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UNIVERGE ナースコール連携ソリューション

スマホを使って患者の状態が一目でわかる
看護師の負荷を軽減し患者の満足度も向上
看護師が足りない─。慢性的な看護師不足は多くの病院が抱える悩みだが、対策はなかなか見つからない。そこで重要
となるのが、看護師の業務効率化だ。NECの「UNIVERGE ナースコール連携ソリューション」は、スマートフォンを活用し
てそれを実現するもの。看護師の負荷を軽減できるだけでなく、充実したケアにより患者の満足度向上にもつながる。
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