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AIによるインサイトを活用した 
医療の変革
AIによる迅速なインテリジェンス獲得とパフォーマンス向上の支援

診療プロセスの変革

医療ニーズの増大に伴い、医療機関における

患者の治療、医療提供者やスタッフのサポート、

情報共有などの仕組みが急速に変わりつつ 
あります。人口の増加、長寿化、リモート医療

サービスに対するニーズの拡大といった世界

的動向を背景に、医療機関は診療プロセスや

運用プロセスの見直しを迫られています。

パーソナライズされた医療の迅速な提供を 
求める患者が増える中、これらの課題に対処 
することが急務となっていますが、こうした患者

は、頻繁な診察、高度な治療や投薬、特殊な機器

やパーソナルデバイスの使用を求めることが 
多く、それによって膨大な医療データが生成 
されています。1人の患者に対して生成される
画像や電子医療記録 (EHR) のデータが1年間
で80メガバイトに達する一方で、医療機関が 
生成しうるデータは1年間で50ペタバイトに 
達しています。医療データは、2021年に73日 
周期で100%増加すると予想されていますが、 
こうした重要な情報の97%は、現在使用されて
いません。医療データを活用できるかどうかが、

これまで以上に重要となっています。

医療機関がリアルタイムのインサイト取得や 
迅速かつ十分な情報に基づいた患者治療の 
実現に取り組む中、医療の高度化が進んでい 
ます。医療機関は最先端のテクノロジーとツール

を利用して、リモートでの患者監視、臨床現場

即時検査 (POCT)、手術室の最適化、医用画像
分析、健康維持、オンライン診療と電子処方箋、

ウイルスの位置特定と追跡、医療上のインサイト 
の共有などの機能を拡張することで、運用の 
改善や強化を図っています。

しかし、医療機関が大きな障害を乗り越えて成功

を収めるには、以下を実現する必要があります。

• 患者と医療提供者のエクスペリエンスを向上
させる

• 情報および統合医療サービスを展開する

• 医療情報へのセキュアで信頼性の高いアク 
セスを実現する

• 高度な医療テクノロジーを活用する方法を 
習得する

• データ分析を活用してスタッフの負荷を軽減
する

• ITのコストと複雑さを抑制する

• 医療関連の規制や政府規制へのコンプライ
アンスを維持する

医療機関はこうした目標を達成すべく、新たな

テクノロジー環境を構築して診療効率と運用

効率を高め、医療における機密データを保護し

つつ、治療水準の向上を図っています。適切な

テクノロジーを導入すれば、高速かつインテリ

ジェントなアプリケーションを利用できるよう

になり、現在の医療チームが対応できる範囲が 
広がり、必要とされるタイミングと方法でより 
安全かつ迅速に患者に医療を提供することが

可能になります。

新時代の医療をサポート

人工知能 (AI) があらゆる規模のデータから 
実用的なインサイトを引き出すことで、スマー

トホスピタルへの移行が加速しています。医療 
機関はAIによってペタバイト規模の医療データ
を活用することで、治療法を改善してコストを

削減し、想像もつかなかった可能性を切り開き

つつあります。発作の兆候の見極めから急性

疾患の特定、患者の活動やバイタルサインの 
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AIが医療にもたらすメリット

• 診療およびビジネスの成果: 治療や 
パフォーマンスの向上に必要なAIシステムと
アプリケーションを特定する

• ITの成果: 運用効率の向上とROIの 
最大化に貢献する最適なシステムを展開し、

最大限に活用する

• データサイエンスの成果: 既存の 
ビルディングブロックを利用したAI開発を 
加速させ、医療のイノベーションを実現する
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https://linchpinseo.com/trends-medical-device-industry/
https://linchpinseo.com/trends-medical-device-industry/
https://www.weforum.org/agenda/2019/12/four-ways-data-is-improving-healthcare/
https://www.hpe.com/us/en/what-is/artificial-intelligence.html
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把握、音声や手のジェスチャーを使用した医用

画像の検索に至るまで、すでにさまざまな用途

に合わせてAI対応のアプリケーションが開発
されています。今では、こうした複雑なデータの

ワークロードを迅速かつ的確に実行できるよう

になり、患者に提供する医療の最適化につな

がっています。

スマートホスピタルでは、治療成果、運用効率、

安全性とセキュリティという3つの主要領域で
AIアプリケーションの導入を進めています。

治療成果を向上させるAIは、患者や医療提供者
のエクスペリエンスを大きく変えつつあります。

大量の医療データを短時間で取得、処理、分析

できるようになり、医療チームはシームレスに 
データにアクセスして共有し、生産性を向上 
させつつ、リアルタイムに対応することが可能

になります。次世代テクノロジーは、医療提供者 
が治療成果を向上させて患者のクオリティ・ 
オブ・ライフを改善できるように設計されて 
おり、それには、画像診断、リモートでの患者 
監視、患者対応、転落防止、手術室のワーク 
フローの自動化、手術の分析、非接触管理など

の機能が含まれます。

AI分析では、医療業務を包括的な視点で捉え、
患者および患者固有のニーズをきめ細かく 
把握できます。医用画像診断で卓越したスピード

と処理能力を活用できるようになったことで、

医療機関がさまざまなデータタイプやソース 
からインサイトを引き出す方法が大きく変わり

ました。新しいアプローチでは、画像の詳細や

異常を確認する際に極めて高い精度と感度を

得ることができます。AIのこうした機能は、手術
の分析といった細心の注意を要する作業を含む、

あらゆる要件やユースケースに適用されてい

ます。AIおよびコンピュータービジョンテクノロ
ジーは、手術のワークフローを分析および監視 
するツールの提供により、手術の質を大幅に 
向上させることが可能です。このアプリケー

ションは、将来のロボット手術に向けた大きな

一歩となります。

手術室以外でも、AIによって診療の生産性と成果 
が向上しています。非接触医療サービスには 
音声操作が可能なタッチレス画面も含まれて 
おり、これを利用すれば、患者が予約をとれる 
ようにサポートしたり、相談に応じたり、患者

の管理を強化したりしつつ、緊急時を除いて 
スタッフによる接触を回避することができます。

また、スマートホスピタルでは、リモートケアや

非接触支援にビジュアルセンシングを活用し、

中心拠点にインサイトを配信することで、スタッフ 
が病室の衛生状態、寝返り、患者の安全性を 
リアルタイムで監視できるようにしています。 
最も懸念されるのは転倒による怪我であり、 
1回の入院で平均35,000ドルのコストがかか
ります。AIアプリケーションが患者の体位変換を
監視し、潜在的なリスクを警告することで、医療

スタッフが安全に介助できるようになります。 
こうしたリモート機能により、医療機関は100床
の施設で年間400万ドル以上を削減できます。

運用効率を向上させるAIを使用してワークロード 
を最適化すれば、医療アプリケーションやデータ

から短時間で成果を得られます。医療業務の

可視性と制御性が高まることで、医療機関は 
十分な情報に基づいた意思決定が行えるよう

になり、それによって問題を回避または解決し、 
タイムリーな患者治療を実現しつつ、より効果 
的な医療 /健康サービスを提供することが 
可能になります。このようにAIテクノロジーは、
救急救命室および病院管理、患者治療の管理、

リソース管理、請求管理、サービスの運用、コン

プライアンス、不正検知における効率の向上

に貢献しています。スマートホスピタルは、こう 
したアプリケーションを利用して運用の仕組み

を変革し、オンデマンドのインサイトを利用可能

にすることで、リソースとコストを削減しつつ 
パフォーマンスを向上させています。

安全性とセキュリティを向上させるAIでは、 
パターンを認識するだけでなく、絶え間なく生成

されるデータから重要な変更やイベントを検出

することで、リスクを大幅に軽減します。医療 
機関はAIの活用により、検温、ソーシャルディス
タンスのトレース、タッチレスエントリー、ビデオ 
監視などのアプリケーションに不可欠なイン 
サイトを獲得することで、より安全な医療環境

を構築しています。

AIは次世代医療のスピードとインテリジェンス
を向上させます。

近年の医療データの急増は、医療業界に大きな

困難をもたらす一方で、大きな機会も生み出し

ています。ヒューレット・パッカード エンタープラ
イズとNVIDIA®は、長年にわたるパートナーシッ
プを通じて、世界の医療業界にテクノロジーと

サービスを提供し、医療機関がITやデータの課
題を価値へと変換できるようにサポートしてき

ました。HPE AIプラットフォームを利用すれば、
卓越したインテリジェンスとパフォーマンスに

よって医療上のオンデマンドのインサイト獲得を

実現しつつ、総所有コスト (TCO) を削減できま
す。

https://blogs.nvidia.com/blog/2020/09/03/ouva-contact-free-hospitals/
https://blogs.nvidia.com/blog/2020/09/03/ouva-contact-free-hospitals/
https://www.nvidia.com/en-us/healthcare/clara-guardian/
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医療機関にとって、患者、来院者、スタッフの 
物理的な安全性を確保することは、医療ニーズ

への対応と同様に重要です。インテリジェント

ビデオ分析 (IVA) によって施設を監視すれば、
患者だけでなく、機密情報も保護することがで

きます。スマートホスピタルでは、IVAとスマート
センサーを利用して医療機器やマスクなどの

物体を認識し、医師と患者の顔を識別して照合

するほか、体温上昇を検出することも可能です。

こうしたインプットを使用すれば、高リスクの 
患者を特定して実行可能な成果につなげる 
ことができます。

こうした革新的なメリットが得られるにもかか

わらず、AIを最大限に活用することに苦労して
いる医療機関も少なくありません。多くの組織

は、AIを導入する方法も、その取り組みを継続
する方法も把握していませんが、こうした取り

組みを成功させるには、AIを通じて拡張性と 
コスト効率に優れた医療をサポートできる 
新しいテクノロジーに投資する必要があり 
ます。

革新的なAIソリューションの 
導入

HPEはNVIDIAと連携して、オンデマンドのイン
サイトを活用した次世代医療をサポートして

います。HPE AIプラットフォームは包括的な 
ソリューションであり、これまでにないスピード

と規模で、医療上のインサイトを獲得してパー

ソナライズされた医療をより多くの患者に提供

し、医療提供者のエクスペリエンスを改善して

治療の成果と効率を向上させ、安全性とセキュ

リティを確保できるように設計されています。

HPE AIプラットフォームの基盤となっているの
が、業界をリードするNVIDIA GPUを搭載した、 
NVIDIA認定のHPE Apollo 6500システム 
およびHPE ProLiant DL380サーバーです。AI
などのデータを多用するワークロードに最適化

されたHPEのシステムは、卓越したスピードと 
容量により、エッジからクラウドまでの医療 
業務を強化することが可能です。このNVIDIA
認定の堅牢なプラットフォームは、各種のハイ

パフォーマンス医療アプリケーションにおける

高速コンピューティングをサポートしています。

また、前例のない効率を実現してGPUノード
のスループットを最大限に向上させる、Cray 
ClusterStor E1000を搭載しており、さらなる 
アジリティも実現できます。この並列ハイ 
パフォーマンスコンピューティング (HPC) スト
レージシステムは、大規模なAIワークロードを
簡単に管理できるように設計されています。

AI、HPC、および分析ソフトウェアは、HPE 
Apollo 6500システムおよびHPE ProLiant 
DL380サーバーで優れたアジリティ、柔軟性、
拡張性を実現できることが検証されています。

DevOpsおよび機械学習運用 (MLOps) ソフト
ウェアは医療機関に固有の要件に合わせて設定

できるため、データサイエンティストは、モデル

管理やデータ管理などのAI目標の達成に注力
できます。堅牢な独立系ソフトウェアベンダー 
(ISV) の医療エコシステムでサポートされている 
すべてのソフトウェアは、NVIDIAの認定を取得 
しており、NVIDIA GPUの統合と機能について
検証済みです。AI向けにGPUを最適化したソフト 
ウェアにより、パフォーマンスを最適化しなが

らITの展開と管理を簡素化することで、データ 
サイエンティスト、開発者、および研究者は 
ソリューションの構築、インサイトの獲得、価値

実現時間の短縮に専念できます。

医療機関は、仮想デスクトップインフラストラ

クチャ (VDI) またはas a serviceと共に、こう
したAIヘルスケアソリューションをオンプレミ
スで展開することを選択できます。HPEファイ
ナンシャルサービスとHPE GreenLakeでは、
従来のファイナンスやリースの枠を超えた、IT
の柔軟な取得方法と利用方法を用意しており、

HPE GreenLakeは、オンプレミスITのセキュリ
ティと制御性を備えた従量制課金モデルであ

る、AI as a serviceを提供しています。クラウド
サービスを利用すれば、場所を問わずにアプリ

ケーションとデータにアクセス可能となり、イノ

ベーションを加速させることができます。HPE 
GreenLake for VDIはこうした機能を拡張し、
セキュアでスケーラブルなVDI as a service 
(VDIaaS) によって医療機関の運用を再定義
します。HPEはCitrixと連携し、オンプレミスで
のクラウドのような経済性とCitrix Cloud™を 
組み合わせることで、お客様がVDIを簡単に 
購入し、展開できるようにしています。VDIaaS
では、毎月の支払いか従量制課金かを選択 
できるため、高額な初期投資や断続的なアップ

グレードが不要になります。

https://www.hpe.com/jp/ja/solutions/healthcare.html
http://www.hpe.com/partners/nvidia
http://www.hpe.com/partners/nvidia
https://www.hpe.com/jp/ja/solutions/hpc-high-performance-computing/storage.html
https://www.hpe.com/jp/ja/solutions/hpc-high-performance-computing/storage.html
https://www.hpe.com/jp/ja/solutions/desktop-virtualization-vdi.html
https://www.hpe.com/jp/ja/solutions/desktop-virtualization-vdi.html
https://www.hpe.com/jp/ja/services/financial-services.html
https://www.hpe.com/jp/ja/services/financial-services.html
https://www.hpe.com/jp/ja/greenlake.html
https://www.hpe.com/jp/ja/greenlake/vdi.html
https://www.hpe.com/jp/ja/greenlake/vdi.html
https://www.citrix.com/products/citrix-cloud/


お客様のニーズに最適な製品をお選びください。

HPEのプリセールススペシャリストにお問い合わせください。

Chat CallEmail

メールニュース配信登録

HPE Pointnext Servicesなら、卓越した専門 
知識によって、AI機能に最適なアプローチの 
設計と実装をサポートすることが可能です。

HPEの専門家がお客様と連携して、医療機関
の成功につながるAI戦略を策定して実行し 
ます。また、お客様固有の目標と要件について

話し合いながら問題を特定し、さまざまなユー

スケースで将来にわたって活用できるソリュー

ションの構築に必要なテクノロジーとサービス

を選択します。

まとめ

AIにより、医療業務はまったく新しいものへと
変わりつつあります。HPEはNVIDIAと連携し、
医療データを最大限に活用できる堅牢なプラット 
フォームを提供することで、医療機関がこう 
した動向に対応できるようにサポートしてい 
ます。

HPE AIプラットフォームのAI機能を活用して、
コスト効率に優れた患者中心の統合医療を実現 
すれば、今日の課題を解決するだけでなく、

将来のニーズにも対応できます。これらの 
ソリューションは、AIの利用によって生産性を 
向上させ、医療/健康サービスを拡充し、最高 
品質の医療によって優れた成果を出せるように

設計されています。HPEはNVIDIAと共に、医療
の新時代を切り開こうとしています。

AIを活用した医療上のオンデマンドのインサイト
獲得については、HPEとNVIDIAにお任せくだ
さい。

詳細情報
hpe.com/partners/nvidia
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