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クラウド型電⼦カルテシステム稼働！

クラウド型電子カルテシステム稼働！

岩手県医療局様 県立病院にて新たに３病院で電子カルテシステムが稼働

電子カルテシステムは医療情報システムの基幹となるシステムです。当社の電子カルテシステムは、これまで
岩手県医療局様 県立病院にて新たに３病院で電子カルテシステムが稼働
岩手県医療局様の県立病院において、県立二戸病院様、県立胆沢病院様、県立大船渡病院様、県立釜石病院様、
電子カルテシステムは医療情報システムの基幹となるシステムです。当社の電子カルテシステムは、これまで岩手
県立宮古病院様にご利用をいただいておりました。このたび、平成２９年１月に県立大槌病院様、県立山田病院
県医療局様の県立病院において、県立二戸病院様、県立胆沢病院様、県立大船渡病院様、県立釜石病院様、県立宮古
様、２月に県立千厩病院様にて稼働し、８つの県立病院での稼働となりました。
病院様にご利用をいただいておりました。このたび、平成29年１月に県立大槌病院様、県立山田病院様、２月に県立
東日本大震災の教訓をもとにクラウド型でのシステム導入をご採用
千厩病院様にて稼働し、８つの県立病院での稼働となりました。
県立大槌病院様、県立山田病院様では以前から当社のオーダリングシステムをご利用いただき診察を行われて
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いました。しかし、東日本大震災において甚大な被害を受け、院内に設置したシステム機器も大きな被害を受け
県立大槌病院様、県立山田病院様では以前から当社のオーダリングシステムをご利用いただき診察を行われていま
たことによりシステムが稼働できなくなりました。その後、仮設診療所の開設と共にオーダリングシステムを再
した。しかし、東日本大震災において甚大な被害を受け、院内に設置したシステム機器も大きな被害を受けたことに
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よりシステムが稼働できなくなりました。その後、仮設診療所の開設と共にオーダリングシステムを再稼働しました。
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クラウド型電子カルテシステムの概要
クラウド型電子カルテシステムの概要
クラウド型電子カルテシステムは、システム環境
クラウド型電子カルテシステムは、システム環境
（患者データ含む）のあるデータセンターと通信回
（患者データ含む）のあるデータセンターと通信回
線で接続することで各病院にてシステムを利用で
線で接続することで各病院にてシステムを利用で
きます。接続回線は二重化しており、通信障害にも
きます。接続回線は二重化しており、通信障害にも
強いネットワーク構成です。
強いネットワーク構成です。
また、災害などで全ての通信回線に障害が発生し
また、災害などで全ての通信回線に障害が発生し
た場合でも、病院内に設置する電子カルテシステム
た場合でも、病院内に設置する電子カルテシステム
の参照用サーバにて業務運営ができます。
の参照用サーバにて業務運営ができます。
クラウド型は病院内に専用のサーバ室を確保す
クラウド型は病院内に専用のサーバ室を確保す
る必要が無く、データセンターにて専門の技術者が
る必要が無く、データセンターにて専門の技術者が
的確に保守作業にあたるため、安心してご利用いた
的確に保守作業にあたるため、安心してご利用いた
だけるサービスです。
だけるサービスです。

お問い合わせ先：法人・医療システム営業部
お問い合わせ先：法人・医療システム営業部
TEL:019-651-2626（内線 3612） E-mail:hie-ml@ics.co.jp

TEL：019-651-2626（内線3612）E-mail：hie-ml@ics.co.jp

データセンター
電⼦カルテシステムサーバ
・ハードウェア(仮想基盤)
・データベース

VPN 等
(専⽤線)

医事会計システムサーバ
・ハードウェア(仮想基盤)
・データベース

いわて情報ハイウェイ
（専⽤線）

各病院
システム利⽤

クライアント

定期的に同期
通信障害時
に利⽤

病院側
設置サーバ

【クラウド型システムの利用イメージ】
【クラウド型システムの利用イメージ】
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岩手県予防医学協会様新健診システム稼働

平成29年１月４日、岩手県予防医学協会様の新健診システムが稼働し
ました。 新健診システムは当社が提案し採用された日立製作所の
「HellseherNext（ヘルゼアネクスト）」です。パッケージ標準機能が充
実していたこと、大規模健診機関への導入実績が多く安心できることが
採用いただいた決め手でした。
平成27年５月から新システムの構築に着手し、要件定義フェーズでの
システム要件を確定させる段階をはじめ途中ではさまざまな課題があり
ました。その都度、岩手県予防医学協会様の多大なるご協力をいただき
ながら課題解決を図り、当初の計画通り新システム稼働となりました。
岩手県予防医学協会様の基幹システムとなる新健診 シス
テムは、施設内健診・巡回健診に対応しており、健診業務を
トータルにサポートできます。
今後は健診結果のＷｅｂ閲覧、データ活用、アウトソーシ
ングなど、さらにご満足いただける提案を行い、より貢献で
きるよう取り組んでまいります。

ご紹介

【岩手県予防医学協会様】

【新健診システムの主な機能】

契約

施設予約・受付

巡回予約・受付※1

健診結果入力

判定支援

健診結果出力

請求・入金

工程・通過管理

追跡管理※2

※1
※2

健診車、
スタッフ、器材などの日程計画管理
再検査・精密検査対象者の管理

大量データ分析ツール

岩手県内の複数の市町村様で稼働中の「大量データ分析ツール」をご紹介します。
本ツールは市町村様が保有する住民情報データなどを活用し、多角的な分析と可視化を行うことができます。すで
に３年の稼働実績があり、ご利用いただいている職員様からは「今では無くてはならないツール」と高い評価をいた
だいております。住民記録データを用いた人口統計分析の例では、年月／年代別人口と行政区別人口割合などを直感
的に理解しやすいグラフや表で参照することができます。主な特徴としては以下のような点があります。
①目的とする分析の条件を簡単な操作で指定できます。性別・年代・行政区など、様々な抽出条件を選択すること
でグラフや表に即時反映されます。「高齢化が進んでいる行政区は？」、「年代別の人口推移は？」といった分析
や「全国データと比較しての年別出生率」のグラフ表示などが簡単に行えます。
②人口の未来予測を行うことが可能です。抽出条件を指定することで、「20年後の20代〜30代の女性の人口はどれ
くらいか」といった予測をすることができます。
その他に、現在Excel等で行っ
ている資料作成事務を省力化す
るためのツールとしても有用で
す。 表形式の数値はクリップ
ボードへのコピーが可能である
ため、ExcelやWordに簡単に貼
りつけることができます。目的
のデータを簡単に取得できるた
め、庁内の他課からの照会や問
い合わせへの回答資料を作成す
るのに大変便利であると評価を
いただいております。
今後も市町村様の声を聴きな
がら、日々の業務にお役立てい
ただけるツールとして、保健分
野への適用など、分析メニュー
の拡張を検討してまいります。
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東北歴史紀行

奥州藤原氏と平泉文化（一）
藤原清衡
―前九年・後三年の両役を越えて―
藤原清衡の父は、 朝廷から奥羽に派遣された武
人であり「在朝官人」と称せられた役人でもあった。
つねきよ
名を経清と言い「秀郷流藤原氏」の出自を有する
よりとお
しもふさ
名門の出であった。父の頼遠は下総国の住人で、早
くから東国や奥州に土着した武家の家柄であった。
経清は「前九年合戦」 が始まると、 はじめは、
よりよし
官軍の源頼義側について、 安倍氏と対抗していた。
しかし、 その後、 安倍氏の娘（貞任の妹） と婚姻
を結ぶ。
ながひら
平永衡も、 安倍氏の娘の一人と結ばれ、 伊具郡
の郡司であった永衡に嫁いだが、 源頼義は官人た
めと
る者が蝦夷の娘を娶るとは何事ぞ、 とばかりに永
衡と、その家来四人を斬ったのである。
驚いた経清は、 自分も永衡と全く同じ立場にあ
るので、 大いに苦悩したが、 結局、 安倍氏のもと
に走ったのであった。
経清は、 安倍氏の元で大いに武力を発揮したが、
結局、 康平五年九月十七日、 厨川の合戦で敗れて
殺される。その子清衡は、その時僅か七歳であった。
あ り が の い ち の ま え
その母は安倍貞任の妹で、 名を「有加一乃末陪」
と称した。
「有加」 は、 まれに見る美女であった。 そのため
もあろうか、 この合戦に功労のあった出羽の豪族
たけのり
たけさだ
清原武則の子・ 同武貞に再婚させられたのであっ
た。
経清の妻の「お有」は、「生ける屍」となって敵
将武則の嫡男、 武貞の後妻にされたのである。 経
清との間にできた清衡を、 連れ子として清原家に
嫁ぐことになったのだ。 彼女にしてみれば、 この
七歳の子どもこそ唯一、 無二の生きがいであった

に相違ない。
清衡というのは、 連れ子として清原家に入って
から付けられた名前だが、 相当に成長してから付
せられたものと思われる。
しかしそれは、 清原家に取って大事な、 重要な
名前である。
たとえば、「お有」の義理の息子にあたる清原家
さねひら
たけひら
の嫡男は「眞衡」と称した。その叔父は「武衡」だ。
お有が清原武貞と再婚して生んだ子の名前は「家
衡」。
「眞衡」が養子に迎えて後継者としたのは「成
衡」だった。
清衡は、 本来は安倍氏の孫であり、 経清の子で
はあったが、 お有の連れ子は清原家ではそれなり
の、 あるいは、 それ相当以上の処遇を受けて育て
られたことが推測できる。
そのような処遇を受けたため、 成長後もある程
度の地盤が形成され、 後年、 彼自身の政治的、 経
済的な地位を築くことができたものと考えられる。
とはいえ、 清衡の生涯は、 母同様に苦難の連続
であった。
「前九年合戦のさ中に生まれ、 その終了と共に幼
兒にして父を失ない、 母が敵将のもとに強制的に
再婚させられ、 そのおかげで命が助かる。 しかし
成長するに及んで、 清原家自体の内部紛争に巻き
込まれ、 血族同士の争いとなり、 これに国家的権
力が介入してきて、 一つの大きな政治的紛争にな
る。」
これが「前九年の役」 に対して「後三年の役」
と称せられる紛争である。 このような運命の星の
もとに、 とにかく一つ一つの難儀を克服して、 生
涯をかけて事を成しとげた人物。 こうした人物こ
そ、 歴史上輝ける存在となるものだ。 その人こそ
藤原清衡だ。
誰かが主張する如く、 まさに文字通り「奥羽の
・ ・
家康」と称してもよいのかも知れない。
（岩手県文化財愛護協会顧問 金野 靜一氏）

柳之御所遺跡
（平泉町）
藤原清衡・基衡の居館跡で、秀衡代の政庁・平泉館
（ひらいずみのたち）
跡の可能性が高いとされている。
現在、遺跡の整備・復元とともに、発掘調査も継続されている。
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さあ今年こそ！ダイエット

当てはまったらダイエット

─「目標は健康、体重は目安」─

BMI（体重kg÷身長m÷身長m）

｢ダイエット｣ というと体重を減らすことと

25以上

いうイメージがありますが、本来ダイエット

または

は「体重をコントロールすることで内臓脂肪
を減らして、健康になることを目指す」もの

腹囲

です。

男性85cm以上、女性90cm以上

内臓脂肪がたまると、血圧の上昇、血糖値
＋

の増加、中性脂肪の増加がみられるようになります。これらは動
脈硬化を促進させ、動脈硬化は脳卒中や心筋梗塞のような重大な
病気を引き起こします。

中性脂肪 150mg/dl以上

内臓脂肪が多い人はダイエットに取り組んで内臓脂肪を減らす

または

ことで、これらの病気にかかるリスクを減らしましょう。

空腹時血糖 110mg/dl以上

ダイエットに取り組むときは、体重だけを目標にするのは挫折

または

やリバウンドの元です。まずは食事や運動などの生活習慣から改

血圧 上 130mmHg以上 または

善すべき点を見つけ、その改善に取り組むことを毎日の目標にし

下 85mmHg以上

ます（食事は腹八分にする、夕食後は間食をしない、なるべく階
段を使う等）。

※当てはまる人は内臓脂肪が蓄積している

最初からすべての生活習慣を改善しようとするのではなく、ま
ずは無理なくできそうなものを選んで実行していきましょう。体

可能性が高い
⇒ さあ！ダイエットを始めましょう。

重は、目標ではなく目安と捉えることが大切です。

ご紹介

アイシーエスの健康づくり

保健室には看護師が常駐し、健康指導や各種相談対応など心身の健康維持をサポート
しています。
また、さまざまな健康づくり活動も実施しており、今回はその中から３つの取り組み
を紹介します。

ウォーキングキャンペーン

禁煙チャレンジデー

ほけんだより

平成26年から実施中。まずは１日だけ禁煙

毎月１回、保健室からほけんだ

し、ウォーキングに取り組みます。

これまでのべ25名が参加し、 チャレンジ

れをWebでいつでも閲覧でき、

名もの社員が取り組んでいます。

参加者を増やすことが今後の課題です。

平成23年から実施中。１か月間各

自で定めた歩数の目標達成を目指
年３回実施し、これまでのべ874

にチャレンジする取り組みをしています。
デーから１か月後の禁煙継続率は約44％。

編集後記

新年度がスタートし、春の訪れを感じる季
節となりました。気持ちを新たに、今年度も
皆様のお役にたてるよう頑張りますので、よ
ろしくお願いいたします。
東北歴史紀行の新シリーズ「奥州藤原氏と
平泉文化」がスタートしました。世界文化遺
産に登録された平泉の遺跡を脳裏に膨らませ
ながら、ご一読いただければ幸甚に存じます。
次号Networkは７月発行予定です。

よりが発行されます。社員はそ
各自の健康づくりに役立ててい
ます。

http://www.ics.co.jp/
本

社： 〒020-8544 岩手県盛岡市松尾町17番8号
TEL：019-651-2626 FAX：019-651-2693

一関事業所： 〒021-0902 岩手県一関市萩荘字下中田9番地1
TEL：0191-24-3888 FAX：0191-24-3750
秋 田 支 店： 〒010-0951 秋田県秋田市山王2丁目1番54号
TEL：018-865-6171 FAX：018-865-6121

三交ビル

青 森 支 店： 〒030-0862 青森県青森市古川2丁目20番6号
TEL：017-722-6560 FAX：017-732-3602

AQUA古川2丁目ビル

仙 台 支 店： 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町一丁目6番18号
TEL：022-722-7622 FAX：022-722-7644

東北王子不動産ビル4階
※掲載記事等の無断転載を禁じます。
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