
医療事例集
InterSystems in Healthcare



2

目次

導入医療機関 パートナー 掲載頁

岩手医科大学附属病院 3

蒲郡市民病院 3

大阪公立大学医学部附属病院 株式会社インテック 4

大阪公立大学医学部附属病院 株式会社トラストブレイン 4

公益社団法人 京都保健会 京都民医連中央病院 株式会社コア・クリエイトシステム 5

医療法人札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック 株式会社コア・クリエイトシステム 5

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 総合母子保健センター 愛育病院 セーレン株式会社 6

公益社団法人東京都教職員互助会 三楽病院 セーレン株式会社 6

長崎みなとメディカルセンター キヤノンメディカルシステムズ株式会社 7

医療事例集
InterSystems in Healthcare



3

蒲郡市民病院 様
ご導入システムと特徴
病院情報システム「NeoChart」

プロフィール
内科、外科、皮膚科、アイセンター、歯科口腔外科、精神科、整形外科、
泌尿器科、耳鼻咽喉科、麻酔科、小児科、脳神経外科、産婦人科、
放射線科、臨床検査科、小児心理発達外来

382床
愛知県蒲郡市平田町向田1-1

診療科目

病 床 数

所 在 地

導入メリット

病院情報システムデータのリアルタイム連携基盤として機能
統合診療情報データベースとして構築し、電子カルテおよび
各部門システムの診療情報を一元的に統合管理
独自形式のEMRデータを、様々なデータフォーマットに変換しながら
リアルタイムに利用可能
SDMコンソーシアム規格に準拠したリアルタイムDWHを実現
DWH・BIツールとの連携により、高度な分析が可能
地域医療連携システムとのリアルタイム連携

ベンダーフリーのデータ蓄積（データベース）と、シンプルかつ自由
なデータ・機能の連携が可能な基盤を有しており、データ集約と機
能重複の排除が可能（コストの最適化）
一次利用データの格納時点で、二次利用データのリアルタイム生成が
可能な基盤を実現（タイムラグ・データ不一致などのリスク要因排除）
オープンデータベースによる、自由な開発・活用や低コストでの開発
を促進（AI連携の診療支援実現など多様な診療データ利活用）
データ活用による、運営・経営の健全化の促進
高度かつ効率的な医療提供体制の充実

Powered by

統合診療情報システム
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岩手医科大学附属病院 様
ご導入システムと特徴
情報連携基盤  InterSystems HealthShare Health Connect

プロフィール
消化器内科、肝臓内科、糖尿病・代謝・内分泌内科・循環器内科、
腎・高血圧内科、呼吸器内科、膠原病内科、血液腫瘍内科、
脳神経内科・老年化、外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、
整形外科、形成外科、産婦人科、小児科、耳鼻咽喉科、頭頚部外科、
眼科、皮膚科、泌尿器科、精神神経科、自動精神科、
放射線診断科・放射線治療科、麻酔科、救急科、臨床検査科、
病理診断科、緩和ケア科、臨床腫瘍科、リハビリテーション科、
口腔総合診療科、口腔外科　他

1000床
岩手県紫波郡矢巾町医大通二丁目1番1号

診療科目

病 床 数
所 在 地

医療標準規格に準拠した相互運用基盤（ミドルウェア）
ビジネスプロセス、ワークフロー管理
データベース機能
データ変換
イベント通知、モニタリング機能
視覚的な診断と監査機能
高い拡張性
高度なセキュリティ機能
アプリケーション開発環境

導入前の課題
電子カルテは基本的に上位下達で、
フィードバックを受ける仕組みに乏しい
部門システムは多くの情報がありながら横の連携に乏しい
⇒50以上の部門システムと電子カルテをミドルウェアで対等に接続

情報連携基盤活用によるシステム構築例
画像検査ダブルチェックシステム
　⇒アラートシステム
読影オーダシステム
レポート未既読管理システム
医療放射線管理システム
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大阪公立大学医学部附属病院 様
ご導入システムと特徴
医療情報連携プラットフォーム（FHIR活用事例）

プロフィール
総合診療科、循環器内科、呼吸器内科、膠原病・リウマチ内科、
生活習慣病・糖尿病センター、腎臓内科、骨・内分泌内科、消化器内科、肝胆膵内科、
小児科・新生児科、神経精神科、皮膚科、放射線科、放射線治療科、核医学科、消化器外科、
乳腺・内分泌外科、心臓血管外科、肝胆膵外科、呼吸器外科、小児外科、脳神経外科、
整形外科、泌尿器科（腎臓移植）、女性診療科（産科・生殖内分泌・骨盤底医学）、
女性診療科（婦人科腫瘍）、眼科、耳鼻いんこう科、麻酔科・ペインクリニック科、形成外科、
血液内科・造血細胞移植科、脳神経内科、歯科口腔外科、感染症内科、ゲノム診療科、
リハビリテーション科、病理診断科、臨床検査

965床
大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7

診療科目

病 床 数

所 在 地

導入メリット

導入前の課題

電子カルテや部門システムから独立しているので、 電子カルテや部門シス
テムのベンダー変更、更改をしてもそのまま継続利用可能
医療データを連携し、利用しやすくするため、HL7 FHIR形式での蓄積が可
能。SS-MIX2とのデータ変換アダプタなど標準装備
医療機関のニーズ/課題に合わせた画面やアプリなど、汎用ソリューション
を提供、またはカスタマイズ開発も可能
データとI/Fが標準化されているため、APIを活用することでベンダーフ
リーのデータ活用が可能

電子カルテとREDCap（臨床研究支援システム）の連携が行われて
おらず、臨床データを手作業で入力していた
DWH内に蓄積された臨床データは、ベンダー独自の構造や表現
で、再利用がしにくい

病院情報システムの各種データを「HL7 FHIR」に変換・蓄積するこ
とで、臨床研究の手間と時間を大幅に削減できた
REDCapとのリアルタイム自動連携を実現したことにより、大量の
医療データを利用した研究が実現可能になった

株式会社インテック （製造元）

問い合わせ
臨床データ

病院情報システム

病院情報システムデータをFHIRに変換・蓄積・連携する医療情報連携プラットフォーム
（InterSystems IRIS for Health）

臨床研究支援システム（REDCap）

システムから取得したデータを「HL7 FHIR」変換 ➡ FHIRリソースリポジトリにデータ蓄積
FHIRリソース
リポジトリ

リアルタイム連携 リアルタイム連携リアルタイム連携

電子カルテシステム
参照系システム
BI/DWH 検体検査システム 微生物検査システム

バッチ連携

大阪公立大学医学部附属病院 様
ご導入システムと特徴

院内で利用されている検査機器との連携とデータベースの高速処理
ユーザーインターフェースの使い勝手
常時100を超えるバックタスクを高速かつ円滑に処理
搬送も含めてすべて一つのシステムでコントロールが可能
より迅速で確実な検査が可能

検体検査システム「QREXIA」

プロフィール
37の診療科、965の病床を有し、地域医療における中核病院として、
高度な総合医療機関の役割を担い、厚生労働省から地域がん診療
連携拠点病院として指定を受けている。

965床
大阪市阿倍野区旭町1-5-7

診療科目

病 床 数

所 在 地

システムの肥大化によるコスト増
カスタマイズによるシステムトラブル
多種多様な検査機器との連携

仮想サーバへの移行と整理
肥大化されたシステムのダウンサイジング
パッケージ製品によるメンテナンス性の向上

導入メリット

導入前の課題

株式会社トラストブレイン （製造元）
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公益社団法人 京都保健会 京都民医連中央病院 様
ご導入システムと特徴
電子カルテシステム「カルテMan・Go!」

プロフィール
救急科、集中治療科、腫瘍内科、循環器内科、総合内科/呼吸器内科、
腎臓内科/リウマチ科、消化器センター :消化器内科、脳神経内科、
感染症科、消化器センター :消化器外科、肛門外科、乳腺外科、
整形外科、産婦人科、小児科、精神神経科、泌尿器科、眼科、
リハビリテーション科、手術室・麻酔科、皮膚科、病理診断科、臨床検査科、
放射線科、臨床研修部、臨床研究部、緩和ケア内科、脳神経外科、
歯科口腔外科、耳鼻咽喉科

一般病床 359床、療養病床 52床
京都府京都市右京区太秦土本町2番1

診療科目

病 床 数

所 在 地

導入メリット

導入前の課題

働き方改革や経営にも役立つクラウド型電子カルテシステム
開発は大学病院と行い、長期間にわたる大量データ蓄積時にもクイックレ
スポンスを実現、慢性疾患の長期間データでも低下しないレスポンスの速
さが特徴です
モバイルでも電子カルテシステムを利用することが可能です。診療画像撮
影や、注射や輸血の3点チェック、経過記録やバイタルの記載などご好評い
ただいています
拡張性と柔軟性が高く、医療機関の運用に合わせたシステム利用が可能です

データの累積によるシステムレスポンスの低下が無く、スピーディー
な操作感で利用が可能となり、診療の効率性が上がった
Android端末によるベッドサイドでの参照・入力が可能となった
カスタマイズ性が高く、運用効率化のご要望に合わせたシステムの
設定が可能となった
データ移行の柔軟な対応によって、過去情報の参照・複写が可能と
なり、導入前のカルテ（過去分）の参照回数を減らすことができた

株式会社コア・クリエイトシステム （製造元）

データの蓄積によるシステムレスポンスの大幅な低下
携帯端末による運用が出来ない為、ベッドサイドへノートPCを
持ち込む手間やナースステーションでの混雑緩和
電子カルテに合わせた運用による利便性の低下
同じ電子カルテにて2医療機関を賄っていた事によるデータの混同

医療法人札幌ハートセンター 札幌心臓血管クリニック 様
ご導入システムと特徴
電子カルテシステム「カルテMan・Go!」

プロフィール
循環器内科、心臓血管外科

85床（一般病床77床、ICU8床）
札幌市東区北49条東16丁目8番1号

診療科目

病 床 数

所 在 地

導入メリット

導入前の課題

株式会社コア・クリエイトシステム （製造元）

働き方改革や経営にも役立つクラウド型電子カルテシステム
開発は大学病院と行い、長期間にわたる大量データ蓄積時にもクイックレス
ポンスを実現、慢性疾患の長期間データでも低下しないレスポンスの速さ
が特徴です
モバイルでも電子カルテシステムを利用することが可能です。診療画像撮
影や、注射や輸血の3点チェック、経過記録やバイタルの記載などご好評い
ただいています
拡張性と柔軟性が高く、医療機関の運用に合わせたシステム利用が可能です

DXの実現
施設間でのデータ連携と短期間での導入
拡張やカスタマイズができないので、環境の変化に適応した
システム運用が行えず、非効率な運用も一部あった

プラットフォーム、及びデータセンターの利用により、施設、
及びシステムの拡張が短期間で実現できた
※サテライト有床クリニックを1ヶ月半で稼働
カスタマイズ性が高く、運用の効率化に合わせたシステムの設定が
可能となり、今後グループ施設全体での同一システム運用が実現で
きるようになった
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公益社団法人東京都教職員互助会 三楽病院 様

プロフィール
消化器内科、循環器内科、糖尿病・代謝内科、呼吸器内科、総合内科、
予防医学内科、消化器内視鏡部、精神神経科、小児科、外科、
消化器外科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、
眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科

267床（一般240床・精神27床）
東京都千代田区神田駿河台2-5

診療科目

病 床 数

所 在 地

ご導入システムと特徴

NEW CureLa EMR　「早い」「見やすい」「使いやすい」
患者管理、各種記録、看護支援など多彩な機能
病院の規模を問わないワンパッケージ
定期的なシステム更新不要の成長型パッケージ
アイコンによる直観的な操作性
医療に特化した高速データベース「Caché」を採用
業務拡大や増え続けるデータにも対応する拡張性
医療制度改革にも柔軟に対応

総合医療情報システム「New CureLaEMR（キュアラ）」
看護支援携帯端末システム「New CureLa Smart fot NURSE」

患者サービスの向上
医療の質と安全の向上
待ち時間など「見える化」による業務効率化
長期的利用でのシステム更新不要によりコスト負担低減
病院経営管理指標による経営上の問題点の改善

導入メリット

（製造元）

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 総合母子保健センター 愛育病院 様

プロフィール
産婦人科、小児科、新生児科、小児外科、女性内科、女性外科、麻酔科、
放射線科、小児精神保健科

160床（NICU:12床、GCU:24床、MFICU:9床、PICU:12床含）
東京都港区芝浦1丁目16番地10号

診療科目

病 床 数

所 在 地

ご導入システムと特徴

NEW CureLa Smart for NURSE　「手軽に」「便利に」「安全に」
スマートフォンによる簡単操作
看護師の業務負担軽減
医療過誤対策
電子カルテシステムとリアルタイムに連動
画像撮影
バイタル機器（電子体温計、電子血圧計など）とのデータ連携

総合医療情報システム　「New CureLaEMR（キュアラ）」
看護支援携帯端末システム　「New CureLa Smart fot NURSE」

患者サービスの向上
医療の質と安全の向上
待ち時間など「見える化」による業務効率化
長期的利用でのシステム更新不要によりコスト負担低減
病院経営管理指標による経営上の問題点の改善

導入メリット

（製造元）
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長崎みなとメディカルセンター 様
ご導入システムと特徴

「患者さんを中心」に考えた、診療情報、画像情報の統合
多職種間でのカンファレンスやチーム内での情報共有ソリューションとしても活用
時間軸の連動機能により、診療情報ごとの経時変化を連動して参照
設定されたルールに基づきハイライト表示。見落としの防止と気づきを提供
夜間や休日においてもiPadなどのモバイル端末から患者データを外部参照

「医療情報統合ビューア Abierto Cockpit」

プロフィール
内科、呼吸器内科、心臓血管内科、消化器内科、腎臓内科、
糖尿病・内分泌内科、脳神経内科、血液内科、心療内科・精神科、
緩和ケア外科、産科・婦人科、新生児内科、新生児小児科、小児科、
小児外科、外科、消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、
乳腺・内分泌外科、肛門外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、
麻酔科、放射線科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、
リハビリテーション科、臨床腫瘍科、病理診断科、救急科、歯科

病床数:513床（感染症病床:6床、結核病床:13床含む）
長崎県長崎市新地町6番39号

診療科目

病 床 数

所 在 地

導入メリット

導入前の課題
院内で電子カルテやPACSをはじめとする多くの患者データが分散
してしまい、検査結果と撮影結果を紐づけて確認するまでに多くの
時間を有してしまう

AbiertoVNA、AbiertoCockpitを導入することでこれまで院内に
分散していた情報を統合、表示情報の柔軟なレイアウト変更、保存
機能により「今必要な情報」を「最適な形」で「瞬時に」確認すること
が可能となった

長崎みなとメディカルセンター様　外観
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