
課題
• 物理サーバの増加によるサーバルームの
スペース不足

• インターネット接続と院内接続の分離に
よるネットワークセキュリティの向上

• 24時間365日の医療体制を支えるシス
テムの可用性向上

• VDIの導入による医療サービスの高度化

ソリューション
物理サーバで運用していた電子カルテシス
テムや各部門システムを VMware 
vSphereで構築した仮想化基盤に集約
し、VMware vRealize Operations
でのモニタリングを通じてシステムの健全
性を確保。またVMware NSXのマイク
ロセグメンテーションを使った仮想マシン
のセキュリティ向上。VMware Horizon
によるメールやWeb閲覧と院内接続の分
離。その他にも、電子カルテ用端末をVDI
化するなど、VMware製品を活用して高
度な医療サービスを支えるさまざまな IT
施策を講じている。

導入効果
• サーバルームのラック数を23台から12
台に削減してスペースを確保

• サーバ及び空調の消費電力の軽減

• インターネット分離による院内接続ネッ
トワークのセキュリティ向上

• 定常監視によるシステムの健全性の維持

• VDIの導入によるシステムの可用性向
上と端末の管理負荷の低減

導入環境
• VMware vSphere

• VMware NSX

• VMware vRealize Operations

• VMware Horizon

HEALTHCARE

院内に分散する部門システムを 
仮想集約して一元的に管理

地域の中核病院として、開設から100年以上
にわたって医療を通じた社会貢献に取り組み
続ける名古屋第二赤十字病院。従来から IT
活用に積極的な同院では、年々高度化する医
療サービスのニーズに応えるため、1999年か
らオーダエントリシステム、電子カルテシステ
ムなどを順次導入してきました。しかし、そこ
ではいくつかの課題も浮上していました。

その1つが、院内に設けられたサーバルームの
スペース不足です。医療情報管理センターの
副センター長を兼務する第二小児科部長の
岸真司氏は「1990年代後半からの一連のシス
テム導入の過程で物理サーバが増加し、すで
に新規システムを追加するスペースはない状
態でした。また、院内には各部門サーバが分
散しており、停電時の対応やセキュリティの確
保も十分ではありませんでした」と語ります。

もう1つの課題が、ネットワークのセキュリティ
です。これまで同院では、電子カルテ用の院内
接続とメールやWeb閲覧用のインターネット
接続は同一のネットワークが利用されてきま
した。しかし、標的型攻撃の被害が社会問題
となる中で、日本赤十字本社がインターネット
接続のネットワークを院内接続から分離する
方針を固めたこともあり、同院においてもこの
課題への対応は避けて通れないものとなって
いました。

そこで、電子カルテシステム更改のタイミング
に合わせて、まず院内のすべてのサーバを集
約するための仮想化基盤の導入方針を決定し、
具体的な製品選定に着手しました。

院内の電子カルテ及び部門システムを仮想集約して 
サーバスペース不足の課題を解消。医療システムを 
外部の脅威から守る万全のセキュリティを確保

ネットワーク分離、セキュリティの課題も 
プロフェッショナルサービスの支援で解消

名古屋第二赤十字病院では、多くの医療機関
での実績を評価して、各部門のシステムを仮
想集約する基盤としてVMware vSphereの
採用を決定し、同時にVMware vRealize 
Operationsを使って管理の最適化を図るこ
ととしました。選定理由について、診療情報管
理課の永野泰之氏は「仮想化基盤の導入が初
めてということもあり、多くの情報や運用ノウ
ハウを収集しやすい点は大きなメリットでした。
また、充実したVMwareのサポート体制も評
価のポイントになりました」と振り返ります。

2015年5月からスタートした仮想化基盤の構
築は、1年後の2016年5月に無事完了。その後
は、電子カルテシステムや部門システムの移行
を開始し、2019年度までにはほぼすべてのシ
ステム移行が完了する予定です。各部門に対
しては、既存システムのリプレースのタイミン
グでの移行を呼びかけており、大きなデータ
を扱う医療用画像管理システム（PACS）など
の移行はすでに完了しています。

今回の仮想化基盤の導入に際して、同院では
その他の継続課題への対応にもVMware製

名古屋市東部に位置し、27の診療科目と812の病床を擁する名古屋第二赤十字病
院は、開設から100年以上もの歴史を誇る地域の中核病院です。同院では現在、電
子カルテシステムの更改に合わせて、VMware vSphereで構築したサーバ仮想化
基盤への部門システムの集約が進められています。これによりサーバルームのラッ
ク数は半減し、従来からの課題であったスペース不足が解消されたほか、セキュリティ
対策としてVMware Horizonで強化されたRDSH方式の機能を用いて、インター
ネットのアクセス環境と院内システムの分離を実現。また、電子カルテ用の院内接
続端末のデスクトップ仮想化（VDI）などにも取り組むことで、運用管理効率を向上
させ、24時間365日の医療体制の強化につながる着実な成果を上げています。

名古屋第二赤十字病院
第二小児科部長
医療情報管理センター 
副センター長
情報システム室長
岸 真司 氏
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品を活用しています。まずネットワークセキュ
リティについては、VMware Horizonの
RDSH方式を用いて、Webの閲覧はRDSH
サーバを介して画面転送を行うことで、利便
性を維持しながら院内接続と分離しました。
またマルウェア拡散の防止策として、VMware 
NSXのマイクロセグメンテーションを使って
仮想マシン間の通信を制御したほか、
VMware Horizonの仮想デスクトップ（VDI）
で電子カルテ端末を介した情報漏洩を防止
する仕組みが講じられています。

「インターネット分離については、アクセスして
いるネットワークをユーザーが簡単に見分け
られるように、RDSHではログイン時にWeb
ブラウザの枠を緑色に変えることで“安全な
ブラウザ”であることが一目でわかるように工
夫しました」（永野氏）

これらの製品の導入においては、VMwareの
プロフェッショナルサービス（コンサルサービ
ス）が大きな貢献を果たしたといいます。

「他の医療機関の事例を参考にするなど情報
収集を行いましたが、やはり仮想化ならでは
の課題について、専門家の支援を受けること
ができる点は大きな安心材料でした」（岸氏）

vRealize Operationsで 
仮想化基盤の健全性を可視化

仮想化基盤の導入は、名古屋第二赤十字病
院に着実な成果をもたらしつつあります。ま
ず物理サーバの集約によって、ネットワーク機
器も含めたラック数は導入前の23台から12
台へと半減し、サーバルームのスペースを十
分に確保することができました。サーバが発
する熱量も大幅に削減でき、このことは冷却
用空調の消費電力の低減につながっています。

また部門システムが仮想集約されたことで、
現在は院内システム全体の健全性を維持でき
る環境が整いました。ここで大きな役割を果

たしているのが、vRealize Operationsを活
用したリソースの最適化です。医療情報管理
センターの城倉英彰氏は「仮想環境の稼働当
初、ストレージは極力最小限のリソース割当で
進めたため、ディスクの枯渇のアラートが多く
出ていましたが、早期に検知して部門ベンダー
へ通知することでシステム停止を未然に防ぐ
ことができました。現在も必要に応じてアラー
トの閾値を見直し、健全性を定期的に確認し
ながら、vRealize Operationsから取得した
データを元に月に1度は運用レポートを作成し
ています」と話しています。

24時間365日の医療体制を支える 
VMwareの仮想化ソリューション

VDIの本格的な活用はまだこれからの段階で
すが、端末の故障対応が容易になることで、管
理者の負担が軽減されることは確実な成果と
して見込まれています。永野氏は「VDIによっ
て、端末ごとにイメージを管理する必要はなく
なります。今後もVDIの台数を増やして、端
末の管理負荷をさらに軽減していければと思
います」と話します。

またネットワークのセキュリティについては、イ
ンターネット分離によって安全性は大幅に向
上しました。今後は全国の日赤グループでイ
ンターネットの経路を一元化する動きもある
ことから、グループのポリシーに合わせて
VMware NSXやVMware Horizonを活用し
ながら、グループネットワークとの安全な連携
を進めていく予定です。

24時間365日の体制で地域社会を支える医
療システムは、停止することが許されない大き
な社会的役割を担っています。システムの可
用性を向上し、医療サービスの高度化を支援
するVMwareのソリューションは、今後ます
ます大きな価値を発揮していくはずです。
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図：部門システムを集約した名古屋第二赤十字病院のサーバ仮想化基盤の概要

「院内に分散していたシステムを仮想
化基盤に集約できたことで、システム
の一元的な管理が可能になりました。
24時間365日の医療体制を支えるシ
ステムの健全性の維持には、仮想環境
の定常監視を実現する vRealize 
Operationsが貢献しています」
名古屋第二赤十字病院
岸 真司 氏

名古屋第二赤十字病院
管理局 経理部
診療情報管理課
医療統計係長
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名古屋第二赤十字病院
医療情報管理センター
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カスタマープロフィール

日本赤十字社の愛知県支部が運営する総合
病院。1914年、日本赤十字社結核撲滅準則に
基づき愛知支部八事療養所として開設。愛知
県の中核病院として27の診療科を有する。病
床数は812床、職員数は医師、薬剤師、看護師、
事務職員などを含めて1,822名。早くから救急
医療に取り組み、1984年には愛知県の救命救
急センターに指定された。救急患者総数と救
急車搬送患者数は全国トップレベル。

vRealize Operationsでシステムの健全性を維持しなが
ら、定期的にレポートも作成

Management
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電子カルテ
サーバの仮想化

電子カルテベンダーが
検証済のサーバ仮想基盤

仮想FWでセキュリティを強化した
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システムと仮想基盤の一
元管理による健全性の確
認、事前検知

サーバ仮想化によりラック
数、電力などの設備費用を
大幅削減

デスクトップ仮想化による
利便性・管理性の向上

インターネット分離による
セキュリティの向上


