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救命救急の現場で活躍
iPad、iPhoneで電子カルテへのアクセスを
可能にしたデスクトップ仮想化システム

「Citrix XenDesktop」
鳥取県東部医療圏の基幹総合病院として大きな役割を果たしている鳥取県立中央病院では、夜間の救命

救急センターにおいて専門医にかかる心身への高い負荷が問題となっていました。患者の生命を最優先

にしながらも医師の負担を減らすしくみを模索していた同病院医療情報管理室は、電子カルテをモバイ

ルデバイスでセキュアに閲覧できるデスクトップ仮想化インフラを構築し、その中核製品として「Citrix 

XenDesktop」が採用されました。新インフラの構築によって、撮影された医療画像を専門医が在院中

でなくてもモバイルデバイスで確認できるようになり、医師の業務負荷軽減が実現しました。

鳥取県立中央病院

高度・急性期医療の、鳥取県東部医療圏にある基幹病

院。医療者の心構えは患者さんのためにベストを尽く

すことであると考え、よりよい医療をめざしている病院

です。
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社　名：鳥取県立中央病院

本　社：鳥取県鳥取市江津730

設　立：1949年2月1日

病床数：431床 (一般病床 417床 （ICU 20床、HCU 12
床、NICU 12床、MFICU 2床、結核病床 10床、
感染症病床 4床) 

URL：http://www.pref.tottori.lg.jp/chuoubyouin/

鳥取県の基幹病院として救命救急センター

を備えている同院。夜間は当直医が診察する

が、正確な判断は専門医に連絡を取って指示

を仰ぐ。しかし、電話などでは詳しい状況が

分からず、専門医が来院することになってい

た。これが日常茶飯事であるために医師の心

身にとって大きな負荷となっていた。

■ 電子カルテシステムをモバイルデバイスで

セキュアに閲覧できるデスクトップ仮想化シ

ステムを検討。
■ 帯域の狭い回線下でのパフォーマンス、

Windowsベースの C/S型電子カルテシステ

ムを iPad、iPhoneで見るというニーズを満

たすテクノロジーとして、デスクトップ仮想

型のCitrix XenDesktopを選択。

■ 脳神経外科では導入後まもなく出番が生じ、

専門医がiPhone上の画像で異常がないこと

を確認できた。激務になりがちな医師の業

務負荷軽減に貢献している。
■ 診療科どうしの連携という新しい形での利

用も始まっており、いつでもどこでも画像を

見ながら医師どうしで話ができるようになっ

た。
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　鳥取県東部医療圏の基幹総合病院として大きな

役割を果たしている鳥取県立中央病院では、夜間の

救命救急センターにおいて専門医にかかる心身へ

の高い負荷が問題となっていました。 患者の生命を

最優先にしながらも医師の負担を減らすしくみを模

索していた同病院医療情報管理室は、電子カルテ

をモバイルデバイスでセキュアに閲覧できるデスク

トップ仮想化インフラを構築。その中核製品としてシ

トリックス社の「Citrix XenDesktop」が採用されるこ

ととなりました。新インフラの構築によって、撮影さ

れた医療画像を専門医が在院中でなくてもモバイル

デバイスで確認できるようになり、医師の業務負荷

軽減が実現したといいます。

夜間の救命救急センターで、
専門医にかかる
大きな業務負荷

　鳥取県東部医療圏の基幹病院として救命救急セン

ターを備えている同院では、24時間、昼夜の区別な

く救急患者が運ばれてきます。夜間の場合、診察す

るのは当直医です。専門外の患者が来院した場合、

症状を聞いてX線撮影や CT検査などを指示すること

はできても、その結果から正確に診断を下すことが

難しいケースがあります。そのようなとき、当直医は

何時であっても専門医に連絡を取って指示を仰ぎま

すが、しかし電話などでは詳しい状況がわからない

ため、たいてい専門医が来院することになっていま

した。患者の生命がかかっているので医師は当然こ

のように対応しますが、これが日常茶飯事であるた

めに医師の心身にとって大きな負荷となっているこ

とも事実だったそうです。

　そうしたおり、別の県立病院の脳神経外科で、夜

間の救急患者来院時、撮影した医療画像のうち、

キー画像を専門医の持つスマートフォンに送信する

という取り組みがスタートしました。救命救急セン

ターにおいて脳神経外科的処置は、1分 1秒の違い

で明暗を分けることが多いため、中央病院でも診療

科独自でモバイルデバイスでの画像送信システムを

検討することになったといいます。 　

電子カルテの
デスクトップ仮想化技術に

「Citrix XenDesktop」を選択

　そこへシステム提案に訪れたのが、山陰地方を拠

点とするシステムインテグレータの株式会社ケイズ

でした。同社は電子カルテをモバイルデバイスでセ

キュアに閲覧できるシステムを中央病院に紹介。提案

したモバイルデバイスはノートPCでしたが、同病院

にはすでにiPadが普及しており、このシステムを救命

救急センターに適用できるのではないかと期待を抱

いた同病院 医療情報管理室は、ケイズに対し、iPad、

iPhoneを前提にセキュリティとパフォーマンスさらに

煮詰めた再提案を依頼し

ました。鳥取県立中央病院 

医療情報管理室 副主幹 皆

川昇司氏は検討当時を次

のように振り返ります。　

　「モバイルデバイスとな

ると、どうしても紛失・盗

難のリスクが高まります。

しかし、情報漏えいは絶

対に許されませんから、

何か起こってから通信事

業者に連絡するまでの数時間の間に破られないパス

ワード強度やセキュアな通信回線、モバイルデバイ

スにデータが残らないしくみが必要だと考えました。

　また、パフォーマンスも重要で、院内と同等は無

理としても、デバイスで画像をダウンロードするより

医師が着替えて車で来た方が速いというのでは導入

する意味がありません。一定レベル以上の解像度を

有した医療画像を扱いつつ快適に使えることをめざ

しました」

　こうした検討の末に、アシストの販売する Citrix 

XenDesktopを中核とする、「iPad、iPhoneをクライ

アントとして、院外で電子カルテを閲覧するデスク

トップ仮想化インフラ」へとたどりついたのです。

　ケイズは、鳥取の LTE回線事情がまだ限定的であ

ることから、3G、4G回線での接続を前提として容量

の大きい医療画像をストレスなく見るべく、画面を

高度に圧縮して送信するCitrix XenDesktopのデスク

トップ仮想化インフラが適していると考えました。

　また、閲覧する電子カルテがWindowsベースのク

ライアント/サーバ型システムで動くシステムで、こ

のクライアント画面をiPad、iPhoneで表示するので、

事前検証を必要とするアプリケーション仮想型では

なく、デスクトップ仮想型の Citrix XenDesktopを選

択しました。これならばデバイスにデータは残りませ

ん。さらにセキュリティを考慮して、インターネット

へは接続しない仕様に変更しました。

　院内で動作検証を進め、医師たちに試用しても

らったところ、独自でシステム導入を検討していた

脳神経外科を始め、“問題ない、使ってみたい ”とい

う前向きな声が複数の診療科目から寄せられます。

そこで医療情報管理室は正式に導入を決定、希望し

た診療科に対しiPad、iPhoneを配付することとなり

ました。 　

導入後さっそく訪れた出番、
医師のワークスタイル変革に
貢献

新システムは、2013 年 4月 22日に本稼動を迎え、

順調に利用がスタート。現在、脳外科、形成外科、

胸部外科、整形外科など 10を超える診療科目で、

iPad28台、iPhone2台が利用されています。特定の

医師が常に携帯する科もあれば、当番の待機医が交

代で携帯する科もありますが、具体的な使い方につ

いてはすべて現場に一任されているそうです。

　システムを使い始めてから1ヶ月も経たない頃、

深夜に頭部を強打した小児が救急患者として運ばれ

てきました。当直医は CT検査を行い、画像を電子カ

ルテにアップロードしてすでに帰宅していた専門医

に連絡を取りました。専門医は iPhone上で異常がな

いことを確認。念のためその夜は病院で過ごしても

らい、翌日もう一度専門医が診察して小児は両親と

一緒に無事帰宅したそうです。

　鳥取県立中央病院 医療

情報管理室 副室長 小谷

訓男氏はこのエピソード

を語りながら、システムの

導入効果を次のように語

る。

　「これは激務になりがち

な医師の業務負荷軽減や

ワークスタイル変革をめ

ざして導入したものでし

たが、さっそく活躍しまし

た。診療科の医師もこれが入ってよかった、肉体的、

精神的負担が減ったと喜んでおられました」

　診療科どうしの連携という新しい形での利用も始

まっています。今までは電子カルテシステムのある

院内でしか医師は意見交換できなかったのですが、

モバイルデバイスを携帯したことによって、いつで

もどこでも画像を見ながら話ができるようになりまし

た。今まで不可能だったことが可能になったという

わけです。

　皆川氏はこのように話します。 「われわれが日ごろ

から問題意識を持っていたテーマに取り組み、現場

の先生たちにも高く望まれる形でシステムを導入で

きました。部門独自システムの案もありましたが、そ

れだとユーザは少ないのにコストはもっとかかって

いたでしょう。今回は、汎用性が高くよいシステムを

構築できたと満足しています」

　今後、このシステムは通信回線のさらなる高速化

を進めながら、院内での利用など新たな展開を模索

していく予定です。
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