
患者へのiPadの導入 
セットアップガイド


概要

医療機関は患者とのつながりを強化し、快適な入院生活を送ってもらうことに重点を置く  
ように変化してきています。iPadと患者中心のアプリケーションを導入することによって、  
病院は患者の入院から退院までの各手順を強化できます。他社製のiOSアプリケーションを
使うと、患者は様々なことができるようになります。自分の毎日のスケジュールにアクセスする、
自分の医療チームとつながる、経過状況を確認する、治療計画に関する情報を入手する、  
自分に合ったエンターテインメントを楽しむ、といったことができます。


このセットアップガイドでは、患者向けのiPadを構成し導入する病院のIT部門のスタッフを  
対象に、ガイダンスを提供します。患者がiOSアプリケーションにアクセスできるように、  
iPadを最小限の設定で事前構成できます。またIT部門は、モバイルデバイス管理（MDM）を  
使うと、素晴らしいユーザー体験を損なわずに患者のデータを保護できます。患者が退院した
ら、iPadを安全にワイプできます。患者が生成したデータはすべて削除された後、出荷時の  
設定にリセットされ、次の患者が使用できる状態になります。


患者へiPadを導入する際に重要なポイントは、デバイスを病室で保管するかステーションなど
で集中保管するか決めることです（「病室保管」と「集中保管」のセクションで説明します）。  
病室保管では、ワイヤレスでiPadのデータを消去してリセットするため、病室からデバイスを  
移動させる必要はありません。この方法は、看護師やほかのスタッフが必要な作業を最小限
に抑えることができるため、多くの病院で採用されています。一方、iPadの台数が病室数に  
満たない場合や、デバイスを管理できるスタッフやボランティアが患者の入退院時にすぐに  
対応可能な場合は、集中保管が適切なこともあります。


どちらの導入シナリオを採用する場合も、導入を成功させるには本書で説明する準備が  
重要になります。  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準備

このセクションでは、デバイスとアプリケーションを病院に導入する場合に必要な4つの手順に
ついて説明します。


インフラの評価

最初の手順は、ネットワークインフラの評価です。病院の物理的なレイアウトとその物理空間  
での人の動きは、ネットワークを設計し、Wi-Fiの通信範囲と容量を検討する上で重要です。


Wi-Fiとネットワーク機能

一貫性があり、信頼性の高いワイヤレスネットワークへのアクセスは、iOSデバイスの設定と  
構成に重要な役割を果たします。病院のWi-Fiネットワークで、全ユーザーが複数のデバイスに
同時に接続できることを確認してください。また、デバイスがAppleのアクティベーションサーバ
やiTunes Storeにアクセスできない場合は、ウェブプロキシやファイアウォールのポートを構成
しなければならないことがあります。AppleとCiscoは、iOS 10以降を搭載するデバイス向けに
最適なネットワーク体験をお届けします。これらのネットワーク機能についての最新情報は、
AppleまたはCiscoの担当者までお問い合わせください。


コンテンツキャッシュ

コンテンツキャッシュはmacOSに統合された機能です。頻繁にリクエストされるAppleサーバ
からのコンテンツのローカルコピーを保存し、ネットワークでコンテンツのダウンロードに必要
な帯域を節約するのに役立ちます。コンテンツキャッシュは、App Store、Mac App Store、
iTunes Store、iBooks Storeを介したソフトウェアのダウンロードと配布をスピードアップ  
します。また、ソフトウェアアップデートもキャッシュするため、複数のiOSデバイスにさらに高速
にダウンロードできます。コンテンツキャッシュには、テザリングキャッシュサービスが含まれ  
ます。このサービスにより、MacはUSB経由で接続された多数のiOSデバイスとインターネット
接続を共有できます。


MDMソリューションへの投資

MDMを使うと、組織は、病院環境でiOSデバイスを安全に登録したり、ワイヤレスで設定を 
構成およびアップデートしたり、ポリシーを確立したり、アプリケーションを配布して管理したり、
管理対象デバイスをリモートワイプまたはリモートロックすることができます。これらの機能は
iOSに組み込まれており、他社製のMDMソリューションによって有効化されます。様々な  
ベンダーがMDMソリューションを提供しています。クラウドソリューションとオンプレミスで  
インストールされるソリューションがあります。MDMソリューションの機能と価格は様々なので、
必要に応じて最適なソリューションを柔軟に選ぶことができます。MDMソリューションプロバ
イダによっては事前定義設定も提供しているので、患者が使うデバイスの構成がさらに簡単に 
なります。


患者へのiPadの導入  |  セットアップガイド  |  2017年11月  2



構成の作成

MDMソリューションを決めたら、患者の使用に最適化された構成を作成する必要があります。
構成は、MDMソリューションによってワイヤレスでインストールできます。構成には、通常、患者
向けにデバイスをセットアップするための設定と機能制限が含まれます。これらの設定によって、
患者の最初の体験を効率化でき、個人情報を保存する可能性のある機能やサービス、または 
不要な機能やサービスを無効化できます。


機能制限

以下は、デバイスに個人情報が残らないようにするため、無効にすることが好ましい機能の  
例です。注意：名称はMDMソリューションによって異なる場合があります。


デバイス管理：手動によるプロファイルのインストールを許可しない、機能制限の設定を許可  
しない、デバイス名の変更を許可しない、アカウントの変更を許可しない、強制的に追跡型広告
を制限する、Configurator以外のホストとのペアリングを許可しない。


データ管理：管理対象外の出力先で管理対象ソースからの書類を許可しない、管理対象の出力
先で管理対象外ソースからの書類を許可しない、AirDropを管理対象外の出力先とみなす。


アプリケーション：ホーム画面でApp Storeアイコンを使用できないようにする、アプリケー
ションの削除を許可しない、アプリケーション内課金を許可しない、ユーザーが管理対象外の 
エンタープライズアプリケーションを信頼することを許可しない、ホーム画面で特定のアプリケー
ションを非表示にする。


メディア：iTunes Storeの使用を許可しない、iBooks Storeの使用を許可しない、Game 
Centerの使用を許可しない、iTunes Storeのパスワード入力強制のチェックを外す、必要に
応じてメディアコンテンツを制限する。


ホーム画面のレイアウト、紛失モード、およびその他の設定

監視対象デバイスのホーム画面で、アプリケーション、フォルダ、ウェブクリップをどのように 
配置するかを管理できます。安全な患者用アプリケーションを使って病院スタッフが患者の 
QRコードをスキャンしたり、患者の写真を電子カルテ（EMR）アプリケーションに追加する場合
は、カメラを使用できるようにします。紛失したiPadデバイスを追跡するには、お使いのMDM
ソリューションが紛失モード関連の機能（紛失に関するメッセージの表示、デバイスの位置情報の
クエリ、リセットまたは復元後の紛失モードの再有効化など）に対応していることを確認して  
ください。紛失モードを使うと、ユーザーが位置情報サービスを無効にしている場合でも、管理者
は紛失したデバイスの位置情報をクエリできます。
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デバイス設定の自動化

Device Enrollment Program（DEP）を利用すると、Appleまたはプログラムに参加している
正規販売店や通信事業者から直接購入した病院所有のiOSデバイスを、迅速かつ効率的に導入
できるようになります。DEPを利用すると、アクティベーション時に患者のデバイスを自動的に
MDMに登録できます。また、Apple Configurator 2を使用することで、購入方法にかかわらず
iOSデバイスを手動でDEPに登録することができます。DEPを使用するとデバイスが常に監視
モードになり、MDM登録が必須となります。ただし、30日間はデバイスから登録、監視、および
MDMを削除することができる仮登録期間となります。


DEP設定の構成

DEPのデバイスとMDMソリューションを関連付け、以下の設定を実装することを 
検討しましょう。


• 監視モードを有効にする。


• ペアリングを許可する（必要に応じて、後でプロファイルを通じて無効にする）。


• MDMプロファイルの削除を許可しない。


• MDM登録を要求する。


• 設定アシスタントのすべての画面をスキップする。


注意：名称や分類はMDMソリューションによって異なる場合があります。


アプリケーションの配布

Volume Purchase Program（VPP）を利用すると、アプリケーションを一括購入し、MDM  
ソリューションを使って患者に配布できます。MDMソリューションはVPPと統合されているので、
そのアプリケーションを利用できるあらゆる国のデバイスにアプリケーションを配布できます。


アプリケーションをデバイスに割り当て

病室保管および集中保管のどちらの方法で導入する場合でも、MDMソリューションまたは
Apple Configurator 2を使ってデバイスにアプリケーションを直接割り当てる必要があります。
デバイスにアプリケーションを割り当てると、MDMによってそのデバイスにアプリケーションが
プッシュされます。Apple IDやiTunesアカウントは不要です。そのデバイスを使用するユーザー
は、だれでもアプリケーションにアクセスすることができます。


アプリケーションカタログの作成

MDMソリューションプロバイダと共に、患者に使ってほしいおすすめのアプリケーションの 
カタログを作成することを強く推奨します。アプリケーションカタログは、患者向けの推奨  
アプリケーションを紹介するものです。患者は必要に応じてセルフサービスでアプリケーション
をダウンロードできます。


通常、初回セットアップ時にあらかじめインストールする必要がある重要なアプリケーションは
わずかです。アプリケーションカタログを導入することで、患者は推奨されるアプリケーションを
必要に応じて、追加でダウンロードできます。これによってWi-Fiネットワークの負荷を抑え、導入
にかかる時間を大幅に短縮できます。
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病室保管

ネットワークとMDMインフラの準備ができたら、導入シナリオを選ぶ必要があります。  
病室保管による導入では、ワイヤレスでデバイス設定とソフトウェアアップデートを行うことが 
でき、患者の退院時には自動的にiPadをリセットできます。この導入シナリオでは、デバイスを
各病室に置くことができるので、患者は病室に入るとすぐにiPadをカスタマイズできます。


初回セットアップ

iPadを手にした患者は、まず内蔵された設定アシスタントのガイドに従ってデバイスを  
パーソナライズします。患者は、「こんにちは」画面から、言語、地域、「手動で設定」、公共の
Wi-Fiネットワークを選択する必要があります。その他の手順は不要です。設定アシスタントの
その他の画面は、すべてDEPによってスキップできます。


最初の接続と登録を確立するには、キャプティブポータルを使用せずに公共のWi-Fiネットワー
クを提供する必要があります。iPadが登録されると、MDMが自動的にデバイスをプライベート
Wi-Fiネットワークに移行して残りの設定を行います。プライベートWi-Fiネットワークを使用 
することにより、患者の入院期間中のセキュリティも向上します。


以上が完了すると、MDMはワイヤレスでデバイス設定を構成し、アプリケーションをインストール
します。このプロセスにかかる時間は、Wi-Fiネットワーク、キャッシュサーバ使用の有無、各iPad
にインストールするアプリケーションの数によって異なります。


デバイスのリセット

患者が退院したら、すべてのコンテンツと設定を消去してiPadをリセットし、次の患者が使える
ようにする必要があります。MDMを使ってiPadをリモートでワイプするか、手動でデバイスを  
リセットすることができます。


MDMでリモートワイプ

iPadをリモートでワイプするには、MDMで完全なデバイスワイプをワイヤレスで行います。 
通常、IT管理者がこのタスクを実行しますが、MDMソリューションを使ってリモートワイプ  
コマンドを自動化すればより簡単に行うことができます。例えば、患者の退院時に病院の設定 
でリモートワイプをトリガするには、EMRまたはその他の記録保持システムからMDMソリュー
ションに通知を送信します。次に、この信号を使ってMDMサーバからリモートワイプをトリガ  
します。このプロセスを統合するアプローチには、以下の2つがあります。


• MDMベンダーは、アクセス可能なシステムまたはネットワーク環境からの退院コマンドを
「リッスン」し、リモートワイプを開始するコードを記述できます。


• EMRシステムは、この機能を製品に直接組み込み、患者が退院するとすぐにiPadを自動的に
ワイプすることができます。


手動によるリセット

手動によるリセットでは、スタッフが「設定」>「一般」>「リセット」>「すべてのコンテンツと設定を
消去」をタップします。


注意：集中保管の形式で導入する場合、リモートワイプを有効にする必要はありません。  
詳しくは「集中保管」セクションをご参照ください。
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集中保管

病室で保管しない場合は、ポータブルワークステーションに取り付けられた安全なカートで 
複数のiPadデバイスを保管します。各iPadはUSBでMacに接続され、自動登録プロセスを 
使用してiOSデバイスをワイプしホーム画面にリセットしてから次の患者に割り当てます。


このワークフローは、Apple Configurator 2を使ってハンズフリーの設定プロセスを有効に 
するので、ユーザーがiPadをタップする必要はなく、スタッフがiOSデバイスの出入りをチェック
するのも簡単です。


Apple Configuratorの設定

Apple Configurator 2は無料のmacOSアプリケーションで、iOSデバイスを最新バージョン
のiOSにアップデートしたり、デバイスの設定や機能制限を構成したり、アプリケーションや  
その他のコンテンツをインストールすることが可能です。初回セットアップの後は、MDMまたは
Apple Remote Desktopを使って、引き続きすべてをリモートで管理できます。詳しくは
「Apple Remote Desktopのインストール」のセクションをご参照ください。


Apple Configurator 2で監視モード識別情報を作成し書き出す方法については、  
configautomation.com/identity-files.html（英語）をご参照ください。この識別情報は、
DEP登録され、監視モードに設定されたデバイスの管理に使用するため、MDMにアップロード
する必要があります。


自動化ツールの有効化

Automatorを使って、macOSおよびそのアプリケーションの機能を自動化します。 
Apple Configurator 2に関するAutomatorのアクションを利用すると、iOSデバイスを 
セットアップするための「自動化レシピ」を簡単に作成して適用できます。その結果、接続された
複数のiPadデバイスを効率的に構成および設定できます。Automatorの使い方について 
詳しくは、configautomation.com（英語）をご参照ください。


「Apple Configurator 2」>「自動化ツールをインストール」を選択して、Apple Configurator 2
で自動化ツールのインストールが有効化されていることを確認してください。
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Wi-Fi構成プロファイルの作成

Apple Configurator 2を使って、Wi-Fi資格情報を含む構成プロファイルを作成します。  
以下を決定してください。


• サービスセット識別子


– 非公開ネットワーク


– 自動接続


• プロキシ設定


• セキュリティの種類


• パスワード


• ネットワークタイプ


初回デバイス登録の実行

デバイスの最初の導入を実行するには、以下のワークフローを作成します。  
Apple Configurator 2では、DEP登録をAutomatorのアクションとして利用できます。


接続されているデバイスを取得：デバイスのタイプを選択します。


自動登録を使用するデバイスを準備：先ほど作成したWi-Fi構成プロファイルを追加し、 
言語およびロケールの設定を行います。


注意：デバイスの接続時にiTunesや写真が起動しないようにするには、Apple Configurator 
2を実行している必要があります。または、適切なdefaultコマンドを使ってこの動作を無効に  
します。


すべてのデバイスをiPad用カートまたはUSBハブに接続し、最初の導入ワークフローを  
実行します。
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デバイスの更新に関するAutomatorの構成

以下のワークフローを作成して、iPadが接続された時にデバイスの更新を実行します。 
configautomation.com/attach-workflow.html（英語）から、以下の接続時のアクションを
ダウンロードしインストールします。


Automatorのワークフロー：接続時のワークフローは、「Begin Attached Workflow」 
アクションで開始して「End Attached Workflow」アクションで終了する必要があります。


消去と復元のアクション：「Begin」アクションの後の最初のアクションは、「デバイスを消去」 
または「デバイスを復元」です。


「デバイスを消去」アクションを行うには、接続されているデバイスのロックを解除してペアリング
するか、監視モードに設定しておく必要があります。iOS 9よりも前のバージョンのデバイスで  
この操作を行う場合は、監視モード識別情報が必要です。


接続されるデバイスがこれらの要件を満たしていない場合、またはApple Configurator 2の
監視モード識別情報と、デバイスを監視する識別情報が一致しない場合、このワークフローは
失敗します。


「復元」アクションでは、デバイスが監視モードに設定されている必要はありません。接続された
デバイスをワイプし、必要に応じて最新のOSをインストールします。このプロセスには約5分  
かかります。


自動登録を使ってデバイスを準備する：このアクションの構成方法は、初回構成と同じです。


患者へのiPadの導入  |  セットアップガイド  |  2017年11月  8

http://configautomation.com/attach-workflow.html


attachシェルスクリプトコマンドファイル

iOSデバイスの接続時にワークフローが自動的に実行されるようにするには、シェルスクリプト
コマンドファイルを作成する必要があります。このスクリプトは、cfgutilアプリケーションによって
実行されます。詳しくは、configautomation.com/attach-workflow.html（英語）をご参照
ください。例を次に示します。


#!/bin/bash 

# set attachPID to Process ID of THIS thread 

export attachPID=$$ 

# Set Attached Device Directory Value 

workflowPath=$(echo ~/Library/Workflows/attachment-workflow.workflow) 

automator -i 

"ECID=$ECID&attachPID=$attachPID&PATH=$PATH&UDID=$UDID&dev  
iceName=$deviceName&deviceType=$deviceType&buildVersion=  
$buildVersion&firmwareVersion=$firmwareVersion&locationID=  
$locationID" "${workflowPath}" 

# Check if Cache File exists 

if [ ! -f ~/Library/Caches/com.apple.configurator.AttachedDevices/

$ECID.plist ];  

then 

echo "Cache file not found - Automator Workflow completed  
successfully" 

else 

# Cache file found - Need to check if the PID matches 

echo "Cache File Found - Test PID" 

# Get the PID from the file 

filePID=$(defaults read ~/Library/Caches/com.apple.configurator.  
   AttachedDevices/$ECID.plist attachPID) 

if test $attachPID -eq $filePID 

then 

# The file was created by this PID so the Workflow Failed - Clean up 

echo "PID Match - Workflow has failed - Clean up" 

rm ~/Library/Caches/com.apple.configurator.AttachedDevices/

$ECID.plist 

    else  

# Re-Entry - Do Nothing 

echo "Re-Entry - Do Nothing" 

    fi 

fi 

コマンドファイル（attach.command）内のプレースホルダを、デバイスの接続時に実行したい
Automatorワークフローへのパスに変更してください。


workflowPath=$(echo ~/Library/Workflows/attachment-workflow.workflow) 

追加するワークフローと一緒にこのスクリプトを保存し、実行可能にします（chmod +x）。 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意図しない結果にならないために：「Restore Device」アクションを使用する場合、ワーク  
ステーションに接続されているすべてのデバイスが、警告なしにワイプされます。


既知のデバイスでのみスクリプトが実行されるようにするため、スクリプトで提供されたデバイス
のリストと、接続されているデバイスを照合することができます。


詳しくは、configautomation.com/attach-workflow.htmlの「Specifying Workflows 
for Device Groups」（英語）をご参照ください。


デバイス更新の自動化

iOSデバイスがホストコンピュータに接続された時、または接続が解除された時に指定された
シェルスクリプトのインスタンスを自動的に実行するには、Launch Serviceインストラクション
ファイルを作成し、インストールします。サンプルファイルがconfigautomation.com/  
autoloaunchfiles.zipに用意されていますので、ダウンロードしてください。


提供されているLaunch Servicesプロパティリスト（com.example.attached.plist）で、 
プレースホルダを、使用するコマンドファイルのパスに変更してください。変更したプロパティ 
リストファイルを、ユーザーの「ライブラリ」フォルダの「LaunchAgents」フォルダに置きます。
次回ログイン時にプロセスを自動的に読み込むか、launchctlコマンドを使って手動で切り替え
られます。詳しくは、configautomation.com/attach-workflow.html（英語）をご参照  
ください。以下は一例です。


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0// 

EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> 

<plist version="1.0"> 

<dict> 

<key>KeepAlive</key> 

<true/> 

<key>Label</key> 

<string>com.example.attached</string> 

<key>ProgramArguments</key> 

<array> 

 <string>/usr/local/bin/cfgutil</string> 

 <string>-vvv</string> 

 <string>exec</string> 

 <string>-a</string> 

 <string>'/Users/yourUserName/path/to/ 

 exampleattachment.command'</string> 

</array> 

<key>RunAtLoad</key> 

<true/> 

</dict> 

</plist> 
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監視モードのファイルのファイル権限

cfgutilユーティリティが監視モード証明書と秘密鍵を使用するためには、スクリプトを実行  
しているユーザーのみがそれらを読み取れるように設定されている必要があります。


ターミナルで「chmod 700 <ファイルへのパス>」を使って、ファイルシステムで監視モード  
ファイルが移動された場合に、それが保証されるようにします。


Apple Remote Desktopのインストール

Apple Remote Desktopは、macOSのリモートデスクトップ管理アプリケーションです。 
ソフトウェアの配布、アセット管理、およびリモートアシスタントに使用できます。集中保管による
導入では、Apple Remote Desktopを利用して、1台のMacから複数のApple Configurator 
2ワークステーションをリモートで管理できます。これによって、スタッフが患者のiPadデバイスに
チェックインおよびチェックアウトするのを妨げることなく、構成プロファイルに必要なアップ
デートをすばやく行うことができます。Appleまたは他社の既存パッケージを用意し、パッケージ
のインストールを使って病院環境内の複数のワークステーションにコピーしてインストールする 
だけです。Apple Remote Desktopの画面共有機能を利用すると、すぐにリモートステーション
をサポートできるので、IT管理者と病院スタッフの両方にとって時間の節約になります。


Apple Remote Desktopの設定について詳しくは、www.apple.com/remotedesktop/
pdf/ARD3_AdminGuide.pdf（英語）をご参照ください。


まとめ

病院がiPadをユーザーグループに導入する場合でも、組織全体に導入する場合でも、患者用
iPadデバイスの導入と管理の方法にはいくつかのオプションがあります。組織に適した導入  
戦略を選ぶことによって、スタッフは、最も重要なこと、つまり患者へのケアに集中できるように
なります。
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