
手 術 のあらゆる情 報を正 確に記 録 、医 療スタッフを支 援します

手術室情報システム

機能一覧

手術オーダー連携機能
手術室・スタッフスケジューリング機能
手術予定表印刷
周術期麻酔情報管理機能

周術期看護情報管理機能

コスト情報管理機能
台帳機能

WEB機能

外部接続

検索機能
統計機能

マスタメンテナンス
障害時対応機能

手術オーダー連携
手術スケジューリング

術前麻酔情報
術前検査情報
麻酔記録
手術確定情報
術後情報
術前看護情報
看護計画
準備器材
術中看護記録
術後看護情報
コスト伝票作成
手術台帳作成
麻酔台帳作成
手術申込状況一覧表示
手術進行状況一覧表示
麻酔記録参照
術中麻酔記録参照

電子カルテ（病院情報システム）接続
生体モニタ接続
麻酔器接続
手術室　各種ＭＥ機器接続

症例検索
診療科別統計
麻酔法別統計
手術室利用状況統計
麻酔科医別統計
麻酔学会統計
偶発症例調査統計
偶発症例記録表　等

・麻酔深度モニタ
・連続心拍出量計
・人工心肺装置
・血液ガス分析装置
・シリンジポンプ
  等

手 術 室 情 報 シ ス テ ム

販売業者
富士フイルム メディカル株式会社

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26番30号 富士フイルム西麻布ビル
TEL：03-6419-8040（代）

FI0121-PRESCIENT OR(8P)-1910-IB-2000-6

●Microsoft、Windows、Internet Explorer、Windows NTは米国Microsoft 
Corporationの米国及びその他の国における登録商標、または商標です。 ●その他
の記載の製品名は、各社の商標、または登録商標です。 ●外観および仕様は、改良の
ため予告なく変更することがあります。 ●ご使用に関しては、製品添付の取扱説明書
をお読みください。 ●制御装置のハードウェア保守に関しては、供給元の保守サービ
スに準じ5年間とさせていただきます。

システム構成例

輸血ロット番号読み取り
バーコードスキャナ

看護師用クライアント

生体モニタ

データベースサーバー・
Webサーバー

電子カルテ（病院情報システム）

手術室1 手術室2 手術室3

サービスセンター

連携サーバー

リモート保守クライアント病棟・診療科電子カルテ端末

Web経過表

医師用クライアント
緊急検査室クライアント

緊急検査室 ナースステーション・医師控室

血液ガス分析装置
血球計数装置
生化学分析装置

センタークライアント

麻酔器

麻酔記録

Prescient® OR は生体モニタからのバイタルサインデータや麻酔器・手術室内の各種ＭＥ機器データを自動収集し正確に記録します。

入床予約

インターフェース

生体モニタ

富士フイルムメディカル株式会社は、
個人情報の保護に全社をあげて
取り組んでいます

入床・転床・退床
症例検索
各種統計表

入床状況管理
台帳作成

カラープリンタ



手術室の情報記録を
もっと素早く、より正確に、簡単に一括管理。

手術中 手術後

手術室情報システムPrescient® OR は、手術に関連する様々な情報やバイタルサイン

データを正確に記録、一括管理します。

手術のオーダー受信やスケジュールの作成といった術前作業から、術中の麻酔記録や看護記録、

術後の退室時状態・術後回診に至るまで、手術の進行に生じる煩雑な作業からスタッフの

手間を軽減し、より集中した治療に専念していただけるよう支援します。

マルチベンダーとの接続に対応したシステムです。

異なるメーカーの医療機器が混在する環境でもシステム構築が

可能です。（既存の医療機器の有効活用）

手術業務フローに合わせた機能ボタンをナビゲーションバーに

集約、麻酔法や術式毎にナビゲーションバーをカスタマイズ

できます。

豊富な画面構成・カスタマイズも可能

例えば、縦型タッチパネルディスプレイでスクロールなしの

入力を実現できます。表示画面の構成をユーザーが使い

やすいようにカスタマイズできます。

手術前

電子カルテ（病院情報システム）から手術オーダーを受信し、受信した

手術オーダーを容易に割り付ける事ができ、効率的な手術スケジュールを

作成できます。術前の患者情報や検査情報、看護計画も容易に管理

することができます。

術中のバイタルサインデータを自動的に刻々と記録、

麻酔記録や看護記録に反映します。麻酔器や手術室

内の各種ME機器データの取り込みも行います。

術中記録はナースステーションや医師控室からリアル

タイムに参照が可能です。

施行された麻酔、使用した薬剤
や器材などのコスト伝票を手術
終了時に自動的に作成します。
手術後、麻酔記録や看護記録は
病棟・診療科の電子カルテ端末から
web機能を使って参照できます。

の主な特長

術前回診 麻酔記録手術スケジュール 看護記録
麻酔法・術式に添ったプロセス
を表示し、ナビゲーションボタ
ンを操作し簡単な入力が可能、
安全かつ簡単に麻酔管理をサ
ポートします。

タブレット端末や電子カルテ
端末を利用し、効率的な術前
回診が行えます。

のワークフロー

麻酔記録・看護記録に
入力したデータが相互
に反映されます。

手術オーダー・麻酔科医・看護師を
ドラッグ＆ドロップの簡単操作
で割付けます。

01 02手術室情報システム 手術室情報システム

術後回診
タブレット端末や電子
カルテ端末を利用し、
効率的な術後回診が
行えます。

A社 B社 C社 D社 E社 F社

オープンインテグレーション スクロール可能なナビゲーションバー



麻酔記録

特 長FEATURES

術中のバイタルサインデータを自動的に刻々と記録、麻酔器や手術室内の各種ME機器データを取り込み、麻酔記録に反映します。

画面構成は医師が使いやすいようにカスタマイズできます。また、術中記録はナースステーションや医師控室から

リアルタイムに参照が可能です。

03 04手術室情報システム 手術室情報システム

豊富な画面構成・カスタマイズも可能

横画面のカスタマイズも可能縦型タッチディスプレイのカスタマイズ例

患者属性欄

ナビゲーションバー

バイタルサイン
トレンドグラフ

麻酔薬・薬剤
入力欄

輸液・輸血
入力欄

出血・尿
入力欄

わかりやすい患者属性欄

手術スケジュールと連動

好みに合わせて選択できるインターフェースカラー

手術中

ナビゲーションボタンを大きく表示。

ナビゲーションバーはスクロール可能

なので、画面に入りきらないボタンを

簡単に探せます。

タッチパネルディスプレイならではの

動きで快適に操作いただけます。

ナビゲーションボタンの配置は施設毎の

業務フローに合わせてカスタマイズ

が可能です。

画面構成をカスタマイズできるほか、

インターフェースカラーは2パターン

ご用意。医師の好みや現場の環境に

合わせて使いやすい方を選択できます。

患者属性欄では患者情報はもちろん、手術スケジュールに連動した
カラー表示により、スケジュールの状態が一目で把握できます。

ス
ク
ロ
ー
ル
可
能

表示画面の構成を医師が使いやすいようにカスタマイズ可能。例えば、縦型タッチパネルディスプレイでスクロールなしの表示を実現するなど、

入力の手間を軽減し、より集中した治療に専念できるようサポートします。

麻酔記録画面の特徴

手術終了手術前

感染制御
感染リスクのある患者には属性欄に感染
マークをわかりやすく表示します。

ホワイトベース ブラックベース

使いやすいナビゲーションバー

手術映像管理システム 
F surV※との連携

手術映像管理システム F surVとの連携により、録画済みの
映像を麻酔記録と時刻同期させて記録映像を表示します。
麻酔記録のナビゲーションボタンと連動し録画忘れ防止を
サポートします。

連携保存

※F surVは富士フイルムメディカルの手術室向け映像管理配信ソリューションです。

感染



Prescient® WAVEで標準100日間のマルチベンダ対応の波形ファイリングが
可能です。Prescient® ORとの連携により麻酔記録と時刻同期した波形参照が
できます。

Prescient® Waveは手術室やICU/CCU、そして一般病棟における生体モニタがモニタリング

する生体情報データ（波形データ、トレンドデータ）をサーバー内蔵のハードディスクに年単位で

保存します。保存期間を越えたデータはDVDなどの外部記録媒体に保存することができます。

イベント管理機能により、モニタリング中に起こったイベント情報の収集・管理も可能です。また

Web 機能により、電子カルテ（病院情報システム）端末と連動し、院内のどこにいても生体

モニタ情報の検索・参照ができます。Prescient® Waveは症例研究、患者の病態経過追跡、

医療事故の際のエビデンスとしてなど、多岐にわたる用途にご活用いただけます。

生体モニタ情報システム

※Prescient® WAVEとPrescient® ORとは異なる製品です。

院内で生体情報データを共有

手術室生体モニタ
波形データ・トレンド情報

ICU/CCU 生体モニタ
波形データ・トレンド情報

病棟生体モニタ
波形データ・トレンド情報

手術室 病棟ICU/CCU

術前回診・術後回診
タブレット端末を利用することで、術前回診・

術後回診に必要な情報をベッドサイドで

容易に入力、表示が可能です。

手術スケジュール

リアルタイムスケジューリング

麻酔記録画面から波形参照への展開

手術進捗状況を一画面で表示し、簡単に把握できます。スケジュールが

遅延した場合は、自動で予定を繰り下げます。麻酔記録の操作と連動し、

色や濃淡で手術の進捗状況をお知らせします。

手術室、ICU/CCU、病棟におけるモニタリングデータをフルサポート

05 06手術室情報システム 手術室情報システム

術前麻酔回診ページ 術前看護回診ページ

ステータスモニター
大型ディスプレイに手術スケジュールを表示します。

表示内容は患者名や感染症情報の有無等が設定

できます。

看護記録

術中情報のデータ共有

術中クリニカルパス

入室 麻酔開始～執刀 終刀～退室

患者属性欄　　バイタルサイントレンドグラフ　　薬剤入力欄　　輸液・輸血入力欄　　出血・尿入力欄

経過記事入力欄　　薬剤情報　　輸液情報　　IN/OUTバランス　　経過記事欄

入室から退室まで、術式毎に作成が可能です。　
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シェーマを簡単作成
テンプレート化されたシェーマを用いて編集することで、
簡単に素早く作成できます。

看護記録をより簡単にわかりやすく。必要な様々な機能を搭載。

また麻酔記録・看護記録間の相互連携で輸液・輸血情報・尿量情報・出血量など、様々なデータが相互に反映します。

麻酔記録画面 看護記録画面

相互に
反映

特 長FEATURES


