
医療機関と消防本部に 2 in 1タイプの
Windows* 8.1タブレットを一斉に導入し、
救急・災害医療の業務効率化と品質向上を達成

導入事例
 インテル ® Core™ プロセッサー・ファミリー
インテル ® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載した 2 in 1タブレット・ソリューション

「医療先進県ぐんま」を掲げて
医療分野の情報化にも取り組む

群馬県は、関東地方の北西部に位置する人口
約 200万人の県です。都市化が進んだ前橋市
を県庁所在地としながらも、県内には 2000
メートル級の山岳、貴重な自然の宝庫である
尾瀬、草津・伊香保・水上といった日本有数
の温泉地もあり、きわめて変化に富んだ風景
を楽しむことができます。また、繊維・木工・
食品などの多種多様な地場産業も発達してお
り、2014 年 6 月には富岡製糸場と絹産業遺
産群が世界遺産として登録されました。同県は、
首都圏からの鉄道や自動車によるアクセスも
容易で、温泉、自然美、文化の魅力にあふれ
た身近な観光地として人気を集めています。

同県は、県民が安全・安心に過ごせる日々を
目指し、「医療先進県ぐんま」を掲げた医療
分野への取り組みにも積極的です。例えば、
ドクターヘリや救命救急センターといった救
急医療体制を整備するなど、県民の生命と健
康を守る数多くの施策を進めています。また、
救急医療や災害時の救護活動を情報面から支
えるものとして、1980 年代から広域災害・
救急医療情報システムを運用してきました。
その後、医療分野の情報化をさらに強化する

目的から、救急搬送支援システムと医療・薬
局機能情報提供システムも新たに構築してい
ます。

群馬県 健康福祉部 医療介護局 医務課 救急災
害医療係 補佐（救急災害医療係長）の植野
敏行氏は、「近年では、インターネットの利便
性を取り入れた改良を進めています。県内の
消防本部と救急医療機関に専用のノートブッ
ク PC を配布し、これらの端末を通じて救急
医療や災害時の救護活動に必要とされる情報
を 24 時間体制で収集・共有できるようにして
います。また、2013年 1月には県内すべての
救急車にタブレット端末を配備し、医療機関
の受け入れ情報などを速やかに確認できる体
制を整えました」と語ります。

群馬県
県庁所在地：群馬県前橋市大手町 1-1-1

人口：1,970,864人
（2015年 6月 25日公表）
世帯数：784,537世帯
（2015年 6月 25日公表）

http://www.pref.gunma.jp/

課 題

・救急・災害医療の高度化に向けて情報基盤全体の整備が急務となっていた

・従来の端末環境では統合型医療情報システムのメリットを引き出しきれなかった

・従来のノートブック PCは、DMAT（災害派遣医療チーム）の活動に耐える堅牢性を
　備えていなかった

ソリューション

・インテル ® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載のWindows* 8.1タブレット

・Office 365*（日本マイクロソフト株式会社）

導入効果

・キーボードとタッチ操作の両方に対応し、現場に応じた柔軟な使い方が可能に

・NTTドコモの通信サービスによって常に快適なインターネット接続を実現

・Office 365*によって大容量のデータ共有やビデオ会議にも対応

文字を効率よく入力でき
本格的なキーボードを備えた
2 in 1タブレットを選択

2015 年 4 月には、これまで個々に運用され
てきた広域災害・救急医療情報システム、救
急搬送支援システム、医療・薬局機能情報提
供システムをひとつに統合し、統合型医療情
報システムとしてさらなる進化を遂げていま
す。統合型医療情報システムでは、救急医療
機関から診療可能な科目や手術の可否、空
ベッド数、特殊医療などの情報が、また血液
センターからは保有血液の状況などが入力さ
れます。そして、PC、タブレット、スマー
トフォンなどを通じて、これらの医療情報が
県内の消防本部や救急車でも共有され、救急
医療機関に対する傷病者の受け入れ要請や容
態の報告などに役立てられています。

群馬県は、統合型医療情報システムを運用す
るにあたり、県内の消防本部と救急医療機関
に 2 in 1 タイプのタブレット（以下、2 in 1
タブレット）を導入しています。群馬県 健
康福祉部 医療介護局 医務課 救急災害医療係 
主任の武井伸門氏は、「統合型医療情報シス
テムでは、ICT を最大限に活用することで、
救急・災害医療の高度化、救急隊員の負担軽
減、県民の利便性向上、コスト削減などを目
指しました。そして、この統合型医療情報シ
ステムにアクセスするモバイル端末として 2 
in 1 タブレットを新たに取り入れています。
救急車にタブレット端末を先行して配備し、
タブレットならではの軽快なタッチ操作に大
きな可能性を感じていましたが、消防本部や
救急医療機関の端末では文字も頻繁に入力す
るため、キーボードが不可欠です。そこで今
回選択したのが、ノートブック PC よりも薄
くて軽く、タッチ操作とキーボード入力の両
方に対応した 2 in 1 タブレットだったので
す」と述べています。

山間部でもつながりやすい
NTTドコモの通信機能を備えた
ARROWS Tab Q704/Hを採用

群馬県が導入した 2 in 1タブレットは、12.5
型フル HD ワイド液晶パネルを搭載した富士
通株式会社の法人向けモデル「ARROWS Tab 
Q704/H」です。タブレット本体に軽量で打
鍵性にも優れたスリムキーボードを組み合わ
せることで、2 in 1 での利用スタイルを実現

しています。ARROWS Tab Q704/H は、そ
の心臓部として第 4 世代 インテル® Core™ プ
ロセッサー・ファミリーを搭載しています。
これにより、救急・災害医療に関わるさまざ
まな用途でストレスなく利用できます。

同県が採用した ARROWS Tab Q704/H の無
線 WAN 搭載モデルには、NTT ドコモの LTE 
回線「Xi*（クロッシィ）」に対応した通信モ
ジュールが内蔵されています。これにより、
Xi エリアでは受信時最大 100Mbps、送信時
最大 50Mbps の超高速データ通信（東名阪
の一部エリア）が可能です。武井氏は、「自
然が豊かな群馬県には山間部も多く、これら
の現場で携帯電話などを使っている救急隊員
からは、どこでも良くつながる NTT ドコモ
の指定を多く受けています。今回は、現場で
活動する皆さんの意見を最大限に尊重し、
NTTドコモの高速データ通信に対応した 2 in 
1タブレットを選びました」と語っています。

同県は、消防本部や救急医療機関で 2 in 1 タ
ブレットをさらに活用してもらえるように、
Office 365* の利用環境も提供しています。
Office 365* は、Word、Excel*、PowerPoint*
などのOfficeツールと、メール、ファイル共有、
音声通話、Web 会議などのサービスがオー
ルインワンで揃ったクラウドサービスです。
2 in 1 デバイスが配布された各施設では、
Word や Excel* などの使い慣れたツールを利
用しているほか、OneNote* for Business で
事案ごとに傷病者の情報や現場の写真を共有
したり、Skype* for Businessで救急テレビ会
議を行うといった、より先進的な使い方にも
チャレンジしています。

消防本部と病院の緊密な連携で
鮮度の高い情報共有と傷病者の
速やかな受け入れを実現

群馬県は、県内 89 の救急医療機関と 11 の
消 防 本 部 に 1 台 ず つ の ARROWS Tab 
Q704/Hを配布しています。従来のノートブッ
ク PC はサイズがかなり大きく、また有線
LAN で接続されていた関係から、救急医療
機関においては、そのほとんどが医師や看護
師が常駐していない事務室に置かれていまし
た。このため、病院からの情報発信も滞り、
平均して 1日 2 回程度しか救急の受け入れ状
況が更新されていない状況でした。このよう
な課題を一気に解決したのが、薄型軽量でど
こにでも配置できる 2 in 1 タブレットです。
救急医療機関のひとつである前橋赤十字病院 
社会課 主任の内林俊明氏は、「医師や看護師
の手元にタブレットが置かれるようになった
ことで、傷病者の受け入れ要請を迅速に確認
したり、病院からもっと活発に情報を発信で
きる環境が生まれました」と述べています。

一方の消防本部では、119 番の通報に応対す
る指令センターに 2 in 1 タブレットが置かれ
ています。救急医療機関の受け入れ情報は、
出動中もしくは現地に到着した救急車の中で
タブレット端末から確認できますが、現場の
活動がきわめて多忙なケースでは、指令セン
ターの 2 in 1 タブレットを用いて情報の検索
を代行する場合もあります。

高崎市等広域消防局 警防課 救急指導係 気管
挿管・薬剤認定救急救命士の甘田明広氏は、
「以前は、１日に一度、夕方に群馬県から各
病院の診療可能科目情報が紙ベースで送られ

てきましたが、日曜日や祝日はどうしても滞
りがちでした。しかし、統合型医療情報シス
テムが導入されてからは、常にリアルタイム
な情報を取得できるようになりました。また、
長年の勘や経験に頼ることなく、すべて目の
前にあるデータに基づいて判断できるため、
ベテランから若い救命士まで均一の対応をと
れる点も大きなメリットです。かつては救急
車の中でさまざまな病院に電話をかけて受け
入れ先を探していましたが、現在は、病院の
応需状況をリアルタイムで確認してから病院
収容依頼の電話をかけています。これにより、
1 回の要請で受け入れ先が決まる確率も大き
く高まっています。今回、消防本部と救急医
療機関に 2 in 1 タブレットを導入したこと
で、その確率をさらに高められている印象で
す」と説明しています。

2 in 1タブレットが備える
防水・防塵性能と耐薬品性が
DMATの過酷な活動にも貢献

群馬県は、日常的な救急医療だけでなく、大
規模災害や事故などで数多くの傷病者が発生
した際にも迅速な救護活動にあたれる体制を
整えています。同県では、ARROWS Tab 
Q704/H を配布した救急医療機関のうち、前
橋赤十字病院を含む 17 の病院が災害拠点病
院として指定されています。災害拠点病院は、
通常の医療体制では適切な医療を提供するこ
とが困難な場合に、傷病者の受け入れや
DMAT（Disaster Medical Assistance Team：
災害派遣医療チーム）の派遣を担います。
災害発生時には、同県の統合型医療情報シス
テムに加え、厚生労働省が提供する EMIS
（Emergency Medical Information System：
広域災害救急医療情報システム）も活用し、
医療機関、DMAT、自治体などの間で被災状
況、受入患者数、DMAT の派遣要請および活
動状況に関する情報共有を行います。

今回、災害拠点病院に導入された 2 in 1タブ
レットは、災害現場で活動する DMAT のため
のモバイル端末としても役立てられます。内
林氏は、「EMIS にはインターネット経由で接
続しますので、これまでは DMAT のスタッフ
がノートブック PC と Wi-Fi* ルーターを持参
して出動していました。これに対し、LTE 通
信モジュールを内蔵した 2 in 1 タブレットな
ら、タブレット本体を現地に持ち込めばよく、
端末管理の負担や持参する荷物の軽減につな
げられます。また、キーボードを脱着できる
点も高く評価しています。EMIS への情報入
力にはキーボードが多く用いられますが、机
さえもない場所ではキーボードを外して運用
したいケースも出てくるからです」と語ります。

ARROWS Tab Q704/H は、屋外での利用に
も耐える防水・防塵設計とエタノールなどに
対する耐薬品性を備えています。内林氏は、
「DMAT では、雨や風が強い日にも PC を持
ち出さなければなりません。実は、雨の日の
訓練で従来のノートブック PC を屋外に持ち
出した経験があるのですが、訓練を終えて病
院に戻ったら、一部の個体は内部に雨水が侵
入して故障してしまいました。このとき、屋
外の雨風にも耐える防塵・防滴性能が不可欠
だと痛感した次第です。また、使用後にはア
ルコールなどで拭き取って清掃したいので、
耐薬品性も備えているとさらに安心感が高ま
ります。これらのニーズを満たす ARROWS 
Tab Q704/H は、DMAT 活動に適したモバイ
ル端末といえます」と述べています。

Office 365*を活かした
写真共有やビデオ会議を通じて
情報連携をさらに強化していく

今後は、DMAT の活動において、EMIS への
アクセスにとどまらず、Office 365* を活用
して現場の写真共有やビデオ会議などにも役
立てていく計画です。内林氏は、「災害時に
は情報がたいへん混乱しますので、2 in 1 タ
ブレットを介して病院、消防本部、DMAT な
どの間でビデオ会議が行えれば、EMIS を超
えたレベルで高度に情報の連携を図ることが

できるのではないかと考えています。2015
年 9月には県内で合同訓練が実施される予定
ですので、実際にビデオ会議の検証も行いま
す。また、電源をとれない屋外を想定し、長
時間のバッテリー駆動について約 11時間（ス
リムキーボード装着時）という公称値にどれ
くらい迫れるのか確認してみたいです」と期
待を寄せます。

近い将来には、救急車に配備されているタブ
レット端末も更新の時期を迎えます。救急隊
員の一部からは、タブレット上でも文字を入
力しやすくするために、打鍵性に優れたキー
ボードも装着可能なタブレットが嬉しいと
いった声も聞かれています。武井氏は、

「Windows*を搭載した最新の 2 in 1タブレッ
トなら、統合型医療情報システムや EMIS の
利用にとどまらず、Office 365* による高度
な情報共有にも柔軟に対応できます。今後は、
消防本部、救急医療機関、救急車そして
DMAT で活躍する現場の隊員が一丸となって
救護活動にあたれる体制を目指し、救急車に
配備するモバイル端末にも 2 in 1 タブレット
の採用を前向きに検討していきます」と、将
来の展望を述べています。

群馬県は、PC としてもタブレットとしても
扱える 2 in 1 タブレットをはじめ、インテル
の最新テクノロジーが搭載された ITソリュー
ションを積極的に活用することで、救急・災
害医療の業務効率化と品質向上に取り組んで
いきます。

タブレットから近隣の病院に受け入れを確認



「インテル® プロセッサーを搭載し
た 2 in 1 タブレットの導入によっ
て、統合型医療情報システムのメ
リットをさらに引き出せるようにな
りました。また、現場の写真共有
やビデオ会議といった新しい取り組
みにより、消防本部と医療機関の
連携もいっそう強化されました」

山間部でもつながりやすい NTT ドコモの通信サービスを
組み合わせることで、消防局と医療機関の連携体制が
さらに強化された

文字を効率よく入力でき
本格的なキーボードを備えた
2 in 1タブレットを選択

2015 年 4 月には、これまで個々に運用され
てきた広域災害・救急医療情報システム、救
急搬送支援システム、医療・薬局機能情報提
供システムをひとつに統合し、統合型医療情
報システムとしてさらなる進化を遂げていま
す。統合型医療情報システムでは、救急医療
機関から診療可能な科目や手術の可否、空
ベッド数、特殊医療などの情報が、また血液
センターからは保有血液の状況などが入力さ
れます。そして、PC、タブレット、スマー
トフォンなどを通じて、これらの医療情報が
県内の消防本部や救急車でも共有され、救急
医療機関に対する傷病者の受け入れ要請や容
態の報告などに役立てられています。

群馬県は、統合型医療情報システムを運用す
るにあたり、県内の消防本部と救急医療機関
に 2 in 1 タイプのタブレット（以下、2 in 1
タブレット）を導入しています。群馬県 健
康福祉部 医療介護局 医務課 救急災害医療係 
主任の武井伸門氏は、「統合型医療情報シス
テムでは、ICT を最大限に活用することで、
救急・災害医療の高度化、救急隊員の負担軽
減、県民の利便性向上、コスト削減などを目
指しました。そして、この統合型医療情報シ
ステムにアクセスするモバイル端末として 2 
in 1 タブレットを新たに取り入れています。
救急車にタブレット端末を先行して配備し、
タブレットならではの軽快なタッチ操作に大
きな可能性を感じていましたが、消防本部や
救急医療機関の端末では文字も頻繁に入力す
るため、キーボードが不可欠です。そこで今
回選択したのが、ノートブック PC よりも薄
くて軽く、タッチ操作とキーボード入力の両
方に対応した 2 in 1 タブレットだったので
す」と述べています。

山間部でもつながりやすい
NTTドコモの通信機能を備えた
ARROWS Tab Q704/Hを採用

群馬県が導入した 2 in 1タブレットは、12.5
型フル HD ワイド液晶パネルを搭載した富士
通株式会社の法人向けモデル「ARROWS Tab 
Q704/H」です。タブレット本体に軽量で打
鍵性にも優れたスリムキーボードを組み合わ
せることで、2 in 1 での利用スタイルを実現

しています。ARROWS Tab Q704/H は、そ
の心臓部として第 4 世代 インテル® Core™ プ
ロセッサー・ファミリーを搭載しています。
これにより、救急・災害医療に関わるさまざ
まな用途でストレスなく利用できます。

同県が採用した ARROWS Tab Q704/H の無
線 WAN 搭載モデルには、NTT ドコモの LTE 
回線「Xi*（クロッシィ）」に対応した通信モ
ジュールが内蔵されています。これにより、
Xi エリアでは受信時最大 100Mbps、送信時
最大 50Mbps の超高速データ通信（東名阪
の一部エリア）が可能です。武井氏は、「自
然が豊かな群馬県には山間部も多く、これら
の現場で携帯電話などを使っている救急隊員
からは、どこでも良くつながる NTT ドコモ
の指定を多く受けています。今回は、現場で
活動する皆さんの意見を最大限に尊重し、
NTTドコモの高速データ通信に対応した 2 in 
1タブレットを選びました」と語っています。

同県は、消防本部や救急医療機関で 2 in 1 タ
ブレットをさらに活用してもらえるように、
Office 365* の利用環境も提供しています。
Office 365* は、Word、Excel*、PowerPoint*
などのOfficeツールと、メール、ファイル共有、
音声通話、Web 会議などのサービスがオー
ルインワンで揃ったクラウドサービスです。
2 in 1 デバイスが配布された各施設では、
Word や Excel* などの使い慣れたツールを利
用しているほか、OneNote* for Business で
事案ごとに傷病者の情報や現場の写真を共有
したり、Skype* for Businessで救急テレビ会
議を行うといった、より先進的な使い方にも
チャレンジしています。

消防本部と病院の緊密な連携で
鮮度の高い情報共有と傷病者の
速やかな受け入れを実現

群馬県は、県内 89 の救急医療機関と 11 の
消 防 本 部 に 1 台 ず つ の ARROWS Tab 
Q704/Hを配布しています。従来のノートブッ
ク PC はサイズがかなり大きく、また有線
LAN で接続されていた関係から、救急医療
機関においては、そのほとんどが医師や看護
師が常駐していない事務室に置かれていまし
た。このため、病院からの情報発信も滞り、
平均して 1日 2 回程度しか救急の受け入れ状
況が更新されていない状況でした。このよう
な課題を一気に解決したのが、薄型軽量でど
こにでも配置できる 2 in 1 タブレットです。
救急医療機関のひとつである前橋赤十字病院 
社会課 主任の内林俊明氏は、「医師や看護師
の手元にタブレットが置かれるようになった
ことで、傷病者の受け入れ要請を迅速に確認
したり、病院からもっと活発に情報を発信で
きる環境が生まれました」と述べています。

一方の消防本部では、119 番の通報に応対す
る指令センターに 2 in 1 タブレットが置かれ
ています。救急医療機関の受け入れ情報は、
出動中もしくは現地に到着した救急車の中で
タブレット端末から確認できますが、現場の
活動がきわめて多忙なケースでは、指令セン
ターの 2 in 1 タブレットを用いて情報の検索
を代行する場合もあります。

高崎市等広域消防局 警防課 救急指導係 気管
挿管・薬剤認定救急救命士の甘田明広氏は、
「以前は、１日に一度、夕方に群馬県から各
病院の診療可能科目情報が紙ベースで送られ

てきましたが、日曜日や祝日はどうしても滞
りがちでした。しかし、統合型医療情報シス
テムが導入されてからは、常にリアルタイム
な情報を取得できるようになりました。また、
長年の勘や経験に頼ることなく、すべて目の
前にあるデータに基づいて判断できるため、
ベテランから若い救命士まで均一の対応をと
れる点も大きなメリットです。かつては救急
車の中でさまざまな病院に電話をかけて受け
入れ先を探していましたが、現在は、病院の
応需状況をリアルタイムで確認してから病院
収容依頼の電話をかけています。これにより、
1 回の要請で受け入れ先が決まる確率も大き
く高まっています。今回、消防本部と救急医
療機関に 2 in 1 タブレットを導入したこと
で、その確率をさらに高められている印象で
す」と説明しています。

2 in 1タブレットが備える
防水・防塵性能と耐薬品性が
DMATの過酷な活動にも貢献

群馬県は、日常的な救急医療だけでなく、大
規模災害や事故などで数多くの傷病者が発生
した際にも迅速な救護活動にあたれる体制を
整えています。同県では、ARROWS Tab 
Q704/H を配布した救急医療機関のうち、前
橋赤十字病院を含む 17 の病院が災害拠点病
院として指定されています。災害拠点病院は、
通常の医療体制では適切な医療を提供するこ
とが困難な場合に、傷病者の受け入れや
DMAT（Disaster Medical Assistance Team：
災害派遣医療チーム）の派遣を担います。
災害発生時には、同県の統合型医療情報シス
テムに加え、厚生労働省が提供する EMIS
（Emergency Medical Information System：
広域災害救急医療情報システム）も活用し、
医療機関、DMAT、自治体などの間で被災状
況、受入患者数、DMAT の派遣要請および活
動状況に関する情報共有を行います。

今回、災害拠点病院に導入された 2 in 1タブ
レットは、災害現場で活動する DMAT のため
のモバイル端末としても役立てられます。内
林氏は、「EMIS にはインターネット経由で接
続しますので、これまでは DMAT のスタッフ
がノートブック PC と Wi-Fi* ルーターを持参
して出動していました。これに対し、LTE 通
信モジュールを内蔵した 2 in 1 タブレットな
ら、タブレット本体を現地に持ち込めばよく、
端末管理の負担や持参する荷物の軽減につな
げられます。また、キーボードを脱着できる
点も高く評価しています。EMIS への情報入
力にはキーボードが多く用いられますが、机
さえもない場所ではキーボードを外して運用
したいケースも出てくるからです」と語ります。

ARROWS Tab Q704/H は、屋外での利用に
も耐える防水・防塵設計とエタノールなどに
対する耐薬品性を備えています。内林氏は、
「DMAT では、雨や風が強い日にも PC を持
ち出さなければなりません。実は、雨の日の
訓練で従来のノートブック PC を屋外に持ち
出した経験があるのですが、訓練を終えて病
院に戻ったら、一部の個体は内部に雨水が侵
入して故障してしまいました。このとき、屋
外の雨風にも耐える防塵・防滴性能が不可欠
だと痛感した次第です。また、使用後にはア
ルコールなどで拭き取って清掃したいので、
耐薬品性も備えているとさらに安心感が高ま
ります。これらのニーズを満たす ARROWS 
Tab Q704/H は、DMAT 活動に適したモバイ
ル端末といえます」と述べています。

Office 365*を活かした
写真共有やビデオ会議を通じて
情報連携をさらに強化していく

今後は、DMAT の活動において、EMIS への
アクセスにとどまらず、Office 365* を活用
して現場の写真共有やビデオ会議などにも役
立てていく計画です。内林氏は、「災害時に
は情報がたいへん混乱しますので、2 in 1 タ
ブレットを介して病院、消防本部、DMAT な
どの間でビデオ会議が行えれば、EMIS を超
えたレベルで高度に情報の連携を図ることが

できるのではないかと考えています。2015
年 9月には県内で合同訓練が実施される予定
ですので、実際にビデオ会議の検証も行いま
す。また、電源をとれない屋外を想定し、長
時間のバッテリー駆動について約 11時間（ス
リムキーボード装着時）という公称値にどれ
くらい迫れるのか確認してみたいです」と期
待を寄せます。

近い将来には、救急車に配備されているタブ
レット端末も更新の時期を迎えます。救急隊
員の一部からは、タブレット上でも文字を入
力しやすくするために、打鍵性に優れたキー
ボードも装着可能なタブレットが嬉しいと
いった声も聞かれています。武井氏は、

「Windows*を搭載した最新の 2 in 1タブレッ
トなら、統合型医療情報システムや EMIS の
利用にとどまらず、Office 365* による高度
な情報共有にも柔軟に対応できます。今後は、
消防本部、救急医療機関、救急車そして
DMAT で活躍する現場の隊員が一丸となって
救護活動にあたれる体制を目指し、救急車に
配備するモバイル端末にも 2 in 1 タブレット
の採用を前向きに検討していきます」と、将
来の展望を述べています。

群馬県は、PC としてもタブレットとしても
扱える 2 in 1 タブレットをはじめ、インテル
の最新テクノロジーが搭載された ITソリュー
ションを積極的に活用することで、救急・災
害医療の業務効率化と品質向上に取り組んで
いきます。

必要に応じてキーボードを着脱して携帯する
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リムキーボード装着時）という公称値にどれ
くらい迫れるのか確認してみたいです」と期
待を寄せます。

近い将来には、救急車に配備されているタブ
レット端末も更新の時期を迎えます。救急隊
員の一部からは、タブレット上でも文字を入
力しやすくするために、打鍵性に優れたキー
ボードも装着可能なタブレットが嬉しいと
いった声も聞かれています。武井氏は、

「Windows*を搭載した最新の 2 in 1タブレッ
トなら、統合型医療情報システムや EMIS の
利用にとどまらず、Office 365* による高度
な情報共有にも柔軟に対応できます。今後は、
消防本部、救急医療機関、救急車そして
DMAT で活躍する現場の隊員が一丸となって
救護活動にあたれる体制を目指し、救急車に
配備するモバイル端末にも 2 in 1 タブレット
の採用を前向きに検討していきます」と、将
来の展望を述べています。

群馬県は、PC としてもタブレットとしても
扱える 2 in 1 タブレットをはじめ、インテル
の最新テクノロジーが搭載された ITソリュー
ションを積極的に活用することで、救急・災
害医療の業務効率化と品質向上に取り組んで
いきます。

群馬県が運用している統合型医療情報システムのイメージ図
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文字を効率よく入力でき
本格的なキーボードを備えた
2 in 1タブレットを選択

2015 年 4 月には、これまで個々に運用され
てきた広域災害・救急医療情報システム、救
急搬送支援システム、医療・薬局機能情報提
供システムをひとつに統合し、統合型医療情
報システムとしてさらなる進化を遂げていま
す。統合型医療情報システムでは、救急医療
機関から診療可能な科目や手術の可否、空
ベッド数、特殊医療などの情報が、また血液
センターからは保有血液の状況などが入力さ
れます。そして、PC、タブレット、スマー
トフォンなどを通じて、これらの医療情報が
県内の消防本部や救急車でも共有され、救急
医療機関に対する傷病者の受け入れ要請や容
態の報告などに役立てられています。

群馬県は、統合型医療情報システムを運用す
るにあたり、県内の消防本部と救急医療機関
に 2 in 1 タイプのタブレット（以下、2 in 1
タブレット）を導入しています。群馬県 健
康福祉部 医療介護局 医務課 救急災害医療係 
主任の武井伸門氏は、「統合型医療情報シス
テムでは、ICT を最大限に活用することで、
救急・災害医療の高度化、救急隊員の負担軽
減、県民の利便性向上、コスト削減などを目
指しました。そして、この統合型医療情報シ
ステムにアクセスするモバイル端末として 2 
in 1 タブレットを新たに取り入れています。
救急車にタブレット端末を先行して配備し、
タブレットならではの軽快なタッチ操作に大
きな可能性を感じていましたが、消防本部や
救急医療機関の端末では文字も頻繁に入力す
るため、キーボードが不可欠です。そこで今
回選択したのが、ノートブック PC よりも薄
くて軽く、タッチ操作とキーボード入力の両
方に対応した 2 in 1 タブレットだったので
す」と述べています。

山間部でもつながりやすい
NTTドコモの通信機能を備えた
ARROWS Tab Q704/Hを採用

群馬県が導入した 2 in 1タブレットは、12.5
型フル HD ワイド液晶パネルを搭載した富士
通株式会社の法人向けモデル「ARROWS Tab 
Q704/H」です。タブレット本体に軽量で打
鍵性にも優れたスリムキーボードを組み合わ
せることで、2 in 1 での利用スタイルを実現

しています。ARROWS Tab Q704/H は、そ
の心臓部として第 4 世代 インテル® Core™ プ
ロセッサー・ファミリーを搭載しています。
これにより、救急・災害医療に関わるさまざ
まな用途でストレスなく利用できます。

同県が採用した ARROWS Tab Q704/H の無
線 WAN 搭載モデルには、NTT ドコモの LTE 
回線「Xi*（クロッシィ）」に対応した通信モ
ジュールが内蔵されています。これにより、
Xi エリアでは受信時最大 100Mbps、送信時
最大 50Mbps の超高速データ通信（東名阪
の一部エリア）が可能です。武井氏は、「自
然が豊かな群馬県には山間部も多く、これら
の現場で携帯電話などを使っている救急隊員
からは、どこでも良くつながる NTT ドコモ
の指定を多く受けています。今回は、現場で
活動する皆さんの意見を最大限に尊重し、
NTTドコモの高速データ通信に対応した 2 in 
1タブレットを選びました」と語っています。

同県は、消防本部や救急医療機関で 2 in 1 タ
ブレットをさらに活用してもらえるように、
Office 365* の利用環境も提供しています。
Office 365* は、Word、Excel*、PowerPoint*
などのOfficeツールと、メール、ファイル共有、
音声通話、Web 会議などのサービスがオー
ルインワンで揃ったクラウドサービスです。
2 in 1 デバイスが配布された各施設では、
Word や Excel* などの使い慣れたツールを利
用しているほか、OneNote* for Business で
事案ごとに傷病者の情報や現場の写真を共有
したり、Skype* for Businessで救急テレビ会
議を行うといった、より先進的な使い方にも
チャレンジしています。

消防本部と病院の緊密な連携で
鮮度の高い情報共有と傷病者の
速やかな受け入れを実現

群馬県は、県内 89 の救急医療機関と 11 の
消 防 本 部 に 1 台 ず つ の ARROWS Tab 
Q704/Hを配布しています。従来のノートブッ
ク PC はサイズがかなり大きく、また有線
LAN で接続されていた関係から、救急医療
機関においては、そのほとんどが医師や看護
師が常駐していない事務室に置かれていまし
た。このため、病院からの情報発信も滞り、
平均して 1日 2 回程度しか救急の受け入れ状
況が更新されていない状況でした。このよう
な課題を一気に解決したのが、薄型軽量でど
こにでも配置できる 2 in 1 タブレットです。
救急医療機関のひとつである前橋赤十字病院 
社会課 主任の内林俊明氏は、「医師や看護師
の手元にタブレットが置かれるようになった
ことで、傷病者の受け入れ要請を迅速に確認
したり、病院からもっと活発に情報を発信で
きる環境が生まれました」と述べています。

一方の消防本部では、119 番の通報に応対す
る指令センターに 2 in 1 タブレットが置かれ
ています。救急医療機関の受け入れ情報は、
出動中もしくは現地に到着した救急車の中で
タブレット端末から確認できますが、現場の
活動がきわめて多忙なケースでは、指令セン
ターの 2 in 1 タブレットを用いて情報の検索
を代行する場合もあります。

高崎市等広域消防局 警防課 救急指導係 気管
挿管・薬剤認定救急救命士の甘田明広氏は、
「以前は、１日に一度、夕方に群馬県から各
病院の診療可能科目情報が紙ベースで送られ

てきましたが、日曜日や祝日はどうしても滞
りがちでした。しかし、統合型医療情報シス
テムが導入されてからは、常にリアルタイム
な情報を取得できるようになりました。また、
長年の勘や経験に頼ることなく、すべて目の
前にあるデータに基づいて判断できるため、
ベテランから若い救命士まで均一の対応をと
れる点も大きなメリットです。かつては救急
車の中でさまざまな病院に電話をかけて受け
入れ先を探していましたが、現在は、病院の
応需状況をリアルタイムで確認してから病院
収容依頼の電話をかけています。これにより、
1 回の要請で受け入れ先が決まる確率も大き
く高まっています。今回、消防本部と救急医
療機関に 2 in 1 タブレットを導入したこと
で、その確率をさらに高められている印象で
す」と説明しています。

2 in 1タブレットが備える
防水・防塵性能と耐薬品性が
DMATの過酷な活動にも貢献

群馬県は、日常的な救急医療だけでなく、大
規模災害や事故などで数多くの傷病者が発生
した際にも迅速な救護活動にあたれる体制を
整えています。同県では、ARROWS Tab 
Q704/H を配布した救急医療機関のうち、前
橋赤十字病院を含む 17 の病院が災害拠点病
院として指定されています。災害拠点病院は、
通常の医療体制では適切な医療を提供するこ
とが困難な場合に、傷病者の受け入れや
DMAT（Disaster Medical Assistance Team：
災害派遣医療チーム）の派遣を担います。
災害発生時には、同県の統合型医療情報シス
テムに加え、厚生労働省が提供する EMIS
（Emergency Medical Information System：
広域災害救急医療情報システム）も活用し、
医療機関、DMAT、自治体などの間で被災状
況、受入患者数、DMAT の派遣要請および活
動状況に関する情報共有を行います。

今回、災害拠点病院に導入された 2 in 1タブ
レットは、災害現場で活動する DMAT のため
のモバイル端末としても役立てられます。内
林氏は、「EMIS にはインターネット経由で接
続しますので、これまでは DMAT のスタッフ
がノートブック PC と Wi-Fi* ルーターを持参
して出動していました。これに対し、LTE 通
信モジュールを内蔵した 2 in 1 タブレットな
ら、タブレット本体を現地に持ち込めばよく、
端末管理の負担や持参する荷物の軽減につな
げられます。また、キーボードを脱着できる
点も高く評価しています。EMIS への情報入
力にはキーボードが多く用いられますが、机
さえもない場所ではキーボードを外して運用
したいケースも出てくるからです」と語ります。

ARROWS Tab Q704/H は、屋外での利用に
も耐える防水・防塵設計とエタノールなどに
対する耐薬品性を備えています。内林氏は、
「DMAT では、雨や風が強い日にも PC を持
ち出さなければなりません。実は、雨の日の
訓練で従来のノートブック PC を屋外に持ち
出した経験があるのですが、訓練を終えて病
院に戻ったら、一部の個体は内部に雨水が侵
入して故障してしまいました。このとき、屋
外の雨風にも耐える防塵・防滴性能が不可欠
だと痛感した次第です。また、使用後にはア
ルコールなどで拭き取って清掃したいので、
耐薬品性も備えているとさらに安心感が高ま
ります。これらのニーズを満たす ARROWS 
Tab Q704/H は、DMAT 活動に適したモバイ
ル端末といえます」と述べています。

Office 365*を活かした
写真共有やビデオ会議を通じて
情報連携をさらに強化していく

今後は、DMAT の活動において、EMIS への
アクセスにとどまらず、Office 365* を活用
して現場の写真共有やビデオ会議などにも役
立てていく計画です。内林氏は、「災害時に
は情報がたいへん混乱しますので、2 in 1 タ
ブレットを介して病院、消防本部、DMAT な
どの間でビデオ会議が行えれば、EMIS を超
えたレベルで高度に情報の連携を図ることが

できるのではないかと考えています。2015
年 9月には県内で合同訓練が実施される予定
ですので、実際にビデオ会議の検証も行いま
す。また、電源をとれない屋外を想定し、長
時間のバッテリー駆動について約 11時間（ス
リムキーボード装着時）という公称値にどれ
くらい迫れるのか確認してみたいです」と期
待を寄せます。

近い将来には、救急車に配備されているタブ
レット端末も更新の時期を迎えます。救急隊
員の一部からは、タブレット上でも文字を入
力しやすくするために、打鍵性に優れたキー
ボードも装着可能なタブレットが嬉しいと
いった声も聞かれています。武井氏は、

「Windows*を搭載した最新の 2 in 1タブレッ
トなら、統合型医療情報システムや EMIS の
利用にとどまらず、Office 365* による高度
な情報共有にも柔軟に対応できます。今後は、
消防本部、救急医療機関、救急車そして
DMAT で活躍する現場の隊員が一丸となって
救護活動にあたれる体制を目指し、救急車に
配備するモバイル端末にも 2 in 1 タブレット
の採用を前向きに検討していきます」と、将
来の展望を述べています。

群馬県は、PC としてもタブレットとしても
扱える 2 in 1 タブレットをはじめ、インテル
の最新テクノロジーが搭載された ITソリュー
ションを積極的に活用することで、救急・災
害医療の業務効率化と品質向上に取り組んで
いきます。
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