
FC21ワープは、診療現場での使いやすさ
を第一に開発されたシステムであり、手書き
入力とキーボード入力をはじめ、処方や処置
などの各指示はペンでボタンをタッチすると
いうシンプルな操作性であることから、デジタ
ルでありながらアナログ感覚で操作できます。

また、堅牢なデータセンターで電子カルテ
のアプリケーションやマスタを一元管理・運用
するクラウド型のサービスであり、院内への
サーバー設置が不要。電子カルテのアプリ
ケーションを購入する必要がないため、初期費
用が抑えられ、手軽に導入することができま
す。データセンターでデータをバックアップし
ているので、サーバーの故障などによるデー
タ消失のリスクが回避でき、災害時などの
BCP（事業継続計画）対策としても有効です。

林外科クリニックではFC21ワープを導入
したことで、従来と変わりない診療スタイル
を実現しています。所見やオーダーは院長が
診察しながらペン入力で電子カルテに記入
し、血圧や体温などのバイタルサインは看護
師が入力支援するという「クラーク形式」を
採用。一方で、他院での経験を通じて電子カ
ルテを使い慣れている副院長は診察しなが
らキーボード入力するなど、入力方法を限定
しない自由度の高い活用方法が実現してい
ます。 

看護師や事務職員からは、「これまで個別
に管理していた検査データが電子カルテで一
元管理できるのは大きなメリット。以前は診

療情報を探し出すのに手間がかかりました
が、そうした苦労も皆無になりました」との声
が寄せられました。

なお同クリニックでは、FC21ワープの「ア
ラート情報登録機能」も積極的に活用してい
ます。これは、処方の禁忌やアレルギーなど
の注意事項、CTや胃カメラの実施日、各種
の予防接種の実施日などを記入しておくと、
各カルテ情報の初期画面にアラートとして表
示される機能で、診察開始時の注意喚起に役
立てているといいます。

林外科クリニックでは電子カルテを活用す
ると同時に、これまで通り患者が記入した問
診票を運用したり、血液検査やレントゲンな
ど看護師が行う処置の指示箋をプリントアウ
トして情報共有したりと、デジタル・アナログ
をうまく使い分けています。一方、診察受付
に口頭で寄せられた伝言を、FC21ワープ受
付リストの「患者メモ欄」で共有するなど、現
場でのコミュニケーションに役立てています。

なお、システムの運用については、本シス
テムの販売代理店がきめ細かな運用支援を
行っており、問い合わせに応じて遠隔サポー
トも行われるなど、安定運用を支援していま
す。 
「画像ファイリングシステムとの連携によ

り、診察中の患者のCT画像や内視鏡画像に
ついても FC21ワープからすぐに呼び出せ
るので、診察の効率化に役立っています。今
後は検査データの共有など医療機関同士の
情報連携を緊密にしたいが、将来的にはその
情報共有基盤としてもFC21ワープを活用
したいですね」と副院長が地域医療連携参
画への期待を語りました。

　「紙カルテに慣れている院長でも自ら手書
き入力でき、状況に応じて看護師による入力
支援を受けられること。また、日医標準レセ
プトソフト（ORCA）との緊密な連携や、ス
タッフ間のこれまでの情報共有の仕組みを維
持することも必須でした」と、電子カルテ導
入の経緯について語るのは、林外科クリニッ
クの副院長である林基志氏。同クリニックは
これまで、院長の林淳治氏のもと、地元住民
からの信望も厚いかかりつけ医として地域
医療に貢献してきましたが、副院長を新たに
迎え、医師2人体制による手厚い医療の実
現に向け、院内環境をリニューアルし、最新
鋭の検査機器を導入。開業以来35年間に
わたって用いてきた紙カルテについても、電
子化することにしました。内視鏡やCTなど
の検査システムのデータと電子カルテを連携
させることで、診療情報の一元管理を行い、
さらに今後の地域医療連携に向けて、地域
の中核病院とも情報を共有できる先進の医
療環境を整備したいと考えました。

　電子カルテの導入にあたり、何より懸念し
ていたのは、同クリニックが長年にわたって
実践してきた、患者とじっくり向き合う診療
スタイルの妨げにならないか、ということ。

「よりよい診療を行うために、患者さんと向
き合う時間を十分に取りつつ、医師・看護師
の負担を軽減したい。そこで、従来の紙カル
テと同様の使い勝手を確保しつつ、電子化に
より医師・看護師が一元化された診療情報を
共有できる体制をめざしました」と、院長の
林淳治氏はカルテの電子化による医療の質
向上への期待を語りました。
　一方で、プリントアウトした指示箋も活用す
るなど、すべてを電子化するのではなく、アナ
ログとデジタルを共存させることも検討。ま
た、すでに導入していた日医標準レセプトソ
フト（ORCA）との連携により事務処理を効率
化できること、災害などで万が一電子カルテ
データが消失した場合でも診療の継続や早
期再開が可能なバックアップ環境が整備でき
ることなども、検討の条件となりました。
　そうしたさまざまな要望に合致するシステ
ムとして同クリニックが導入を決めたのが、
NTT東日本の電子カルテシステム「Bizひか
りクラウド Future Clinic 21 ワープ」（以
下、FC21ワープ）でした。

林外科クリニック様

外科

自由度の高い操作性により診察の迅速化に貢献
診療所向け電子カルテサービス

「Bizひかりクラウド Future Clinic 21 ワープ」

選定の
ポイント

●入力方法を限定しない自由度の高い操作性
●日医標準レセプトソフト（ORCA）との連携による事務手続の効率化
●画像ファイリングシステムとの連携による診療情報の一元化

●システム化による診療の迅速化
●カルテの運用管理業務の省力化や、データ保全の信頼性向上
●診療情報の一元化やスタッフ間の情報共有による医療の質の向上

期待効果

タッチペンを用いた手書き入力とキーボード入力が可能な簡単操作の電子カルテを、クラ
ウドサービスとして手軽に利用できる「Bizひかりクラウド Future Clinic 21 ワープ」。
林外科クリニック院長の林淳治氏に手書き入力の使い勝手や導入成果を伺うとともに、
副院長の林基志氏に導入の経緯や今後の地域医療連携参画への期待などを伺いました。

林外科クリニックの概要
岐阜県大垣市内、名神高速道路の大垣ICの北出
入口最寄りの幹線道路沿いに位置している。診療
科目は、内科・消化器内科・糖尿病内科・循環器内
科・放射線科・外科・整形外科・リハビリテーション
科。高速マルチスライスCTや胃内視鏡など最新
鋭の医療設備を備えており、地元密着のかかりつ
け医として、地域の信頼も厚い。 

林外科クリニック
院長　林 淳治氏

看護師の入力支援によるクラーク運用

ここがポイント！

お問合せ先

K18-10198【1901-2001】

NTT東日本　ビジネスイノベーション本部

※文中記載の会社名および製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
※文中記載のお客さまの組織名、所属、肩書き、取材内容等については、2014年6月時点（インタビュー時）のものです。

URL：http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/fc21/

林外科クリニック
副院長　林 基志氏

より手厚い医療の実現に向けて
電子カルテの導入を決定

紙カルテと同様の使い勝手で
診療情報の共有や一元化に期待

診療所向け電子カルテサービス
Bizひかりクラウド

＊1 画像ファイリングシステムは診察室、内視鏡室、レントゲン室の３室に設置。
＊2 日医標準レセプトソフト（ORCA）とは日本医師会が開発し、推進する医事会計ソフトウェアのことです。

従来通りの診療を実践しつつ、
アラート情報の初期表示などを
効果的に活用

将来の地域医療連携を見据え、
先進の情報共有基盤を整備
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外科・内科におすすめ！

●手書き入力とキーボード入力による自由
度の高い操作性

●看護師による入力支援などクラーク運用
にも最適

●画像ファイリングシステムとの連携で診
療情報を一元化

アラート情報登録機能

内視鏡

エコー

レントゲン室

紙カルテと同様に手書き入力が可能

従業員数
所 在 地

1～20人
岐阜県大垣市

2014年2月導入

画面はイメージです



　FC21ワープは、診療現場での使いやすさ
を第一に開発されたシステムであり、手書き
入力とキーボード入力をはじめ、処方や処置
などの各指示はペンでボタンをタッチすると
いうシンプルな操作性であることから、デジタ
ルでありながらアナログ感覚で操作できます。
　また、堅牢なデータセンターで電子カルテ
のアプリケーションやマスタを一元管理・運用
するクラウド型のサービスであり、院内への
サーバー設置が不要。電子カルテのアプリ
ケーションを購入する必要がないため、初期費
用が抑えられ、手軽に導入することができま
す。データセンターでデータをバックアップし
ているので、サーバーの故障などによるデー
タ消失のリスクが回避でき、災害時などの
BCP（事業継続計画）対策としても有効です。

　林外科クリニックではFC21ワープを導入
したことで、従来と変わりない診療スタイル
を実現しています。所見やオーダーは院長が
診察しながらペン入力で電子カルテに記入
し、血圧や体温などのバイタルサインは看護
師が入力支援するという「クラーク形式」を
採用。一方で、他院での経験を通じて電子カ
ルテを使い慣れている副院長は診察しなが
らキーボード入力するなど、入力方法を限定
しない自由度の高い活用方法が実現してい
ます。 
　看護師や事務職員からは、「これまで個別
に管理していた検査データが電子カルテで一
元管理できるのは大きなメリット。以前は診

療情報を探し出すのに手間がかかりました
が、そうした苦労も皆無になりました」との声
が寄せられました。
　なお同クリニックでは、FC21ワープの「ア
ラート情報登録機能」も積極的に活用してい
ます。これは、処方の禁忌やアレルギーなど
の注意事項、CTや胃カメラの実施日、各種
の予防接種の実施日などを記入しておくと、
各カルテ情報の初期画面にアラートとして表
示される機能で、診察開始時の注意喚起に役
立てているといいます。

　林外科クリニックでは電子カルテを活用す
ると同時に、これまで通り患者が記入した問
診票を運用したり、血液検査やレントゲンな
ど看護師が行う処置の指示箋をプリントアウ
トして情報共有したりと、デジタル・アナログ
をうまく使い分けています。一方、診察受付
に口頭で寄せられた伝言を、FC21ワープ受
付リストの 「患者メモ欄」で共有するなど、現
場でのコミュニケーションに役立てています。 

　なお、システムの運用については、本シス
テムの販売代理店がきめ細かな運用支援を
行っており、問い合わせに応じて遠隔サポー
トも行われるなど、安定運用を支援していま
す。 
「画像ファイリングシステムとの連携によ

り、診察中の患者のCT画像や内視鏡画像に
ついても FC21ワープからすぐに呼び出せ
るので、診察の効率化に役立っています。今
後は検査データの共有など医療機関同士の
情報連携を緊密にしたいが、将来的にはその
情報共有基盤としてもFC21ワープを活用
したいですね」と副院長が地域医療連携参
画への期待を語りました。

「紙カルテに慣れている院長でも自ら手書
き入力でき、状況に応じて看護師による入力
支援を受けられること。また、日医標準レセ
プトソフト（ORCA）との緊密な連携や、ス
タッフ間のこれまでの情報共有の仕組みを維
持することも必須でした」と、電子カルテ導
入の経緯について語るのは、林外科クリニッ
クの副院長である林基志氏。同クリニックは
これまで、院長の林淳治氏のもと、地元住民
からの信望も厚いかかりつけ医として地域
医療に貢献してきましたが、副院長を新たに
迎え、医師2人体制による手厚い医療の実
現に向け、院内環境をリニューアルし、最新
鋭の検査機器を導入。開業以来35年間に
わたって用いてきた紙カルテについても、電
子化することにしました。内視鏡やCTなど
の検査システムのデータと電子カルテを連携
させることで、診療情報の一元管理を行い、
さらに今後の地域医療連携に向けて、地域
の中核病院とも情報を共有できる先進の医
療環境を整備したいと考えました。

電子カルテの導入にあたり、何より懸念し
ていたのは、同クリニックが長年にわたって
実践してきた、患者とじっくり向き合う診療
スタイルの妨げにならないか、ということ。

「よりよい診療を行うために、患者さんと向
き合う時間を十分に取りつつ、医師・看護師
の負担を軽減したい。そこで、従来の紙カル
テと同様の使い勝手を確保しつつ、電子化に
より医師・看護師が一元化された診療情報を
共有できる体制をめざしました」と、院長の
林淳治氏はカルテの電子化による医療の質
向上への期待を語りました。

一方で、プリントアウトした指示箋も活用す
るなど、すべてを電子化するのではなく、アナ
ログとデジタルを共存させることも検討。ま
た、すでに導入していた日医標準レセプトソ
フト（ORCA）との連携により事務処理を効率
化できること、災害などで万が一電子カルテ
データが消失した場合でも診療の継続や早
期再開が可能なバックアップ環境が整備でき
ることなども、検討の条件となりました。

そうしたさまざまな要望に合致するシステ
ムとして同クリニックが導入を決めたのが、
NTT東日本の電子カルテシステム「Bizひか
りクラウド Future Clinic 21 ワープ」（以
下、FC21ワープ）でした。

林外科クリニック様

外科

自由度の高い操作性により診察の迅速化に貢献
診療所向け電子カルテサービス

「Bizひかりクラウド Future Clinic 21 ワープ」

選定の
ポイント

●入力方法を限定しない自由度の高い操作性
●日医標準レセプトソフト（ORCA）との連携による事務手続の効率化
●画像ファイリングシステムとの連携による診療情報の一元化

●システム化による診療の迅速化
●カルテの運用管理業務の省力化や、データ保全の信頼性向上
●診療情報の一元化やスタッフ間の情報共有による医療の質の向上

期待効果

タッチペンを用いた手書き入力とキーボード入力が可能な簡単操作の電子カルテを、クラ
ウドサービスとして手軽に利用できる「Bizひかりクラウド Future Clinic 21 ワープ」。
林外科クリニック院長の林淳治氏に手書き入力の使い勝手や導入成果を伺うとともに、
副院長の林基志氏に導入の経緯や今後の地域医療連携参画への期待などを伺いました。

林外科クリニックの概要
岐阜県大垣市内、名神高速道路の大垣ICの北出
入口最寄りの幹線道路沿いに位置している。診療
科目は、内科・消化器内科・糖尿病内科・循環器内
科・放射線科・外科・整形外科・リハビリテーション
科。高速マルチスライスCTや胃内視鏡など最新
鋭の医療設備を備えており、地元密着のかかりつ
け医として、地域の信頼も厚い。

林外科クリニック
院長 林 淳治氏

看護師の入力支援によるクラーク運用

ここがポイント！

お問合せ先

K22-03705【2301-2401】

NTT東日本　ビジネスイノベーション本部

※文中記載の会社名および製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
※文中記載のお客さまの組織名、所属、肩書き、取材内容等については、2014年6月時点（インタビュー時）のものです。

URL：http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/fc21/

林外科クリニック
副院長 林 基志氏

より手厚い医療の実現に向けて
電子カルテの導入を決定

紙カルテと同様の使い勝手で
診療情報の共有や一元化に期待

診療所向け電子カルテサービス
Bizひかりクラウド

＊1　画像ファイリングシステムは診察室、内視鏡室、レントゲン室の３室に設置。
＊2　日医標準レセプトソフト（ORCA）とは日本医師会が開発し、推進する医事会計ソフトウェアのことです。

従来通りの診療を実践しつつ、 
アラート情報の初期表示などを
効果的に活用

将来の地域医療連携を見据え、
先進の情報共有基盤を整備
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外科・内科におすすめ！

●手書き入力とキーボード入力による自由
度の高い操作性

●看護師による入力支援などクラーク運用
にも最適

●画像ファイリングシステムとの連携で診
療情報を一元化

 アラート情報登録機能

内視鏡

エコー

レントゲン室

紙カルテと同様に手書き入力が可能

従業員数
所 在 地

1～20人
岐阜県大垣市

2014年2月導入

画面はイメージです


