
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 Android*タブレットおよび在宅医療連携ソリューション

課  題

•  在宅介護・看護に関わる多職種の情報連携とコミュニケーションの強化
•  在宅介護・看護における情報入力、日報作成など、書類作成業務の効率化

ソリューション

•  インテル® Atom™ プロセッサー搭載タブレット「ASUS Fonepad*」 
（ASUS JAPAN株式会社）

•  訪問介護・訪問看護事業者向けクラウド型ソリューション「けあふる君 *」 
（スキルアップジャパン株式会社）

導入効果

•  在宅医療に関わる医師、看護師、介護士によるリアルタイムの情報共有の実現
•  地域包括ケアシステムを実現する在宅医療連携の強化
•  訪問看護師・介護士など在宅医療に関わるスタッフの事務作業の負担軽減

住み慣れた地域で老後を送るため 
地域包括ケアシステムに向けた 
在宅医療連携の基盤が必須に

鳥取県内に本拠を構え、介護、保育、医療、
障がい者支援などの福祉サービスを総合
的に提供している社会福祉法人こうほうえん
（以下、こうほうえん）。1986 年に鳥取県
境港市で設立し、現在は鳥取県内 4エリア
と東京都内合わせて 115の事業所におい
て、約 200の事業を展開しています。基本
理念に「地域に開かれた、地域に愛される、
地域に信頼される施設を目指す」を掲げ、地
域との共生を経営の基本としてきました。副
理事長の廣江 晃氏は、「高齢の方に住み慣
れた街や地域で安心して暮らしていただくた
めに、介護施設、通所リハビリ、通所介護、
訪問介護、訪問看護、保育園などを組み合
わせた複合的なサービスを提供し、地域の
福祉に貢献しています」と説明します。法人
としては、ISO 9001の認証取得や、在宅介
護支援センター開設などの取り組みが評価
され、2013 年には全国の社会福祉法人で
唯一、経済産業省の「おもてなし企業経営
選」の 50社に選出されました。

諸外国に例を見ないスピードで高齢化が加
速している日本では現在、政府を中心に「地
域包括ケアシステム」への移行が進められ
ています。地域包括ケアシステムとは、団塊
の世代が 75歳以上になる 2025年に向け
て、「医療」「介護」「介護予防」「生活支援」
「住まい」の 5つを一体的に提供する支援
体制のことです。厚生労働省では地域包括
ケアシステムを推進していくため、24 時間
対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護
サービスの普及に力を入れています。廣江
氏は、「こうほうえんでは、2012年 4月から
鳥取県内 4カ所、東京都内 1カ所でこの定

社会福祉法人こうほうえん
法人本部所在地： 

鳥取県境港市誠道町 2083

設立：
1986年 6月
事業内容：

介護老人福祉施設、介護老人保健施設
ショートステイ、特定施設入居者生活介護

ケアハウス、生活支援ハウス、グループホーム
サービス付き高齢者向け住宅、高齢者向け優良賃貸住宅

小規模多機能型居宅介護、訪問介護、訪問看護
訪問リハビリ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所リハビリ、通所介護、認知症対応型通所介護

福祉用具貸与、ケアプランセンター
リハビリテーション病院、診療所、保育園、夜間保育園

就労継続支援 A型事業、レストラン
http://www.kohoen.jp/

24時間対応訪問介護・看護の現場に 
Android*タブレットを使ったソリューションを導入し、 
高齢者が自宅で安心して暮らせるサービスを提供
医療・介護情報をクラウドでリアルタイムに共有

紙ベースの伝達から、タブレットに変わることで 
情報共有がしやすくなる
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インテル® Atom™ プロセッサーの 
高いパフォーマンスが、在宅医療に関わる 
医師、看護師、介護士の業務を支援

「タブレットを用いた 

在宅医療連携システムの 

導入によって、スタッフ間で 

リアルタイムの情報連携が 

可能となり、訪問介護・看護の 

現場で課題となっていた 

「申し送り」の業務が 

大幅に効率化されました。 
同時にスタッフの事務作業に 

かかる負担が軽減し、 
働きやすい環境の実現が 

期待されています」

社会福祉法人こうほうえん
副理事長
廣江 晃 氏

期巡回・随時対応サービスを順次開始して
いるほか、同年 7月には地域包括ケアシス
テムを志向した医療と介護の総合施設とし
て、鳥取市の中心街に『にしまち幸朋苑』を
開設し、地域の方をサポートする体制を整え
ています」と語ります。

官民を挙げて進めている地域包括ケアシス
テムを実現するうえで重要になるのが「在宅
医療連携」です。在宅医療を提供する機関
を拠点に、医師、看護師、介護士、ケアマネー
ジャーなどの多職種が協働し、支援体制を
構築することが求められています。介護・福
祉のフロントランナーであるこうほうえんは、
2013 年度から政府が推進する「在宅医療
連携拠点事業」に参画し、「にしまち幸朋苑」
を拠点に在宅医療推進のためのさまざまな
事業を行っています。

在宅医療に関わる 
医師、看護師、介護士の 
コミュニケーションが課題

在宅医療を効果的に行っていくためには、
医療と介護を中心とした多職種の連携が欠
かせません。しかし、実際の現場ではさまざ
まな課題が横たわっているのも事実です。に
しまち幸朋苑の施設長で、診療所の医師で
もある岸 清志氏は次のように語ります。「在
宅医療の現場では、診療所の医師と訪問看
護師のコミュニケーションが希薄になりがち
です。看護師が訪問先から患者さんの状態
を医師に報告したり、治療に関する指示を受
けたりしたい場合、現在は電話や FAXでの
連絡が中心となります。しかし、診療で忙し
い医師が訪問看護師から電話を受けても、
じっくりと時間をかけて応対することもままな
りません。結果として、看護師が医師に連絡
することを躊躇することもあると思います」。

情報連携の課題は、「医療」と「介護」の間
においても発生します。それまでは医療と介
護は独立していることが多く、交流はほとん
どありませんでした。そのため、介護側から
すると医療の現場は敷居が高いと感じ、医
療の現場からすると介護に関することはわか
らないことが多いと感じてしまうことから、コ
ミュニケーションの断絶が起こりやすいと言
います。

24 時間対応の訪問介護・看護の現場が抱
えるもう1つの問題は、書類作成や申し送り
に多大な時間と労力を要することです。訪問
看護師は患者の体温、脈拍、血圧などのバ
イタル情報や処置内容を、また介護士は利
用者の身体介護、生活支援内容などを手書
きで記入し、患者（利用者）の自宅に置いて
きます。その情報は施設に持ち帰って改めて
パソコンに入力して日報を作成しています。
このような作業は 1日に何件も訪問する必
要のある看護師や介護士にとって大きな負
担となっていました。「24 時間体制で多数
の訪問看護師・介護士が稼動するようにな
ると、紙ベースで情報を共有することがだん
だん難しくなってきます。そのためにも効果
的な情報共有の仕組みを整備する必要があ
りました」と岸氏は話します。

操作性、セキュリティー、 
パフォーマンスを考慮して 
7インチ液晶搭載タブレットを採用

こうした課題を解決するためにこうほうえんは
「在宅医療連携システム」による IT 化を検
討し、スキルアップジャパン株式会社（以下、
スキルアップジャパン）が提供するクラウド型
の情報共有ソリューション「けあふる君*」の
導入に踏み切ります。「けあふる君*」はタブ
レットを用いて介護、看護の実施内容を入力
することで紙ベースの管理作業を削減し、業

訪問看護師・介護士は患者（利用者）の自宅で 
介護・看護記録を入力し、モバイルプリンターで印刷する

タブレットの導入により、事務所に戻ることなく、 
患者（利用者）の家を次から次へと訪問することが 
可能となる



訪問介護・訪問看護事業者向け 
クラウド型ソリューション 
「けあふる君 *」 
スキルアップジャパン株式会社

http://www.skillupjapan.co.jp/

「けあふる君*」は経済産業省が主導する
「医療・介護等関連分野における規制
改革・産業創出実証事業」において、地
域包括ケアシステムと 24 時間訪問看
護・介護の制度化を視野にいれて開発さ
れたソリューションです。2013 年 3月
のサービスを開始以来、すでに全国で
50の法人で採用され、訪問看護・介護
の業務を効率化しています。

「けあふる君*」はクラウドサーバーを介
して情報の更新や共有を行うため、入力
された情報はいつでも誰でも好きなタイ
ミングで見ることができ、職種や距離を
超えたリアルタイムの情報共有が実現し
ます。訪問看護師や訪問介護士は、タブ
レットからアプリケーションを立ち上げる
だけで、各自のスケジュールや、利用者
の情報、提供予定サービスの内容など
が確認可能。現場では、バイタル情報や
実施内容をタブレットから入力し、モバイ
ルプリンターで出力、情報は即座にクラ
ウドシステム上に反映されます。訪問先
で記入した申し送り事項もリアルタイム
で共有され、医師やケアマネージャーか
らのメッセージもタブレット上で確認がで
きます。

務を効率化するシステムです。スキルアップ
ジャパン 事業戦略室 室長の吉田 健士氏は、
「在宅医療に携わるスタッフが健康情報や
経過情報をリアルタイムに共有するためのソ
リューションとして開発し、2013 年 3月か
らサービスを開始しました。月額料金を払う
クラウドサービスですので初期コストは不要
で、システムを運用・管理する手間もかかり
ません」と語ります。

スキルアップジャパンがにしまち幸朋苑に「け
あふる君 *」を導入するにあたり、タブレットと
して採用したデバイスは、インテル® Atom™ 
プロセッサーを搭載した「ASUS Fonepad*」
です。ASUS Fonepad*は、7インチ液晶を
採用した Android*タブレットで、SIM方式
による 3G通信に対応しています。重量は約
340gで、薄さも10.4mmと手のひらにぴっ
たりおさまるコンパクトサイズです。吉田氏
は、ASUS Fonepad*を選定した理由を次の
ように語ります。

「1つは持ち歩きやすい 7インチ液晶を採
用したタブレットだったことです。選定段階
では 5インチ、10インチのモデルも用意し
て現場の介護士の方に試用していただき
ましたが、その中で、女性の手でも持ちや
すく、操作性も高かったタブレットが ASUS 
Fonepad*でした。もう1つはセキュリティー
機能が iOS*と比べてフレキシブルにインテ
グレートできる Android*を搭載していたこ
と、さらに、インテル® Atom™ プロセッサー
のパフォーマンスの高さが決め手です。シス
テムの動作が遅いと現場で使う医師や看護
師、介護士さんのストレスとなってしまうの
で、余計な負担をかけないためにもパフォー
マンスは重視しました」。

いつでも、どこにいても、 
情報連携が可能

「けあふる君*」による在宅医療連携システム
では、在宅患者（利用者）の介護、看護スケ
ジュールは管理者が施設内の PCを使って
作成します。訪問看護師と介護士は、各自
のタブレットで自分の訪問スケジュール、患
者（利用者）の健康状態、実施するサービス
の詳細、申し送り事項などをいつでもどこか
らでも確認することができます。日々の情報
がタブレットを介して共有されるので、朝の
ミーティングも簡潔に済ますことが可能とな
ります。

訪問先では患者（利用者）のバイタル情報、
処置内容や身体介護、生活支援サービス内
容、次回の申し送り事項などをタブレットで
入力し、モバイルプリンターでその内容を印
刷して置いて帰ります。タブレットから入力し
た情報はリアルタイムにクラウドの在宅医療
連携システムに反映されるので、他の訪問
看護師、介護士や医師は好きな時、好きなタ
イミングで介護、看護の内容を確認したり、
必要に応じて指示を書き込んだりすることが
可能です。

タブレットを利用しているにしまち幸朋苑 統
括係長の津江 政弘氏は、「訪問看護師や介
護士は、どこにいても利用者さんの状態や、
前の担当者が行った処置内容注意事項な
どが確認できるので、訪問前の段階で自分
がすべきことが準備でき、心理的な負担は
軽減されます。今までは事務所で訪問スケ
ジュールや申し送り事項を確認してから出か
けたり、事務所に戻って看護・介護の状況を
日報に記録したりしていました。しかし、看護
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師や介護士は、1日に複数の家を訪問する
ので、事務所までの往復や事務作業で膨大
な時間を取られてしまいます。タブレットさえ
あれば、事務所に戻ることなく、利用者さん
の家を次から次へと訪問することが可能とな
り、介護・看護サービスそのものに多くの時
間を割けるようになります」と述べています。

サービス品質の向上を実現すると 
同時に、スタッフの身体的、 
精神的な負担を軽減

にしまち幸朋苑では、在宅医療連携システム
を導入したばかりということもあり、現在は医
師や看護師、介護士がタブレットの操作を覚
え、慣れている段階ですが、2013年度中の
本格的稼動をめざしています。システムの活
用によって得られる効果としては、在宅医療に
関わる医師、看護師、介護士間の情報交換が
より密に行われることでサービスの質が向上
し、同時にスタッフの身体的、精神的な負担
の軽減が実現することが考えられています。

「今まで医師に対して電話での連絡を遠慮し
ていた訪問看護師も、システム上に連絡事
項を記載しておけば、医師からの指示内容
を随時受け取ることが可能になります。診療
所の医師は、在宅患者さんを訪問して直接

診療できる機会は限られていますが、看護師
や介護士は頻繁に訪問して患者さんの健康
状態や生活状態を確認し、日々システムに入
力しているので、例えば患者さんの顔が病気
でむくんでいたり、打撲して足が腫れていた
りしていた場合でも、タブレットのカメラで撮
影した写真を送ってもらえば、医師は画面を
見るだけで状況が確認できます。そのため、
医師が直接出かけて行かなくても、患者さん
の状態が居ながらにしてわかり、看護師や
介護士に対して的確な指示をタイムリーに出
すことが可能になるでしょう」（岸氏）。

事務作業の面では、手書きの書類からシス
テムに変わることで、看護師や介護士は施
設に戻って日報を作成することがなくなり、
平日の残業や土日の休日出勤が減ることが
期待されています。今後、報告書や申請書な
どの書類がタブレットで集約した情報から自
動的に作成できるようになれば、業務担当者
の負担はさらに減ることが期待されます。

地域全体で在宅医療連携を確立し 
真の地域包括ケアシステムの実現へ

今後の展望については、24 時間対応の定
期巡回・随時対応サービスの拡大に合わせ
て、こうほうえんグループの他の事業所にも、

在宅医療連携システムおよびタブレット端末
の導入を拡大していく考えです。廣江氏は、
「IT 化を積極的に進めることで医療・介護
レベルのさらなる向上はもとより、さまざまな
人が働きやすい環境を整えていきたいと思い
ます」と述べています。

さらに、将来的にはこうほうえんばかりでな
く、法人の枠を超えて地域全体に在宅医療
連携システムを拡大し、真の地域包括ケアシ
ステムの確立を目指していく構想を描いてい
ます。「にしまち幸朋苑で実現した診療所の
医師、訪問看護師、訪問介護士の 3 者によ
るトライアングルを、地域内で訪問看護・介
護事業を行っている他の事業者に拡大し、よ
り大きなトライアングルを形成することで、在
宅医療・介護連携がいっそう進んでいくこと
が期待されます」（廣江氏）。

こうほうえんでは、タブレットを用いた在宅医
療連携システムに対し、住み慣れた地域で
暮らす高齢者の方々に質の高いサービスを
提供するための情報共有基盤として、さらな
る進化を期待しています。

インテル® プロセッサー搭載タブレットに関する情報は、下記のサイトをご覧ください。
http://www.intel.co.jp/tabletforbusiness/
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