
導入事例
インテル® Atom™ プロセッサー
インテル® Atom™ プロセッサー搭載のWindows* 8タブレット・ソリューション

課  題

•  看護師が最小限の負担で現場に持ち運べる薄型軽量の端末を導入
•  いつでもどこでも快適に情報の閲覧や入力が可能な端末の調達
•  端末の紛失や盗難による情報流出を防ぐセキュリティー対策の実施

ソリューション

•   インテル® Atom™ プロセッサー搭載の ThinkPad* Tablet 2（レノボ・ジャパン株式会社）
•  SecureDoc* マネージドサービス（NECキャピタルソリューション株式会社）
•  TRUST DELETE Biz（ワンビ株式会社）

導入効果

•  Windows*タブレットの配布によって看護師に対する荷物の負担を軽減
•  タッチ、ペン、キーボードによる多様な操作で業務効率がさらに向上
•   ドライブ暗号化と遠隔データ消去によって端末の紛失・盗難対策を実現

電子化システムによって 
訪問看護業務の効率化や 
能率アップにつなげる

一般財団法人 名古屋市療養サービス事業
団（以下、名古屋市療養サービス事業団）
は、病気や障害を持つ人々に対する在宅療
養の基盤整備を図り、保健・医療・福祉サー
ビスの水準を向上させる目的で設立されま
した。現在は、市内全 16 区で訪問看護ス
テーションとケアマネージメントセンターを
運営するとともに、市内 5 地域において健
やかな老後を支援する施設（いきいき支援
センター）の運営を名古屋市から受託して
います。平成 24年度の事業実績によれば、
訪問看護サービスの月平均利用者数は約
2,000人で、1年間の総訪問回数は 15万
回以上にも達しています。

名古屋市療養サービス事業団では、利用者
のバイタルデータ、看護記録、診療および投
薬履歴などをすべて紙ベースで記録、管理
していましたが、こうした旧来の運営体制で
は現場のスタッフに大きな負担がかかってい
ました。そこで同事業団は、訪問看護業務
の IT 化を推進し、2012 年より紙に頼らな

い電子化システムへと移行を果たしていま
す。同事業団 理事長の篠田陽子氏（以下、
篠田理事長）は、「この電子化システムでは、
看護師のスケジュール管理、日々の勤怠管
理や診療報酬の計算、共有文書の管理な
ど、スタッフの活動やステーションのバックオ
フィス業務をトータルにサポートしています。
そして、これらの機能はすべて当事業団のク
ライアント PCから利用可能です。特に現場
で活躍する看護師たちには、外出先にも持
ち出せるノートブック PCを配布しています」
と述べています。

一般財団法人 
名古屋市療養サービス事業団

本部所在地： 

愛知県名古屋市中村区豊国通 1-14

設立：1995年 9月
事業内容： 

介護保険法および健康保険法に基づく 

訪問看護事業、介護保険法に基づく 

居宅介護支援事業、介護保険法に基づき
名古屋市が行う要介護認定および 

要支援認定の調査受託、 
介護保険法に基づくいきいき支援センター

（地域包括支援センター）の運営、 
在宅療養に関する 

相談・指導・情報提供など
http://www.nrs.or. jp/

少ない負担で携帯できる 
Windows*タブレットを多くの看護師に配布 
最新のセキュリティー製品を組み合わせて 
端末の紛失・盗難対策も実現

ThinkPad* Tablet 2は、情報入力に適したキーボード
やペン入力による操作も可能

http://www.nrs.or.jp/


Windows*タブレットの紛失・盗難対策として、
端末の利便性をできる限り損なうことなく 
ドライブ暗号化と遠隔データ消去を実施

「事業運営の IT化がもたらす 

メリットを最大限に高めるため、 
看護師たちが携帯する端末として 

薄型軽量のWindows*タブレットを 

新たに導入しました。 
これらのWindows*タブレットでは、 

先進的なセキュリティー技術を 

組み合わせた紛失・盗難対策も 

実施しています」

一般財団法人 
名古屋市療養サービス事業団

理事長
篠田 陽子 氏

携帯性や操作性の面で現場では 
必ずしも扱いやすくなかった 
ノートブックPC

名古屋市療養サービス事業団は、電子化
サービスの開始と合わせて看護師にノート
ブック PCを一斉に配布しましたが、実際に
運用してみるとさまざまな課題が浮上しまし
た。訪問看護の現場では、血圧計、聴診器、
消毒剤、エプロンなど、ケアサービスのため
の道具・用品を数多く持参しなければなりま
せん。看護師によっては、自転車で移動して
いる場合もあり、こうした看護ツールのほか
にノートブック PCまで持参することは大きな
負担となります。また、画面と向き合って操
作するクラムシェル型のノートブック PCで
は、利用者と顔を見合いながら情報の閲覧
や入力を行うことが困難です。

同事業団 在宅療養部 訪問看護課長の近藤
佳子氏は、こうしたノートブック PCの利用状
況を、「実際に現場で運用してみると、ノート
ブック PCの持参が看護師の新たな負担と
なっていたり、頑張って現場に持ち込んだと
ころで PCをなかなか開けないといった事情
が見受けられました。結局、ノートブック PC
を配布した看護師のうち、常に持参している
人は全体の 7割程度で、残りの看護師たち
は訪問先によって持参したり、持参しなかっ
たりしています。また、ノートブック PCでは
キーボードとマウスによる操作が中心となる
ので、紙のカルテのように細かい情報を書き
込むことができません。せっかく立ち上げた
電子化システムを最大限に活かすには、やは
り看護師自身が気軽に持参でき、利用者と顔
を見合いながら扱えるような端末が不可欠だ
と再認識させられました」と説明しています。

タッチ、ペン、キーボードによる操作が 
可能なWindows*タブレットを選択

名古屋市療養サービス事業団は、電子化
システムを組織全体に浸透させていくため、
すでに運用中のノートブック PCに対する現
場からのフィードバックに基づき、新たに導
入する端末としてタッチやペン操作とキー
ボード操作の両方に対応したタブレットの
採用を決定しました。具体的な機種選定に
あたっては、先のノートブック PC 導入の際
に構築したセキュリティー対策のシステムが
そのまま利用可能であること、また同事業
団の電子化システムの動作要件などから、
Windows* 8ベースのタブレット（以下、
Windows*タブレット）を前提とした選定作
業が行われました。

同事業団は、いくつかのタブレット製品を比
較・検討しましたが、看護師の負担にならな
い薄型軽量の設計、看護師の端末として必
要十分な処理性能とバッテリー持続時間、い
つでもどこでも安心して持ち運べる堅牢性な
どを総合的に判断し、最終的にはインテル® 
Atom™ プロセッサーを搭載したWindows*
タブレット「ThinkPad* Tablet 2 for DOCOMO 
Xi*」（レノボ・ジャパン株式会社）の採用を
決めています。Th inkPad* Tab let 2 fo r 
DOCOMO X i*は、株式会社 NTTドコモの 
LTE 回線「Xi*（クロッシィ）」に対応した通信
モジュールを内蔵する ThinkPad* Tablet 2
の法人向けモデルです。

IT 統括本部 事務局 主任の篠田和紀氏（以
下、篠田氏）は、製品選定の経緯を「長文
が含まれる看護記録や医師へのレポート作
成には、打鍵性に優れたハードウェア・キー

ThinkPad* Tablet 2



紛失・盗難に遭ったPC上のデータを
遠隔から消去するクラウド型サービス
「TRUST DELETE Biz」の概要

http://www.onebe.co.jp/product/
trustdelete_pc/

TRUST DELETE Bizは、PC上のデータ
を遠隔から消去するクラウド型のセキュ
リティー・ソリューションです。万が一 PC
が紛失や盗難に遭ったときには、システ
ム管理者がインターネットを介して、管理
画面からデータ消去命令を発行し、PC 
上のデータを遠隔で消去できます。その
ほか、PC操作のロック、データの不可
視化、GPSや無線 LANを利用した PC
の位置情報取得などにも対応します。
TRUST DELETE Bizは、ユーザーによ
る専用サーバーの構築や運用が不要で、
申し込めば短期間ですぐに利用を開始で
きます。

主な機能
•  PC 上のデータを遠隔からの命令で速
やかに消去

•  一定時間インターネットに接続しない
場合に自動でデータを消去

•  一定時間インターネットに接続しない
場合に PCの入力デバイスを無効化

•  インターネットに接続しない場合に PC
上のデータを隠ぺい（不可視化）

•  GPSや無線 LANのアクセス情報を利
用してPCの位置情報を取得

•  データの消去が完了したときに消去確
認のレポートを送信

ボードが不可欠です。また、カルテの人体図
にさまざまな情報を書き込むには、ペンによ
る手書き入力も必要になります。このように、
タッチ操作のみならず、ペンでもキーボード
でも快適に操作できるWindows*タブレッ
トを探し求めたところ、レノボ・ジャパンの
ThinkPad* Tablet 2にたどり着きました。
ThinkPad* Tablet 2のキーボードやペン
はとても品質に優れ、製品選定時に試用し
てもらった看護師にもたいへん好評でした。
また、看護師の訪問先は必ずしも電子機器
の操作に向かない環境ですので、長く安心
して使うには優れた堅牢性が求められます。
ThinkPad* Tablet 2は、設計開発段階か
ら過酷な品質テストをクリアしていますから、
その点でもまったく心配がありません」と述
べています。

2つのセキュリティー製品を組み合わせて 
端末の紛失・盗難対策を実施

名古屋市療養サービス事業団の電子化シ
ステムは、看護師のスケジュールや利用者
の個人情報がすべてサーバー上に集約され
ます。ただし、印刷や FAX送信時には、サー
バーから PDF 形式の帳票データをダウン
ロードする仕組みとなっており、こうした作
業用ファイルが PC上にも一時的に保管され
ます。同事業団は、印刷や FAX送信が終了
したら作業用ファイルを速やかに削除するよ
うに指導していますが、一時的にせよ重要な
データが PC 上に置かれるため、端末の紛
失や盗難に対する情報漏洩対策を確実に実
施しています。

既存のノートブックPCでは、NECキャピタル
ソリューション株式会社の「SecureDoc* マ
ネージドサービス」によって、OS 起動前の
ユーザー認証（プリブート認証）とドライブ全
体のデータ暗号化を行うと同時に、ワンビ株
式会社の「TRUST DELETE」を導入し、万
が一の盗難や紛失の際にも重要なデータを
遠隔で消去できる体制を整えていました。今
回の Windows*タブレットの導入にあたっ
ては、これらの情報保護に対する取り組み
をさらに一歩進め、ThinkPad* Tablet 2
に最適化された独自の SecureDoc*に加
え、タブレット端末との組み合わせに優れた
「TRUST DELETE Biz」を選択し、より確
実な情報保護を実現しています。

篠田氏は、2つのセキュリティー製品を組み
合わせるメリットを「TRUST DELETE Biz
は、GPSや Wi-Fi*アクセスに基づく位置情
報の取得をサポートしていますので、紛失や
盗難に遭っても端末の所在地を常に追跡で
きますし、遠隔操作によってデータ消去の指
令をすぐに発行できます。また、データ消去
前に内蔵ドライブを取り外されたとしても、
SecureDoc*でドライブ全体を暗号化して
いるため、データを読み出すことはきわめて
困難です。このように、2つのセキュリティー
製品を組み合わせることで、現場での利便
性をほとんど損なうことなく、非常に強固な
セキュリティーを確保できています」と説明し
ています。

一般財団法人 
名古屋市療養サービス事業団

理事長
篠田 陽子 氏

一般財団法人 
名古屋市療養サービス事業団
在宅療養部 訪問看護課長

訪問看護認定看護師
近藤 佳子 氏

一般財団法人 
名古屋市療養サービス事業団

IT統括本部 事務局
主任

篠田 和紀 氏

TRUST DELETE Bizのホーム画面

PCが盗難・紛失した場合、位置情報取得機能によ
り、PCを追跡することが可能

http://www.onebe.co.jp/product/trustdelete_pc/
http://www.onebe.co.jp/product/trustdelete_pc/
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利用者との 
コミュニケーション・ツールとしても 
Windows*タブレットを活用

名古屋市療養サービス事業団は、2013 年
11月時点で 77台の Windows*タブレット
を導入し、より多くの看護師が電子化システ
ムを最大限に活用できる体制を整えていま
す。看護師は、利用者の自宅に訪問する際
にキーボードを切り離してタブレットのみを
持ち運び、現場ではタッチ操作による情報の
閲覧と簡易の文字入力、そして専用ペンによ
る手書き入力を行っています。また、キーボー
ドは自動車の中や訪問看護ステーションに
置き、訪問先から退出したらキーボードを装
着して従来のノートブック PCと同様に操作
しています。

近藤氏は、Windows*タブレットの使い勝
手を「従来のノートブック PCと比べるとさら
に薄くて軽くなり、看護師たちの負担は確
実に軽減されています。また、タッチや専用
ペンによる操作は、紙のカルテに文字を書き
込んでいくスタイルにもよく似ています。この
ため、利用者の方と顔を見合いながら情報
を入力できるようになりました。そして、現場
でしばらくWindows*タブレットを使ってみ
て分かったことなのですが、タブレットの場
合は画面を縦方向にして扱ったほうが使い
勝手がよいようです。現在の電子化システム
は、従来の PCを想定して横長の画面に最
適化されています。将来的には、縦長の画

面でも見やすいように改良を加えることで、
Windows*タブレットならではのメリットをさ
らに引き出せるのではないでしょうか」と語っ
ています。

 

Windows*タブレットは、電子化システムに
アクセスするための端末としてだけでなく、
利用者とのコミュニケーションを促進する
ツールとしても役立てられています。近藤氏
は、「訪問看護の現場では、本来のケアサー
ビスだけでなく、利用者の方に代わってさま
ざまな情報を調べてあげたり、健康増進に
つながることをお教えしたりしています。例え
ば、手元にある薬の種類や効能について聞
かれたとき、今までならステーションに戻っ
て調べてから次回訪問する際にお答えしてい
ましたが、Windows*タブレットがあればそ
の場で調べてすぐにお答えできます。また、
Windows*タブレットの大きな画面でラジオ

体操の動画を再生しながら、利用者の方と
一緒に体操を覚えるといった使い方もしてい
ます。これは紙のカルテ時代にはなかった大
きなメリットといえます」と説明を加えます。

篠田理事長は、タブレット活用に対する将来
の展望を「在宅療養に対するニーズが年々
高まっている中で、当事業団が在宅療養を
支える医療サービス機関としてどのように貢
献していくべきかを常に模索しています。今
後は、この電子化システムを中核としなが
ら、医師やケアマネジャーとの情報共有はも
ちろんのこと、利用者の皆さんを遠くから見
守っているご家族やご親戚など、人と人を
結ぶネットワークもさらに強化していければ
と考えています。これまでは紙のカルテを複
写して情報の共有などを行っていましたが、
せっかく電子化したのですから、Windows*
タブレットのような端末を介してリアルタイム
に情報を共有できるようにしたいですね。現
時点では看護師が利用する携帯端末という
位置付けにとどまりますが、今後は利用者の
皆さんを取り巻く多くの方との情報共有端末
としても大いに活躍してくれそうです」と述べ
ています。

名古屋市療養サービス事業団は、Windows* 
タブレットの追加導入によって電子化システ
ムのメリットさらに引き出すとともに、インテル
の最新テクノロジーを積極的に採用すること
で、業務の効率化やケアサービスのさらなる
品質向上を目指しています。

タブレットに関する詳しい情報は、下記のサイトをご覧ください。
http://www.intel .co. jp/content/www/jp/ja/tablets/tablets.html

ソリューション・プロバイダー

訪問看護の現場でも、ペン入力により、電子カルテの手
書き入力が可能

http://www.intel.co.jp/
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/tablets/tablets.html

