
インタラクティブなスケジ
ュール設定ソリューション
によって患者ケアの向上を
目指す小児科病院
フィラデルフィア小児病院には、1855 年の創設にまでさかのぼ
る小児医療での革新の歴史があります。この病院では、Microsoft 
Surface Hub を使用して、手作業で行っていた手術室のスケジュール
設定を、既存の電子医療記録ソリューションと連動するインタラク
ティブな大画面のデジタル ディスプレイ ボードに切り替えることに
しました。統合された患者データにワンタッチでアクセスすること
ができるため、医療チームが連携してクリティカルな意思決定を迅
速に行えるようになり、ケアの質が向上します。
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1855 年に創設されたフィラデルフィア小児病院 
(CHOP) は、US ニューズ & ワールド レポート誌が発表
する、米国の優れた小児病院のランキングに何度も選
出されています。

早朝のフィラデルフィア小児病院 (CHOP) で幼い患者が手術に備えてい
ます。ベッドに両親が寄り添って手術室まで廊下を歩きます。両親が
子どもの手を握りしめると、ベッドはドアを通って手術室へと入りま
す。そこでは緑色の手術着に身を包んだ外科医、麻酔医、看護師、職
員のチームが待っているのです。両親は数回深呼吸をして抱き合い、
待合室にいる他の家族たちのもとへ向かいます。毎日、このように期
待と不安を胸にして手術の終わり待つ家族の姿があります。この院内
の 21 床の外科ユニットの他にフィラデルフィア市内の 10 か所を含め
れば、さらに 100 の家族が同じような思いで過ごしているのです。

CHOP では毎年 36,000 人を超える子どもたちが麻酔が必要な処置を受
けます。このような処置の中には、両手の移植や胎児手術といった最
先端の小児医療も含まれます。しかし、日常的に行われる手術か最新
医療かにかかわらず、正確な手術スケジュールを管理するには、すべ
ての患者に対応できるよう医療専門家チームを調整する必要がありま
す。この課題に対処するため、病院スタッフは、患者、スタッフ、場
所の正確な単一情報源に簡単にアクセスできる必要があります。

現在、CHOP の職員は手術のスケジュールを手作業で管理していま
す。横長の 4 枚のパネルから成るマグネット ボードを使い、各パネル
に細長いマグネット ステッカーを何枚も貼って、そこに患者の氏名と
医療データを記載しています(図 1 を参照)。手術前から手術後の処置ま
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で患者が場所を移動するたびに、スタッフがステッ
カーを移動して患者の位置を変更します。しかし、
このスケジュール ボードは外科ユニットのスタッ
フしか使用できず、院内の電子医療記録 (EMR) シス
テム Epic とは統合されていません。Epic の専用デ
ィスプレイ画面は廊下や病室に備え付けられてい
ます。

革新の文化
CHOP は米国初の小児科専門病院として、小児医療
を向上させ、数えきれない子どもの命を救うこと
になる、医学的な発見や革新を大切にしてきまし
た。 この革新の文化は、臨床の領域を超えて経営
や運営のプロセスにも及んでいます。現在、CHOP 
は Qwaltec と共同で、システム工学的アプローチ
を病院の運営に適用することの有効性を評価して
います。このアプローチは、宇宙産業や空気力学
産業では一般的に行われているものです。

「私たちはこのコンセプトを病院運営センター 
(Hospital Operations Center) すなわち HOC と呼ん
でいます」と Robert Bassham 氏 (Qwaltec 最高執
行責任者) は述べます。「HOC は、患者の健康を
維持するために使うシステムで、監視のためにコ
マンド センターに結び付けることができるものす
べてを包みます。CHOP との話し合いの結果、外
科処置をスケジュール設定して実施するケア チー
ムのためにリアルタイム状況認識を活用すること
が、真の HOC の実現に向けた第一歩として最も有
効性が高いと感じました。」

そのゴールを目指して CHOP と Qwaltec は 概念
実証 (POC) プロセスを実施し、手術スケジュー
ルを管理しているアナログの手動プロセスを、デ
ジタルのリアルタイム状況認識ソリューション 
(Microsoft Surface Hub チーム コラボレーション 
デバイスと Windows 10 オペレーティング システ
ム) で置き換えるアイデアを検証しています。

既存の価値基準を打ち砕くテクノロジー
CHOP と Qwaltec は共同で、POC のためのハード
ウェアとソフトウェアの仕様について検討しまし
た。 ユーザーが受け入れやすいように、ソリュ
ーションはマグネット ボードの外観にできるだ
け近づけ、使いやすくしなければなりません。ま
た、Epic と相互運用する必要もあります。

「手作業だったマグネット スケジュール ボード
のデジタル化は、既存の価値基準を打ち砕く、大
きな可能性を秘めたイノベーションです。したが
って、1 回目で成功する最適なテクノロジをデプ
ロイすることが重要です」と、Mohamed Rehman 
医師 (フィラデルフィア小児病院、麻酔集中医
療部移植麻酔科、ディレクター) は話します。 
「Surface Hub は、手術を受ける患者のスケジュー
ル設定や管理の根強い慣習を変えるきっかけにな
ると、CHOP は確信しています。」

CHOP が POC のために Surface Hub を選択し
た理由はいくつかあります。84 インチ大型 
Surface Hub ディスプレイおよびウルトラ HD 4K 
画面は、1 つの画面にマグネット ボード 4 枚分の

開発中のリアルタイム状況認識アプリケーションの例
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内容をすべて表示できます。これにより、スタッフが一度にディスプ
レイから読み取る情報が増え、手術室の奥からでも簡単に確認できま
す。「Surface Hub はタッチに対応しているため、何年間もボードでや
っていたとおりにマグネット カードを移動する動作を再現することが
できます」と Rehman 氏。「スタッフにこれまでとまったく違う作業
を要求するわけではありません。きっと広く受け入れてもらえると期
待しています。」

適切な治療とコストの削減
既存のシステムでは、院内のメイン手術室のスタッフしかマグネット 
ボードを見ることができません。 病院の他の場所で麻酔を必要とす
る処置を行うスタッフは、担当の患者に関係するスケジュールが更新
されていないかどうか電話で知らせてもらう必要があります。「既存
のシステムを機能させるためには、マグネット ボードと Epic システ
ムの両方を同時に更新して、だれでも情報を見られるようにしなけれ
ばなりません。忙しくなってくるとこれを行うのが難しいのです」と 
Rehman 氏は言います。「スタッフは手作業のシステムとデジタル シ
ステムのギャップにストレスを感じています。2 つの異なるデータに
対応するのですから。私たちは常に電話をかけて、手術やその他の麻
酔処置の進行をチェックしています。このように手作業で対策を行っ
ていると、患者をケアするための時間が足りなくなります。」

CHOP の構想は、Surface Hub を導入して、Epic と連動する Windows 
10 ユニバーサル アプリケーション (Qwaltec 開発) を稼働させるという
ものです。CHOP には、院内の患者の最新情報を表示する、デジタル
司令部のような単一の相互運用ソリューションがもたらされます。「
手術スケジュール ソリューションと Epic のギャップを埋めることは、
より適切な治療の提供、シフト間での申し送りの強化、ケア チーム
全体での治療結果の共有が可能になることを意味します」と Rehman 
氏は言います。「ペンを使って Surface Hub にメモを書き加えると、
すぐに Epic でも更新されるようになります。ある患者に別の手術室
を割り当てれば、その手術室のスタッフが準備を整えて待機してくれ
るようになります。タブレットや携帯電話などさまざまなデバイスを
使用した、病院全体の正確な患者データへのリアルタイムでのユビキ
タス アクセスが、今や CHOP の手の届くところにあります。これは 
Surface Hub のおかげです。」

新たな統合ソリューションによって手作業による対策の必要性がな
くなるため、臨床医はコストを抑えて治療の質を上げることができ
ます。「作業の遅れや二度手間を減らすたびに、効率がよくなりコ



「タブレットや携
帯電話などさまざ
まなデバイスを使
用した、病院全体
の正確な患者デー
タへのリアルタイ
ムでのユビキタ
ス アクセスが、
今や CHOP の手
の届くところにあ
ります。これは 
Surface Hub のおか
げです。」
— Mohamed Rehman 医師、
フィラデルフィア小児病院、
麻酔集中医療部移植麻酔科、

ディレクター

ストを削減できます」と Bassham 氏は述べます。「独立第三者機関 
Decision Analysis Associates が行った ROI の調査で、HOC アプローチの
価値が説明されています。年商 20 億ドルの組織において、ソリューシ
ョンの完全な導入後に作業効率が 10 % 向上した場合、年あたり 6,000 
万ドルの患者サービス純収益が毎年得られると推定されています。」

また、Surface Hub では Windows 10 が稼働しているため、Qwaltec が 
Windows 10 用に開発するすべての機能は、スマートフォンやモバイ
ル デバイスでも簡単に表示できるようになります。つまり、外科医が
手術室でスマートフォンやモバイル デバイスを使用して患者のメモを 
Surface Hub に追加すると、その情報に他の医師がアクセスできます。
院内でも自宅でも、治療についての決断がリアルタイムで必要な場合
にも、スマートフォンからアクセスできます。

「医療業界の POC として、CHOP における Surface Hub ほどわかりや
すい事例は見つからないでしょう」と Rehman 氏は述べます。「私た
ちは Surface Hub を使用して、手作業のアナログ プロセスからデジタ
ルの患者管理へとアップグレードします。ケア チーム全体が患者の場
所を把握し、最新のカルテをどこからでもあらゆるデバイスで確認で
きるようになります。これが私たちの構想であり、リアルタイムでの
状況認識に課題を抱える病院に大きな変革をもたらすでしょう。」

Microsoft Surface Hub 
Surface Hub は、Windows 10、OneNote、Skype for Business 
などの Microsoft のソフトウェアややサービスとの連携によ
ってグループの力を解き放つ、コラボレーション デバイス
です。 

Microsoft Surface Hub について詳しくは、以下をご覧くださ
い。 www.microsoft.com/surfacehub

この導入事例は、情報提供のみを目的としています。MICROSORT は本書の情報について、明示
的にも黙示的にもいかなる保証もいたしません。ドキュメント公開日: 2016 年 3 月

http://www.microsoft.com/surfacehub

