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戦略的パートナーシップにより
施設の性能、医療の質・環境をレベルアップ

非営利の統合医療施設である「セント・ルークス・ヘルスシステム」は、周辺地域の人々の、体と心の健
康を維持し守る施設として活用されています。これをさらに活性化し、かつ、コアビジネスに専念する環
境づくりを目指すため、「セント・ルークス・ヘルスシステム」はジョンソンコントロールズに、ファシリティ・
マネジメントの協力を依頼、さまざまな問題が解決され、より機能的に生まれ変わっています。現在、ファ
シリティ・マネジメント部門は「セント・ルークス・ヘルスシステム」の重要な核をなし、「セント・ルークス・
ヘルスシステム」とジョンソコントロールズは素晴らしい戦略的ビジネスパートナーの関係を保ちながら
事業を進めています。
「セント・ルークス・ヘルスシステム」は、総入院床数1,200超、本院並びにサテライト医療施設9ユ
ニット、および多くの医師を抱える診療施設により構成され、カンザスシティ・メトロポリタンエリアとそ
の周辺地域の人々に健康・医療サービスを提供しています。その内容は、初期治療から救命救急医療、さ
らに重度の慢性疾患治療まで多岐にわたり、従業員は6,000人を超えます。
この大規模な統合医療施設の中心的な役割を担っているのは、セント・ルークス病院です。セント・ルー
クス病院は1882年の開設以降、年々高まるカンザスシティのニーズに応えて、移転および幾度にもわ
たる拡張を行ってきました。現在では、病院の敷地は8ブロック以上にも及び、構内には12以上の主要
な施設が建てられています。「セント・ルークス・ヘルスシステム」とジョンソンコントロールズとの戦略的
パートナーシップは、このセント・ルークス病院から始まりました。
当時、「セント・ルークス・ヘルスシステム」は、設備拡張を緊急に必要とする深刻な状況にありました。

ファシリティ・マネジメントのコーポレート・ディレクターであるデニス・チェノウェス氏は、差し迫った難
題を前に、何よりもまず、医療施設運用のレベル向上を実現してくれる戦略的パートナーを見つけること



が必要だと判断しました。同時に彼は、病院
の基本計画においてかなりの資金が費やされ
ているという事実を重要視し、早急なコスト
の合理化をも望んでいました。｢我々の第一
の目標は、介護職員や患者さんに対して、最
も良い施設を提供することであり、これらの
施設を少ない財政負担で維持しなければな
らない。何よりもまず必要なのは、我々がコ
アビジネスである医療提供に注力できる環境
づくり。それを実現させるために不可欠なの
は、優秀な戦略的パートナーを見つけること。
そして、彼らの専門であるファシリティ・マネ
ジメントに力を発揮してもらうことです。｣
幾つかの会社がそれぞれの企画を提案し、

さまざまなプログラムが検討されました。
｢我々が求めていたのは、両者が成功への真の
コミットメントを行い、リスクを負うようなパー
トナーシップ。それがどの企業であるかは、一
目瞭然でした。ジョンソンコントロールズさん
なら、我 と々ともに戦略的パートナーシップを
組める。非常に満足のゆくプログラムを開発
し、提案してくれました。」多くの企業が並ぶな
か、チェノウェス氏は迷わずジョンソンコント
ロールズを選択しました。｢セント・ルークス病
院で成功したら、そのプログラムをシステム
全体で行うつもりで、ファシリティ・マネジメン
ト契約にサインをしました。」プログラムの成
功の結果、当社は今や5つの病院、1棟のデー
タセンター、大規模なコミュニティ・クリニック
1棟を管理しています。

ビジネス目標と整合する
ファシリティ・マネージメントで
既に数々の成果を達成

当社の最終目標は、「セント・ルークス・ヘル
スシステム」にとって理想的な施設サービス
を提供することであり、介護職員や患者をは
じめ、周辺地域の人々の健康を守る拠点とし
て、スタッフが注力できる環境づくりです。「セ
ント・ルークス・ヘルスシステム」が本来のビ
ジネス目標と理想的な医療を達成するため
の、戦略的に整合・統合されたファシリティ・
マネジメント・ビジネスを提供すべく、尽力し
ています。｢当社は、質、生産性、サービス、時
間短縮においての改革と継続的な改善に力
を注いでいます。サービス内容は非常に包括
的で、確実に結果を出しています。現在「セン
ト・ルークス・ヘルスシステム」は多くの利益
を生みながら、健全なビジネス運営を推進し、
「セント・ルークス・ヘルスシステム」本来の強
みをより活かせるものとなっています。」ジョン
ソンコントロールズのブランチ・マネージャ
ー、ジェフ・ゴールドは、その結果に確かな手
応えを感じています。

「セント・ルークス・ヘルスシステム」から当
社への支払いは、ファシリティ・マネジメント契
約に基づいて一定の金額で行われています
が、「セント・ルークス・ヘルスシステム」は、す
でに大きな金銭的改善を得ています。従来の
オペレーション予算では毎年4～12パーセ
ントの追加発生がありましたが、ジョンソンコ
ントロールズとの契約後は、予算の追加は不
要となりました。さらに、施設、屋根、駐車場、
低圧システム、敷地、機器といった「セント・ル
ークス・ヘルスシステム」の重要な資産に関
する財政・オペレーション上のリスクの多くは
ジョンソンコントロールズへ移行され、その
安全が保障されるように改善されました。
｢リスクが激減した上に、オペレーションの
合理化、プロセスの標準化により年間50万
～75万ドルの予算削減が出来ました｣と、チ
ェノウェス氏は予想以上の成果に驚いていま
す。当社は、従業員の生産性を高め、患者や
スタッフのニーズに対する素早い対応を強
化。また、予防メンテナンスの効果を増大さ
せ、管理スタッフの余計な仕事を減らすこと
を実現しました。さらに、各サイトのキーとな
る人物に対して、重要システムについての特
別トレーニングを行いました。これにより、患
者とスタッフの満足度をアップ、それまで出
ていた損失の原因となる案件は解決し、以降
の損失を防ぎました。
｢ジョンソンコントロールズさんは、資本入
れ替えプログラムに基づき、10年間の計画
期間で必要な資本を見極めるとともに、重点
的に投資することで我々が戦略的ゴールを達
成出来るように、提案・サポートしてくれてい
ます｣と、チェノウェス氏は絶大な信頼を寄せ
ています。｢ジョンソンコントロールズさんの
お蔭ですでに随所が省エネ化され、さらに既
存および新規設備の今後の省力化の可能性
分析も出来るようになりました。」

絶大な信頼と
理想的パートナーシップで
包括的サービスは各方面を網羅

ファシリティ・マネジメント契約に基づくジ
ョンソンコントロールズの職務では、「一般ビ

｢ジョンソンコントロールズ
さんとの関係は、理想的な
パートナーシップであると
考えています。我々は、一
緒にプラントオペレーショ
ンとメンテナンスの水準を
高め、医療介護者に対して
より良いサービスを提供し
ています｣

セント・ルークス・ヘルスシステム
ファシリティ・マネージメント
コーポレート・ディレクター

デニス・チェノウェス氏



ル・敷地メンテナンス」「配管、鍵に関するサ
ービス」「機械、電気、HVAC機器のメンテナ
ンス」「防災安全システム、照明コントロール」
「CCTV」「入退室管理」「ビル管理システム」
「新施設のコンストラクション・マネジメン
ト」まで一任されています。当社は、「セント・
ルークス・ヘルスシステム」のさらなる発展に
向け、また、新たな施設がシステムとコミュニ
ティの長期ニーズに合うようにするために、
マスタープランニングの立ち上げから加わり、
建築家やエンジニアと共に協力して仕事をし
ています。
現在では、当社の役割は、従来のファシリテ
ィ・マネジメントの粋を超え、患者の介護に影
響を与える範囲にまで及んでいます。一例を
挙げれば、「医療ガスシステムのオペレーショ
ンと点検」「ナースコールシステム」「患者用の
高機能ベッドのメンテナンス」等々。これらの
機器の故障はヘルスシステムの患者ケアに
直接影響を与えるもので、非常に重大な責任
が課せられます。
これらの職務を果たすために、ジョンソン

コントロールズの職員であるゴールドは、ヘル
スシステムのファシリティ・マネージャーとし
て72名のスタッフを管理していますが、その
うち32名がジョンソンコントロールズの職員
です。チームの成功には、職員が一丸となっ
て仕事に向かうことが必要不可欠ですが、セ
ント・ルークス病院とジョンソンコントロール
ズの職員は、同じユニフォームを着て同じイ
ベントに参加しています。同時にまたジョンソ
ンコントロールズの職員は、医療環境ミーテ
ィングや品質向上チームなど、「セント・ルーク
ス・ヘルスシステム」の要となる職務にも、セ
ント・ルークス病院の社員と同じ立場で参加
したり、各種施設基準や調査のための準備や
指導的役割も担っています。
サービス、予防メンテナンス作業の管理に
は、「CMMS（Computerized Maintenance
Management System）」が使用されてい
ます。このCMMSは、セント・ルークス病院の
ウォーナルキャンパスにあるジョンソンコン
トロールズのコールセンターが運用していま
す。コールセンターでは、当社が管理している
7つの施設に対して、365日24時間体制で
サービスを提供しています。年間おおよそ10
万件の作業指示、予防メンテナンスチケット
がCMMSによって処理されており、傾向結果
や膨大なデータは、機器の性能を随時チェッ
クしたり、モニタリングにも活用されます。定
期的に情報レポートを作成し、それをもとに、
当社と「セント・ルークス・ヘルスシステム」で、
コストの見直しを行い、施設の性能のモニタ
リングによって品質確保の為の意思決定をし
ています。

ファシリティ・マネジメントが
高く評価され権威ある
「マルコム・ボルドリッジ賞」
を受賞

ジョンソンコン
トロールズにファ
シリティ・マネジメ
ント部門を一任し
た結果、セント・ル
ークス病院は「マ
ルコム・ボルドリッ
ジ賞」を受賞しまし
た。これは、米国に
おける品質管理の

最も権威ある表彰制度です。セント・ルークス
病院を含めてこれまでにこの賞を受賞した
病院は4院だけ。しかも、表彰対象としてファ
シリティ・マネジメント部門が含まれているの
はセント・ルークス病院のみです。｢マルコム・
ボルドリッジ賞では、施設の性能と品質も大
いに評価されました｣と、「セント・ルークス・
ヘルスシステム」のチーフ・メディカル・オフ
ィサーであるジョージ・パジェル氏は、当社を
賞賛しています。｢我々のファシリティ・マネー
ジャーとして、ジョンソンコントロールズさん
は、まずは効果的に施設を管理し、続いて定
量的データをまとめて審査官に提出しました。
これが受賞プロセスの中でも重要な役割を
果たしました。｣
また、セント・ルークス・サウスが「カンサ

ス・エクセレント・アワード」を受賞した際も、
パートナーを務めていたのは当社でした。｢ジ
ョンソンコントロールズさんに一任していた
仕事は、非常に重要な部分を占めていました。
ジョンソンコントロールズさんの品質に対す
るコミットメントがこの受賞に反映されていま
す。同時にまた、我々が患者さんやコミュニテ
ィに対して提供したいと思っている医療環境
を、ジョンソンコントロールズさんが実現して
くれたのです。当然それも、受賞に大きく貢

「室内無線インフラは、技
術の発達に伴い、今後さ
らに多彩に活用できるよ
うになるでしょう。デジ
タル画像等、今以上に高
度な情報を医師へ伝達で
きるようになるでしょう
し、無線ICタグの利用に
より患者さんやその他の
重要な情報の記録管理が
できるようになります。
大いに期待しています。」

セント・ルークス・ヘルスシステム
副社長 兼 最高情報責任者
ジョン・ウェイド氏



献しています。」セント・ルークス・サウスの最
高財務責任者であるエイミー・ナイチンゲー
ル氏もまた、当社を高く評価しています。
「セント・ルークス・ヘルスシステム」のため
に、当社は、システム全体を効率よく運用す
るための5つの戦略的重点項目を随時チェッ
クしています。それは、「人」「財務」「臨床管理
品質」「成長・発展」「顧客満足度」です。それぞ
れの項目では、データ計測のための詳細な手
順が組まれています。例えば、「臨床管理品質」
での計測手順は、予防的メンテナンスやルー
チン業務を終了するのに平均何日かかるか、
患者に対する業務にはどの位時間がかかる
かといったもので、これらの計測はCMMSに
よって毎日計算され、当社のアナリストが文書
化し、直ちにセント・ルークス病院の品質管理
部門へ報告されます。

患者さんを第一に考えた
患者さんのための技術・システム

「セント・ルークス・ヘルスシステム」の副社
長で最高情報責任者のジョン・ウェイド氏によ
ると、ヘルスケアシステムには、日々新技術の
需要が増大しているとのことです。この需要
に応えることに加えて、システムでは新しい
技術が患者さんにとって便利で機能的なもの
にしなくてはなりません。この難題を解決し
たのは、ジョンソンコントロールズです。「音声
及びデータの無線技術は非常に役立つもの
だということは判っていました。しかし、それ
をどのように導入したらよいのかという部分
で、大変苦労していました。そんなとき、ジョ
ンソンコントロールズさんが屋内無線分配シ
ステムについての提案を持って来てくれたの
です。おかげで直ちに導入することができま
した。」
この無線分配システム導入により、施設内

の患者さんを介護する上で不可欠な、さまざ
まな音声及びデータの無線通信が可能とな
りました。「これは、導入したその日から医療
サービスの質の向上につながりました。医師
がどこにいてもリアルタイムで情報を伝える
ことができるのですから、とても心強いです
し、患者さんを守ることができるのです」と

ウェイド氏は感激しています。セント・ルーク
ス・イーストのチーフ・ナーシング・オフィサー
である、グロリア・ソリス氏もまた、「医療上の
指示、記録、処方などが、患者さんのカルテに
随時入力されていくので、患者さんのデータ
フローは格段に向上しました」と、ジョンソン
コントロールズの屋内無線分配システムを絶
賛しています。さらなる効率アップを目指す当
社は、現在、病院ネットワーク全体においてさ
らに無線の互換性を高めるべく、「セント・ルー
クス・ヘルスシステム」のソフトウェア開発チ
ームと協力し、作業を進めています。

さらなる将来への飛躍

「セント・ルークス・ヘルスシステム」とジョン
ソンコントロールズは共に、施設サービスの
向上、導入されたインフラ、テクノロジーの活
用を探求しています。｢医療はますますインフ
ォメーションビジネスになりつつあります。こ
れは我 と々ジョンソンコントロールズさんにと
って素晴らしいチャンスです｣と、セント・ルー
クス・ヘルスシステムの副社長兼最高情報責
任者であるジョン・ウェイド氏は言います。｢既
に無線インフラ整備への投資を行っているこ
と、そしてその高機能性について、我々はたい
へん満足しています。｣
｢我 と々ジョンソンコントロールズさんの関

係は、システムと共に成長します。今後も、新
しいキャンパスの建設や改築において、ジョン
ソンコントロールズさんの現地職員やミルウ
ォーキーからの継続的サポートを期待してい
ます。ジョンソンコントロールズさんが提供し
ているサービスは、我々の成長に伴いさらに
多岐にわたり拡大されるでしょう｣と、チェノウ
ェス氏は今後の両社の飛躍を見据えます。

※この文書は米国ジョンソンコントロールズ発行の
文書を翻訳したもので、文中には一部国内では提
供されていないサービスも含まれます。

○C 2007 Johinson Controls, Inc. www.johnsoncontrols.co.jp Printed in Japan  CSST-H05-014_J2 2008 Feb/TK2000

このパンフレットは�
古紙配合率100%再生紙を使用しています�〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-50-1 笹塚NAビル　TEL 03-5738-6100

「セント・ルークス・サウ
スでは独自のビジョンを
設けており、その実現に
は各方面から多くの期待
がかけられています。私
たちがこれらの期待に応
え、ビジョンを全うする
のに、ジョンソンコント
ロールズさんはなくては
ならないパートナーで
す。」

セント・ルークス・サウス
最高財務責任者

エイミー・ナイチンゲール氏

「セント・ルークス・ヘルスシステム」の、“患者さんを第一に考えた患者さんのための技術”
を実現したもうひとつの代表的なシステムは、最先端のeICU（電子集中治療室）です。セント・
ルークス・テクノロジーセンターにあるこのeICUは、認定された看護士、秘書、医師によって
運営されています。eICUのスタッフは、遠隔監視システムを使って、システム全体の病院内の
ICUスタッフに24時間体制でサポートを提供することができます。ビデオや音声システムによ
り、ベッドサイドの介護者や患者さんとの直接のコンタクトもできるようになりました。

eICUによる遠隔技術の活用
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