
課  題

•  デスクトップPCのモバイル対応：医療の最適化、病院全体の最適化を進めるうえで、コストが割高で、
機動力に劣るデスクトップPCは時代遅れになりつつあった。

•  医療従事者と患者との双方向コミュニケーション：看護師、医師、薬剤師などと患者とのコミュニケー
ションを密にしながら、退院後の患者が安心して自宅で療養できる環境を作る必要があった。

ソリューション

•  インテル® Compute Stick：入院患者向けのベッドサイド情報端末を実現する手段として、インテル® 
Core™ M プロセッサーを搭載したインテル® Compute Stickを導入し、HDMI*ケーブルで19型液
晶テレビと接続している。

•  Windows® タブレット：医師、看護師、薬剤師が病室で病院情報システムの情報を閲覧する端末と
して、インテル® Atom™ プロセッサーを搭載した10.1型のWindows® タブレットを導入。

•  インテル® NUC ミニPC：病室の前に設置してある病院情報システムの入力 /閲覧用端末として、
インテル® NUC ミニPCを導入。

導入効果

•  設置スペースの削減、導入コストの削減：デスクトップ PCからインテル® Compute Stick、
Windows® タブレット、インテル® NUC ミニPCに変わることで、設置スペースの削減、静音性の向上、
端末コストの削減、メンテナンスの削減などが実現した。

•  退院患者へのサポートが実現：インテル® Compute Stickを用いたベッドサイド情報端末により、患
者が入院中に自分の病気に関する情報を学習し、退院後に自宅でも病院のベッドサイドの環境が
再現可能になった。

•  ベッドサイドでのサービス向上：Windows® タブレットを患者のベッドサイドまで持ち出すことがで
きるため、ベッドサイドでより詳細なスケジュールや検査の説明、薬の説明などができるようになった。

ビジネス価値

•  最新かつ最適な医療サービスの提供：患者に最新かつ最適な医療サービスを提供するための土台
つくりの一歩を踏み出すことができた。

•  病院のスピード化：低コストでユニット化されているインテル® Compute Stickやインテル® NUC ミ
ニPC、Windows® タブレットを活用することで、IT機器の導入のハードルが下がり、病院環境整備
のスピード化が実現した。

院内の IT機器のコンパクト化を推進し 
患者とのコミュニケーションを活性化
インテル® Compute Stickを用いたベッドサイド情報端末の実現で患者の自宅でも病院でのケア環
境を再現。Windows® タブレットの活用でベッドサイドでの看護 /医療 /投薬時の患者とのコミュニケー
ションを劇的に改善。

公益財団法人 
日本心臓血圧研究振興会附属 
榊原記念病院
所在地：東京都府中市朝日町3-16-1

設立：1977年11月
総病床数：320床
循環器専門医数：約85名
診療科目：循環器内科、心臓血管外科、
循環器小児科、放射線科、麻酔科、内科、
外科、小児科、小児外科、心臓リハビリテー
ション、産婦人科、総合診療科、集中治療
科、臨床遺伝科、病理科
http://www.hospital.heart.or.jp/

導入事例
インテル® Compute Stick/Windows® タブレット
医療 /モバイルの生産性

http://www.hospital.heart.or.jp/


院内の IT機器のコンパクト化を推進し 
患者とのコミュニケーションを活性化

デスクトップPCの置き換えとして 
機動力の高いモバイルPC、ミニPCの 
導入を検討

公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属 
榊原記念病院（以下、榊原記念病院）は、日本
心臓血圧研究振興会の臨床研究施設として、
1977年に東京都渋谷区で開設されました。
2003年には東京都府中市に移転し、現在は
心臓・血管系専門の地域医療支援病院として
先進的な医療サービスを提供しています。同院 
監理部 部長の佐藤譲氏は、「外科の手術件数
は年間約1,900症例に達し、そのうち心臓・血
管系は成人と小児合わせて約1,300件の実績
があります。スタッフは、循環器専門医約85名
と、看護師約290名を擁し、病床数も320床と
循環器系の専門病院としては国内最大級の規
模を誇ります」と説明します。

医療の進化のためには、IT環境の高度化が必
須と考える榊原記念病院は、院内で使うシス
テムの企画から、インフラの構築、アプリケー
ションの開発、運用までをすべて院内で行って
います。そのポリシーについて同院 企画・情報
センター長の澤智博氏は次のように語ります。

「病院のパフォーマンスを高めるためには、IT
が常に最適化されていなければいけません。
そのため、当院ではベンダーロックインを廃し、
インハウスで IT環境を整備してきました。オー
ダリング、電子カルテ、医事会計システムを含め
た『病院情報システム』の整備も早期から進め
ており、長期間かけて蓄積した情報は資産とし
て医療サービスに活用しています」。

医療の変化に合わせて ITを進化させ、サービ
ス品質を高めてきた榊原記念病院において、近
年キーワードになっているのがPC環境の「モ
バイル化」「コンパクト化」です。院内のPC環境
はデスクトップPCが中心となっており、一般的
な ITの流れから遅れがちになっています。そこ
で、同院はデスクトップPCの置き換えとして機
動力の高いモバイルPCやミニPCを検討。第
1のターゲットを、入院患者のベッドサイド情報
端末で利用しているデスクトップPCと、病院情
報システムの入力 /閲覧に利用しているデスク
トップPCの2つに定めました。

患者の退院後の利用も見据えて 
ベッドサイドの情報端末に 
インテル® Compute Stickを採用

榊原記念病院は、入院患者との双方向コミュ
ニケーションを実現するため、2003年に入院
患者向けのベッドサイド情報端末としてデスク
トップPCを導入しました。ベッドサイド情報端
末では、患者自身が検査、投薬、食事などのス
ケジュールや、服薬する薬の情報、検査結果、
手術の説明ビデオなどを見たり、服薬記録を入
力できたりするようになっています。しかし、デ
スクトップPCならではの弱点もあります。ファン
やドライブの音がするデスクトップPCは、静か
さが求められるベッドサイドに置くのに最適と
はいえません。ハードの値段もそれなりにする
ため、更新のコストもかかります。さらに、全院
のWi-Fi*対応を進めるうえでは、デスクトップ
PCには限界がありました。

これらの課題を解消するために同院は、2015
年 6月からデスクトップ PCに代わる端末の
検討を開始。コンパクトサイズのインテル® 
Compute Stickに着目し、検証試験を経て
採用を決定しました。澤氏は、選定の理由の
ひとつにモビリティーを挙げて次のように語り
ます。

「最近は病院と自宅の垣根がなくなりつつあり、
退院後も自宅で療養を続ける患者さんが多く
います。その時、小型軽量で、セッティングも簡
単なインテル® Compute Stickなら病院のベッ

ディスプレイに接続するだけでPCに変身
モバイルの機動力を備えた 
インテル® Compute Stick

「低コストな 
インテル® Compute Stickや
Windows® タブレットなら、 
思いついたらすぐに導入してみて試す 
アジャイル的な導入ができるので、 
結果として病院のあり方の 
スピードアップにつながることが 
期待できます」

公益財団法人 日本心臓血圧研究振興会
企画・情報センター長
澤 智博 氏

看護師は、各病室の入口に設置されているデスクトッ
プPCで患者の状況を確認。今後はデスクトップPC
をインテル® NUC ミニPCに置き換えていく。



院内の IT機器のコンパクト化を推進し 
患者とのコミュニケーションを活性化

ドサイドの環境を、そのまま自宅で再現するこ
とも可能です。無線 LANでネットワークにも
つなげて、ブルートゥースで血圧計や体温計の
データを取り込むことも簡単です。本体の価格
もデスクトップPCの3分の1程度に抑えられ
るので、患者さんとのコミュニケーションに最
適な端末だと判断しました」。

選定時は、他社のスティックPCも購入して性
能を検証しましたが、連続1週間以上の安定
稼動が実現した機種はインテル® Compute 
Stickだけだったといいます。そこで2015年
10月には、インテル® Core™ M プロセッサーを
搭載したインテル® Compute Stickを一般の
入院病棟に30台導入し、パイロット的に利用
を開始しました。

患者は自分の予定や検査の結果などを 
ベッドサイド情報端末で自由に閲覧

導入したインテル® Compute Stickは、従来の
デスクトップPCと同様、入院患者のベッドサ
イド情報端末として利用しています。具体的に
は、19型の液晶テレビにインテル® Compute 
StickをHDMI*ケーブルで接続、ベッドサイドの
カードリーダーとUSBケーブルでつないでいま
す。患者は診察券（IDカード）をカードリーダー
に通すとそこで個人認証を実行し、インテル® 
Compute Stickにインストールされている情
報閲覧用のシステムが起動します。あとはテレ
ビと兼用のリモコンを使ってメニュー画面を操
作するだけです。患者は自分の診療スケジュー
ルや、各種検査の結果などを自由に見ることが
できます。ベッドサイドで投薬する際は、看護師
が画面を見ながら薬の内容を知らせたり、医師
の回診時には病状説明に情報端末内の情報を
利用したりすることもあるといいます。また、患
者自身が今日の体調や気分、食事の摂取の有
無、服薬状況などを情報端末から入力し、それ
を看護師が逐次チェックしています。

「患者さんは入院中、常に不安な気持ちを持た
れているので、当院では回診や検査の時間など

のスケジュールや、検査の結果などをすべて伝
えて、落ち着いた気持ちで過ごしていただける
ように配慮しています。当院の患者さんの入院
期間は平均9日で、その後は自宅に戻って療養
することが一般的です。そのため、入院期間は
自分の病気のことをよく知ってもらうための準
備期間と捉え、情報端末には薬の飲み方、体温、
血圧、体重の測定方法などがわかる教育機能
を追加して、生活習慣を変えるためのサポート
をしています」（佐藤氏）。

今後は、2016年度中にその他の病棟、病室の
ベッドサイド情報端末もインテル® Compute 
Stickに置き換えていく計画で、最終的には合
計250台になる見込みです。

ベッドサイドでの医療 /看護の 
質を高めるため 
Windows® タブレットを検討

次に、病室担当の看護師が利用するPCのモバ
イル対応についてです。榊原記念病院では、「医
療従事者は、患者のそばにいるべき」という考
えから、各病室の入口にPCカウンターを設け、
そこにデスクトップPCを設置して病院情報シ
ステムの入力 /閲覧を行っています。そのため、
看護師はナースセンターに詰める必要はなく、
病室の患者から呼ばれたら、入口のカウンター
で患者の状況を確認してから即座に処置する
ことが可能です。しかし、有線でつながってい
るデスクトップPCは、病室の中までは持ち込
むことはできません。ベッドサイドでの医療に
対応するためにはモバイルPCが必須と判断し
た同院は、Windows® タブレットの導入を検討
しました。澤氏は、「一刻一秒を争う循環器系
の医療では、診療に機動性が求められていま
すので、ベッドサイドで使える端末が必要でし
た」と話します。OSにWindows®を選んだ理
由は、既存システムとの親和性が高いからです。
Windows®なら病院情報システムのOSとして
も長年親しんできているため操作がしやすく、
今までのワークフロー・システムや、ICカード
による認証システムなども引き継ぐことができ

るので、導入の負担も大きくありません。

Windows®タブレットの採用を決定した榊原
記念病院は、インテル® Atom™ プロセッサー
を搭載した製品を50台購入し、現在は15台
を病室担当の看護師が利用しています。残り
35台については、医師や薬剤師にも配布し、
モバイルならではの活用をしているといいます。

「当院では、看護師用と並行して医師用のPC
のモバイル化を進めていて、外部で活躍してい
る医師が、院外にいる時も患者さんの情報や、
カテーテルの画像などが閲覧できるように、医
師にもWindows® タブレットを配布しました」
（澤氏）。

タブレットが 
患者とのコミュニケーションをサポート 
動画を使って検査結果を伝えることも

看護師用のWindows® タブレットは、ベッドサ
イド情報端末のインテル® Compute Stickと
同じ2015年10月からパイロット活用を開始
しました。タブレットには着脱式のキーボード
が付属しており、必要に応じてキー入力も可能
です。液晶サイズは、画面の見やすさと本体の
重量を考慮して、10.1型を採用しました。タブ
レットには、USBポートに個人認証用のカード
リーダーが接続されており、看護師が利用する
際は IDカードを通して認証し、病院情報システ
ムにログインします。

看護師は患者に対して詳細な検査結果やスケ
ジュールを、タブレットの画面を見せながら説
明したり、注射や内服薬の説明をしたりしてい
ます。利用している看護師からは「患者さんか
らの質問にすぐに答えられる」「医師からの指
示変更にも即座に対応できる」「院内のどこか
らでも患者さんや薬の情報が確認できる」と
いった感想が聞かれました。また、循環器系の
治療は放射線系の動画を扱うことが多いこと
から、心臓の超音波検査の結果画面や血管造
影の動画をタブレットで見せています。

ベッドサイドで投薬する際は、看護師がベッドサイド情
報端末の情報画面を見ながら薬の内容を説明。

ベッドサイドでは看護師がタブレットの画面を見せな
がら患者に詳細な検査結果などを説明している。

ベッドサイド情報端末では、リモコン操作で患者自身
が検査、投薬などのスケジュールや、服薬する薬の情報、
検査結果などを見たり、服薬記録を入力したりできる。
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2 0 1 6年度中にはすべての病棟 / 病室に
Windows® タブレットを導入していく計画で、
最終的には合計200台となる見込みです。ま
た、現在利用中のユーザーからは、よりパフォー
マンスの高い端末が欲しいというリクエストも
寄せられており、パフォーマンスと価格のバラン
スを考慮しながら機種選定を進めていくとして
います。また、現在タブレットに表示している病
院情報システムの画面は、デスクトップPC用
に開発されたものであることから、今後はタブ
レットの画面で操作がしやすくなるように、病院
情報システム自体のモバイル対応、最適化対応
も課題だといいます。

病院のあり方のスピードアップに貢献 
改善要望にもレスポンスよく 
対応が可能に

インテル® Compute StickとWindows® タブ
レットでモバイル化を実現した榊原記念病院
は、最新かつ最適な医療サービスを提供してい
くための IT環境を手に入れました。澤氏は、モ
バイル対応の意義について次のように語ります。

「結果として、病院のあり方のスピードアップに
つながることが期待できます。デスクトップPC
の場合、予算化して、配置計画を立てて、稟議
を通すといった手順を踏むと1年がかかりに
なってしまいます。これが低コストなインテル® 
Compute StickやWindows® タブレットなら、
思いついたらすぐに導入してみて試すことがで
きます。時代に取り残されないためには、まず
はプロトタイプを作って始めてみるアジャイル
対応が必須で、新しい治療法が開発されたら即
座に試し、ユーザーからの改善要望に対しても
レスポンスよく対応していかなければなりません。
その点、ユニット単位で導入できるインテル® 
Compute Stickなどは、思い立った時に即座に
使うことができて、導入費用も抑えられるので
失敗に対する障壁も高くありません」。

ビッグデータやAI対応も視野に 
ITインフラ全体の高度化を推進

今回のモバイル化は、榊原記念病院にとってよ
うやくスタート地点についたところで、今後はソ
フトウェアや、システムのアーキテクチャー、開
発手法も含めてすべてアジャイル的な対応を

進めていくとしています。その一方で、病室の前
にある病院情報システムの閲覧 /入力用のデス
クトップPCを、インテル® NUC ミニPCに置き
換える作業を進めています。澤氏は、「病院がス
ピーディに形を変えていくためには、コンパクト
で低コストなインテル® NUC ミニPCが有効で
す。SSDを採用したインテル® NUC ミニPCな
ら稼動部分もないので故障対応、メンテナンス
対応にも優れています。そこで今後は院内のデ
スクトップPCを状況に応じてインテル® NUC 
ミニPCに置き換えていく予定です」と語ります。

大量のデバイスが導入されると、院内システ
ムへのアクセス認証が必要になることから、
将来的にはインテル® RealSense™ カメラや、
Windows® 10の生体認証システム「Windows 
Hello™」を用いた3Dの顔認証機能を構想して
います。ただし、ネットワークを介した大量人数
の認証やActive Directory®との連携など、技
術的に乗り越えるハードルも高いため、他業種
の動向なども見ながら対応していくといいます。

IT全般については、インハウスで構築したシス
テムが10年以上かけて蓄積してきたさまざま
なデータを医療に活用するビッグデータ対応、
AI（人工知能）対応も視野に入れながら ITイン
フラ全体の高度化を図っていくことも見据えて
いるようです。澤氏は、「当院は、インハウスで
システムを内製化し、循環器に特化したデータ
を長期間保有している強みもあり、今後はデー
タを使ってシミュレーションしながら医療への
適用を目指していきます」と述べています。

インテルのテクノロジーやソリューションは、今
後も病院の最適化を第一に考える榊原記念病
院のチャレンジを幅広い領域で支えていくこと
になりそうです。

インテル® Compute Stick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/compute-stick /intel-compute-
stick.html

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

公益財団法人 
日本心臓血圧研究振興会
企画・情報センター長
澤 智博 氏

公益財団法人 
日本心臓血圧研究振興会 
附属 榊原記念病院
監理部 部長（企画・運営担当）
佐藤 譲 氏
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