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開業を目指した田中先生が準備

行くとそこが大きな負担になるこ

軽症の方が聖隷のような大病院に

ど︑
やることが多いんです︒
だから︑

来の他にも緊急手術︑夜間診療な

からないし︑私の一番の得意な分

たら病院を紹介します︒時間もか

きます︒もし検査で異常を発見し

はすぐに画像検査を行うことがで

検査が必要と診断した患者さんに

﹁MRI︑CTが自院にあると

六校

浜松市は﹁平成の大合併﹂によっ
て周辺 市町村が集まり︑人口が
約 万人となりました︒東海地方
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では名古屋に次ぐ規模の都市で︑
文字通り地域の中核都市として発
展しています︒
その浜松市内に2021年2月
に開業したのが聖友脳神経外科ク
リニックです︒院長の医学博士・
田中先生は︑前職の聖隷浜松病院
で脳神経外科部長を定年まで勤め
られ︑その後開業されたという経
歴をお持ちです︒
﹁せっかく知識
と経験値が最大になったところで
退職してしまってはもったいない︑
と思い開業を考えました︒自分の
知識と経験をもっと地域で活かし
たいですね﹂と熱く語ります︒
開業にあたって田中先生がこだ
わったのがＭＲＩとＣＴです︒﹁患
者さんが大病院に行く前に︑まず
身近な地域のクリニックで画像検
査ができたらいい﹂と導入を決意
しました︒さらに﹁診療の履歴を
すぐに見ることができる電子カル
テと︑開業したばかりだから使い
やすいレセコンを﹂という要望に
応えたのがメディコムの診療所用
医事一体型電子カルテシステム
﹁ Medicom-HRf
﹂です︒

射線科の助手も併任させてもらい

を﹁辞めるのはもったいない知識︑

そうした経験が田中先生は自ら

た﹂と説明されました︒

ました︒だから例えば︑この画像

経験﹂と言わしめているのです︒

などの理論を学ぶことができまし

になぜアーティファクトが出るか︑

て勤務するかたわら︑勉強して放

80
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クリニック 開業の経緯

田中先生は︑長年にわたって聖
したのがMRI︑CTと医事一体

クリニックを目指して開業︒

隷浜松病院などで脳神経外科医と
型電子カルテです︒

脳外科医として症状の判断に

して臨床経験を重ねてこられまし
たがその中で感じていたことがあ

ともあるでしょう︒それを防ぐた

野が発揮できます﹂

MRI︑CTは絶対に必要︒

めには﹃軽症なのか﹄それとも﹃病

﹁また︑MRIを病院の外来で
待ち︑大病院では2カ月待ちなん

CT

りました︒

院に行く必要があるのか﹄という

予約すると普通は 日から2週間

きる医療機関が浜松には足りませ

てこともあります︒それではすぐ

MRI

検査室

﹁中核病院の脳神経外科は︑外

﹁しかし︑残念ながらそれがで

交通整理 が必要なんです﹂

ん︒そこで私ができることをやろ

に治療が必要なケースに全然対応

さらに﹁MRI︑CTがあり︑

う︑と開業を考えたのです﹂

ん︒でも︑脳神経外科医の知識と

なおかつ正確な画像診断が重要に

できません﹂と田中先生は言いま

経験を活かすことなく定年で辞め

なります︒とくにMRIは理論が

﹁定年後の開業は︑他の方々と

るのは︑不遜な言い方かもしれま

分からないとなかなか判断しにく

す︒

せんが︑もったいない︑地域にと

いところがあります︒私は浜松医

違って珍しいケースかもしれませ

って損では︑と思ったのです﹂と︑

大に戻った時には︑脳外科医とし
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「自分の知識・経験をもっと活かしたい」と
開業時にMRI、CTと電子カルテを導入。
■ 聖友脳神経外科クリニック システム構成図
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﹁軽症かどうか﹂を判断できる地域の

聖友脳神経外科クリニック外観

Clinic
Case Study 1
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﹂の導入
Medicom-HRf

│

六校

ら めくる だけで過去のカルテ

とはいえ︑私は医院を継承したわ

しています︒
﹁開業の準備はした

の医事︑会計システムを高く評価

に進める同クリニックでは︑自動

また︑﹁医療のIT化﹂を積極的

はどんどん減ってきたそうです︒

すようになって︑当初あった返戻

検査画像を素早く見ることができ

ように︑6面のビュアーで大量の

フィルムをシャウカステンで見る

士フイルムと共同開発したもので︑

﹂が設置されています︒そ
ViewR
れは田中先生が2005年から富

導 入 し ま し た︒こ れ も や は り

﹁顔認証付きカードリーダー﹂を

ライン資格確認を実施するため

さらに2022年1月にはオン

などのメリットがあります︒

ます︒画像を見ながら症状の説明

は﹁
﹃ Medicom-HRf
﹄から患者さ
んの画像を検索し︑一瞬で表示し

見することができます︒田中先生

によって病状の変化をいち早く発

また、この約40年間にわたる臨床医としての経験・知

た︒
導入後の感想を伺うと﹁ボタン

ならないくらいの速さですね︒薬

をすぐに見ることができます︒だ

しかし︑
﹁周りで開業している先
の添付文書を見る機能も便利です︒

1つで過去のカルテを何回分もす

生に聞いたら電子カルテは必要だ
文字検索をすると知りたい副作用

ぐに表示し︑現在との比較が簡単

と言います︒そうおっしゃる方の
をすぐに調べることができます︒

から開業の時は﹃やっぱり紙カル

﹁
﹂について田中
Medicom-HRf
先生は︑
﹁実は聖隷浜松病院で勤
中でもメディコムを利用されてい
例えば︑ちょっと腎機能の悪い人

テの方が良い﹄と思っていました﹂

務していた当時の電子カルテは何
る方が多かったんです︒後輩で早
に︑この薬出してどうかなと思っ

けでもなく︑会計に詳しい職員も
精算機を導入しました︒
﹁ Medicom-

今度は私がそのお返しをする番です。

識をもっと活かしたい、という思いもあります。このま

ま辞めるのは、本当に “もったいない” と思います。定

年後とはいえ、もう少しきちんと社会に貢献しなければ

ならないと思っています。

大学病院や総合病院と同様のスペックを持った設備を

整え、患者さんのさまざまな疾患に迅速に対応していき

ます。また「脳ドッグで異常を指摘されたけど、その後

どうしたらよいのかわからない」という方のフォローア

ップも行います。

─そのためのMRI、CTなんですね。

そうです。来院された日に検査し、その日のうちに診

断結果を出すのが当院の強みです。また、当院の目指す

役割である「地域の脳神経外科不足」を少しでも補い、

大病院の負担を減らすことに繋がります。

─「聖友」という名前の理由は何ですか。

聖隷福祉事業団は私が約24年間、一番長く勤めた病院

で2002年からは聖隷浜松病院の脳神経外科部長を務めさ

せていただきました。JCI認定病院でこれまでに日本経

済新聞の病院ランキング 1 位やNewsweek誌の「世界

をすることで患者さんにも納得し
ていただき︑コミュニケーション
にも役立ちます﹂と︑長年にわた
って開発した 自慢のシステム
を説明してくださいました︒
それは田中先生が描いた﹁クリ
ニックでMRI︑CTを駆使した
地 域 医 療﹂で あ り︑
﹁ Medicom﹂がそれをサポートしている
HRf
のです︒

﹂を
Medicom-HRf

オンライン資格確認の
﹁顔認証付きカードリーダー﹂

田 中 先 生 は﹁ Medicom-HRf
﹂

返戻がほとんどなくなった︒

使いこなせるようになってから

﹁

Top200病院」に選ばれている病院でもあります。少し
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﹁事例 聖友脳神経外科クリニック﹂ P

﹁

﹁周りが多く使っているので安心︑

かと不便でした︒過去のカルテを
くからクリニックを始めた先生も
たら腎臓の腎という言葉を添付文

にできます︒以前とは比べものに

見るためには︑いちいちサーバに
やはりメディコムでした︒それな
書からすぐに検索してくれるので

と振り返ります︒

取りにいかなければならなかった
ら間違いないだろうと思ったので

さまざな機能も満足しています﹂

んですよ︒4︑5年分を遡って処
した︒

いませんでした︒だからメディコ

﹁ Medicom-HRf
﹂と の 連 携 が 欠
かせません︒

いるわけですから。おかげで医者にさせてもらったので

便利です﹂と評価していただきま

方を調べようとすると︑えらく時

す﹂と﹁ Medicom-HRf
﹂に 決 め
たいきさつを話してくださいまし

間がかかりましから︒紙カルテな

﹁部位﹂
﹁履歴﹂の検査画像数百枚を
電子カルテから6面のビュアーに表示︒

そのビュアーをコントロールす

ます︵上段参照︶
︒

R I︑C T の 撮 影 画 像 の 診 断 を

同クリニックの診察室には︑M
するために︑6面のモニターが1
る の が﹁ Medicom-HRf
﹂で︑6
面ごとの﹁部位﹂ごとの画像や過

体となった﹁富士フィルム医療ソ
去の画像など︑検索した患者さん

ムの代理店に電子カルテの操作と
﹂との連携によって︑院内で
HRf
は会計業務に人の手をほとんどか

田中先生が目指す 画像診断が

の画像を一瞬で表示します︒これ

同時に医事のシステム︑ノウハウ
けることがなくなり︑金銭の誤差

できる地域のクリニック がスタ

リューションズ社製 ShadeQuest

も一緒に教えてもらいました︒本

も解消しました︒患者さんにとっ

聖友脳神経外科クリニック

当に良かった﹂と言います︒だか

ています。

ートしました︒

聖隷出身の方が「友」として集まってくれたら、と思っ

ては会計の待ち時間が短縮される

だって一人医者にするには、国は何千万とお金をかけて

Mint
※本製品には、医療機器に該当する機能は含まれておりません。
※本製品は医療機器を制御するものではございません。
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ら﹁ Medicom-HRf
﹂を 使 い こ な

でした。“時代が違う” とはいえ安かったと思います。

田中 篤太郎先生

休 診 日
職 員 数

脳神経外科・リハビリテーション科
月・火・木・金 9：00 〜 12：00 14：30 〜 17：30
水・土
9：00 〜 12：00
日・祝
医師 1 名
非常勤 1 名
事務 名
看護師 3 名 放射線技師 1 人 臨床検査技師 1 名
理学療法士 2 名
言語聴覚士 1 名
診療科目
診療時間
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─脳外科医として開業した方針は。

来院された日に検査し︑その日に診断結果を出す︒
それが地域にあるクリニックの役目だと思います︒
私が医学生の頃、月の授業料は3,000円、年に36,000円

聖友脳神経外科クリニック 院長

聖友脳神経外科クリニックのスタッフの皆
さん ︒田中 先 生の後ろは非 常 勤 医 師の
稲永親憲先生︵現聖隷浜松病院脳神経
外科部長︶
︒

誇りを持って聖隷出身という意味で名付けました。今後、

「Shade Quest PACS」
は、MRIで撮影した画像
が600枚の場合、 つの
ビュアーに20枚表示すると、
つのビュアーで120枚表
示できます。それを繰り返
すと600枚すべてを見るこ
とができます。加えて再診
の場合、初回、前回、
今回の 種類を比較する
画像が表示されます。

─地域医療に対する思いをお聞かせください。

Vol
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「Medicom-HRf」には「Shade Quest PACS」の画像を
ビュアーで表示させるボタンがあり、大量の画像でも患者さん
に一瞬で見せることができます。症状や治療方針の説明に
役立つとともに、電子カルテへの記入もスムーズにできます。

聖友脳神経外科クリニックの
「Shade Quest PACS」
と
連携する
「Medicom-HRf」

