
障害レベル

※個々の端末の故障、診療に直ちに影響を及ぼさないサーバートラブル（バックアップ装置の故障など）は下記レベルに含めない。
復旧見込・影響範囲 障害区分 障害内容 主な対応

5
電子カルテサーバー全ダウン
（電子カルテサーバーのメイン・サブ・参照用カルテシステムすべ
ての故障など）

○可能な範囲内で紙カルテ運用により診療業務を行う。
○復旧後、カルテ記載については記載者本人が事後入力を行
い、オーダーについてはオーダーを受けた部署にて事後入力。

4

ネットワークシステム全ダウン
（コアスイッチのメイン・サブ両方の故障、フロアスイッチの複数個
所故障など）

○参照用カルテシステムより過去カルテを印刷し、紙カルテ運
用に切り替え診療業務を行う。
○復旧後、カルテ記載については記載者本人が事後入力を行
い、オーダーについてはオーダーを受けた部署にて事後入力。

3

電子カルテサーバー全ダウン
（電子カルテサーバーのメイン・サブ両方の故障だが参照用カルテ
システムは稼動している場合）

○参照用カルテシステムより過去カルテを参照し、紙カルテ運
用に切り替え診療業務を行う。
○復旧後、カルテ記載については記載者本人が事後入力を行
い、オーダーについてはオーダーを受けた部署にて事後入力。

2-b

ネットワークシステム一部ダウン
（フロアスイッチの一部故障。
一部部署にて電子カルテなどの使用ができないが、他の部署は通
常通り使用できる場合。無線LANのみ使用できない場合など。）

○他の使用可能な場所で入力を行うか紙カルテ運用にて診療
業務を行う。
○紙カルテ運用を行った場合は、復旧後紙カルテ運用で出され
たオーダーについてはオーダーを受けた部署にて事後入力。

2-a

部門システムのダウン
（画像システム、生理機能システム、食事システム、リハビリシステ
ムなど）

○該当するシステムのオーダーについては紙カルテ運用にて診
療業務を行う。
○オーダーは必要最小限のオーダーにとどめる。
○復旧後紙カルテ運用で出されたオーダーについては、オー
ダーを受けた部署にて事後入力。

短時間待機すれば使用可能
となるもの。 1

電子カルテサーバーのメインがダウン
（サブへの切り替えが可能で、短時間（10分程度）で復旧見込み）

ネットワークシステム一時ダウン
（瞬断で短時間の待機により復旧見込み）

停電

一時待機し、復旧後端末再起動する。

短時間の復旧は見込めない
が、影響範囲が限定的なも
の。

短時間の復旧は見込めず、
影響範囲がセンター全体に
及ぶもの。



システム障害対応基本フロー システム障害対応基本フロー

システム障害発生一次連絡

システム利用の一時停止

○システム担当は2F事務室にシステム障害発生の館内放送依頼。
同時にくじらメールにて各部署長に障害発生一次連絡。
○各部署長はシステム障害発生を館内放送およびくじらメールにて確
認。次の連絡があるまで電子カルテ使用禁止。

システム担当者が
障害レベル切り分け

※システム担当者への連絡禁止

対策本部召集

○対策本部対象者は2F会議室1に集合する。

○システム担当者は障害レベルを切り分け、対策本部に報告。
※障害レベルの切り分けに専念するため、システム担当者への連絡は
禁止。

○対策本部は障害レベルおよび今後の対応について確認。

レベル2以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レベル1

一時待機
各障害レベルの
対応フロー参照

システム担当が復旧確認・連絡

各所端末再起動

障害発生
発見者がシステム担当に連絡。

障害レベルは？
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障害レベル

 2a
システム障害対応基本フロー

障害レベル2aの連絡が入る

○システム担当は2F事務室に障害レベ
ル2aの館内放送依頼。
同時にくじらメールにて各部署長に障害
レベル連絡。
○各部署長は障害レベル2aおよび障害
発生システムを館内放送およびくじら
メールにて確認。紙カルテ運用準備。

該当するシステムのオーダーについては
紙カルテ運用にて診療業務を行う。

オーダーは必要最小限のオーダー
にとどめる。

システム担当が復旧確認・連絡

○システム担当は2F事務室に復旧の
館内放送依頼。
同時にくじらメールにて各部署長に復旧
連絡。

○各部署長は復旧を館内放送およびく
じらメールにて確認。紙カルテ運用停
止。

各所端末再起動

紙カルテ運用で出されたオーダーに
ついては、オーダーを受けた部署

にて事後入力
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障害レベル

 2b
システム障害対応基本フロー

障害レベル2bの連絡が入る

○システム担当は2F事務室に障害レベ
ル2bの館内放送依頼。
同時にくじらメールにて各部署長に障害
レベル連絡。
○各部署長は障害レベル2bおよび障害
発生システムを館内放送およびくじら
メールにて確認。紙カルテ運用準備。

他の使用可能な場所で入力を行う
か、紙カルテ運用にて診療業務を

行う。

システム担当が復旧確認・連絡

○システム担当は2F事務室に復旧の
館内放送依頼。
同時にくじらメールにて各部署長に復旧
連絡。

○各部署長は復旧を館内放送およびく
じらメールにて確認。紙カルテ運用停
止。

各所端末再起動

紙カルテ運用で出されたオーダーに
ついては、オーダーを受けた部署

にて事後入力
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障害レベル

 3
システム障害対応基本フロー

障害レベル3の連絡が入る

○システム担当は2F事務室に障害レベ
ル3の館内放送依頼。

○各部署長は障害レベル3および障害
発生システムを館内放送にて確認。紙
カルテ運用準備。

参照用カルテシステムより過去カル
テを参照し、紙カルテ運用に切り

替え診療業務を行う。

システム担当が復旧確認・連絡

○システム担当は2F事務室に復旧の
館内放送依頼。

○各部署長は復旧を館内放送にて確
認。紙カルテ運用停止。

各所端末再起動

カルテ記載については記載者本人
が事後入力を行い、オーダーについ

てはオーダーを受けた部署にて
事後入力
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障害レベル

 4
システム障害対応基本フロー

障害レベル4の連絡が入る

○システム担当は2F事務室に障害レベ
ル4の館内放送依頼。

○各部署長は障害レベル4および障害
発生システムを館内放送にて確認。紙
カルテ運用準備。

参照用カルテシステムより過去カル
テを印刷し、紙カルテ運用に切り

替え診療業務を行う。

システム担当が復旧確認・連絡

○システム担当は2F事務室に復旧の
館内放送依頼。

○各部署長は復旧を館内放送にて確
認。紙カルテ運用停止。

各所端末再起動

カルテ記載については記載者本人
が事後入力を行い、オーダーについ

てはオーダーを受けた部署にて
事後入力
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障害レベル

 5
システム障害対応基本フロー

障害レベル5の連絡が入る

○システム担当は2F事務室に障害レベ
ル5の館内放送依頼。

○各部署長は障害レベル5および障害
発生システムを館内放送にて確認。紙
カルテ運用準備。

可能な範囲内で紙カルテ運用により
診療業務を行う。

システム担当が復旧確認・連絡

○システム担当は2F事務室に復旧の
館内放送依頼。

○各部署長は復旧を館内放送にて確
認。紙カルテ運用停止。

各所端末再起動

カルテ記載については記載者本人
が事後入力を行い、オーダーについ

てはオーダーを受けた部署にて
事後入力
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システム障害発生時のくじらメール送信対象者
（レベル2a・2bの場合）
※レベル3・4・5の場合は内線連絡フローに基づいて連絡を！

部署 送信対象者（敬省略）
院長 加計
副院長 高見澤
副院長 塩谷
副院長 石田（岳）
診療部長 小林（裕）
看護部長 山中 齊藤 相馬

外来 砂崎 正路 渡邉 和田 鎌倉
手術 森 安藝（美）
2南 小林（律） 江原 松下 須賀
3南 野口 藤田 齋藤（美）
3北 田中 梶山 湯川 内海
4南 小川（み） 富田
4北 杉田 星野 府高
5北 濵村 小川（京） 稲川
5南 塩内 古沢 土田
事務局長 大塔
事務部長
総務課 安藝（幸） 小堀
医事課 新井 鈴木（信）
経営企画課 津田 山岸
地域医療連携室 永里 関野 河村
診療情報管理室 横田 畠山

若林 安積 金井 倉田 小暮
小茂田 島田（満） 服部 目黒 和田
岡安 吉田

医療安全管理室 三浦
薬剤科 柳川 野村 福原 佐野
放射線技術科 宮澤 今出 永田 松岡
臨床検査科（病理・細胞診担当） 佐藤（一） 田村
臨床検査科（細菌担当） 布施川
臨床検査科（生理機能担当） 熊谷 菅原（太） 曾田
臨床工学科 富永 後藤

額田 大熊 大川 武井 岡
茂木 菅原（健） 飯田 平田

栄養科 西川
坪井 中村 松本（建） 浅見 新畑
楠田 佐藤 平井（敬） 松本（充） 新藤
石川 大橋 桜井 佐々木 重吉
松井 村田（信） 湯澤 吉野 近藤
瀬戸 齋藤 伊藤

外科 小峯 渋谷 南部 渡邉 福島
乳腺・内分泌外科 山田
リハビリテーション科 島村
脳神経外科 鈴木（亮） 杉浦
泌尿器科 平井（勝）
整形外科 石上 金澤 山下
耳鼻咽喉科 金澤 関根

西本 古谷 小島 古山 野田
桃井 立岡 谷口 林

放射線科 島田（裕） 大石
麻酔科 二神 斉藤（裕）
病理診断科 内間
ジュニアレジデント 大瀧 谷田部

小児科

診療部

診療技術
部

看護部

内科

事務部

リハビリテーション科

　（医師事務作業補助）
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システム障害発生時の内線連絡フロー
（レベル3・4・5の場合）
※レベル2a・2bはくじらメールで連絡を！

システム担当

院　　長 7702 看護部長 7703 事務局長 7885
　　　　　※不在時は事務室（2100）へ直接連絡する。

事務室スタッフに口頭または内線にて伝達。
事務室スタッフで手分けして以下の各部署に内線連絡。

副 院 長 外　　来 ※救外含む。

7742（高見澤副院長） 7717・7895・7730 医事課
7709・7456・1103

副 院 長 手 術 室
7744（塩谷副院長） 7798・7728 地域医療連携室

7833・1111
副 院 長 2南病棟

7751（石田副院長） 7733・7200 医療クラーク 口頭伝達 各診察室
7506・7820・7832・7795・7860・7884

診療部長 3南病棟 ・7406・7802・7835・7861・7871
7878（小林診療部長） 7714・7300 診療情報管理室

7831・9131
3北病棟

7844・7355 医療安全管理室
7799

4南病棟
7868・7400 薬　剤　科

7724・1135
4北病棟

7734・7450 放射線科
7725・7735・1180

5南病棟
7845・7500 臨床検査科

7719・7718・1161・2400・2402・2511
5北病棟

7819・7550 臨床工学科
7715・9134

リハビリテーション科
7821・7839・1144

栄養科
7723・9110

　　　　　　※不在時は副部長
　　　　　　　（7729・7732）へ。
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