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The Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital began utilizingsurgical case study templates within the digital chart
system in order to comply with the NCD (National Clinical Database) standards as of January 2011. Online entry of
surgical/treatment information from allover Japan began on 1 January, 2011. Compliance with this program was initiated
between the Japanese Surgical Society and a wide range of specialist medical practitioners, however, direct input into the
NCD system is not possible. The Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital is researching methods of convenient
online data transferfrom the electronic chart system to the NCD system when online submission becomes possible in the
future. This report discusses the process by which the surgical case study template was developed for the digital chart
system in accordance with NCD compliance, and itscurrent status. It will also address the use of this system and thesurgical
information therein for medical and dental professionals.
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1.1.1.1.1. はははははじじじじじめめめめめににににに
東京歯科大学市川総合病院では平成２３年１月か

らNCD（National Clinical Database）対応のた
め、電子カルテシステムで手術症例テンプレート入力
を開始している。NCDについては日本外科学会をは
じめとした各種専門医制度と連携しているため、平成
２３年１月１日から日本全国の手術・治療情報のオンラ
イン入力が開始されているが、NCD側に直接電子
データの提出ができない。当院では、今後オンライン
提出が可能となった際には電子カルテシステムから
簡易にNCD対応手術情報を抽出、提出できるよう準
備をしている。本稿ではNCD対応のため電子カルテ
システムに手術症例テンプレートを新規開発した経緯
と運用状況を報告し、医科、歯科の専門医制度ととも
に手術情報の利活用について議論できればと考えて
いる。

2.2.2.2.2. 開開開開開発発発発発経経経経経緯・緯・緯・緯・緯・目目目目目的的的的的
一般社団法人National Clinical Database（以

下NCD）の外科手術・治療情報データベース事業
が、日本全国の手術・治療情報を登録し、集計・分析
することで医療の質の向上に役立て、治療成績の改
善を目指すプロジェクトとして平成２３年１月から開始

された。当院では、平成２３年１月から、外科系医師、メ
ディカルアシスタント（以下MA）を中心として手術・治
療情報をNCDへ登録している。手術症例情報は「ファ
イルメーカー」を使用して手術室で管理していたが、
電子カルテシステム稼働（平成２２年１月リプレース稼
働）に伴い、手術申し込みオーダが新規導入され、手
術実施情報が情報管理部門である医療情報システム
管理課にて管理されることとなった。電子カルテシス
テム（手術申し込みオーダ）の手術実施情報のみでは
NCDで要求されている項目群は網羅できないため、
電子カルテシステムの診察記事入力機能「ダイナミッ
クテンプレート」（以下「DT」）、診療文書作成機能と
サブシステムである院内ドキュメント作成管理システ
ム「DOCUMAKER」を使用して外科専門医共通項
目、消化器外科共通基本項目、成人心臓外科領域
（以下JACVSD）（心臓血管外科専門医制度と連動
した日本心臓血管外科手術データベースのJACVSD
のみ当院は参加しており、JACVSDからの手術症例
登録がNCDと連携する）のNCD対応手術症例テン
プレートを２通り作成した。（図１）電子カルテ導入病院
として、ペーパーレス運用でNCDへの手術症例登録
を効率的に行うことが必須条件であり、将来的に
NCDへCSV形式出力でのデータ提出が可能となるよ
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うシステム対応を図ることが目的となった。

図1 NCD対応テンプレート

3.3.3.3.3. NCDNCDNCDNCDNCD対対対対対応応応応応テテテテテンンンンンプププププレーレーレーレーレートトトトトののののの開開開開開発発発発発体体体体体制制制制制ととととと内内内内内容容容容容
院内の医療情報システム開発体制は、医療情報シ

ステムの運用管理委員会である電子カルテシステム
運用管理委員会の中にNCD運用部会を発足させ、
外科部長、心臓血管外科部長を中心としてシステム
への要求事項の確認、運用検討を行っている。その内
容を電子カルテシステム運用管理委員会にて検討・
承認するといった意思決定となっている。システム開
発は電子カルテシステム提供ベンダーである日本電
気株式会社と院内ドキュメント作成管理システム提供
ベンダーである株式会社ピーエスシーである。「DT」
については動的な画面遷移による効率的な記事入力
が可能で、自然言語変換された記事情報が統計情報
として事後利用が可能となる画期的な機能である。ま
た「DOCUMAKER」については院内ドキュメント作
成を円滑にするチェック欄の円選択、日付のカレン
ダー入力、HISから患者属性、病名、入退院、手術情
報を自動引用、書類作成時のワークフローを詳細に設
定できる機能等が存在する。

4.4.4.4.4. 手手手手手術術術術術術術術術術式、式、式、式、式、術術術術術前・前・前・前・前・術術術術術後後後後後病病病病病名名名名名ののののの再再再再再整整整整整備備備備備
NCD登録を開始する前は、手術オーダの術式にICD
－９－CMとKコードを実装したユーザマスタを、病名に
は標準病名マスタを術前・術後病名に用いていた。し
かし、NCD登録を行うに当たり、手術症例に特化した
NCDコード、外保連コードを実装したマスタを再整備
して電子カルテシステムに実装した。病名は標準マス
タからICD１０による登録は困難であるため、病名選択
画面に診療科セットとしてICD１０分類を模した選択
画面を作成して医師が入力しやすいように工夫した。
（図２）どちらも手術オーダ入力の段階でNCD対応手
術症例テンプレートへ反映できる情報を医師の重複
入力を避ける形で入力するため必要であった。

図2 手術オーダ（申込み・実施）のマスタ再整備

5.5.5.5.5. NCDNCDNCDNCDNCDへへへへへののののの登登登登登録録録録録方方方方方法法法法法
現在NCDの登録に従事する職種は外科・心臓血管
外科医師、臨床工学技士、看護師、MAの４職種であ
る。ハードウェア環境については電子カルテシステム
端末１台、インターネット環境端末１台を１セットとし、
MA室に２セット配置している。（図３）当院のセキュリ
ティポリシー上、電子カルテシステム端末が院外ネッ
トワークには接続していないためである。
NCD 登 録 開 始 当 初 は 作 成 さ れ た
「DOCUMAKER」、「DT」を使用した入力を想定して
おり、「DOCUMAKER」のシステム特性である電子
カルテ情報から患者属性情報や手術実施情報を自動
取り込みし、新規手入力項目を減らした上で、「DT」へ
その情報連携を行い院内DWHへNCDに必要な手術
情報を蓄積する計画であった。しかし、NCDへの電子
データ提出ができない中で手術症例テンプレートに入
力し内容確認後、さらにNCD登録専用ページにて入
力し内容確認を行うといった二重入力・確認作業は
医師側に相当な業務負荷をもたらすこととなる。その
ため「DOCUMAKER」と「DT」とのシステム連携の
計画は進めることとし、手術症例が絞られるJACVSD
でNCD対応手術症例テンプレートを使用するといっ
た運用へ変更した。またMAによる入力支援を行うこと
で入力業務負荷を減らすとともに入力精度管理も行
うこととなった。
現在の運用では、外科共通項目、消化器外科共通項
目、JACVSDの登録を行う上で、まず患者同意を得る
ため医師が電子カルテシステムの文書作成機能で同
意書を作成し患者同意を得る。その後、手術症例件数
の多い外科共通項目、消化器外科共通基本項目は、
電子カルテで実施された手術情報を参照して、直接イ
ンターネット端末を使用してMAがNCD専用ページか
ら下地入力を行い、外科医師が内容確認、追加入力
を行い登録完了となる。JACVSD登録では、必要であ
る診療情報を収集するため、手術前問診票と人工心
肺記録を電子カルテシステムの診療文書に登録した。
手術前問診票については看護師が患者問診を行い
入力し、人工心肺記録については臨床工学技士が術
後入力する。２つの電子化された診療文書の診療情
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報を「DOCUMAKER」のNCD対応手術症例テンプ
レート（JACVSD）に心臓血管外科医師が入力する。
その後インターネット端末にてMAがNCD対応手術
症例テンプレート（JACVSD）を参照してNCD専用
ページから下地登録を行い、心臓血管外科医師が内
容確認、追加登録を行い登録完了となる。

図3 NCDへの登録風景

6.6.6.6.6. 結結結結結果果果果果
電子カルテシステム導入病院においてペーパーレス
運用を行い、NCD対応テンプレートを使用したデータ
入力には一定の効果がある。平成２３年１月から８月に
実施された外科手術５０２件（一部入力含む）がNCD
に登録されている。入力項目が多数存在する成人心
臓外科領域についても７２件（全件１００％入力）が
NCD対応テンプレートに登録されており、NCD、
JACVSDへ登録が完了している。専門医制度への
データ活用があるため医師の入力協力も積極的であ
り、MA室のMA２名が入力支援として加わっているこ
とで医師の入力業務負荷が軽減され、登録された手
術情報の入力内容をMAにより確認し不備があった場
合の連絡や運用上の問題点の抽出等でNCD登録す
る情報の精度管理や運用管理にも貢献していること
も大きなメリットとなっている。
従来手術室で管理されていた手術実施情報を抽出し
て各診療科単位で「ファイルメーカー」等のデータ
ベースソフトでの分散管理から、電子カルテシステム
により多くの手術情報を蓄積させ病院全体のデータ
ベース管理へシフトできたことで、今後CIやQIと呼ば
れる診療行為の評価体系を各診療科で埋もれさせる
ことなく、病院の臨床指標として広く活用できる可能
性がある。

7.7.7.7.7. 考考考考考察察察察察 今今今今今後後後後後ののののの課課課課課題題題題題
現在、NCD登録に必要な診療情報が電子カルテシス
テムの診療文書内に散在しており、関係職種が統一
フォーマットに入力できていない。関係職種で１つの
NCD対応手術症例テンプレート入力を行う運用に切
り替えて入力範囲の明確化を行い、入力情報の真正
性を保つ必要がある。また、NCD専用ページからイン
ターネット端末にてMA、医師が入力・内容確認を行う
ため、NCDに登録した手術症例の内容確認が二重で

発生している。今後、なるべく早い時期にNCDへの電
子データ提出が可能となるべきである。そうすれば、当
初計画していたように「DOCUMAKER」のシステム
特性である電子カルテ情報から患者属性情報や手術
実施情報を自動取り込みし、新規手入力項目を減らし
た上で、「DT」へその情報連携を行い院内DWHへ
NCDに必要な手術情報を蓄積させ、NCDへ情報媒
体やオンラインでのデータ提出が可能となる。（図４）
また、NCDへの電子提出が可能となるためには、電子
カルテシステムに実装する手術術式マスタの見直しも
行う必要があった。NCD手術症例に採用されている
手術コードは外科系学会社会保険委員会連合（以下
外保連）の発行した「手術報酬に関する外保連試案
〔第７版〕」に基づく外保連手術コードがベースとなって
いる。当院の手術術式マスタには診療報酬点数基準
表に示されるKコードとICD－９－CMを実装していた
が、さらに外保連手術コードを標準実装することが今
後の電子カルテシステムには必要となる。仮に実装が
困難であったとしても手術術式コーディングを行う診
療情報管理士のような職種にも支援が必要ではない
だろうか。歯科手術症例についても歯科の専門医制
度がNCD連携することを想定して、歯科大学附属の
総合病院発のNCD対応歯科手術症例テンプレートを
作成していきたい。

図4 現在のNCDデータ登録
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