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連絡先
ce＠24med365.net



エンジニアの職責

工学系人材として現場に出る者は、積極的
に工学を現場に実装する。例えば、臨床工学
技士は『工学』が付く日本国が認めた職種。

医療従事者の職責

臨床に立ち、臨床業務ができる者でなけれ
ばわからない現場感を知っている医療従事者。
外野にはない気づきや、日々の改良改善にコ
ミットメントできる立場。
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▽農業としての果実出荷が目標の場合、味や形が水準を満たせば生育過程は不問
⇒ 消費者は日々の生育過程を見て購入する訳ではない
⇒ 出荷できるレベルの果実を収穫できなければ営農困難

(販売レベルの果実を生育するノウハウが競争力)

▽家庭菜園での果実栽培では目標が分かれる
⇒ 収穫して食べることがゴール(色や形は不問だが収穫は必要)
⇒ 生育過程の体験学習がゴール(失敗も経験の内)
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▽血液透析の目標(goal)は腎代替

▽４時間×週３回の制限の中で最適な透析を提供
⇒ Evidence basedで選択し得る最良の手段を現場裁量で提供

▽目標を達成できない手段は選択すべきではない
⇒ 透析中断となるような無理な透析施行は成果にならない
⇒ 老廃物除去や除水が未完了の透析施行は成果にならない

実行前の綿密な計画、実行過程の適正な行動と評価分析が必要
↑ 診療となれば皆が実行している普遍的なPDCA



最新・最高の工場管理システムを導入し製造装置や在庫を分刻み
でAIが管理し受注から出荷までの時間短縮を図った。

最新の業務管理システムを導入し、出退勤や出張申請、財務経理
や人事給与などあらゆる面でIT化を進めた。

日報も伝票もExcelを使い、クラウドに保存してIT化した。全員に
パソコンとスマホを1台ずつ与えアクセス性を改善した。



ultrasound-guided puncture



COVID-19前後でのネブライザ吸入療法の変化



MeKiKi:医療機器検索（クラス分類表／一般的名称）, https://www.mekiki.me/html/mekiki_class_01

ExcelとPDFで配布されているDataをWeb-DB化



MeKiKi:医療機関検索（病院リスト／診療所リスト／歯科リスト）, https://www.mekiki.me/html/mekiki_hospital_01

医科/歯科/薬局で別々、都道府県で別々、ファイル名は不統一、
1施設1行ではない、カンマや空白行が存在し集計に不向きなExcel。



MeKiKi:医療機関検索（病院リスト／診療所リスト／歯科リスト）, https://www.mekiki.me/html/mekiki_hospital_01
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西 謙一NISHI Kenichi (Inagaki)

[取得]危険物取扱者免状乙種4類(18歳)
[取得]普通自動車運転免許(18歳)
[取得]第２種電気工事士(17歳)
[取得]第四級アマチュア無線技士(17歳)

[取得]第2種ＭＥ技術実力検定(28歳)
[取得]福祉住環境コーディネーター2級(27歳)
[取得]大型自動車運転免許(25歳)

[社会]一社)日本医療福祉設備協会理事(38歳～)
[取得]認定ホスピタルエンジニア(37歳)
[取得]普通二輪運転免許(34歳)
[取得]臨床工学技士(30歳)

[職歴]電気工事士として従業(18歳～)

[職歴]国立循環器病センター研究補助員(27～29歳)
[学歴]広島国際大学保健医療学部臨床工学科入学(26歳～)
[職歴]電気設備工事会社創業(22歳)／廃業(25歳)

[職歴]企業(東証一部上場)で新規事業開発部長等(38歳～)
[職歴]国立高度専門医療研究機関で医工連携専業(35歳～)
[職歴]企業(東証一部上場)で新規事業開発室長等(34歳～)
[職歴]臨床工学技士として医療機関勤務(30歳～)

週３回ペースでバスケットボール

[学歴]埼玉県立越谷総合技術高校電子機械科(18歳)
[学歴]埼玉県幸手市立幸手中学校(15歳)

[取得]第１種電気工事士(19歳)

[社会]一社)日本医療健康機器開発協会理事(44歳～)
[社会]一社)日本の技術をいのちのために委員会理事(42歳～)
[職歴]ＮＥＳ株式会社(42歳～)

交通事故で入院・電工職人をリタイア

手話・Windowsアプリ開発
医療機器安全管理システムCEME

３Ｄプリンタ(設計と造形)

住宅電気図面に気づきを与える

ＡＩ(画像認識・機械学習)

危機管理と機器管理

かるしおレシピ事業化

簡易陰圧装置考案・上市

多用途安否確認システム AmpiTa

医療DB MeKiKi・Saigai



大小さまざまな課題解決に資するソフトウェア開発
安否確認システム AmpiTa ver.3
安否確認システム AmpiTa ver.2
安否確認システム AmpiTa ver.1
停電シミュレーター
医療機器安全管理システム【CEME】
簡易型医療機器安全管理システム Mini-ME
保険医療機関データベース生成システム
保険医療機関・施設届出DB (PHP)
医療機器クラス分類DB (PHP)
医療機器認証基準DB (PHP)
医療機器回収/改修情報DB (PHP)
JMDNコードによる医用機器・診療材料区別
医療機器管理用GS1-128ラベル発行システム
医療機器管理用UCC/EAN128バーコードラベル発行システム
医療機器管理用バーコード出力システム
医療機器情報検索システム
iPodを用いた院内マニュアル・添付文書ビューア
国立循環器病研究センター心電モニタ集計システム
国立循環器病研究センターイベント申込・来場者管理システム
国立循環器病研究センター院内研修出欠管理システム
大阪脳神経外科病院アンギオ室自動記録システム
大阪脳神経外科病院アンギオ室CAS管理システム
南大阪病院透析室入室順管理システム
南大阪病院透析室管理実績システム
南大阪病院カテ室管理システム
透析液清浄性管理システム

都道府県市町村地域防災計画DB (PHP)
阪神淡路大震災・東日本大震災画像DB (PHP)
学会演題登録用文字数カウントシステム (PHP)
TELOG（TERUMOポンプヒストリ集計）
RspBCP（用手換気模擬）
病院出退勤管理システム
技士長日記システム
Delivery Tracker (宅配伝票追跡リンク生成システム)
PsMak (パスワード生成システム)
Guardian (登下校チェックイン/チェックアウトシステム)
Gatekeeper (イベント受付システム)
プレゼンタイムキーパー
ファイル名変換/管理システム(Ver.2)
デジカメ写真ファイル名変換システム
Felicaリーダーシステム
ALPH (アフィリエイトリンク生成システム)
Kattene Text Maker (アフィリエイトリンク生成システム)
会員名簿管理システム
住所録管理システム
RS232C出力管理システム
ONH-SHIPオゾン発生装置検証データ管理システム
SHIP集計システム
GHS-Cytori問合せ・学会来場者管理システム
GHS年賀・中元・歳暮管理システム
子供用アルゴ対決システム
子供用フラッシュカード



1.組織や企業の境界を越えて、その内部と外部を情報面からつなぎ合わせる人のことを指す。組
織内の誰とでも何らかの形で接触しており、組織外部との接触も極めて多い人間である。

2.ある課題を解決するのに必要な知識を持つ企業内外の人たちが頭の中にプールされていて、顧
客の話を聞きながら、誰と誰を組み合わせるとその顧客の要望を満たすことができるかを設計
できる人のことを指す。優秀なゲートキーパーは、社内の研究開発者に精通しており、また極
めて多くの先駆的な顧客との間にパイプを持っていて、それらの顧客に対して頻繁に課題とそ
の解決策の提案を繰り返している。

15

知識と情報と人脈を持ち、適時適切な助言や引き合わせができる人材

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
と
は

組織には特有の文化や考え方、用語などが存在し、それがコミュニケーションを妨げる要因に
なっているが、ゲートキーパーは組織の内外と接触する機会がきわめて多く、かつ高度な専門知
識を持っているため、関連する情報をわかりやすく伝え、コミュニケーションを円滑にすること
ができる。
たとえば、顧客の要望を把握しながら市場の動きを探り、研究開発部門や販売部門との交渉を

進めることが可能である。
製品の開発には多くのプロセスが必要であり、コミュニケーションの面から様々な部門を結び

つけるゲートキーパーの存在が、新規事業を成功させる要因のひとつとなっている場合もある。
近年はグローバル化に伴って、関連部署や部門が遠隔地で機能しているケースも珍しくない。

製品や技術の開発の際に、多数の情報源に接触し、膨大な情報量を効率的に処理するゲートキー
パーの役割が、ますます重要になっている。

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
の
特
徴



プログラム医療機器の登場により、医療機器安全管理におけるICT
が義務の範疇へも加わりました。



医療機器安全管理システム【CEME】
17

2005年



ＰＨＰ言語

PHP programming language

無料ソフト『メモ帳』で書くプログラム





ＶＢ言語

Visual Basic programming language

無料ソフト『Visual Studio』で書くプログラム



ログ種別の度数分布は自在に集計可能

ログファイルのインポートは１分以内。



Visual Basic (2013年)

2013 Case Studies (VB)

無料ソフトでシステム開発



▽市販の安否確認システム

➢電話等の通信は殺到、回線は輻輳
➢対策の検討材料となる情報収集を優先
➢対応すべき事項が多く人手不足

▽発災後

➢ウェブ型は指定URLを開くだけでも重い
➢安否登録操作は確認対象本人等に限定
➢維持費がかかる

透析施設安否確認システム(2013年)
23

患者が400人、
1分ずつ通話で
最低400分!!

連絡が取れないと
相互に不安ならば
連絡成立が最優先

病院勤務時代、透析患者とスタッフの安否確認用に独自にプログラミング

ガラケー対応 古いスマホ対応居合わせた他人でも安否登録可



C# & PHP (2022年)

C# programming language & PHP programming language

無料ソフトでシステム開発





医療福祉に適した
職員参集・安否確認



聴衆応答システム

Audience Response Systems



身構えない訓練としての平時利用機能

Audience Response System





マクロ・ＶＢＡ

Visual Basic for Applications





https://www.mekiki.me/




フィクション(1)医事会計現場化

目標

Do
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行動・仕事
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評価・分析

Action
Business

業務・成果戦略・計画

Start

現状

Goal
Plan

Strategy

○過去半年の医事請求で使用したコードは概ね20パターン程度であることが発覚

○透析に係る医事会計を型枠に嵌めて数パターンに絞って業務を合理化する仮説

○基本となる『人工腎臓』(J038)から透析開始時に選択、終了時に追加を選択

○診療報酬の選択肢はシステム側が提案、看護師や技士が適否を確認し確定

○診療フロアで治療も請求も完結

【期待される効果と課題】

▽透析用医事会計部門を廃止し臨床業務全般のアシスタントを充実 (配置換による医療の質向上)

▽医事会計部門廃止による人件費減 (請求漏れや過少請求の損金を吸収できる規模)

▽パターンに適合しない透析の請求困難 (医事会計専門家不在・責任所在不明朗)

▽臨床家の診療報酬に対する感度向上 (請求漏れしづらい環境整備)



目標
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Goal
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Strategy

フィクション(2)

貴院におけるストーリーを仮説し、合理化を検討し、ICTの
活用も含めて実現可能性をシミュレーションしましょう。



謝辞

連絡先
ce＠24med365.net

西 謙一

臨床工学技士(厚生労働省) ／ 第１種・第２種電気工事士(経済産業省)

一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人

理事
理事
理事

日本の技術をいのちのために委員会
医 療 健 康 機 器 開 発 協 会
日 本 医 療 福 祉 設 備 協 会

ＮＥＳ株式会社 代表取締役

登壇の機会を与えて下さった兵庫県臨床工学技士会の皆様、宮本クリニックの重松様、
堀江やまびこ診療所南伸治室長に、厚く御礼申し上げます。

事例紹介にご協力くださいました東京女子医科大学足立医療センターの芝田正道様、
大阪滋慶学園の松井智博先生、この場を借りて改めて御礼申し上げます。

お忙しい中、お繰り合わせ頂き最後までご聴講頂きました皆様、ご清聴ありがとうご
ざいました。
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