シスコ ヘルスケア 導入事例

株式会社麻生 飯塚病院
Ⓡ

セル看護提供方式 を支える iPhone でのナースコールを
シスコと Apple の連携ソリューションで実現

製品 ＆ サービス
・ Cisco Aironet 3800 シリーズ
ワイヤレス LAN アクセス ポイント
・ Cisco 5520 シリーズ
ワイヤレス LAN コントローラ
・ Cisco Jabber & Apple の CallKit 連携

飯塚病院は、福岡県中央部の飯塚市において、開院 100 周年を迎え
「電子カルテなど業
る地域医療支援病院です。「セル看護提供方式 Ⓡ」
務システムの自院開発」などのユニークな特長を持つ同院は今回、無
線 LAN を強化するとともに、シスコと Apple の連携ソリューションに
よる iPhone でのナースコールを導入。より患者さんに寄り添うケア
の質の向上と、医療スタッフの業務効率化を実現しました。

・ Cisco Unified Communications

Manager
・ Cisco Catalyst 6800 シリーズ
コア スイッチ
・ Cisco Catalyst 4500 シリーズ
コア スイッチ

シスコと Apple の 連 携による iPhone でのナースコールは、
単なる PHS のリプレイスでない、新たな医療業務インフラとし
ての期待があります。
─ 飯塚病院 情報システム室 室長 城野 政博 氏

・ Cisco Catalyst 2960 X シリーズ
アクセス スイッチ

飯塚病院は福岡県中央部の飯塚市において 1918 年の開院以来、100 年の歴史を誇り、地域医

課題

療支援病院、救命救急センター、地域がん診療連携拠点病院、総合周産期母子医療センターなど
の指定を有する病院です。1,048 床の病床規模は全国でもトップクラスであり、2,400 名を超え

・ PBX と PHS ナースコール システムの更改
・「セル看護提供方式 Ⓡ」を充実させるための
モビリティ強化、スマートフォン活用

ソリューション
・ Apple and Cisco 連携ソリューションに

る医療スタッフが、先進の医療活動を行っています。
同院の特長の 1 つが、飯塚病院が開発した「セル看護提供方式 Ⓡ」です。これは、看護師の「動
線」に着目し、改善手法を用いて動線のムダを省き、「患者さんのそばで仕事ができる＝患者さん
に関心を寄せる」を実現する取り組みです。
これにより看護師のモチベーションと生産性の向上、そしてケアの受け手の価値を最大化すること
につながっています。

よる iPhone の IP ナースコール
・ 着信情報表示、割り込み着信、履歴情報
表示による業務効率化

課題

結果 〜 今後

その際に課題となったのが、看護師がスタッフ ステーションに戻らず、患者さんのそばにいられ

・ ナースコール更改時期に合わせて全病棟

るための仕組み作りでした。そこで同院は PBX（構内交換機）とナースコール システムのリプレ

へ展開予定
・ 診療に利用する独自アプリ開発により、
さらなるケアと業務品質の向上

イス タイミングで、従来の PHS からスマートフォンへの変更を検討しました。飯塚病院 総務課
課長 髙瀬修治氏は、検討について次のように話します。
「この先、長期間活用するものですので、PBX と PHS およびナースコールの更改においてスマー
トフォンを活用したい、という思いがありました。ナースコールのメーカーからは当初、Android
端末を推奨されましたが、特定の旧バージョンや端末機器に限定されると、操作性や、将来に

Ⓡ は、株式会社 麻生が「セル看護提供方式」を
商標登録していることを示しています。

亘っての端末確保の面で不安がありました。」

そこでシスコは、 Apple とのパートナーシップによる iPhone のナースコール活用ソリューショ
ンを提案します。飯塚病院 総務課 吉武克敏氏は、採用の理由を次のように語ります。
「シスコからの提案を受け、シスコの無線 LAN と iPhone によるものと、他社の無線 LAN、

Android 端末によるナースコールの比較検証を行いました。看護師をはじめスタッフも参加して
もらい、音質や同時一斉鳴動、着信時の操作性などを実証したところ、シスコ無線 LAN と

iPhone の組み合わせが圧倒的に好評価でした。当院の看護方式においてはモビリティが非常
に重要で、看護師の手元で確実にナースコールに対応できる必要があります。その点、シスコ
と Apple のソリューションは、端末自体の操作性が高く、ファースト ローミング機能による通信
飯塚病院
看護部 管理師長

長岡 由起 様

の安定性も優れていました。また、将来に亘っての端末機器の継続確保やセキュリティ、そして
独自アプリを開発した際の管理面でも安心感があり、導入を決定しました。」

Ⓡ

「セル看護提供方式 」の充実には、
看護師がスタッフ ステーションに戻らず、
患者さんのそばで仕事ができる
仕組み作りが課題でした。
飯塚病院
看護部 師長

ソリューション

中島 久美子 様
着信情報が PC とスマホ画面に連動表示、割り込み着信への対応も実現
導入後、現場スタッフからの操作方法についての問い合わせや大きなトラブルもほとんどないと
のことです。同院では看護師が病室に常駐し、カートに乗せたノート PC と、iPhone によるナー
スコールを併用しています。ナースコール着信時はノート PC と iPhone 両方のディスプレイに
着信情報を表示。iPhone には、Cisco Jabber アプリが Apple の CallKit と連動し、あたかも
ネイティブ コールのような着信を実現します。飯塚病院 看護部 管理師長 長岡由起氏は、導入
のメリットを次のように語ります。
「従来の PHS によるナースコールと違い、どこからの呼び出しなのか、あるいは離床センサー
なのか、といった理由が事前に視覚的にわかることで、対応に余裕が生まれました。また、コー
飯塚病院
総務課 課長

髙瀬 修治 様

ル履歴も把握できますので、前夜の発信頻度などで引き継ぎが行えたり、患者さんの状況を把
握して当日のケア対応をプランニングしたり、という点で非常に有効です。また、以前は内線と
ナースコールは統合されておらず別々の PHS 端末で対応していたのですが、今回導入したシス
テムでは iPhone 端末 1 台で内線とナースコールの両方に対応できるようになり、とても便利
になりました。」
飯塚病院 看護部 師長 中島久美子氏は続けます。
「これまでは通話中の着信はできず、履歴も残りませんでした。通話中は別の固定電話にかけて
本人を呼び出す、という取り次ぎの手間もかかっていました。今回の仕組みでは通話中に誰から
の着信なのかがわかり、履歴も残ります。これにより優先順位付けや、緊急対応も可能になりま
した。これは看護師だけでなく、クラークの業務効率化にもつながっています。」

飯塚病院
総務課

吉武 克敏 様

将来的な医療情報サーバとの連携も視野に入れた、
先進、安全なネットワーク構築
株式会社麻生情報システム 医療システム事業本部 カスタマー・ソリューション部 課長 大淵孝
一氏は、ネットワーク設計にも配慮したと語ります。
「当院では 2000 年頃からシスコ機器導入の実績がありましたので、連携しながら構築を進めま
した。ナースコールは患者さんの生命に関わるものですので、今回の構築にあたってはコア ス
イッチなどネットワーク機器を冗長化、無線 LAN アクセス ポイントも A / B 系統で二重化し、
万一の場合にも通信が途絶えない設計となっています。また、将来的な医療情報サーバとの連
携、認証も意識した設計となっています。」

Apple and Cisco 連携ソリューション
Apple とシスコのパートナーシップにより、Apple デバイス上での業務で利用する通話機能（エンタープライズ コーリング機能）の統合、ビ
ジネス クリティカルなアプリケーション通信の優先設定、シスコ ネットワーク上で iPhone および iPad を利用する場合の Wi-Fi 体験の最適
化（ローミングなど）を提供します。医療における内線 PHS リプレイスや遠隔カンファレンスなど、複数の分野で導入が進んでいます。

ファスト ローミング

ファストレーン

Cisco Security Connector

iPhone や iPad を使いながら院内を移動するユーザ

重要なビジネスアプリが無線
LAN 上で自動的に優先される
よう制御することができます。

iOS デバイス上のネットワーク トラフィックの可視

が、バッテリーを節約しながら、高速ローミングするこ
とができます。院内でのさらなる安定通信を実現します。

活用シーン
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内線着信

シスコのアプリ Cisco Jabber で、
Wi-Fi 経由で着信応答

化を初めて実現し、ユーザがどこにいても、悪意の
あるサイトへの接続をブロックすることができます。

ナースコール着信
誰からの着信か見える、わかる

3

割り込み応答
内線を保留して、
ナースコールに応答、
通話が可能

iPhone
ナースコール端末

スタッフステーションのナースコール本体
病室で看護師が勤務する
「セル看護提供方式 Ⓡ」

着信するとすべての端末に着信情報が表示
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城野 政博 様

結果 〜 今後
今回、同院では NTT ドコモの FMC サービス「オフィスリンク」が利用できる iPhone 端末を、
内線用とナースコール用の併せて約 300 台（ナースコール利用は 15 台）導入しました※。髙瀬
氏は「現状、PBX およびナースコールのリプレイス範囲との兼ね合いで部分的な導入に留まって
いますが、有効性と利便性が実感できました。今後、ナースコール機器更改とのタイミングを計り
ながらではありますが、本ソリューションの全病棟での展開を予定しています。
」と語ります。
また、吉武氏は医療環境での無線 LAN の重要性を次のように語ります。
株式会社麻生情報システム
医療システム事業本部
カスタマー・ソリューション部 課長

大淵 孝一 様

「過去の経緯から、現状、院内には複数の無線 LAN 環境が混在しています。スタッフの BYOD
や、部門システム利用など業務的にますます院内での無線 LAN の拡張が求められていますの
で、今後、シスコ機器への統合を進め、効率的な運用を目指していく予定です。」
※ ナースコール着信は、Cisco Jabber のみの着信となります（オフィスリンクは内線利用限定）。

最後に、飯塚病院 情報システム室 室長 城野政博氏は、今後の展開とシスコへの期待を次のよ

株式会社麻生
飯塚病院

うに語ります。
「PHS が iPhone に変わり、ただの電話機としての利用にはしたくないという思いがあります。
当院はオリジナルで電子カルテを開発した実績もあり、必要なものは自院で開発するカルチャー
が特長でもあります。今後、医師や看護師などの業務効率化、患者さんのケア品質向上につな
がるさまざまなオリジナル業務アプリの開発を計画していまして、Apple Watch などウェアラブ
ル端末の活用にも興味があります。その面でも iPhone、iOS の優位性は高いですし、シスコと
の連携、共同開発ソリューションにも期待しています。これまで以上にシスコから海外医療現場
の事例など有益な情報を提供いただいて、医療現場の改善、改革において、協業していければ
と考えています。」

所在地
福岡県飯塚市芳雄町 3 番 83 号

開設

1918（大正 7 ）年 8 月

その他の詳細情報
シスコ ヘルスケアの詳細は、www.cisco.com/jp/go/healthcare を参照してください。

開設者
株式会社麻生 代表取締役社長 麻生 巖

病院区分
地域医療支援病院

院長
増本 陽秀

定床数

1,048 床（一般 978 床、精神 70 床）
従業員数
計 2,438 名（2018 年 5 月 1 日現在）
医師 319 名 / 看護師 1,086 名 /
医療技術者 539 名 / 事務・その他 494 名
URL

http://aih-net.com

1918 年の開院以降、
「まごころ医療、
まごころサービス」をモットーに福岡
県筑豊地域のメディカルセンターとし
て診療活動を行っています。ベッド数
は 1,000 床以上、診療科数は 40 以
上で、毎日約 900 人の入院患者さん
と約 1,800 人の外来患者さんを診療
しています。地域がん診療連携拠点
病院や救命救急センター、災害拠点
病院、福岡県総合周産期母子医療セ
ンターなどに認定されており、幅広い
疾患の診察と治療に当たっています。
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