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アイランドシックスは AeroScout の
国内総代理店です。

ソリューション紹介

提言①　 

機器・システム構成イメージ
江副　すでに接種が開始されたファイザー製ワクチンを例に取ると、海外工場から

空輸された後、国内倉庫およびハブとなる地域の拠点医療機関に移送され

てディープフリーザー（超低温冷凍庫）で保管、そこから医療機関や接種会

場に保冷ボックスとドライアイスを利用して再び輸送されます。保冷ボックス

はドライアイスの詰め替えにより配送から約 10 日程度保管可能で、接種場

で解凍、希釈されたワクチンは冷蔵で約 5 日間保管できる、とされていま

す。現状は限定された場所ですが今後、接種が全国に展開され、さらに毎年

継続した接種が必要になる可能性を考えると「一気通貫の温度管理の仕組

み」がないことが非常に懸念です。

若村　ワクチン管理の動きとしては、都道府県、市町村の割当量の調整と卸業者に

よる配送、医療機関での接種実績やワクチン在庫量などの情報伝達と共有を

クラウド上で行うためのシステム（V-SYS/ワクチン接種円滑化システム）が

構築されています。また、内閣官房が主導する接種管理システムも計画され

ています。これから自治体ごとに予約、受付のためのコンタクトセンターなど

の仕組みも整備されるものと思います。温度管理についてはディープフリー

ザーの確保などは実施されているようですが、輸送中や接種現場（アメリカ

では、ドライブスルーワクチン摂取など屋外への対応も想定）を含めた細かな

管理方法については、まだ検討の余地が大いにあると思います。

日本が正式契約を締結し、ワクチン供給を受けることが決まっているのは米ファイザー・独ビオンテック、米モデル

ナ、英アストラゼネカの 3 種類です。ファイザーとビオンテックのワクチンは mRNA と呼ばれるタイプのワクチンで

構造が壊れやすい遺伝子で作られており、常に超低温に保たれなければ接種しても効果が失われる可能性がありま

す。ファイザー製のワクチンの保管温度は －75℃（±15℃） 。モデルナ製の保管温度は －20℃（±5℃） で、それぞ

れ 6 ヶ月間の保管が可能とされます。アデノウイルス ベクター タイプのアストラゼネカのワクチンの保管温度は  2～ 

8℃ で冷蔵は必須であるものの、冷凍の必要はありません。また、ファイザー製ワクチンも米食品医薬品局（FDA）

の認可により －25～15℃ で保管できるようになりました。

しかしながら厳密な温度管理が必要なことは変わりがなく、さらにワクチンにより保管温度が異なることから医療機関

では今後、ワクチンの保管作業が煩雑になることが懸念されています。

2021 年 2 月 17 日から、約 4 万人の医療従事者を対象にした新型コ

ロナウイルスのワクチンの接種が開始されました。今後、4 月以降

に「 65 歳以上の高齢者」約 3,600 万人、さらにその後「基礎疾患が

ある人」約 820 万人に対し、順次行われる予定です。

大規模な接種にあたり課題となるのが「ワクチンをどのように低温を保っ

たまま接種が実施される医療機関や施設まで運び届けるか」ということ

です。

江副　ワクチンの保冷ボックスに温度計センサーがあり、ログが取れていればよいかと言えばそうではありません。2 月 

22 日にニューヨークでワクチンの温度管理が正しく行われず、摂取した 1,400 人のうち 81 人に対して接種の

やり直しを求めていることが報じられ、今後もこのような事例が増えると予想されます。ワクチン接種ではログに

よる事後把握ではダメで、前もって温度管理状態を把握、異常を知らせる仕組みが必要です。今回提言するスタン

レーヘルスケアとシスコのソリューションは、まさにそのニーズに応えるものです。

若村　ワクチンの輸送、管理には多くの関係者が介在しますので、すでにご利用中の Wi-Fi を利活用してシンプルに、

極力人手による作業を減らし、自動化する温度管理の仕組みを取り入れていただきたいと思います。

● Wi-Fi を利用したリアルタイム温度管理システム。温度履歴ログデー
タの収集からレポート作成までを自動化します。

● 物理タグをセンサーとして冷凍庫や保冷ボックス内の温度を一定間隔
で測定。あらかじめ設定した温度を超えるとアラートを発報、スマート
フォンアプリやメールで通知が届きます。

● Wi-Fi を活用することで新たな設備投資や配線工事なども不要、電波
状態が悪い間はログデータを蓄積し、通信可能になると送信する仕組
みのため、輸送にも適しています。

● 確認用の物理ボタンがあり、国際的なレギュレーションの遵守も可能。

● 国立国際医療研究センター（NCGM）における検体保存の温度管理
にも採用されています。

Cisco Meraki （シスコメラキ）クラウド管理ワイヤレス ソリューション
● 臨時の接種会場や倉庫など、屋内、屋外の無線 LAN のない場所へのWi-Fi環境提供をシンプルかつスピーディに行えます。

● 設置されるアクセスポイント（アンテナ端末）側の設定はすべて自動化で行え、クラウドダッシュボードで通信や機器の状態が視
覚化されて一元管理できます。

● 国内の病院をはじめとした医療機関でも豊富な導入実績を誇ります。

ディープフリーザーや
 保冷ボックスへの
設置イメージ
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温度の測定（-30℃～ +75℃） 

T5hタグ
温度 /湿度の測定（-30℃～ +75℃）
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光ファイバ多重化システムにおいて修
士号取得。ネットワーク、無線分野に
おいて15年に及ぶ技術並びにビジネ
ス開発経験がある。平成9年日本電信
電話株式会社に入社、平成14年退社。
日本エアロスカウト代表取締役を歴任
し現在にいたる。株式会社LTE-X　取
締役、無線LANビジネス推進連絡会
渉外・広報委員長、航空無線通信士、
自家用操縦士。

若村 友行
シスコシステムズ合同会社 
インダストリーソリューショングループ 
ヘルスケアビジネス推進担当

AeroScout （エアロスカウト）温度管理システム

AeroScout 温湿度センサータグ

T5bタグ
低温の測定（-60℃～ +140℃） 

T5cタグ
極低温の測定（-200℃～ +140℃）

T15eモニター付きタグ 
測定可能温度域（-200℃～ +140℃）
電源アダプタと電池のハイブリット駆動
＊輸送中の温度管理にも最適

ワクチンの温度管理に ICT を活用し、
統合した仕組み化による現場サポートを

>導入事例ページ

>導入事例ページ

タグの設定、レポート自動生成

ハードウェアマネージャー +
管理ソフトウェア
ハードウェアマネージャー +
管理ソフトウェア

センサーデータを 
Wi-Fi で発信

● 温度が設定しきい値を逸脱した場合、アラートを発報
● 温度管理履歴レポートを確認
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コンタクトトレーシング（近接検知・確認）ソリューション

Cisco Meraki （シスコメラキ）クラウド管理ワイヤレスソリューション

近接履歴（コンタクトトレーシング レポート）

コンタクトトレーシング（近接検知・確認）

機器・システム構成

～接種会場および病棟での医療従事者 濃厚接触管理の仕組み化を

江副　AeroScout のコンタクトトレーシング ソリューションは、自社工場における密を回避する仕組みとして誕生しまし

た。スタッフが小さな物理タグを装着することで、お互いが ２ｍ 以内の距離になるとブザー音、LED、振動で通知

すると同時に、タグの内部に履歴を記録します。退勤時にタグが充電クレードルに戻されると、記録したデータが

ゲートウェイに送信されます。これであればスタッフは朝、現場に入室する際にタグを装着する、帰宅する際はタグ

を充電器に返却するだけなので運用もシンプル。ファイザー社の工場などで展開実績があります。

若村　こちらも Cisco Meraki ワイヤレスソリューション（導入実績の豊富な Cisco Aironet/Catalyst シリーズでも対応

可能）と組み合わせていただくことで、さらなる効果が得られます。AeroScout で取得する「誰と誰が」「いつ、どの

くらいの時間接触したのか」の記録に、リアルタイム位置検知の「どこの場所で」が付加されます。医療従事スタッ

フと陽性者との接触が発覚した際、どこで接触し、その後誰といて、どこに移動したのか経路が特定できるため、拠

点全域を閉鎖したり、消毒する必要もなくなります。ワクチン接種会場だけでなく、感染症対応の医療現場や病床で

も効力を発揮します。

江副　スマートフォンアプリによる運用と比べ、インストールの手間やOS、バージョンとの兼ね合いによるエラーの心配が

なく、さらには医療現場で都度スマートフォンを操作する必要もありません。物理的なタグを身につけることで、ス

タッフの意識改善にもつながります。ICT を活用しての正しいトレーシングにより、施設内の全エリアを除菌するサ

ニタライズコストの削減、接種会場および病院の閉鎖という事態の防止につとめていただきたいと思います。

もう一つの提言が、ICT による接種会場および病棟での医療従事者の

濃厚接触管理、感染症対策に欠かせない「コンタクトトレーシング（近接

検知・確認）」についてです。

スマートフォンアプリを活用した仕組みなどさまざまなアイデアがありま

すが、スタンレーヘルスケアとシスコは、よりシンプルかつ確実なソ

リューションを提供します。

AeroScout（エアロスカウト）は、米国スタンレーヘルスケア社が提供する Wi-Fi ネット
ワークを利用した RTLS・IoT 製品です。ヒトやモノの位置や温度・湿度などの情報をリア
ルタイムかつ自動的に検知・把握でき、業務の効率化に役立てることができます。医療機関
を中心に全世界で 1,600 カ所以上に導入され、数々の実務的な改善を積み重ね、現在に
至っています。
https://aeroscout.jp/

Cisco Meraki （シスコ メラキ）は、シスコシステムズが提供するクラウド管理型エンタープライ
ズ ネットワークのリーダーブランドです。Wi-Fi、ルータ、セキュリティカメラ、SD-WAN、UTM 
などの Meraki 製品は、シンプルに「動く」テクノロジーをコンセプトに設計されています。
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/meraki.html

ソリューション紹介

● 濃厚接触の条件を満たす状況を検知し、アラートを発報、近接履歴を取得するアプリケーションです。

● スタッフやゲストにタグを装着していただき、お互いが 2ｍ 以内に近接するとブザー音、LED、振動で通知し、タグの内部に履
歴を記録します。

● 警告は一時停止や是正措置による解除ができます。距離が離れた場合はアラートが停止。近接状態が続く場合はアラートが繰
り返されます。

● 「近接履歴（コンタクトトレーシング レポート）」により、COVID-19と診断された個人に近接していたすべての人を追跡・特定
できます。

● Cisco Meraki の Wi-Fi による近接検知タグのリアルタイム位置検知機能を併用することで、近接が発生した場所の特定も可
能となります。

＊近接履歴の取得（レポート作成）には、エキサイターとゲートウェイが必要です。
＊タグの位置検知を行う場合は、Wi-Fiネットワークが必要となりますが、
　近接状態の検知・ログの取得にはアクセスポイントは必要ありません。
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＊COVID-19 と診断された個人に近接していたすべての
人を追跡、特定できます。
＊Cisco Meraki Wi-Fi を利用した近接検知タグのリアル
タイム位置検知を併用することで、近接が発生した場所
の特定も可能となります。
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ダッシュボード
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コンタクトセンター

AppDynamics

アプリケーションの
パフォーマンス管理

予約受付と患者エンゲージ
メントのパートナー

シスコの遠隔医療サービス

シスコは、COVID-19 ワクチンの公平なアクセスと
効率的な管理を可能にする、コミュニティ、政府、

医療機関の架け橋を構築するテクノロジーをもたらします
江副　現場の医療従事者がワクチン接種に集中できるよう、ぜひ、我々の提供する ICT のチカラを利活用いただきたいと

思います。AeroScout の温度管理、近接管理およびそれを支える Cisco Meraki のワイヤレスソリューションは、

設定から利用、管理にいたるまで徹底してシンプルです。専用システムを構築するインテグレーションや工事も不要

で、Wi-Fi というオープンなインフラを採用しているため既存設備を活用して低コストで、スピーディに実行できま

す。また、スタンレーヘルスケアとシスコはグローバルにおける医療現場での活用実績も豊富で、その分エコシス

テムの領域も広く、刻 と々変化する現場ニーズにいち早く対応できる強みがあります。

若村　シスコは「医療の変革はワイヤレス（Wi-Fi）で始まる」をメッセージに掲げています。医療現場ではすでに多くの 

Wi-Fi が稼働しています。現状はカルテ端末の接続や、位置情報を機器の資産管理などに活用する動きが出始め

た状況ですが、今回ご紹介した接触履歴や経路探索に加えて、消毒液ポンプの IoT センサーと連携することで手指

衛生のコンプライアンス強化、さらには監視カメラと IoT センサーの連携でワクチン保管庫の開錠者映像の自動記

録など、感染症対策にもさまざまな応用が可能です。シスコは、スタンレーヘルスケアなど数多くのグローバルパー

トナーと協働して世界中のヘルスケアと政府の包括的な復旧を支援しています。日本においても 1 日も早い復旧のた

め、ICT のチカラを最大限、活用いただくことを希望します。

医療の変革はワイヤレス（Wi-Fi）で始まる

wi� RSSI

部屋とサブルーム

チョークポイント

コミュニケーションと
アクセス

現場の業務と管理

セキュリティと
アプリケーション

医療 政府／自治体 流通・管理

環境・温度監視

スタッフの安全と負担

乳児の保護

手指衛生コンプライアンス

感染制御

患者保護

患者とスタッフのワークフロー

ナースコール自動化

資産運用

患者の経路探索

看護

医師

技術

環境

施設管理

ワクチン接種に必要な機能とユースケース

患者へのアクセス方法、福祉支援、
管理業務でのコラボレーションにより、
医療チームと患者に情報を提供

インテリジェントなコンタクトセンターと
エクスペリエンス管理により、
電話での予約受付に対応

行政サービスと住民をつなぐ
バーチャルエンゲージメント

仮設医療施設やモバイルクリニックがワクチン
の配布現場をサポートし、ネットワーク接続と
仮想コラボレーションをあらゆる場所で実現

機器のモニタリングにより、
廃棄されるワクチンや
エネルギー使用量を管理

高度なコンタクトセンター機能と
公平なアクセスを可能にする

 住民サービス

ワクチン接種会場での
セキュリティ、プライバシー、

コンプライアンス

安全性と監視によりセキュリティ、
監視、アラートを確保し、

薬局での盗難や不正行為を防止

アプリケーションの最新化と
セキュリティにより、サービスへのアクセス、
提供、パフォーマンスを迅速かつ安全に拡張

質問、スケジュール、リマインダーの通話量が急増
市民と患者の関与を改善する

予防接種データベースにアクセスする臨床医を安全に接続する
フィールドワクチン接種サイトとモバイルクリニックをつなぐ

盗難、腐敗、サイバーセキュリティのリスクから保護
セキュリティとコンプライアンスの監視と警告

さいごに

シスココンタクトセンター

お問い合わせフォーム
http://www.cisco.com/jp/go/vdc_contact

電話での問い合わせ
平日 10:00～12:00、13:00～17:00
TEL  0120-092-255
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COVID-19 新型コロナウイルス 
ワクチン投与についての提言

① ワクチンの温度管理
② コンタクトトレーシング（近接検知・確認）
に ICT を活用し、統合した仕組み化を

シスコ 　　　　　　× アイランドシックス 

Wi-Fi × クラウド により、多額の初期投資と工事を必要としない
シンプルで管理しやすいソリューションを提供

Recommendation on Vaccination Administration

Cisco Meraki スタンレーヘルスケア/AeroScout
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