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システム開発の重要性
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電算課課長

佐々木 雅則氏に聞く

本誌前号（15号）の特集「部門別システムの勧め」には、現場を預か
る事務職員、システム管理者の方々から高い関心が寄せられた。その中身
は、
「今までオーダエントリーシステムの１つのサブシステムとして、定
数管理、在庫管理システムを開発・運用してきたが、システムの改造に多
大な費用がかかり困っていた」
、
「簡単に、できればスタンドアロンで構築
できる医療材料管理システムがほしいと思っていた」、
「一つ一つの部署で、
医療用具の使い方は異なる。預託している部署もある。請求業務とは別で
構わないので、常時在庫を確認したい」
、
「トレーサビリティについて指導
されているが、現実にはとても無理だと思っていた」等々、切実な意見、
要望であった。
そ こ で、 前 号 の 特 集 で 紹 介 し た「 簡 易 型 医 療 材 料 記 録 シ ス テ ム ＝
YuCAS：ユーキャス」について、当初からシステム開発に協力し、実際
に運用しているユフ精器の佐々木雅則氏にお話をうかがった。

●カードシステムは、
医療現場の負担が大きい
医療現場の中で、心臓カテーテル室
（心カテ室）は特殊な部門と言われる。
まず他の部門と異なる点は、医療機器
の種類が多いことだ。前回紹介した聖
路加国際病院の心カテ室では、1,500
アイテム以上の医療機器が日々保管さ
れている。その中で、医師は管理業務
の改善を図ろうとするが、なかなか改
善できなかった。
医療機器の管理にはカードシステム
が主流だ。機器ごとにバーコードが印
字され、ラミネート加工が施されたカー
ドが、機器のすべてについて作成され
る。ただし、印字されるのは物品コー
ドのみで、ロットやシリアルナンバー

は印字されない場合が多い。そのカー
ドはすべての機器に貼付される。視認
により貼るために、間違う可能性が高
い。この作業は、納品業者が行う場合
がほとんどで、貼り間違いの責任はす
べて業者にかかってくる。医療現場で
物品が使用されるごとにカードを読み
取り、用度課や資材課に回す。しかし、
カードが小さいために紛失することが
多い。
さらに、カードは病院側で作成され
る。材料委員会で承認された機器につ
いてしかカードは作られない。機器購
入管理の点は当然だ。しかし、納品業
者にとっては、カード待ちの時間が発
生するというデメリットがある。また、
運用にあたっては、カードを用度課や
医事課に回すため、病院の基幹システ
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ムとの連携など大掛かりなシステムと
の連携を検討する必要があり、導入お
よび運用費用が高いというデメリット
もある。迅速に新規の機器導入のタイ
ミングに合わない場合も出てくるの
だ。そして、肝心の記録は看護師が手
書き台帳に記入する。このようにカー
ドシステムは、看護師にとっても、納
入業者にとっても大きな負担をかけて
きた。

●カードシステムの代わりに登
場したYuCAS
そこで、カードシステムに変わる
システムとして、YuCAS は開発され
た。YuCAS は、医療機器に貼付され
た GS1-128 バーコードをスキャナーで
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読み取り、PC にデータを蓄積し、連
絡書類を印刷するだけのシンプルなシ
ステムだ。院内の基幹システムとも、
インターネット上のマスタデータとも
連携しないスタンドアローンタイプで
あり、導入コストは最小限に抑えるこ
とができる。また、心カテ室のような
医療機器のアイテム数が多く、新機種
の導入も頻繁に行われる部署では、メ
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ンテナンスが容易である点も大きな利
点だ。
YuCAS は、医療現場の負担を軽減
することに重点を置いている。物品マ
スターの登録・入力作業は、使い慣れ
た Excel で行える。1 カタログコードに
ついて 1 データで、院内で独自に使っ
ているコードでも登録が可能だ。バー
コードはメーカーが添付済みの業界標

準の GS1-128 を使用する。そして、手
術ごとに、ロット、シリアル番号を含
む自動印刷が行われる。

●業者にとっても安全な
システム
YuCAS の利点の一つが、汚染物質
に対する対応だ。機器や用具に血液な
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どの汚染物質がついてしまったとき、
カードと一緒に動かしているとカード
自体が汚染され、機器をデリバリーし
ている営業マンまでが触れてしまう恐
れがあった。しかし YuCAS では、バー
コードを読みとるとすぐに紙が出力さ
れるので、汚染物質を直接触ることは
ない。「汚染物質をすべて分別するこ
とが基本ですが、緊急オペ室などの状
況を見ていると、完全に分別すること
は不可能です。納入業者としては医療
材料と一緒に動くカードを使わない
YuCAS は、それだけ安全であるとい
う点でありがたいシステムです」と
佐々木氏はいう。

●誰でもが使えるシステムでな
ければならない
YuCAS は、誰でも使えるように作
り込まれている。これは、看護師には
異動が多く、誰が心カテ室に回ってく
るかわからないためだ。また、誰でも
がシステムをメンテナンスできること
も不可欠だ。
YuCAS のプロトタイプは、Excel で
作られたシステムで、佐々木氏が作っ
た。Excel では VBA を使えば、かな
りのシステムが構築可能だ。ただし、
もし何か問題が起きた場合、それは夜
中に起こるかもしれないが、佐々木氏
が作ったシステムだと、他の人では対
応できないということもありうる。
「昔
の Excel のシステムでは私が常にかか
わる必要がありました。当社の営業の
顔をつぶすことはできないし、正直な
ところ、ハラハラし通しでした。でき
るだけ早く、開発から保守まで確実に
行っていただけるところに開発を依頼
したかったというのが本音でした。都
築電気さんによって汎用的なシステム
である YuCAS にしてもらい非常に助
かっています」という。

●トレーサビリティにも展望が出
てきた
今後、アメリカの UDI の動向など
を考えると、インターベンション以外
の領域でも、YuCAS が有望になるか
もしれないと、佐々木氏はいう。「整
形外科や脳外科などの場合、いろいろ
な機器、機材を使いますが、トレイに
乗せて、一度にオートクレープにかけ、
滅菌するような場合があります。そ
のようなとき、ロット管理は現在のや
り方では難しいと思います。UDI に
よる個別包装されるような状況になれ
ば、一つ一つの機材を読み取り管理す
ることが可能で、トレーサビリティを
実現する上で有効です。当社ではまだ
実際に整形外科領域で YuCAS を活用
していませんが、今後は、期待できる
分野だと思っています」
ロット／シリアル管理を業界として
は推進しようとしている。しかし、実
際に行うとなるとかなり厳しい。単品
管理の将来を展望するとき、カード管
理より、システムとしての YuCAS を
導入した方が、短期間に安価で効率良
く、トレーサビリティ管理ができるよ
うになると言えそうだ。

●代理店、納入業者の仕事を変
える必要がある
「ユフ精器の営業は昔ながらの個人
商店的な部分が残っています。残業は
当たり前だし、土日もなく働く。しか
し、もっと効率的に働くことができれ
ば、別のことができると思います。働
く側のことも考えて、システムは組み
たい。人が働く時間はコストです。い
かに省力化するか、いかに時間を有効
に活用するか、システムを構築する場
合の基本がここにあります」と佐々木
氏はいう。
「システムを作るときはいつも同じ
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です。まず業務がある。どんなに面倒
なことでも業務がある以上、円滑に業
務を遂行しなければなりません。そこ
でコンピュータを使うのですが、コ
ンピュータは単なる手段にしかすぎま
せん。業務によっては、コンピュータ
が必要でない場合もある。その時に
は、人の力でやればよい。私はこの
割りきりで仕事をしています。今回の
YuCAS のもとになるシステムも、ス
キャンして紙で打ち出せば、現場の仕
事が楽になるだろう、というところか
ら始まっています。実は業務の流れは
変わっていないのです。コンピュータ
というと、電子頭脳というように、何
でもできるように思っている人がいま
すが、それは間違いだと思っています」
と佐々木氏はいう。コンピュータに過
大な夢を持ってはいけないということ
だ。

●システム導入の場合の留意点
システムの場合、導入段階が大切だ。
合理的ではないとわかっていても、今
までやってきた方式を変えたくないと
い う 人 は 多 い。「YuCAS を 導入 す る
ときも、医療現場の人たちは、最初は
良い顔をしてくれませんでした。業務
を変えることへの抵抗感があったので
しょう。それに当時のシステムがまだ
満足いくものではなかったこともあっ
たのかもしれません。またもしかした
ら、看護師さんたちが考えていた業務
の改善方向と違っていたのかもしれま
せん」という。
業務改善は、単なる合理化だけでは
うまくいかない。「働いているのは人
間ですから」と佐々木氏がいう通り、
使い易さや、安全などを加味した改
善が必要なのだ。「現在の YuCAS は、
十分現場の人々に満足いただけるシス
テムになっていると思います」という。
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●在庫管理が重要
聖路加国際病院に限らず、ユフ精器
は自社内にある都築電気開発の販売管
理システムで、取引先病院に納入して
いる品の滅菌期限管理や、ロット・シ
リアル番号管理をすべて行っている。
棚卸は年に数回、専用のＰＤＡを使用
して行われている。心カテ室での医療
機器の回転が早いことと、預託がある
ことで、棚卸の頻度は高い。
佐々木氏は、「病院の仕事は患者さ
んの病気や怪我を治したり、命を守る
ことだと思います。しかし、その病院
と取引をする業者側としては、企業で
すから営業を継続するためには利益を
出さなければなりません。その意味
で、われわれにとってもできるだけ負
担が軽く、正確に在庫を管理するシス
テムが必要でした。バルーンカテーテ
ル 1 つなくしたら、約 10 万円が飛ん
でしまう。在庫をしっかり把握し、管
理することが我々にとっては死活問題
であり、期中に行う棚卸は不可欠なの
です」という。と言いながら、現在も
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決算時期の棚卸となると苦労は付き纏
う。とくにインターベンション関係の
棚卸は、緊急オペが入れば最初からや
り直しで、棚卸作業は深夜など、医療
現場が空いた時に行わなければならな
いことが多い。それも一人ではできな
い。1 週間ぐらいの期間の間に、複数
人数で複数の施設を回って行っている
という。棚卸は現物を確認する作業で
あり、やむを得ない業務だ。
佐々木氏はシステムエンジニアとし
て、13 年前、医療分野に入ってきた。
医療分野で仕事を始めた当時は別世界
に来たように感じたという。「貸出、
委託品というのがわかりませんでし
た。ほかの業界にはないことです。今
は事情が分かっています。1 本 10 万
円近くもするようなバルーンカテーテ
ルが数十本も、医療現場には並んでい
ます。棚一つで家が 1 軒買えるほどで
す。使用するかどうかもわからないも
のを事前に、病院がすべて購入するこ
とはできないでしょう。だから他産業
のような販売管理システムを使うこと
はできません。最も重要なのは、あら

ゆる状態の在庫を管理できるシステム
であり、YuCAS はそれを補助する機
能としても十分なものです」という。
「当社は、医療機器の輸入メーカーと
して長い歴史を持っています。一方、
医療機器、医療材料を医療現場に納品
する業者としての業務も請け負ってい
ます。病院のシステム作りを手伝った
り、在庫管理を徹底したりすることで、
当社の社員の意識が変わったと思って
います。それは社長も認めてくれてい
ることです」と笑顔で語ってくれた。
医療機器業界の特徴の一つに、医療
機器卸が多く存在しているという点が
ある。全国に一説では 2,500 社あると
も言われている（医機販協加盟企業は
約 1,500 社）。卸の利幅は狭く、企業
規模は小さい。ICT 化、 システム化
も遅れており、人海戦術が中心だ。だ
からこそ、YuCAS のような、誰でも
が使えて、安全で、安価なシステムが、
より多くの医療現場で活用されること
が望まれる。
（取材・インタビュー：編集部

井澤）

