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NTT東日本　ビジネスユー

ザ事業推進本部　e-Japan推

進部　医療ソリューション

担当の岸本 文明担当部長は、

次のように語っている。

「これまでの病院・診療所

毎の情報化（点）はもとより病院・

病院間の連携（線）や、診療圏・医

師会をターゲットとし、ネットワー

クを含めた地域医療連携プラットフ

ォーム（面）の展開も進めていきた

いと考えています。地域医療連携と

は、地域中核病院や診療所、健診セ

ンタなど、異なる機能を持つ施設が

NTT東日本は、従来より大規模病

院向け「NTT電子カルテシステム」

を中核とした院内情報化ソリューシ

ョン及び、診療所向け電子カルテ

「Future Clinic 21」の導入を中心に

医療ビジネスの展開を行ってきた。

今後のNTT東日本の目指す医療

ソリューションの取組みについて、

NTT東日本が目指す
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お互いの特徴をいかして連携する仕

組みです（図１参照）。

例えば、診療所をかかりつけ医と

している患者さんが、より専門的な

医療の提供を受けるため、地域中核

病院に紹介された場合、今までの診

療所における診療履歴が地域中核病

院においても閲覧が可能になります。

またX線写真やMRI画像など、地域

中核病院にて撮影された画像及び作

成されたレポートを用いて、診療所

の医師が患者さんに対し詳細な説明

を行えるというメリットもあります。

生活する地域毎に誰もが安心して

医療を受けられるよう、ネットワー

クと医療情報システムを融合させ、

新しい地域医療のかたちづくりを行

います。」

NTT東日本では、医療福祉分野

において、以下に示すような様々な

ソリューションを提供している。

NTT電子カルテシステムは、単

なる診療録の電子化という枠を超

え、各部門と有機的に接続・連携す

ることにより、電子カルテシステム

を中心とした総合医療情報システム

への大いなる発展性を持ち、システ

ム導入による最大限の効果を得るこ

とを可能にする。

NTT東日本の院内情報化ソリュ

ーションは、図２に示すように、電

子カルテシステムを中心に様々なメ

ーカーやベンダーとの連携をはかり

ながら、病院の規模、経営課題にあ

ったシステム構築を実施するためコ

ンサルティングから保守まで一元的

にトータルコーディネートする。

「『医師だけの診療情報』『看護師

だけの看護情報』という束縛から離

れ、NTT電子カルテシステムを介

して医療スタッフが様々な患者さん

情報を共有し、スタッフ間のシーム

レスな連携を実現します。

社内病院にて医療スタッフと共に

実運用を徹底的に考慮した電子カル

テシステムが、医療従事者の業務を

強力にサポートします。」（前出　岸

本文明氏）

現場の業務を徹底的に調査するこ

とにより、業務コンサルティングか

ら保守までを一元的にトータルコー

ディネートするNTT東日本の院内

情報化ソリューションでは、まず

「ワンマンス・コンサルティング」

で医療機関の抱えている課題を分析

し、ITの導入効果を最大限に発揮

できるシステムの検討から始める。

ワンマンス・コンサルティングの特

徴を以下に示す。

①解決を目的としたコンサルティング

②医療現場を重視した業務観察と分析

③課題解決の優先順位に基づいたシ

ステム導入計画の提案

④業務フロー改善とシステム導入の

両面にわたる解決策の提案

これらを短期間にマスタープラン

としてまとめあげることで、導入効
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る。そこにペンで患者さんの症状な

どの情報を手書き感覚で入力してい

く。そのため、患者さんとの対面診

療の時間を割くことなく、手軽に電

子化が可能だ。

日医標準レセプトソフトとの連携

により、受付で登録した患者基本情

報をカルテに取り込むことやカルテ

で登録した診療行為情報を日医標準

レセプトソフトに受渡すことがで

き、事務処理の効率化が図れる。

●導入した医師の要望を反映した

新機能

Future Clinic 21は、2004年4月

の販売開始後、既に小児科、内科の

診療所を中心に80件（2006年５月

９日現在）の導入事例がある。

NTT東日本では、導入さ

れた医師が実際に Future

Clinic 21を使用した意見を

反映しながら新機能の開発

に取り組んでいる。

以下にFuture Clinic 21の

代表的な新機能を紹介する。

①サマリー機能

当日カルテを記述する操作

感覚でサマリーを記録できる

とともに、記録されているサ

マリーの内容が過去カルテを

参照するように一目で確認で

きる（図３参照）。

②文書作成機能

チェックボックスをクリッ

クするなど簡単な操作で、紹

介状などの文書を作成でき

る。文書へ転記したいカルテ

内容などを、項目毎に事前に

登録しておけば、自動生成ボタンを

ワンクリックするだけで文書を仕上

げられる（図４参照）。

③画像手書きパレット取込み

画像取り込みでカルテに取り込んだ

画像のサイズを最適化し、手書きパレ

ットへの取り込みができる。全てのカ

テゴリ（診断・SOAP・処方・処置

注射・検査・紹介状）で手書きパレッ

トへの取り込みが可能。画像の「取込

み」ボタンクリック時、手書きパレッ

トが選択されている場合はそのパレッ

トへ、表示されていない場合は手書き

パレットに表示を切り替え、そのパレ

ットに画像を取り込む。

●全てペン1本で済む点が

導入のポイント

実際の診療に本システムを使用し

ている渋谷区恵比寿の小児科「たか

らぎ医院」では、2004年４月より

NTT東日本のFuture Clinic 21を導

入した。ペン一本であらゆる操作が

果を考えたシステム構築をスムーズ

にスピーディに実現する。

NTT東日本では、医師のノウハ

ウと医療現場のニーズを融合する診

療所向け電子カルテシステム

「Future Clinic 21」を開発した。

Future Clinic 21は、手書き感覚で

カルテがつくれるという、魅力的な

電子カルテシステム。診察は紙カル

テと同様、ペン一本で操作が可能。

キーボードもマウスも使う必要はな

い。画面には患者さんの診療歴や投

薬歴を示すカルテだけでなく、診療

時に記入する白紙カルテも表示され
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可能であるため、紙カルテと同じ感

覚で入力できることが選定理由だっ

た。

Future Clinic 21導入のきっかけ

について、たからぎ医院の宝樹 真

理院長は、次のように語っている。

「ボールペンでの記載では、右手の

負担が大きく、電子カルテの導入を

検討していたところ、2003年春の日

本小児科学会で、Future Clinic 21の

β版を試すことができました。全て

デジタイザーのペン１本で済む点が

導入の一番のポイントです。」

また、群馬県佐波郡にある耳鼻咽

喉科「めぐみクリニック」は、2005

年10月よりFuture Clinic 21を導入

した。Future Clinic 21の導入効果

について、めぐみクリニックの塚田

悦恵院長は、「電子カルテ導入によ

り、増え続ける紙カルテの保管スペ

ースを考える必要が無くなり、処方

の打ち込みが確実、迅速になりまし

た。日医標準レセプトソフトとの連

動により、事務員の打ち込み時間が

少なくなった為、患者さんの待ち時

間が短縮されました。」と語る。

ネットワークと医療情報システム

の融合で安心な医療、それがNTT東

日本の提供する「地域医療連携ネッ

トワークシステム」である。カルテ

や検査画像情報などの患者診療情報

を地域で共有できる。これにより、医

療機関の連携強化・機能分担を促進

し、「地域完結型医療」を実現する。

●高速な光ブロードバンドネッ

トワークを活用し地域医療連携

を実現した、只見町朝日診療所

の遠隔医療診断支援システム

NTT東日本が提供する遠隔医療診

断支援システムは、高速な光ブロー

ドバンドネットワークを活用し、遠

隔地診療所と地域中核病院や大学病

院などを結び、各種医療機器からの

画像を画像サーバに取り込み・保存

を行い、画像ビューワで画像を参照

しながら診断を行うことができる。

ここではNTT東日本が、福島県

只見町唯一の医療機関、国保朝日診

療所に導入し、2005年７月から運

用を開始した遠隔医療支援システム

の事例を紹介する。本システムは、

光ファイバーケーブルで、只見町朝

日診療所と会津若松市の県立会津総

合病院それぞれに画像診断支援シス

テム、テレビ会議システムを構築し、

高速な光ブロードバンドネットワー

クで結んだ（図５参照）。

只見町と会津若松市の病院間は、

車で移動すれば往復３時間以上かか

る。本システムを利用すれば、画像

の種類によっては異なるが、数秒間

で病診連携が可能となる。只見町朝

日診療所で診察した患者さんのCT

画像、内視鏡画像ファイルを放射線

科操作室にあるDICOMサーバ（画

像サーバ）に送信し、患者さんひと

り一人の画像データを保存する。

患者さんの病気や怪我の中には、専

門医のアドバイスや助言が必要になる

場合がある。本システムに保存した画

像ファイルを高速光ブロードバンドネ

ットワークで瞬時に県立会津総合病院

に転送し、朝日診療所医師と県立会津

総合病院の専門医師間にて高画質画像

を閲覧しながらTV会議システムを利

用して対話をすることにより意思疎通

を図り、より正確で具体的な診断を実

施することを可能とした。
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