
課  題

•  院内の職員、看護師への確実な情報伝達：院内を職員や看護師が歩き回ったり、3交代勤務があっ
たりする病院ならではの事情により、福利厚生関連の情報や社内イベントの情報などが十分伝達で
きない。

•  院内コミュニケーションの活性化：自分の部署以外の状況がわからないため院内コミュニケーション
が活性化されず、職場満足度が上がらない。

ソリューション

•  インテル® NUC ミニPC：第5世代のインテル® Core™ i5-5250U プロセッサー（1.60GHz）を搭
載したインテル® NUCキット NUC5i5RYHを液晶ディスプレイ背面に装着。

•  32型液晶ディスプレイ：サイネージの情報を表示するモニターを院内13箇所に設置。

•  Microsoft® PowerPoint®：コンテンツの制作に利用。配信先のインテル® NUC ミニPCには、
PowerPoint® ビューアーをインストールしてスライドショーで表示。

導入効果

•  確実な情報伝達の実現：多くの職員や看護師が集まる場所にサイネージを設置して必要な情報を
繰り返し表示し続けることで、確実に情報が伝達できるようになった。

•  情報の更新頻度の向上：誰でも操作できるPowerPoint®を用いてコンテンツを制作するため、コン
テンツの制作にも時間がかからず、最新の情報がいつでも簡単に配信できる。

•  運用負荷の軽減：電源制御が自動でできるインテル® NUC ミニPCを採用した結果、設置場所の職
員に負担をかけることがない。

ビジネス価値

•  職員満足度の向上：院内のイベント情報や、福利厚生関連の情報が随時入ってくることで職員の満
足度が向上した。

•  話のきかっけ作り：共通の話題があることで、院内のコミュニケーションが活性化。患者との話のきっ
かけ作りにもなった。

•  問題意識や帰属意識の熟成：入院稼働状況や月次売上速報値など経営指標を全職員に公開する
ことで問題意識や帰属意識が熟成されている。

職員 /看護師向け情報伝達に 
デジタルサイネージを活用 
院内コミュニケーションの活性化で 
職員満足度が向上
インテル® NUC ミニPCと液晶ディスプレイでデジタルサイネージを構築。看護師の休憩室、スタッフ・
ステーション、事務方のフロアなど13箇所にサイネージを設置して病床稼働率や福利厚生情報を職
員間で共有。

社会医療法人黎明会　北出病院
所在地：和歌山県御坊市湯川町財部728-4

設立：1962年12月10日
総病床数：182床
職員数：616名（2016年6月現在）
診療科目：内科、消化器内科、糖尿病内科、
循環器内科、腎臓内科（人工透析）、外科、消
化器外科、乳腺外科、肛門外科、血管外科、
腫瘍外科（緩和ケア・化学療法）、整形外科、
リウマチ科、放射線科、リハビリテーション科、
小児科、小児アレルギー科、脳神経外科、泌
尿器科、呼吸器科
http://reimeikai.com/

導入事例
インテル® ネクスト・ユニット・オブ・コンピューティング（NUC）
医療 /IT運用管理

http://reimeikai.com/


職員 /看護師向け情報伝達にデジタルサイネージを活用 
院内コミュニケーションの活性化で職員満足度が向上

院内コミュニケーションの活性化により 
職員満足度の向上を目指す

社会医療法人黎明会 北出病院（以下、北出病
院）は、和歌山県中央部の御坊市（ごぼうし）に
ある総病床数182の地域病院です。近隣の国
保日高総合病院、独立行政法人国立和歌山病
院、北裏整形外科病院の3病院と連携しなが
ら日高地域の医療を支えています。診療内容
は、開設当初より理事長の専門科である消化
器外科診療と、近年力を入れている整形外科
診療を中心に幅広く対応。リハビリテーション
科や回復期リハビリテーション病棟・療養病棟
を設けるなど、急性期から慢性期までサポート
するケアミックスを取り入れた診療を行なって
います。

創立50周年を迎えた2012年には、病棟の増
改築工事に着手し、2014年8月に竣工しまし
た。現在は新病棟と旧病棟の2棟で外来診療
からリハビリまでを行っています。近年は「職員
満足なくして顧客満足なし」のキャッチフレー
ズのもと、職員の意見も積極的にくみ上げて経
営に反映してきました。働きやすい職場を作っ
て職員満足度を高めるためには、院内コミュニ
ケーションの活性化が欠かせません。しかし、
看護師や職員への情報伝達や情報共有には、
病院という特殊な環境ならではの課題があり
ました。法人総務部 広報課 主任の岩橋一樹
氏は次のように語ります。

「従来は、広報課が月に1回発行する院内報を
各部署や病棟に配ったり、病棟内の掲示板に張
り紙をしたりして、福利厚生関係の連絡や、院
内行事のお知らせ、研修会のお知らせなどを通
知していましたが、全職員が常に見ているとは
限りません。また、院内メールはあるものの、職

員や看護師は院内を歩き回ることが多く、日常
的にチェックができません。メールのアカウント
も全職員が持っているわけではないため、末端
の職員まで連絡が届かないことがあります。そ
の他にも、日々の朝礼や月1回の全体朝礼で
口頭によって連絡事項は伝えるものの、勤務態
勢の関係で朝礼に参加できない人もいて、情報
伝達には苦労していました」。

電源制御が自動化できる 
インテル® NUC キット製品を用いて 
院内向けデジタルサイネージを構築

情報伝達をスムーズにするための対策として
北出病院は、院内関係者向けの「法人サイネー
ジ」を2012年に導入し、そこに伝達事項を表
示して職員がいつでも見られるようにしました。
しかし、当時はサイネージの設置台数が少な
かったこともあり、多くの職員が見られない状
況だったといいます。また、サイネージの電源
制御は手動で行わなければならず、設置場所
の職員に任せていました。そのため、職員が電
源を入れ忘れてしまえば、情報は伝達ができま
せん。サイネージに表示するコンテンツの更新
作業も専門ソフトの使い勝手が複雑で、アップ
ロードの手間もかかることから、コンテンツ作
成者にも多大な負荷がかかり、更新も滞りがち
になっていました。こうした中、既存のサイネー
ジが老朽化したこともあり、2015年7月に新
しいデジタルサイネージの導入を検討します。
その中で選ばれたのが、インテル® ネクスト・ユ
ニット・オブ・コンピューティング（NUC）キット
製品のミニPCと液晶ディスプレイの組み合わ
せたサイネージです。サイネージにインテル® 
NUC ミニPCを採用した理由を法人総務部 シ
ステム課 主任の木村泰伸氏は次のように語り
ます。

インテル® NUC ミニPCの 
自動電源制御の機能により、設置場所ごとに 
起動時間と終了時間の設定が可能

「院内サイネージは、職員や 
看護師への情報伝達としての 
役割はもちろんのこと、 
院内コミュニケーションの潤滑油 
としても大きな成果をあげています。 
病床稼働率や売上速報を 
合わせて周知することによって 
職員の間には問題意識や帰属意識が 
生まれるようになりました」

社会医療法人黎明会
法人総務部 広報課
主 任
岩橋 一樹 氏

サイネージのディスプレイは、患者には見えない位置
に設置されている。

インテル ® NUC ミニPCは、ディスプレイ背面に装着し
て設置されている。
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「デバイスの電源制御が自動でできるインテル® 
NUC ミニPCの機能が決め手となりました。
それによって設置場所の職員に負担をかけるこ
となく、確実に電源制御ができるからです。本体
もコンパクトサイズで置き場所も取らず、さらに
メモリー、ストレージ、OSなどを選んで自分で
組み立てるキット製品ならではの柔軟性とメン
テナンスのしやすさもありました。実際にデモ
で利用してみてもパフォーマンスに優れており、
動画などのコンテンツでもサクサクと動くこと
から、これなら大丈夫と確信しました」。

病棟の看護師の休憩室や 
スタッフ・ステーションなど 
院内の13箇所にサイネージを設置

インテル® NUC ミニPCを利用した法人サイ
ネージの設定や設置は、2015年7月から約5
カ月かけて進め、2015年12月から本稼動を
開始しました。同院が採用したインテル ® NUC 
ミニPCは、第 5世代のインテル® Core™ i5-
5250U プロセッサー（1.60GHz）を搭載した
インテル® NUC キット NUC5i5RYHで、内蔵グ
ラフィックス（HD Graphics 6000）の強化によ
り4K出力にも対応しています。液晶ディスプレ
イは32型を用意し、インテル® NUC ミニPCを
ディスプレイ背面に装着する形で院内の各所
に設置しました。サイネージは現在、法人総務
部、医事課、地域連携室などの事務方のフロア
と、外来診療科やリハビリテーション科、診療ア
シスタント課、一般病棟などの職員休憩室、病
棟のスタッフ・ステーション、黎明会の施設（訪
問看護ステーション・キタデ、介護老人保健施
設　和佐の里）など合計13箇所に設置してあ
ります。

「設置場所については、多くの職員や看護師が
集まる場所で、なおかつ、外来の患者様や院内
の患者様、出入りする業者など部外者からはモ
ニターの内容が見えない位置に設置すること
に細心の注意を払いました。また、職員の行動
パターンを考えて、業務中にチラリと見えたほう
がいいか、休憩中にじっくり見られるのがいい

かも検討しながら、最善の位置を探すまでに試
行錯誤を何度も繰り返しています」（岩橋氏）。

インテル® NUC ミニPCの電源は、タイマー機
能で自動的に入るように設定しており、設置場
所の担当者に負担をかけることはありません。
木村氏は、「現在はBIOSやWindows®の設定
で、時間を指定して電源を制御しており、各所
で始業開始30分前には起動するようにしてあ
ります。日勤の事務部門なら勤務終了時間に
オフにしたり、24時間2交代勤務の病棟ならオ
フの時間を遅らせたり、1日のうちにオンとオフ
を何度か繰り返したりと、場所に合わせて時間
を設定しています」と語ります。

PowerPoint®を使って誰でも手軽に 
コンテンツ制作と配信が可能に

コンテンツの作成には、誰でも使えるMicrosoft® 
PowerPoint®を採用しました。ログイン IDを
付与された職員なら、誰もが職場内にある
PCのPowerPoint®でコンテンツを作成して、 
配信サーバーにアップロードすることができ
ます（コンテンツの内容は事前に広報課が
チェック）。配信先のインテル® NUC ミニPCに
は、PowerPoint® ビューアーがインストールし
てあり、スライドショー機能を使って表示する情
報を切り替えていきます。

サイネージに表示させる情報は現在のところ、
本日の入院稼働状況（病床稼働率）、黎明会の
各施設の月次売上速報値、月次の売上推移（施
設別の売上）など経営的な指標と、社員旅行や
慶弔情報など福利厚生関連のお知らせ、院内
イベントの活動記録、休診のお知らせ（ドクター
の変更）、院内講習のお知らせなどです。40数
枚前後のスライドを10秒から15秒の間隔で
切り替えながら1ループを表示して、そのルー
プを起動時間中は何度も繰り返しています。

コンテンツの中で、経営層の方針で表示してい
る情報が「本日の入院稼働状況（病床稼働率）」
です。院内の職員や看護師はこれを見るだけで、

一般病棟、回復期リハビリテーション病棟、療
養病棟、地域包括ケア病棟の現在の入院数、
空床数、今日の入院予定者数、退院予定者数
がわかるようになっています。岩橋氏は、「空床
数の情報は以前から各病棟責任者の間では看
護部朝礼などで情報共有していました。これを
医療・看護現場の看護師や、介護老人保健施
設や訪問看護ステーションの看護師まで全職
員がわかりやすく情報共有できることで、新規
患者や他施設の患者の受け入れ判断をしやす
くすることがトップの狙いでした」と語ります。
その他、月次の売上速報や、施設ごとの売上推
移も、職員が経営に参加している意識を持つた
めに有効だといいます。

これらのコンテンツの作成は、「本日の入院稼
働状況」は地域連携室の担当者が情報を収集
して毎日作成、月次速報は経理担当が月単位
で作成して配信サーバーにアップロードしてい
ます。その他の、福利厚生関連のお知らせや、
院内イベントのレポート、講習会のお知らせな
ど、コンテンツの約9割は法人総務部の広報課
が随時作成してアップロードしています。制作
を担当する法人総務部 広報課 楠見佳奈氏は、
「サイネージは、職員や看護師が仕事や休憩
の傍らで見るものなので、極力文字は使わず、
写真やイラストを使いながらパッと短時間で見
ることができて、目にやさしいものを作ること
を心がけています。作成時間は1枚のスライド
で10分程度ですが、毎日更新するものは多く
ないので、大きな負担にはなっていません」と
話します。

職員への確実な情報伝達が実現 
経営指標の公開で問題意識も熟成

新しいサイネージの導入により、情報は以前よ
りも確実に伝達できるようになりました。実際
の活用状況について法人総務部 広報課の石
水恭子氏は次のように語ります。

「20人前後が働く法人総務部の場合、フロアの
出入口の壁時計の隣にサイネージのディスプ

院内各所に設置されたサイネージに表示される情報は、入院稼働状況や月次の売上情報など経営的な指標、院内イベントの活動記録、ドクターの休診・勤務変更のお知らせ、
社員旅行や慶弔情報など福利厚生関連のお知らせなど多岐に渡り、40枚前後のスライドを10秒から15秒間隔で切り替えながら1ループを表示し、それを繰り返している。
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レイを設置してあります。そのため、勤務中に
時間を確認したり、フロアを出入したりする時
には必ずサイネージが目に入ります。法人総務
部は外部からの郵便が届く集約場所にもなっ
ていて、窓口には院内の部署責任者もやってき
ます。その際彼らもサイネージを見ているようで、
『今日はベッドが空いているな』と漏らして出
て行くこともあり、多くの人が気にかけている
印象があります」。

一般病棟の休憩室でサイネージを見ている看
護師からは、「病床の稼働率や、ドクターの休
診情報などを見ていますが、休憩の合間に気
軽に見られるのがいいですね」といった声が聞
かれました。20人前後の看護師が常に動き回っ
ているスタッフ・ステーションの看護師は、「新
人研修の写真を見ながら、今年入った新人さん
はどんな子かなと見てみたり、慰安旅行や院
内のイベントなどで誰がこんなことしていると
いったことを見て仲間と話したりしています」と
いいます。別の看護師からは、「インシデントの
状況や看護の情報も見てみたい」「画面の切り
替えがわかるように音が出るとうれしい」といっ
たリクエストもありました。

また、その日の記念日を知らせる「今日は何の
日？」という情報を流していた時は、患者様と

職員や看護師の間でちょっとした話題になるこ
ともあり、話のきっかけになったといいます。そ
の他にも、職員で活動している院内クラブの野
球部からは、「試合の情報をアップしていいで
すか？」といった問い合わせが広報課に寄せら
れるなど、さまざまな活用事例が出てきている
ようです。岩橋氏は、「院内サイネージは、職員
や看護師への情報伝達としての役割はもちろん
のこと、院内コミュニケーションの潤滑油として
も大きな成果をあげています。また、売上速報
や病床稼働率を周知することによって職員の
間には問題意識や帰属意識が生まれ、職員の
意識向上にも役立っています」と述べています。

サイネージの設置場所を 
拡大するとともに 
コンテンツの内容をさらに進化へ

新しい法人サイネージが稼働を開始してから
半年以上が経っていますが、インテル® NUC 
ミニPCは故障もなく順調に動き続けていま
す。パフォーマンスにも不満はなく、動画にも
十分対応が可能だといいます。今後は法人サ
イネージの設置場所の拡大を検討中で、未設
置の場所で、職員や看護師から要望が多い場
所については順次展開していく方針です。また
自動電源制御や熱対策などの問題がクリアで

きるのであれば、スティック型PCの「インテル® 
Compute Stick」も検討してみたいといいます。
一方、情報を発信する広報課の側では、職員満
足度のさらなる向上につなげるため、コンテン
ツの内容を吟味しながら職員に喜ばれるもの
に進化させていきたいと今後の展望を明らか
にしています。

院内全体のシステム環境としては、部署単位で
分散している電子カルテシステムや、検査系シ
ステムの統合を目指して新たな1歩を踏み出
したばかりだといいます。木村氏は、「院内シス
テム統合のために2016年4月にシステム課
が新設されました。現在はシステム課が中心と
なって医療・看護現場のヒアリングを行ってい
るところで、今後は仮想化技術やクラウド技術
を使ってシステム統合を実現し、患者様や職員
の満足度向上に努めていきたいと思います。そ
のためにもインテルのテクノロジーやソリュー
ションには期待しています」と語っています。

インテル® NUC ミニPC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/nuc/overview.html
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