
別添２ 愛媛県立中央病院　　医療情報システム全体関連図

インターフェイスプログラムを介するもの

基幹システムと同一システムであるべきもの

次期医療情報システム構築時に導入予定

医事システム

オーダリングシステム

電子カルテシステム

患者基本オーダ…………診療上の基本情報を登録
入院基本オーダ…………入退院や移動情報を登録
病名オーダ………………病名情報を登録
予約オーダ………………外来患者の診療予約を登録
食事オーダ………………入院患者の食事を登録
処方オーダ………………患者への処方を登録
検体検査オーダ…………患者への検体検査依頼を登録
(細菌検査オーダ含む)
検査結果照会……………患者の検体検査結果を照会
画像生理オーダ…………放射線部への検査依頼を登録
栄養指導オーダ…………栄養士への栄養指導依頼を登録
服薬指導オーダ…………薬剤師への服薬指導依頼を登録
注射オーダ………………患者への注射を登録
レジメンオーダ…………化学療法注射を作成、登録
汎用処置オーダ…………患者への処置行為を登録
リハビリオーダ…………患者へのリハビリ依頼を登録
輸血製剤オーダ…………患者への輸血に伴う血液製剤
　　　　　　　　　　　請求を登録
病理検査オーダ…………患者への病理検査依頼を登録
透析オーダ………………透析患者を登録
手術申込みオーダ………患者への手術予定を登録
初再診・指導オーダ……患者への初再診・指導料を登録
透析オーダ………………患者への透析依頼を登録
歯科処置オーダ…………患者への歯科処置行為を登録
指示出し・指示受け……医師から看護師への指示を登録
クリティカルパス………パス作成、適用を登録

診療記録や各種情報を蓄積・保存する診療
支援システム

診療に関する院内情報を発生源でとら
え、必要な部門に伝達するシステム

患者登録、窓口会計、入院請求
や、毎月のレセプト作成を行うシ
ステム

患者基本情報

連携患者基本情報

患者登録

患者氏名
生年月日
性別
住所
保険

オーダ情報

オーダ登録

入院情報 病名情報 予約情報

入院履歴情報 病名情報 予約情報 診療情報

診療情報

入院履歴情報

病名情報

予約情報

窓口会計

請求書
入院請求

レセプト

レセプト

看護システム

看護ケア、看護計画、
経過表、ワークシート
などの看護支援システ
ム

連携

＜検体検査部門＞

検体検査システム
　生化学･血液学･血清学･一般という検体
検査のシステム

細菌検査システム
　同定検査や薬剤感受性検査などにつ
き、自動で測定するシステム

採血管準備システム
　採血管にラベルを貼付し、採血指示書
等を添付するシステム

輸血管理システム
　血液製剤の入庫・出庫管理を行うシス
テム

検査依頼情報

到着確認・検査結果情報

検査依頼情報

採取ﾗﾍﾞﾙ情報

製剤請求情報

出庫情報

製剤実施情報

病理検査システム
　病理検査における組織診・細胞診・剖
検を支援するシステム

検査依頼情報

到着確認・検査結果報告情報

生理検査ファイリングシステム
　心電図、脳波情報等の生理情報を動
画・静止画でファイリングをするシステ
ム

＜放射線部門＞

ＲＩＳシステム
　撮影機器への情報送受信・実績入力の
省力化をするシステム

ＰＡＣＳシステム
　画像を採集、保存、管理、診断に利用
し、フィルムレスを支援するシステム

レポート作成システム
　読影レポートの検索・参照や所見入力
作業の省力化をするシステム

放射線治療ＲＩＳシステム
　治療計画システムへの情報の送受信、
経過報告等の作成を支援するシステム

受付・実績通知情報

＜リハビリ部門＞

リハビリ管理システム
　療法実施記録を管理し、管理資料や統
計を作成するシステム

＜地域連携部門＞

地域連携システム
　紹介患者の管理を支援するシステム

＜診療情報部門＞

診療情報管理システム

がん登録システム
　診療情報管理や院内がん登
録を支援するシステム

脳卒中･その他登録ｼｽﾃﾑ

＜管理部門＞

経営管理システム
　医療収益や原価の損益を管
理するシステム

＜ＤＷＨ＞

ＤＷＨシステム
　診療情報等のデータを蓄積す
るシステム

実績通知情報

循環器レポート・動画ファイリングシス
テム
　循環器部門の検査・治療のレポート作
成、患者説明を支援するシステム

勤務表

到着確認・検査結果情報

＜ドック部門＞

健診システム
　健診の予約・受付・データ記録・請求
などを行うシステム

患者基本・検査結果情報

オーダ情報

受付情報

診療情報

自動入金機
（POSﾚｼﾞ)

再診受付機

会計情報

＜栄養部門＞

栄養管理システム
  献立の作成効率化、食事栄養管理する
システム

栄養指導システム
  栄養指導を数値や各種チャートによっ
て、適切に行うシステム

食事情報

栄養指導情報

画像依頼・患者情報

患者属性情報

依頼・予約情報

スケジュール情報

＜手術部門＞

手術情報管理システム
　手術中の記録（麻酔記録、術中看護記
録等）を記録するシステム
（次期医療情報システム構築時に導入）

手術依頼情報

実施情報

生体情報システム
　手術患者の監視・治療指示・記録等を
電子化するシステム
（次期医療情報システム構築時に導入）

＜用度部門＞

物品管理システム
　医薬品・医療材料の在庫を
正確に把握・管理するシステム
（次期医療情報システム構築時
に導入）

オーダ情報

＜透析部門＞

透析部門システム
　透析装置等の各種装置との接続し、
データを自動収集、監視するシステム
（次期医療情報システム構築時に導入）

依頼情報

＜診療部門＞

眼科ファイリングシステム
　眼科の医療用画像を動画・静止画で
ファイリングするシステム
（次期医療情報システム構築時に導入）

耳鼻科ファイリングシステム
　耳鼻科の医療用画像を動画・静止画で
ファイリングするシステム
（次期医療情報システム構築時に導入）

依頼情報

患者情報

患者情報

＜病院連携＞

病病・病診連携システム
　他の病院・診療所と情報連携
をするシステム
（次期医療情報システム構築時に
導入）

＜院内システム＞

グループウェア
　情報共有のポータルとして、
情報の収集・整理・発信を支援
するシステム
（次期医療情報システム構築時
に導入）

個人認証システム
　ＩＣカードや指紋認証を利用
し、個人を認証するシステム
（次期医療情報システム構築時
に導入）

シングルサインオン
　一度のログインで、各医療情
報システムにサインオンできる
システム
（次期医療情報システム構築時
に導入）

＜患者案内＞

患者案内表示システム
　外来の受付から診察室まで患
者を案内するシステム
（次期医療情報システム構築時に
導入）

＜看護部門＞

看護勤務管理システム
  看護職員情報を管理や勤務表作成など
を行うシステム

看護携帯システム
  ＰＤＡ等による患者様認証により、リ
スクチェックするシステム

オーダ情報

実施情報

血液ガス分析装置、生化学自動分析装
置、全自動血球沈降速度測定装置、血液
学検査システム、尿自動分析装置、尿自
動搬送分析システム、全自動グルコー
ス・グリコヘモグロビン測定装置、全自
動血液凝固分析装置、全自動尿成分定量
分析装置、全自動免疫測定装置

全自動細菌検査装置、全自動血液培養・
抗酸菌培養装置、自動蛍光免疫測定装置

心電計、運動負荷心電図、心肺機能測定
装置、誘発電位・筋電図検査装置、長時
間心電図解析装置、総合肺機能検査シス
テム

採血管準備システム

血圧脈派検査装置、アストグラフ、校正
脈波計、デジタル脳波計、ポータブルデ
ジタル脳波計（病棟用）

全自動輸血検査装置

全自動錠剤分包機、全自動散薬分包機、
調剤監査システム、薬袋発行機、水剤監
査システム

アンプルディスペンサー

＜薬剤部門＞

調剤支援システム
  錠剤と散薬等の薬剤を服用単位に分包
化する分包システム

処方情報

服薬指導システム
  薬剤情報提供書作成や服薬指導の内容
を記録するシステム

医薬品情報(DI)提供システム
　調剤した医薬品に関する情報を表形式
で表示するシステム

注射薬払出システム
　注射薬剤を患者様ごとに個人セット化
するシステム

注射情報

処方・注射・服薬指導情報

特定生物由来製品管理システム
　特定生物由来の投与実績、検索、管理
簿作成するシステム

医事へ 会計情報

医事へ

＜診療情報部門＞

診療情報管理システム
　蓄積されたデータや入力支援
ツールにより医療文書作成を支
援するシステム

がん登録システム
　診療情報管理や院内がん登録
を支援するシステム

脳卒中･その他登録システム
　診療情報管理や院内脳卒中や
その他登録を支援するシステム

診断用Ⅹ線撮影装置、乳房Ⅹ線撮影装
置、歯科用Ⅹ線パノラマ撮影装置、デジ
タルⅩ線テレビ装置、ＣＲシステム、Ｃ
Ｔ、MRI、Ｘ線骨密度測定装置、シンチ
レーションカメラ、体外衝撃波結石破砕
装置、ガンマナイフ、PET-CT、超音波診
断装置、携帯型超音波診断装置、腎盂膀
胱スコープ

血管連続撮影装置

人工透析装置

スリットランプ、眼底カメラ、ノンコン
タクトトノメーター、手術顕微鏡、オー
トレンズメーター、オートレフケラト
メーター、角膜形状測定装置、光干渉断
層計、非接触式角膜内皮細胞撮影装置、
自動視野計、超音波診断装置

分娩監視装置
　MFICU、LDR、病室、NST

生体情報モニター
　NICU、NHCU/GCU、LDR、新生児手術
室、分娩室、MFICU

生体情報モニター
　ICU、救命ICU、HCU、救命外来、救急
初療室

生体情報モニター

全身麻酔器

接続を想定している医療機器

医療情報システムで整備 医療機器で整備
※ただし、医療機器等
調達関連業務で事業者
が整備する医療機器の
他、移設する医療機器
及び県が別途調達する
医療機器を含む。

リニアック、治療計画システム

臨床用ポリグラフ検査装置、多機能心電
計、血管内超音波診断装置

＜重症病棟＞

重症患者生体情報管理システム
　重症患者の監視・治療指示・記録等を
電子化するシステム
（次期医療情報システム構築時に導入）

重症新生児等生体情報管理システム
　新生児等病棟患者の監視・治療指示・
記録等を電子化するシステム
（次期医療情報システム構築時に導入）

患者情報

患者情報

内視鏡ファイリングシステム
　内視鏡の医療用画像を動画・静止画で
ファイリングするシステム
（次期医療情報システム構築時に導入）

患者情報
電子内視鏡システム

青字・破線

分娩管理システム
　胎児心抽数と子宮収縮の情報を管理す
るシステム
（次期医療情報システム構築時に導入）

オージオメーター、耳音響放射装置、耳
管機能検査装置、平衡機能検査システ
ム、重心動揺計、外来ビデオスコープシ
ステム、中耳内視鏡システム、手術顕微
鏡

画像依頼・患者情報

画像依頼・患者情報


