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02

Point 1

Point 3

Smart Start 導入しやすい

Continuous 継続性の担保

コンパクトなシステム構成で
時間や手間のかからないスムーズな導入を実現

安全なクラウド基盤、高度なセキュリティ対策により
止まらない運用を実現　継続的な機能の向上

富士通のクラウド型電子カルテシステム

いつでもどこでも医療を支え、病院経営を未来  へつなげるクラウド型電子カルテシステム

富士通が誇るデータセンター

病院

●  日本品質保証機構が定める 
「データセンター安全対策適合証明」を取得

●  日本データセンター協会が定める 
ファシリティ基準項目に準拠

● すべての評価項目でティアⅢ以上の評価を保有
※日本データセンター協会　https://www.jdcc.or.jp/

24時間
365日
サーバ・

ネットワーク
状況を監視

FENICS 
ビジネスVPN

院内のサーバ台数を削減
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HOPE Cloud Chart II

Point 2

Point 4

Flexible 柔軟に対応できる

Evolution 新しい価値の創出

組み合わせ自由なサービスメニューにより、
時代とともに変化する病院経営をサポート 

新たな診療スタイル、患者サービス向上を後押しする
ICTサービスと経営可視化ツールを新たに提供

利用実績No.1の電子カルテシステム
ユニバーサルデザインに基づいた「優しいユーザインタフェース」

いつでもどこでも医療を支え、病院経営を未来  へつなげるクラウド型電子カルテシステム

●  日本品質保証機構が定める 
「データセンター安全対策適合証明」を取得

●  日本データセンター協会が定める 
ファシリティ基準項目に準拠

● すべての評価項目でティアⅢ以上の評価を保有
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After

Point 1

スムーズな導入を実現するために、時代にあったサービスを提供

クラウドだからこその充実アフターサービスで手間いらず

サービス利用開始までの導入期間を削減

充実した教育コンテンツ 参考マスタの提供

Before

電子カルテ、医事会計、一部部門シス
テムサーバをクラウド化することで、
現地サーバ設置にかかる費用の削減は
もちろんのこと、システム導入期間の
短縮にもつながります。

電子カルテ、医事会計システム（操作、運用編）の動画コンテンツをオ
ンラインで提供します。空き時間を活用して学習することができ、スムー
ズな運用開始が可能です。

業界標準として公開されている医薬品や検査などのマスタを元に作成し
た「初期参考マスタ」を提供いたします。病院で使うマスタをそこから選
択することで、マスタ作成作業を大幅に効率化することができます。

安定稼働のために院内職員にて対応していたサーバ再起動から、改定作業、セキュリティ情報更新作業、レベルアップ適用作業まですべてデータセ
ンターで行います。

Fujitsu 
Healthcare

Cloud Service

改定作業サーバ再起動

レベルアップ
適用作業

セキュリティ
情報

更新作業

初期参考マスタから選択し、
一括登録が可能

1件ずつ手作業で入力

Smart Start 導入しやすい
コンパクトなシステム構成で時間や手間のかからないスムーズな導入を実現
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HOPE Cloud Chart II

 FUJITSU
Data Center

Cloud

Point 2

利用者ポータルを活用した院内ニーズへの柔軟な対応

注文

使用可能

病院形態に合わせて、必要なサービスを必要なだけ

基本サービス
（必要最低限をバンドル）

中・小病院

オプションサービス
（機能単位のプライシング）

処方 病名 再診予約 指示簿指示 検体検査 自科検査 移動食事 会計オーダ 簡易オーダ

シェーマ・テンプレート 看護支援 統合部門
注射 病理 細菌 処置 放射線 リハビリ 手術 透析 生理 内視鏡 指導料 麻酔　など

● 電子カルテの使用状況の見える化
● 利用者ポータルからスピーディーな注文が可能

電子カルテの時間帯ごとの利用状況を利用者ポータルから把握することで、院内のシステム増強のニーズにスピーディーに対応することができます。
またシステム増強をはじめ、オプション購入といったシステム注文をお客様画面から行うことが可能です。

『病院完結型』から、地域全体で治し支える『地域完結型』医療への転換が求められております。病院形態に合わせて、無駄なく必要なサービスをお
選びいただけます。

一般病床（救急）
の維持

回復期への転換

在宅医療

ケアミックス

慢性期（療養型）
への完全な移行

Flexible 柔軟に対応できる
組み合わせ自由なサービスメニューにより、時代とともに変化する病院経営をサポート 
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バックアップ領域

業務サーバ 業務サーバ

待機系サーバ 待機系サーバ

業務サーバ 監視サーバ

データセンター

院内部門連携サーバ保守端末

安心安全なシステム構成

24時間 365日監視・対応

フェイルオーバー機能の搭載

回線トラブル時も業務継続可能

全国の要望を基に、継続的な機能追加・強化・改善を実施することで、
常に最新の機能をご利用いただけます。また、定期的な動画コンテン
ツ配信により、電子カルテの操作習熟度を上げていただくツールとし
てご活用いただけます。

ハードウェアの二重化・診療データの逐次バックアップにより、万が一
機器の故障が発生した場合でも、診療データの保存性を担保します。

専任の人員による監視体制を整えているため、病院様の保守の負担を軽
減いたします。

ハードウェアの障害を自動で検知し、正常な機器に切り替えるフェイル
オーバー機能を有することで、ノンストップ運用を支えます。

災害時の回線不通時に備え、院内サーバに診療データを格納することで、
万が一の場合にも診療継続が可能です。

 FUJITSU Data Center

 FUJITSU Data Center

！ ！

！

！

サーバやネットワーク
機器を二重化

HTML参照機能にて
業務継続障害内容を確認

障害通知

● おすすめ（外来）

● おすすめ（病棟）

● オーダ

● カルテ情報検索

● 設定／管理

● 記録

業務サーバに異常が発生すると
瞬時に待機系サーバに切替

診療データは 
逐次バックアップ

回線障害

！

業務継続性の確保

最新機能の提供と教育動画の定期配信

電子カルテをより便利に使いこなすための動画コンテンツを定期配信

Point 3 Continuous 継続性の担保
安全なクラウド基盤、高度なセキュリティ対策により
止まらない運用を実現　継続的な機能の向上

導入時

レガシー化
従来・他社

レベルアップ

レベルアップ

レベルアップ

レベルアップ

常に最新化
評価

成長
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HOPE Cloud Chart II

富士通
患者向け
サービス

外部
システム

地域連携

Cloud Chart II

病院内の医業収益、病床稼働率といった項目を見える化し、経営を支援するツールを提供いたします。厚生労働省が提示している 49項目の経営指
標を可視化するだけではなく、全国の病院とのベンチマークが可能となります。

クラウド基盤を活用した各種サービスとの連携を強化することにより、院内の電子カルテ業務に留まらない、新たな診療スタイル変革を支援いたし
ます。

・ 厚生労働省が提示している 49項目の経営指標 
を可視化
・ ビッグデータの活用により全国平均値とベンチ
マークが可能

医療スタッフの働き方改革、患者様への新たな価値提供
により、地域から選ばれる医療機関へ。

経営ダッシュボードによる経営の見える化

クラウドを活用して、新しい診療スタイルの変革へ

例えばこんなシーンで…

オンライン診療
病院への移動時間を削減、感染 
リスクも低減します

院外からカルテ参照が可能。医療
従事者の働き方改革を支援します

カルテ環境はセキュアなままに、
インターネットの利用が可能です

院内滞在時間を減らすことで患
者満足度を向上させます

モバイル活用

インターネット接続

患者向けサービス

 FUJITSU
Data Center

Cloud

Fujitsu
Healthcare
Cloud Service

Point 4 Evolution 新しい価値の創出
新たな診療スタイル、患者サービス向上を後押しする
ICTサービスと経営可視化ツールを新たに提供
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■製品・サービスについてのお問い合わせは

FM0036 2021年1月

パートナー・プロモーション戦略統括部
富士通株式会社

ヘルスケアパートナービジネス推進部

サービス一覧

基本サービス

オプションサービス

■処方オーダ
■検体検査オーダ
■再診予約オーダ
■移動・食事オーダ
■指示簿指示オーダ

■病名オーダ
■自科検査オーダ
■会計オーダ
■簡易オーダ

■持参薬管理ツール
■服薬指導管理ツール
■DPCツール
■診療計画ツール
■診療レポートツール
■レジメンツール
■チーム医療ツール
■スクリーニングツール
■紹介状管理ツール
■複数予約カレンダーツール
■マルチカルテビューアツール
■ヒストリカルビューツール
■妊婦健診管理ツール
■隔離拘束登録ツール
■感染管理支援ツール
■カルテ入力支援ツール（SimpleWrite）
■液晶ペンタブレット シェーマ描画ツール
■外注検査連携ツール
■介護システム連携ツール（WINCARE連携）
■データ検索ツール（DWH）
■特定健診・薬剤情報参照ツール
■歯科ツール
■医事ツール

■電子カルテツール（シェーマ・テンプレート）

オーダツール 
■注射オーダ 
■処置オーダ 
■細菌オーダ 
■病理オーダ 
■放射線オーダ 
■生理オーダ 
■内視鏡オーダ 
■手術オーダ 
■麻酔オーダ 
■輸血オーダ 
■リハビリオーダ 
■透析オーダ 
■指導料オーダ

看護支援ツール 
■看護カルテ 
■経過表 
■看護管理

統合部門ツール 
■病理 
■放射線 
■生理 
■内視鏡 
■手術 
■輸血 
■リハビリ 
■透析

●記載の会社名、製品名、名称等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。
●Microsoft、Windows、Excelは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
●印刷の都合により、実際の色とは、若干異なる場合があります。
●このカタログに掲載されている内容については、改善などのため予告なしに仕様・デザインを
　変更する場合がありますのでご了承ください。
●本製品は医療機器ではありません。


