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医療機器の保守・点検情報管理
システムに挑戦する

─ 都築電気の医療機器
【点検・修理】
システム紹介 ─
編集部

●システム開発企業が医療分野
に参入
近年、情報システム開発企業が、医
療分野に相次いで参入している。これ
は、金融、物流システムの大型システ
ム開発がひと段落したこと、システム
開発を自社で行うことが主流となりシ
ステムベンダーが開発業務に入り込む
余地が少なくなってきたこと、さらに
は、最近の景気低迷で大型システム開
発案件が減少したことなどが挙げられ
る。つまり、比較的景気に影響されに
くく、システム開発の余地がまだ多く
残されている分野として、医療分野が
注目されているのである。この傾向は、
近年、日本医療情報学会が検定試験を
開催している医療情報技師の受検者数
の増加にも表れている（2011 年受検
者数は 4,203 名で、1,428 名が合格（合
格率 34.0％）している）。
日本における医療分野の IT 化は、
1960 年代から始まった。これは世界
的にも早く、他の産業分野と比べても
早いといえよう。当初導入されたのは、
診療報酬請求制度に対応したレセプト
コンピュータ（レセコン）や医事コン
ピュータであった。いわゆる医事会計
用にコンピュータは導入された。レセ
プト請求は、当月分を月末に締め、翌

月 10 日までに請求書を支払基金に送
付しなければならない。そのため、月
の初めは、各医療機関は夜間残業を余
儀なくされ、開業医では夫婦そろって
夜中までそろばんを弾くという姿が常
態化していた。レセプト計算は、大量
の単純計算を必要とする業務であり、
これはコンピュータの得意分野だ。そ
のため医療機関のほぼすべてで、レセ
コンが導入され、月初めの煩雑な仕事
から医師たちは解放され、目に見える
恩恵を受けた。
その後、医療費の高騰が社会問題化
した。これは、医療費自体が高くなっ
たわけではない。日本は国民皆保険制
度のため、保険料で賄えない部分を税
金で賄わなければならない。それが現
在では医療費全体の 3 分の 1 ほどにま
で達している。そのため「医療費削減」
圧力が高まったのである。削減のター
ゲットとなったのが、医療事務部門で、
診療報酬請求業務の合理化が企画さ
れ、いわゆる発生源入力を基本とする
オーダーエントリーシステムの開発と
導入が急速に進められた。オーダーエ
ントリーシステムは、医療行為を実施
するごとに、診療現場でその内容を入
力するもので、医療そのものにかかわ
るとは言えないシステムであるが、医
療事務の合理化と効率化が目に見える

形で表れ、好評であった。

●「電子カルテ」の現状
1980 年代になると、PC が普及し始
め、価格も急速に下がった。そのため
オーダーエントリーシステムの端末も、
従来使用されていた単なる端末から、
頭 脳 を 持 っ た PC に 取 っ て 替 わ ら れ
た。この PC の普及が、医療現場で診
療支援を行うために IT 技術を活用し
たいと願っていた医師のモチベーショ
ンに火をつけた。そもそも医師はイン
テリジェンスの高い、知的水準の高い
人々である。PCを医事会計だけで使
うことに我慢できるわけはなかった。
医師は、診療、治療行為を患者ごとに
記録し、後で検索したいという要望や、
瞬時に過去の診療情報を閲覧したいと
いう欲求を持った。いわゆる「電子カ
ルテ」の開発に拍車をかけたのである。
ただし、「電子カルテ」には正式な定
義はなく、実際に存在するシステムは
様々だ。紙カルテやフィルムを完全に
失くしたペーパーレスシステムから、
部分的に紙を残しスキャナーなどで読
み取る作業を含むシステムまで、いろ
いろだ。また、「電子カルテ」は定義
があいまいな用語であるために、その
目的も多岐にわたり、評価も様々なの
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である。従来の医療分野への IT 化は、
レセコンや、オーダーエントリーシス
テムのような金銭的、もしくは合理化、
効率化の面で評価が明確な分野であっ
た。しかし、「電子カルテ」は経済的
メリットが見えにくく、評価は厳しく、
導入自体も全診療機関の 20％ほどと
伸び悩んでいるのが現状である。

●医療機器販売業界のIT化
レセプト請求や、オーダーエントリ
ーシステム、さらには電子カルテにつ
いては、以前から開発を進め実績を持
つコンピュータメーカーが存在する。
これら先行するメーカーに追いつき、
追い越すことは困難だ。また、全国に
約 8,000 施設ある病院と、約 9 万件に
も及ぶ診療所をターゲットにしたビジ
ネスは、規模が大きく、簡単には実現
しにくい。また、病院間、施設間の格
差が大きく、同じシステムを提供する
ことができないなど、困難を伴う。さ
らに、それら施設に医薬品を卸してい
る企業向けのシステムは、卸業者の寡
占化が急速に進んでいるため、ビジネ
スチャンスは少なく、システムベンダー
などの企業が参入することは難しい。

そこで考えられたのが、医療機器、
医療材料を販売する業者へのシステム
提供である。病院、診療所へ医療材料、
医療機器を納入する業者数は、日本医
療機器販売業協会加盟の企業数で千数
百社、厚生労働省の推計では約 2,500
社にはなるといわれている。これらの
業 者 の ほ と ん ど は 小 規 模 事 業 所 で、
IT 化が遅れている。一方、扱う医療
機器や医療材料のアイテム数は、30
万とも 50 万ともいわれ、形状が少し
変わったり、ゲージが異なるだけで型
番が変わるという複雑さだ。さらに、
新製品が次々に開発・販売され、メー
カー数も多いことから、コード化が困
難であるとされてきた。
また、医療機器販売業の業務は、
「確
実に」、「遅れず」、「決まった数量」を
納品する必要がある厳しい仕事だ。し
かし、ある意味では繰り返しが多く、
単純とも言える。また、１病院施設単
位でいえば、ほとんどの場合アイテム
数は千を少し超える程度であり、まず
マスターさえ作成すれば、決して管理
に膨大な労力を必要とするとは言えな
い。また、バーコードを活用すればバ
ーコードスキャナーによって正確に読
み込みも可能だ。さらに現場と卸業者

KitFit医療機器【点検・修理】システム
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の両方で印字をし、管理することで、
確認業務も確実に行えるのである。
これらの業務をシステムとして構築し、
販売しているのが都築電気の YuCAS
であり、実際に運用しているのが、本
誌前号（16 号）で紹介したユフ精器株
式会社である。カードを用いた煩雑で
管理が面倒なシステムから、YuCAS
による管理への移行は、医療機器、医
療材料販売業者にとって、サービスを
向上させ、業務を改善するうえで欠か
せないシステムになりつつある。

●保守点検情報管理に挑戦する
都築電気では、YuCAS を普及させ
る一方で、医療機器製造販売テンプレ
ートとして、KitFit を普及・販売して
いる。KitFit は、以下の 3 つの特徴を
持っている。①プロによる課題分析コ
ンサルティングから運用までトータル
ソリューションを提供可能にし、②セ
ミオーダー型ソリューションによる低
コスト、短納期のシステムであり、③
柔軟性・連動制・共有性・集約・分析
に優れた全体最適可能なシステムなの
で あ る。 今 ま で、 都 築 電 気 で は、
KitFit で業種ごとにシステム構築を行
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ってきた。
そして今回、この KitFit に、医療
機器の設置情報／保守・点検情報の管
理 シ ス テ ム を 加 え る こ と に な っ た。
KitFit 医療機器【点検・修理】システ
ムの特長は、①改正薬事法に対応した
「修理業」のすべての業務に対応し、
②オーバーホールを含む点検（定期／
不定期）、または自社修理、メーカー
修理、機器交換、部品管理までの業務
が網羅され、輸出を伴う修理・返品業
務にまで対応し、③保守計画、要員工
数・使用部品実績、および点検・修理
履歴の管理が可能で、④シンプルな設
計（機器台数・保全周期管理・計画管
理・履歴管理・修理案件管理）を実現
し、⑤医療機器の安全確保のために定
められた保守管理業務をサポートする
システムである。
保守点検・修理業務は、医療機器だ
けに存在する業務ではない。製造分野
をはじめ他分野では、さまざまな保守
点検・修理業務の管理方法と、システ
ムが開発されてきた。都築電気も、こ
の分野で豊富な実績を持っている。そ
れらのノウハウを医療機器の保守点
検・修理分野に活かしたのが、KitFit
医療機器【点検・修理】システムであ

る。本システムを導入して、保守点検・
修理業務の合理化、効率化を実現し、
具体的で、目に見える効果が現れるで
あろう。IT 化もシステム化も、目に
見えて成果が出て、評価されないと普
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及はしない。その点、医療機器の点検・
修理分野は、システム化が最も狙いや
すい分野の一つといえよう。都築電気
の挑戦に期待したい。

効果例
●
●
●
●

苦情・点検履歴・修理状況の関連部門との情報共有
経営トップが問題を認識する時間の短縮
保守情報と作業日報の一元管理により、負荷調整
製品の品質向上、初期流動調査による問題の早期発見
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