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CORPORATE PROFILE
社　名

事業内容

ウェブサイト

東京歯科大学 市川総合病院

医療機関

http://www.tdc.ac.jp/igh/tabid
/734/Default.aspx

　千葉県市川市にある市川総合病院は、東京歯科大学の附属病院である。地域
医療支援病院・地域がん診療連携拠点病院・災害拠点病院・臨床研修病院など
の指定も受けており、地域社会から求められる総合病院として病床数は570床を
有している。また、市川総合病院は歯科大学を設立母体とする総合病院の強み
を活用し、総合病院において全身の健康管理を行う上でますます重要になって
きている周術期口腔ケア、摂食・嚥下リハビリテーションなど口腔・歯科領域
の治療について医科と歯科の医療連携をさらに充実させている。そんな同院で
は2018年からBizRobo!導入の取り組みを開始。同院・医療情報システム管理課
のメンバーが中心となり、これまでに3つの医療現場を対象としたロボット実用
化に成功した。現在も適用範囲の拡大に向け、取り組み強化を進めている。

- 話を伺った方 -
東京歯科大学市川総合病院 事務部
医療情報システム管理課
西河 知也 氏
三幣 ひとみ 氏
土居 聡 氏

Highlight

開発したロボットを業界に横展開する「共通ロボ化」を目指す

医療の質の向上と医療安全およびタスクシフティングを推進

3つの部署を対象に、複数体のロボットを開発

医療事務のタスクシフティングを後押し。汎用性の高いロボットの
横展開でスピーディに医療の質の向上と医療安全を目指す

（左から）三幣 ひとみ 氏、土居 聡 氏、西河 知也 氏
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第１回AI・人工知能関連の見本市で
BizRobo!に出合う

　東京歯科大学市川総合病院におい
てBizRobo!導入が検討されたのは、
2018年6月だ。検討開始の1年前であ
る2017年、高校の母校の後輩から
RPAについて聞き知った西河知也氏
が、都内某所で開催されたAI・人工
知能関連の見本市（展示会）に参

加。このときRPAを出展していたのが
RPAテクノロジーズ社「BizRobo!」
だった。西河氏は展示ブースで手に
したPRAテクノロジーズ代表 大角の
著書『RPA革命の衝撃』を熟読したと
いう。
「当院におけるさまざまな経営課題
の解決——とりわけ、医療安全での課
題事項や事務職員が行っている業務
における単純作業の軽減や、医師事

務補助の拡大による医師の働き方改
革へ、RPAが貢献できるのではと考え
ました」（西河氏）
　2018年夏頃から導入プロジェクト
が本格的に始動し、同年11月からは
BizRobo!パートナーであるスカイラ
イトコンサルティング社の支援を受
けながらトライアルをスタート。
2019年5月にはBizRobo! Basicの正式
ライセンスを取得した。

単純作業の軽減、医師の働き方改革への貢献を見据えて
BizRobo!導入を検討

導入背景

中長期的な利用範囲の拡大を
念頭に置いた

　西河氏は同院のRPA導入プロジェク
ト始動前から書籍等でBizRobo!のロ
ボットの拡張性を把握していたことも
あり、導入ツールの検討においては比
較的スムーズにBizRobo!を選択できた

と振り返る。
「とはいえトライアル開始以降も、市
場に流通している他のRPAツールの話
がたびたび聞こえてきました。それら
の声と比較しても、中長期的に利用範
囲を拡大していこうと考えている我々
にとって、BizRobo!の拡張性の高さは
魅力の1つでした。また、千葉県内で

医療システム関係者が集まる定期会合
では、普段からお付き合いのある大手
企業がBizRobo!を導入していました。
そのような民間企業での導入事例を踏
まえて安心できたことも、当院での導入
を後押ししたと思います」（西河氏）

他社製品にはない「拡張性の高さ」が魅力　　　　 を
選んだ理由

放射線科における翌日準備の単純手作業をロボ化対象業務

3つの“現場”をBizRobo!の対象に

　2018年度に行われた半年間のトラ
イアル期間中、医療情報システム管
理課では、ロボットの試作開発、適
用範囲を拡げるためのプレゼンテー
ション、現場へのヒアリング等を実
施した。結果として適用対象に選ば
れたのは、医療事務全般を担う“医事
課”、診療科内にある“放射線科”、そ

して患者のカルテの品質チェックを
担う“診療情報チーム”の担当業務だ。
当初から同課で開発を担当する土居
聡氏は、次のように説明する。
「対象の1つが、放射線科で行う『造
影剤CT・MRI検査前のeGFRチェッ
ク』です。通常CT・MRI検査におい
ては、検査施行日の直近における血
液検査において腎機能に異常がある
と造影剤の使用に注意が必要です。

これまで放射線科では検査前日に、
電子カルテの予約一覧からリスト出
力し、eGFR値を確認していました」
（土居氏）
　土居氏が開発したロボットは、過
去1年間分の検査データから当該患者
のeGFR値だけを抽出するもの。さら
には最新の値から基準値を満たして
いるか判定し、放射線技師に向けて
リスト化・出力してくれるという。(図１)



「統計集計・印刷・チェックといっ
た業務を“始業前”に終えておいてくれ
る。各業務の担当者が、1日の仕事を
快適にスタートできるようになりま
した」（西河氏）
　西河氏は、同ロボットの今後の展
開について、次のような期待を寄せ
ている。
「当院のDWH(データウェアハウス)
上にあるデータは実にさまざま。
『どの期間までさかのぼるか』『検

査値の種類』『IDリスト』等々、掛
け合わせる元のデータ・条件を他の
ものに置き換えれば、汎用性の高い
ロボットとして一般化できます。一
般社団法人メディカルRPA協会が進め
る、医療業界全体でロボットのプロ
トタイプを共有し合う『共通ロボ』
の観点からも、同じメーカーのDWH
でなくてもデータベースからのクエ
リから抽出されるデータを使えば、
横展開・波及が可能です」（西河

氏）
　こうした観点のもと、市川総合病
院では同ロボットの他にも、医事
課・放射線科・診療情報チームを対
象に「入院患者シート印刷」「アセ
スメントシートチェック」「看護サ
マリチェック」「看護管理日誌」
「看護日誌統計」「院外処方受付」
等を担うロボットを実用化。現在ま
でに7体のロボットが稼働する。
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単純な資料準備作業を始業前に完了、
各業務担当者のタスクシフティングに寄与

導入効果

共通ロボとして業界への波及も期待

　造影剤CT・MRI検査前のeGFR
チェックは「予約が多い日だと1日あ

たり約４0件の抽出作業が発生する」
と土居氏。担当する放射線技師には
当該業務単体で毎回1時間程度の作業
時間が発生していたが、作業がデジ

タルレイバーに代替されたことでそ
の時間をより放射線技術師の本来の
業務に当てられるようになり、タスク
シフティング（業務移管）が進んだ。

(図１)

ロボットは当該患者の「eGFR値」

を抽出し、最新の値から

基準値を満たしているか判定し、

放射線技師に向けてリスト化・

出力する

(図2)

(図3)

(図2)　掛け合わせる元のデータ・条件を他のものに置き換えれば、

汎用性の高い「共通ロボ」として横展開可能

(図3)　eGFR値チェックロボット以外に、同院では医事課・放射線科・

診療情報チームを対象に別のロボットも実用化されている
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4つのフェーズで展開、将来的にはAIとの融合も目指す今後に
ついて

汎用性の高いロボットを業界内で共有し合えば、
よりBizRobo!を活用できる

現場の声

「デジタルレイバーが担う業務を人間の
作業に置き換えたら」の視点で捉える

　同院では、BizRobo!運用のロード
マップを「フェーズ1＝医療の質と安
全の向上」「フェーズ2＝タスクシフ
ティング」「フェーズ3＝電子カル
テ・部門システム間のリアルタイム性
を重視しない接続」「フェーズ4＝
RPA+AIの融合による効率化の実現」
という4つのフェーズで考えていると
いう。「現在はフェーズ3まで来た段
階」と西河氏。さらには「医療現場と

デジタルレイバーの共存関係」につい
て次のように総括する。
「こうしたシステムの導入では、全体
的なランニングコストが、どれだけの
業務を圧縮できて、削減できたかに目
を 置 き が ち で す が 、 私 た ち は
BizRobo!のランニングコストは『も
し、ロボットが止まってしまって、人
間が業務を行ったらどのぐらい時間が
かかるか』を検討する必要があると考
えています。なぜなら当院のデジタル
レイバーは、ロボット稼働前よりも今
の方が付加価値の高い仕事をしてくれ

ているので、人間だったら、毎日継続
することが困難だったことまで踏み込
んで仕事をしてくれるからです。ほと
んど休みなく働き、確認・入力のミス
が発生させず、そのことで“医療の安
全”を守ってくれる——。どれだけ減
らしたかだけでなく、どれだけの付加
価値を付けられているかという視点で
考えれば、BizRobo!導入にも前向き
になれるのではないでしょうか」
（西河氏）

お問い合わせ：RPA テクノロジーズ株式会社は日本国内 No.1 の RPA 事業実績とノウハウを提供する
デジタルレイバー専業カンパニーです。「楽しい時代に進化する」ことをミッションに
掲げ、BizRobo! を提供することにより、誰もが当たり前に使えるデジタルレイバーの
普及・一般化を加速していきます。

BizRobo! 検索

もっと情報を知りたい方は

https://rpa-technologies.com

RPA テクノロジーズ株式会社　〒105-6308 東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ 森タワー 8 階 Tel 03-5157-6370　Fax 03-3592-1004

ロボット開発では、失敗も成功の糧となる

トライアルでは、カルテ（診療情
報）開示のための文書作成印刷ロ
ボットを試作したが、同院における
電子カルテ管理はさまざまなシステ
ムが複雑に絡み合っており、運用に
至らなかったという。しかしこのと
き院内診療ネットワーク上のシステ
ムとBizRobo!との疎通確認を実施で
きたことが「後のロボット開発に活
きた」と土居氏は話す。
「カルテ開示ロボットを開発できな

かったことは、ある意味では失敗で
す。しかしこの経験で院内に存在す
る電子カルテ以外の各部門のシステ
ムを熟知でき、適用範囲の拡大にお
いても『これならロボットにでき
る』『これはできない』といった仕
分けもできるようになりました。
BizRobo!の運用においては、失敗も
決して無駄にならないと考えていま
す」（土居氏）
　また、西河氏は他医療機関が開発
したロボットの共通ロボ化にも期待
を寄せる。

「当院だけで一度に作れるロボット数
には限りがあります。また、同じシス
テムを使っていたとしても、他の医療
機関では異なる点に目をつけ、当院と
は違った発想で汎用性の高いロボット
が生まれるかもしれません。そこで他
医療機関のロボットを参考できれば、
より早く現場で活躍するロボットを増
やせる可能性が高まります。互いに参
考にし合えば、医療業界全体でのRPA
導入の推進と働き方改革、医療の質の
向上が望めるのではないでしょうか」
（土居氏）


