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IT・広報センター 

 スタッフ 

センター長(兼)  湏藤 啓広 

副センター長  高田 孝広 

教員  坂本 良太 

医療技術職員  笠木  充 

教務職員(兼)  新貝 庄吾 

事務補佐員  3 名 

 

 IT・広報センターの特色 

IT･広報センターの業務は、 IT（情報技術）分野

と広報分野の複数の内容にわたります。 
IT 分野では、情報インフラである病院情報ネット

ワークの設計・管理・運用、インターネット系サー

バの構築・運用、WEB システムによる業務支援があ

ります。 
広報分野としては、病院からの情報発信として広

報誌「ミュース」の発行、ホームページの管理運営、

院内テレビチャンネル番組制作などの業務を行って

います。 
当センターの業務は患者さんと直接接する機会は

少ないですが、三重大学病院のアピールとして外部

へ情報発信し、また、IT や情報ネットワークで院内

情報基盤を支える業務を行っております。 
 
 業務内容 

1. IT (Information Technology)分野 
1) 病院内 LAN 

業務系(電子カルテ)ネットワークや無線 LAN を含

めた附属病院全域の情報ネットワーク管理・運用を

行っています。情報ネットワークは電子カルテの稼

働に必須であり、停止することが出来ないため 24 時

間 365 日のネットワークの監視および保守管理が必

要となります。また管理・運用には専門的な知識が

必要であるため、障害時には昼夜を問わず迅速に対

応しています。 
 

2) サーバー管理 

病院および医学部のメールサーバ、Web サーバな

どインターネット系サーバの構築・運用、メールア

カウント、メーリングリストの管理・運用、部門ホ

ームページの管理・保守を行っています。 
また、ファイアーウォールの管理、インターネッ

トアクセスの管理など、情報セキュリティ対策を

日々行っています。 
 

3) 業務アプリケーション開発 

Web アプリケーションによる業務支援として、お

知らせ情報提供システム、当直管理システム、PHS
番号管理、レストラン注文システムの構築・保守な

どを行っています。 
 

2. 広報分野 
1) 広報誌 

病院広報誌「ミュース」の企画・取材・編集を行

っています。ミュースは「親しみやすく」をモット

ーに、患者さんご家族を含め、一般の方に当院を広

く知っていただくために発行している広報誌です。 

 
図 1 広報誌「ミュース」 

 
2) ホームページ 

三重大学病院ホームページの構築、保守、管理を

行っています。病院ホームページの、トップページ、

診療科・部門紹介、日々のお知らせなど、病院ホー

ムページの更新を行っています。 
また、医学部ホームページ、院内の職員用ホーム

ページの更新も行っています。 

 
図 2 三重大学病院ホームページ 
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3) 院内 TV 放送 

患者さんへのサービスの一環として病室のテレビ

にて無料でご覧いただける独自の番組を編成し、放

映しています。さらに毎月病院内で開催されるコン

サートといったイベント時や津市の花火大会の様子

を、ベッドに居ながらにして視聴できるよう生中継

も行っています。 
 

4) 三重テレビ番組 

平成 24 年度より三重テレビにて毎月放送されて

いる大学としての番組「きらめき☆三重大学」にて

附属病院でも担当して企画を行い、普段病院に来ら

れない方にも医師や職員の取り組みを伝えられるよ

う努めています。 
 

3. 研究活動 
工学部や整形外科等と共同でモーションキャプチ

ャ装置を用いた動作解析やスポーツ学習や安全確保

に役立つシステムの研究を行っています。 
 
 実績 

 
1) 情報ネットワーク 

平成 27 年 3 月現在、ネットワークを利用する端末

数（登録数）は業務 LAN 端末 4,881 件、キャンパス

LAN 端末 3,052 件に上り、ネットワークに求められ

る可用性は日に日に増大しています。また、無線

LAN が病院全域で利用可能なため、スマートフォン、

タブレットの利用が増大しています。 

 
図 3 インターネット系端末数 

 
2) ホームページ 

平成 24 年 4 月にホームページを刷新した後、定期

的に更新を行い、平成 27 年度も図 4 のようにアク

セス数は増加傾向にあります。なお平成 27 年 5 月に

は全国ネットのテレビで取り上げられた影響が大き

く現れています。 

 
図 4 平成 25 年 1 月～27 年 12 月 HP 訪問者数 
 

3) 広報誌 

広報誌ミュースは、季刊で年４回、創刊号(平成 22
年 7 月)～第 20 号（平成 27 年 12 月）まで、通算 20
号発行しました。発行部数は毎号 7,000 部で、病院

内・学内以外の外部配布先としては三重県庁、津市

図書館、県下病院等で配布しています。 
 

4) 三重テレビ放送 

三重テレビ「きらめき☆三重大学」にて、附属病

院担当回として表 1 の内容で放送を行いました。 
表 1 放送実績 

放映日  内容 
平成 27 年 6 月 臨床工学技士の仕事 
 9 月 PT、OT、ST って？ 
 

5) 学会発表 

• 小林龍太郎, 坂本良太, 野村由司彦. 簡易モー

ションキャプチャによる投球動作抽出システム. 
スポーツ工学・ヒューマンダイナミクス 2015. 

 
6) 科学研究費 

• 若手研究(B) 15K16257 
運動教示のためのリアルタイム身体動作符号化 
 

 今後の展望 

IT・広報センターは、今後も継続して広報誌ミュ

ースやホームページなどで、三重大学病院の情報を

外部へ発信し、三重大学病院をアピールしていきま

す。 
また、新外来棟で稼働する情報ネットワークも加

わることになり、さらに大規模な病院情報ネットワ

ークへと発展していきますが、病院内のどこでも安

心して利用できる情報ネットワークの提供を継続し、

皆様により便利な環境をご提供できるよう、日々取

り組んでまいります。 
 

 http://www.medic.mie-u.ac.jp/itprc/ 
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https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qc=%E8%8B%A5%E6%89%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%28B%29
http://www.medic.mie-u.ac.jp/

	IT・広報センター
	 スタッフ
	 IT・広報センターの特色
	 業務内容
	1. IT (Information Technology)分野
	1) 病院内LAN
	2) サーバー管理
	3) 業務アプリケーション開発

	2. 広報分野
	1) 広報誌
	2) ホームページ
	3) 院内TV放送
	4) 三重テレビ番組

	3. 研究活動

	 実績
	1) 情報ネットワーク
	2) ホームページ
	3) 広報誌
	4) 三重テレビ放送
	5) 学会発表
	6) 科学研究費

	 今後の展望


