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聖路加国際病院
□ 所在地：東京都中央区明石町9番1号
□設

立：1902年

「（日立電線ネットワークスは）病院のシステム担当といつも一緒に研究しながら、作り上

□ 病床数：520床

げているような印象を持っています。出来上がった製品をそのまま販売するというのでは

□ URL：http://www.luke.or.jp/

なく、
システムを改善していくために一緒になってやってくれていますね。

1902 年（明治 35 年）に米国聖公

私たちにとって信頼のおけるパートナーだと思いますよ」

会の宣 教 医 師ルドルフ．
Ｂ.トイスラー

課題

博 士によって創 設された聖 路 加 国 際
病院。関東大震災で建物が焼失しま
したが、1933 年（昭 和 8 年）に本 格
的な病院が再建され、1936 年に財団
法人聖路加国際メディカル・センター
が設立されました。
1992 年（平成 4 年）に全人医療を
めざす画期的な機能を持つ新病院を建
築して移転。現在は診療科目 36 科、
ベッド数 520を備えた病院として予防
から救急まで幅広い医療を提供してい
ます。創立以来の目標はキリスト教精

聖路加国際病院 理事長

日野原 重明 氏

● ループウォッチ

ことにあります。
特に診療業務、看護、
その他の診療
はかり、病院として組織医療の実を挙げ
ることに最大の努力を行っています。
英語による表記は
St. Luke s International Hospital。

導入製品
● Account@Adapter
● LOG@Adapter
● Apresia13000 - 48X
● Apresia4348GT
● AX6708S
● AX2430S - 48T2X
● 無線LANコントローラ／アクセスポイント

平川 淳一 氏

ト削減と利便性
信頼あるITパートナーとして、 ● 運用コス
向上の両立
● ループ発生によるシステム
いのちを支える
停止の危惧
バックボーンを
効果
18 年間にわたり ●ソリューション
● 運用負荷の軽減と
ApresiaによるMAC認証
コスト削減
持続的に支援
● ダイナミックVLAN
● 不正端末をユーザが

神の下に患者中心の医療と看護を行う

補助業務、事務部門との有機的統合を

● セキュアで安定した
ネットワークの実現

医療情報センター
インターネット室

ネットワークを論理的に
分離し、
よりセキュアに

● 開発から製造・構築・保守・
配線工事まで、1社による
ワンストップ・ソリューション

大規模な総合病院の院内ネットワークは、
いのち
を支えるバックボーンとして、1秒たりともダウンは許
されません。より高い信頼性が求められるのは当然
のことです。日立電線ネットワークスではさまざまな
病院のネットワーク構築における知見とノウハウを
積み重ねていますが、
その原点となっているのが18
年にわたって持続的にサポートを行っている、東京・
築地の聖路加国際病院です。
患者サービスの向上 の理念を掲げている当病
院では1992年にオーダリングシステムを、2003年
には電子カルテシステムを他の病院に先駆けて導
入。それに伴って院内情報ネットワークも進化を遂
げてきました。これらはSMILE（*注）
システムと呼ば
れ、2003年の SMILE III から6年経過した今回、
SMILE for ... の導入を前に、
ネットワークのリプレ
イスを実施。外科医であり、運用管理責任者となっ

認識することなく排除
● 医師やナースが接続すべ
きネットワークに接続可能
● ループ発生ポートの早期
発見でダウンタイムを回避

ている嶋田副センター長は今回のネットワーク構築
について次のように語ります。
「情報系のインフラは安定的に稼働して当たり前
の世界です。病院の建物に精通されているので、安
心しておまかせできました。カットオーバーから1カ月
経った現時点で大きなトラブルは起きていません。
聖路加国際病院の電子カルテ用とインターネット用
のネットワークは、物理的にひとつにまとめられてい
ますが、論理的に分けられて管理できるようになり、
投資コストを低減し、
よりセキュアなネットワークにな
りました。ユーザにほとんど意識させることなくリプレ
イスでき、本格的な運用段階に入る今後、ユーザは
さまざまなメリットを感じると思います」
（*注）
SMILE : St. Luke s Medical center
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ダイナミックVLAN＋Apresia
による認証機能
ダイナミックVLANによって、診療端末や
業務端末が接続すべきネットワークに自動的
に接続できる仕組みを構築。またApresiaで
MAC認証を行うことで、不正端末をユーザが
認識することなく排除できるようになります。
し
かもMAC認証にVLANを動的に割り当てる
機能を追加することで、
ノートPCを別の部屋
でも設定変更せずに使用でき、移動前と同じ
ネットワーク環境を維持します。
「ネットワークを論理的（診療系・業務系）
に
分けて、
ダイナミックVLANを導入することで、
ポートのVLAN変更を担当者が端末で行う
必要がなくなりました。追加工事を減らすこと
もできますから、運用コストを大幅に削減でき
るようになります。
さらにApresiaによる認証
機能を採用して、
よりセキュアなネットワークと
なっています」
（ 平川氏）

ループウォッチ機能で
ダウンタイムを回避
24時間患者ケアを行う病院では少しのダ
ウンタイムも許されません。聖路加国際病院
では、
日立電線ネットワークスが提供している
スイッチの高信頼性、耐障害性を過去の経験
から実証。いままで導入した日立電線製の機
器はほとんど壊れたことがないと言います。懸
念されていたのはシステム停止を招くループ
の発生でした。
「これまでは、
どのスイッチのどのポートで
ループが発生しているのかを特定するのが非
常に困難でした。今回の提案でループウォッ
チの機能を付けていただきましたが、
これはダ

AP
AP
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Apresia4348GT

重症な高齢者もいますから、
いろいろなニーズ
ウンタイム対策として非常に有効です」
に対応できる配慮が必要です。長く、
しっかり
（平川氏）
（小室氏）
A p r e s i a 独自のループウォッチ機 能は、 とサポートを行って欲しいですね」
ループの発生を早期に発見し、ループが発生
LANからWANへ。
しているポートをハードウェアの機能でシャット
ダウンするため、他ユーザへの影響をいち早く
今後のネットワーク連携に期待
抑止することができます。
新しい建物での増床を計画している聖路加
「自動的にポートをシャットダウンするだけでな
く、
どの建物の何階の、
どのスイッチングＨＵＢ 国際病院。
「今後の拡張によって病院の建物が分散し
の何番目のポートでループが発生したのかを
通知してくれるので、発生箇所の特定が本当 ていきますから、LANだけでなくWANも考えな
ければいけない。また動画像のニーズも出て
に容易になります」
（平川氏）
きていますから、
そこでの強化が必要になって
病院に精通した信頼ある
くると思います」
（平川氏）
「ネットワークを安全に使いたい。今後はイン
ITパートナーとして
ターネット経由の連携が重要になり、大きな課
どうしたらインターネット
日立電線ネットワークスを継続して採用し 題となっていくでしょう。
た理由として、1 社で研 究 開 発から製 造（ス 経由で拠点間をセキュアにつなげるか。この
点を考えていかなければならないと思います」
イッチングＨＵＢ、
ＬＡＮケーブル等）、構築、保
守、配線工事まで対応できることにあるようで （嶋田氏）
現ネットワークは、検疫システムの導入など、
す。
「 保守などの運用コストも含めて、
とても
既に将来のセキュリティ向上をスコープに入れ
魅力的な価格を提示していただきました。これ
は、自社及びグループの中で、製造まで行っ たステップ構成になっています。 患者サービ
スの向上 のために、
日立電線ネットワークス
ているからでしょうね」
（ 平川氏）
これからももっと安全で安定した院内ネット
「Apresiaは信頼できる製品だと思います は、
し、
自社製品なので知識も豊富です。何かあっ ワークをお客様と共に推進していきます。
た時でも、国内生産なので問題解決が早い。
18年前は配線工事のイメージが強かったの
ですが、2003年の SMILE III 頃から信頼の
できるITパートナーというイメージがあります」
（平川氏）
「18年の間に信頼関係ができていますの
で、対応のスピードは早いと思います。病院の
配管にはLANの配線だけでなく、電気や空
調など、
いろいろな配線が通っています。改築 日立電線ネットワークス株式会社
の場合は新築よりもいろいろ制限があります システムエンジニアリング本部 プロジェクトマネージメント部
し、特に病棟は気をつけなければいけません。 熊谷 匡敏（写真左） 高山 豪太（写真右）

〒101- 0029
東京都千代田区神田相生町１番地 秋葉原センタープレイスビル
（10F・11F）
電話 03- 6381- 8856 http://www.hitachi-cnet.com/
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AX6708S

※ 本事例に記載の内容
（会社名、学校名、組織名、役職名、製品・
サービス内容等）
は、取材時の情報です。
※ Apresiaは、
日立電線株式会社の登録商標です。
※ AlaxalAは、
アラクサラネットワークス株式会社の登録商標です。
※ Account@Adapter、LOG＠Adapterは、
日立電線ネットワークス
株式会社の登録商標です。

