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医療機器、
医療情報システム、
汎用分析装置および医用
分析装置の開発、
製造、
販売および据付、
保守サービス
カスタマーサポート本部

を感じたのです」
と語るのはカスタマー
サポート本部 サービスセンタ CT・MR
サービス課 担当課長の羽田 光一さん。
こうした結果をふまえ、新システムの基
盤として選ばれたのは、
日立の「Global
e-Service on TWX-21（以下、GeST）/
故障予兆診断サービス」でした。

点検・交換サイクルの適正化と
突発故障の回避を実現

株式会社日立メディコ

羽田 光一

稲原 徹

鹿野 光明

同サービスは、
日立ビジネスメディアサー
ビス
「TWX-21」のSaaS※5 事業支援基盤を

る成果を上げています」
と稲原さんは語り

活用し、
日立独自の分析技術とIoT/M2M

ます。新システムで最初の監視対象となっ

CT/XR装置にも
予兆診断の適用を進めていく

を用いた故障予兆診断システムをクラウド

た超電導MRI装置においては、
磁石や高

こうした予兆診断の活用により、超電

サービスとして提供するものです。

額消耗部品である冷凍機などの定期点

導MRI装置のダウンタイムを16.3％削減

「今後の新機種への適用や機能拡張

検を以前から実施していましたが、
ダウン

（当社Sentinelカスタマーサポート比）
で

を考えると、
保守やサポートに手間がかか

タイムを極力発生させないよう、
故障する

きたほか、
サービス工数や人件費、交換

らず、
他システムとの連携による拡張性も

前に余裕をもってメンテナンスしたり部品

部品などのトータルコストも低減。
「お客さ

必要です。そこで機器のライフサイクル管

交換を行ったりしていました。今回、
状態

ま満足度の向上と保全コストの最適化を

理全般の機能が充実し、
保守やサポート

監視の導入によって、
磁石の能力低下や

ともに実現する効果がはっきりと出ました」

に実績のあるGeSTの基盤を利用して、
当

冷凍機の経年劣化の検知が可能となり、

と鹿野さんは喜びます。羽田さんも
「今ま

社のSentinelサーバと連携した超電導

点検サイクルの最適化や適切なタイミング

でなら1週間から数日前にならないと把握

MRI装置向け故障予兆診断サービス

での交換を実現することができました。
「従

できなかった故障リスクを、
このシステムな

『Sentinel Analytics』
を立ち上げることに

来よりも部品を長寿命化できたケースもあ

ら1か月から3か月前にとらえることができ

り、
保全作業時間の削減によって稼働率

ます。お客さまは余裕を持って保全作業

の向上に貢献することができました」
と稲

計画が立てられますし、
われわれも部品

原さんは笑顔を見せます。

の余剰在庫が避けられます。GeSTの分

しました」
と稲原さんは説明します。
サービス導入に際しては、
日立メディコの
IoT/M2Mネットワークを活用したため、
短
期間での稼働開始を実現。提供される監

「予兆診断は突発故障の回避にもつな

析エンジンは非常に能力が高いので、
将

視画面も大変見やすく、
日立メディコが求め

がっています。これまで、超電導MRI装

来的にはお客さまごとに適正なアップグ

ていた状態変化のレポート機能も柔軟なカ

置で使われている液体ヘリウムの微量な

レードや保証の提案などの立案ツールと

スタマイズで組み込むことに成功しました。

減少については単一センサーのしきい値

しても使えるでしょう」
と期待を寄せます。

GeSTによる予兆診断は「予想を上回

判定では検出できず、
故障発生後の修理

今後は、
超電導MRI装置よりも台数の多

となり、
ダウンタイムの発生要因となってい

いCT/XR装置にも予兆診断の適用を進

ました。
しかし現在は相関関係にある複

め、
より多くの医療機器の安定稼働をめざし

数センサーを同時に状態監視することで、

ていきたいと語る日立メディコの皆さん。その

当該現象を総合判定で検出できるように

積極的な取り組みを、
これからも日立は

なり、
突発故障を未然に防げるようになっ

GeSTのサービス強化と多様なソリューション

たのです」
と稲原さんは評価します。

の提供によって力強くサポートしていきます。

超電導MRI装置

※5 Software as a Service

お問い合わせ先

（株）
日立製作所 スマート情報システム統括本部
https://www8.hitachi.co.jp/inquiry/it/smart/general/form.jsp

■ 情報提供サイト
http://www.hitachi.co.jp/gest/ht582/
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