
世界屈指の外傷専門病院が患
者のケアを変える技術に期待
ベルリン救急病院は外傷治療の分野で世界屈指の病院であり、脳卒
中、熱傷、脊髄の治療に加え、遠隔医療や遠隔神経科治療が特に有名
です。この病院はさまざまな面で成果をあげていますが、絶え間ない
向上心が治療に取り組む姿勢を支えています。優れた治療をさらに向
上させるため、革新的な臨床医たちが選んだのが Microsoft Surface Hub 
です。臨床での連携、患者対応、仮想治療、専門的トレーニング、医
師と患者のコミュニケーションにおける新たな課題への対処に役立つ
と期待されています。
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ドイツのベルリン救急病院は、外傷治療、遠隔医療、
遠隔放射線治療において国際的に高く認められていま
す。この病院では毎年 100,000 人を超える患者を治療
しています。

優れた連携をさらに向上
地方で脳卒中の患者が発生したとき、場合により地元の医師は、患者
が最良の治療結果を得られるように都市部の病院の専門家に連絡する
必要があります。正しい選択をするためには、継続的な専門トレーニ
ングに裏付けされた意思決定を共同して行わなければなりません。

世界有数の救急病院の 1 つであるベルリン救急病院 (UKB) はこの課題を
深く認識しています。1997 年創立の UKB は、年間 100,000 人を超える
患者に対応する最大級の外傷治療専門病院であり、ドイツ国内の臨床
医のための研究や研修も主導しています。

よりよい治療を求める UKB は、3 つの分野でのデジタル転換に集中的に
取り組みます。臨床医同士でのリアルタイム コラボレーションの促進、
トレーニングの強化、医師と患者のコミュニケーションの改善です。

この病院の放射線治療は革新的な連携の一例です。地方の医師は救命
具を扱う機会は多くても、患者の画像を的確に診断するための専門ト
レーニングが不足していることがあります。救命医療を効果的に行う
ためには、UKB の専門家と連携する必要があります。

「Surface Hub の
ようなものは見た
ことがありません
でした。技術的な
可能性と性能に強
い感銘を受けまし
た。」
—Sven Mutze 博士 (ベルリン
救急病院放射線および神経放

射線科理事)



Sven Mutze 博士と UKB の同僚たちは、これまでよ
り効率よく連携できる方法があるはずだと思って
いました。初めて Microsoft Surface Hub を見たと
きにその可能性を感じ、機能について詳しく調べ
始めました。「このような製品は見たことがあり
ませんでした。技術的な可能性と性能に強い感銘
を受けました」と Mutze 博士。

放射線および神経放射線科の理事である Mutze 博
士にとって、Surface Hub は理想的な連携を可能
にするものです。「放射線科医は画像について議
論を交わすことでいい仕事ができます。」Surface 
Hub があれば、臨床医は 2 基の 1080p カメラを使
う Skype for Business を介して 1 クリックでつなが
ることができます。遠隔地の同僚と同じ部屋にい
るかのように意見を交わし、貴重な時間を節約で
きます。

Mutze 博士は、学び続けることが UKB が提供する
革新的な治療にとって重要であると認識していま
す。「私たちは、小規模病院の医師や検査を担当
する技師を指導する必要があります。1 週間に 1 回
か 2 回、医師や技師としての知識や技術を高める
機会を持つことが非常に大切です。」

大画面や使いやすいアプリケーションを備えた 
Surface Hub を利用すると、学生、臨床医、教授
陣が継続的なトレーニングのために集まることが
できます。彼らは、Surface Hub と複数の個人用
デバイスを組み合わせて遠隔地の専門家と簡単に
つながることができ、1 つの病院の枠を超えて教
えたり学んだりすることができます。

Surface Hub は、病院がさらに別の課題を克服する
ためにも役立ちます。神経科医が問題の性質を患
者に説明するのは簡単なことではありませんが、
そうすることがよい治療につながります。「扱う
情報は非常に複雑です」と Mutze 博士。「扱う情
報は非常に複雑です」と Mutze 博士。「優れた視
覚的支援ツールがなければ、私たちが何を行うか
を説明するのはたやすくありません。」

臨床での連携。臨床トレーニング。患者とのコミ
ュニケーション。これらは古くからある医療の課
題で、統合されたパートナーシップとシンプルか
つ画期的な技術が必要とされます。医療機関では
これらの課題を解決するためにあまりにも頻繁に
つぎはぎのソリューションを使用しており、IT 技
術者にとってのストレスを生み出し、支出が増加
するが十分な機能は得られないという結果につな
がります。

UKB は、グループが現在解決する必要があるさま
ざまな課題に Surface Hub がどのように対処でき
るかについて調査を開始しました。UKB は導入の
拡張に備えて統合とテストを行うために、2016 年
に 2 台の Surface Hub デバイスを購入しました。
「Surface Hub の最新技術に感銘を受けました。特
に急を要する治療の課題に対処するための活用方
法を見つけたいと考えています」と Mutze 博士。

仕事をこなすだけのデバイスを超える 
治療コーディネート、クリティカルな意思決定、
連携しやすい生産的な会議は、医療機関にとって
常に大きな課題でした。しかし、統合されたコン
ピューティング プラットフォームによって、病院
はチームの力を解き放つ新たな方法を見出そうと
しています。 

Surface Hub は大画面の高解像度タッチ デバイスで
す。統合ビデオ会議機能を備え、Windows 10 のネ



「Surface Hub を使
えば会議がもっと
簡単でインタラク
ティブになると期
待しています。」
—Sven Mutze 博士 (ベルリン
救急病院放射線および神経放

射線科理事)

イティブ アプリケーション (Skype for Business、Microsoft Edge ブラウ
ザー、Microsoft OneNote に基づくデジタル ホワイトボードなど) を実
行できます。

Surface Hub の次の特長により、UKB チームは臨床治療での連携、トレ
ーニング、治療コーディネートにすぐに取り組むことができます。

•  Windows 10 ユニバーサル アプリケーションをネイティブに実行
でき、認証や他のデバイスは必要ありません。

• 柔軟性が高く個人用のデバイスに接続することができます。
•  Office アプリケーションと医療用アプリケーションを分割画面で
実行できます。

Mutze 博士は Surface Hub が従来型のビデオ会議技術に取って替わる
と考えています。「Surface Hub を使えば会議がもっと簡単でインタラ
クティブになると期待しています。それは私たちにとってとても有望
なアプローチです。」

そのアプローチとはどのようなものでしょうか。最大で 3 人が同時に
書き込むことができます。リモート参加者にはホワイトボードが自動
的に表示され、自分のアイデアを加えることもできます。

スムーズにつながる
Surface Hub によってコラボレーションが促進されることが予測される
ため、UKB チームは部門間やすべての拠点での連携の改善を期待して
います。

Mutze 博士は、一緒に働く放射線科医をドイツ国内どこででも探すこ
とができるようになります。「小規模の病院に対してこの連携を進め
たいのです」と Mutze 博士。Surface Hub を使えばビデオ会議が非常
に容易になるため、時間や手間をかけずにつながることができます。

患者への治療も向上します。たとえば、脳外科手術を受けることにな
ったとしたら、人は動揺するでしょう。手術のプロセスが不明瞭であ
ればさらに不安が増します。Surface Hub を使用すれば、放射線科医が
脳の動的な画像を患者に見せ、担当医と共に確認したり話し合ったり
することができます。



「Surface Hub の最
新技術に感銘を受
けました。特に急
を要する治療の課
題に対処するため
の活用方法を見つ
けたいと考えてい
ます。」
—Sven Mutze 博士 (ベルリン
救急病院放射線および神経放

射線科理事)

影響を受ける新しい分野
院内の IT 部門のリーダーや臨床医たちは、これまで抱えてきた困難な
課題 (患者対応、病院運営、外科病棟管理など) を解決できる可能性の
ある Surface Hub に興味を示しました。

たとえば、リハビリ プログラムでは患者と医療専門家が Surface Hub 
を使って治療計画をよく理解できるようになり、積極的に回復を目指
すよきパートナーになれると、Mutze 博士は予測しています。

Surface Hub は、治療の段階に応じて患者を移動させるフローを管理す
るなど、緊急治療室にも設置できます。

また、小規模な病院は Surface Hub デバイスを導入することで IT の課
題に対処しやすくなります。現行のシステムで求められる常駐技術者
が必要なくなるためです。

UKB は、近い将来において、かつてないレベルの連携と治療が可能に
なることを待ち望んでいます。

Microsoft Surface Hub 
Surface Hub は、Windows 10、OneNote、Skype for Business 
などの Microsoft のソフトウェア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。Microsoft は本書の情報について、明示的に
も暗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 4 月

http://www.microsoft.com/surfacehub

