済

図4

検体検査結果の表示例

む。中規模以上の病院ではオーダ件数は1,000件
を超えることも多く，省力化に大きく寄与する。

生理検査・画像検査では，医用画像・波形デー

実施済を送受信するタイミングは，各部門の運用

タの他，読影医師による所見であるレポート情報

に依存する。一例だが，薬剤部システムは調剤が完

が発生する。これらは情報量が多いため，参照専

了した時点，放射線部門システム（RIS）は患者が

用の中継サーバにデータを転送しておく方法も試

放射線部門にて受付した時点，等が考えられる。

みられていた。最近では，HTTP にて直接サーバ

4

HIS の標準化動向

4.1

電子カルテの具備すべき要件

にアクセスする方法も実現されている。
（2）オーダ情報の送信
オーダシステムで恩恵を受けるのは，実施部門

平成 11 年 4 月の厚生省（現厚生労働省）から

と医事課である。単純な例だが，検体検査オーダ

の通知 1） において，電子カルテの要件として以

の流れを図 5 に示す。

下 3 項目の確保を求めている。
① 真 正性：故意または過失による虚偽入力，書
換え，消去及び混同を防止すること。作成の
責任の所在を明確にすること。
② 見 読性：情報の内容を必要に応じて肉眼で見
読可能な状態にできること。情報の内容を直
ちに書面にできること。
③ 保 存性：法令に定める保存期間内，復元可能
な状態で保存すること。

図5

オーダ情報の送信の一例

4.2

医療情報の規格化の動向

① GOT，GPT 等の検査項目をオーダ入力する。

医療情報の蓄積・交換の標準規約としては，

② HIS から臨床検査システム（LIS）に検査オー

HL7
（Health Level Seven）が有名である。元

ダが送信される。

10

来，米国が発祥の医療関連情報のデータ交換のた
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めの規格である。患者基本情報や入退院，各種

用の整合をとるために，診療科や実施部門を交え

オーダ，検査結果などの情報交換を扱う。

て打ち合わせ，新しい病院の運用の仕様を纏めな

日 本 で もHL7は， 大 学 病 院 を 中 心 に 採 用 例

ければならない。この作業は数カ月から 1 年程度

がある。また保健医療福祉情報システム工業会

の時間を要することもある。成果物には院内の情

（JAHIS）では，HISと部門システム間にてオーダ

報を送信する仕様も含まれており，最終的にプロ

情報と関連する患者情報を効率よく送信するため

グラムの修正の他，パラメータやマスタ類（オー

に，HL7をベースとした処方データ交換規約，臨

ダ入力の候補画面，シェーマ等を含む）として表

床検査データ交換規約等の規約を作成し公開して

現される。システムエンジニアは病院に常駐し，

いる。ただ日本において，これまでの経緯から蓄

この作業に当たる。

積・交換は独自のファイル・通信電文によるもの

6

も多く，HL7は本格的な普及はこれからである。

5

HIS 導入の現状

終わりに

電子カルテを中心に HIS の現状を述べた。HIS
のメリットは明らかであり，またシステム化のた

日本国内の 20 床以上の全ての病院の電子カル

めの環境も整いつつあるので，今後も堅実に普及

テの普及率は 6.8％，オーダシステムは 16.7％

するだろう。更に，病院内にとどまらず地域の

である。400 ～ 499 床の病院に限れば，電子カ

診療所との連携も試行されており，遠隔医療や専

ルテ 16.1％，オーダシステム 45.2％である 2）。

門医の活用に寄与することが期待される。医療情

HIS を導入すると，電子データでの運用する部

報を交換するため，病院内以上にセキュリティ

分の紙カルテや伝票類が大幅に削減される。これ

面を検討しなければならないが，インターネッ

は，病院の運用を一から再設計することに他なら

ト上で仮想的な専用線を構築する VPN（Virtual

ない。導入に際し，将来のあるべき姿を明確にし

Private Network）等により技術的課題は解決

ながら，現状はどのレベルまでシステム化するか

されつつある。

見極めることは重要である。実際，将来の電子カ

普及に向けた国の動きもある。2006 年 4 月

ルテ化を想定しながら，病院内の業務効率化を優

に行われた診療報酬改定で，電子化加算が導入さ

先してオーダシステムのみを先行導入する事例も

れた。レセプトの電算化等，医療の IT 化につい

多い。（前述の普及率がそれを裏付けている）

て一定の要件を満たした病院と認定された場合，

具体的な運用の設計は大変な作業となる。

初診料にそれを加算できる。

病院では，眼科､ 耳鼻科や体の特定部位を対象

HIS の導入に前述の困難や労力も伴うことは確

とする科，内科等の体全体を診る科が共存してい

かだが，これらを解決し普及が更に進むことを期

る。診療科毎に運用は自ずと異なる。逆に病院向

待したい。

けの HIS は，複数の診療科に適用できるよう汎
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