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貴社の製品・サービスを効果的にPRしませんか?



日本医師会ORCA管理機構株式会社は、

誰にでも安全に安心して使える医療介護情報システムの基盤づくりを目指す組織として

日本医師会が発足させた機関であり、医療機関のICT化を推進する中立的な立場として、

国民への高度で良質な医療介護サービスの提供を推進していきます。

日本医師会ORCA管理機構株式会社について

～ メディカタログの特徴 ～

① 全国の医師会員、医師会、ORCA認定事業者等に紹介
16万人強の医師会員、約1000か所の都道府県・群市区医師会、160社強のORCA認定事業者、約100社のORCA連携機器開発企業。

② 多くのレスポンスが得やすい設計
資料請求フォームでユーザーからレスポンス。製品の閲覧履歴が全ページに表示され、資料のDLも可能。

③ 商品を余すことなく掲載
会社名、商品名、商品URL、価格帯、サポート体制、対応地域、商品情報、商品の仕様と主な機能、活用事例、カテゴリごとのPR項目の
入力等、多くの項目をサイト上に掲載することができるため、製品の良いところを余すことなくユーザーにアピール。

④ 長年のノウハウを凝縮したカテゴリ別検索機能
製品・サービスに「カテゴリ」を付けて商品登録。ユーザー目線に立った商品の案内。検索を行うユーザーと出展者様のマッチングも。

⑤ 出展料は月額わずか1万円で製品・サービスをお客様に紹介します
2021年４月30日までに申込いただいた企業様は、冊子2021年度版「診療科別ICT化のすすめ」掲載5万円チケット進呈。
月額1万円で10商品まで登録可能！



ＴＯＰページ

※TOPページデザインはイメージです。

ターゲットユーザーに
直感的にＰＲ

商品情報

新着閲覧ランキング

新着情報

更新情報

スライド広告

動画・事例の紹介

NEW



製品・サービスの特徴や導入メリットを
余すことなく紹介できる紹介ページ

ＭＰ東京クリニック ＭＰ大阪クリニック ＭＰ福岡クリニック

商品紹介ページ

※ページデザインはイメージです。

商品資料のDL可能に

動画・活用事例の紹介

活用事例

NEW



管理ページで
商品情報の掲載と案件管理

【月間データ情報ページ】

出展者様用の管理ページ

掲載情報･修正回数無制限

簡単な案件管理

商品ごとの閲覧数の確認

http://dev.medi-plaza.com/admin
http://dev.medi-plaza.com/admin


医見書

サイトへの誘導も医師会ツールを活用

日医ニュース同梱の

メディカルICTレターでPR

給管帳クラウド

日レセ
（ORCA）

各種システム管理画面から

のリンク

※ サイトへの導線は、
バナーまたはお知らせ画面での告知とリンクです。※ 同梱は3ヶ月に1度行っています。



毎月のサイトレポート メディカタログサイトの
閲覧状況・イベント等を報告



お申し込みと広告掲載のフローについて

お問い合わせ

管理者サイトURL発行

商品情報の登録

サイト表示確認

お申込み

掲載開始

１）掲載申し込み・入稿方法

メディカタログサイト

https://medi-catalog.com/attract/ より

「利用規約」を確認の上、「申込書」をダウンロードいただき、

必要事項を記載の上「メール」または「ファックス」にて弊社

までお送りください。

２）掲載商品の情報登録

事務局は申込書を受領後、管理者用のアカウントとサイト情報を

お知らせします。管理者用から掲載商品の情報を登録し、サイト

に表示されれば完了です。

※出展費用のご請求につきましては、別途ご案内となります。

4月30日までに申込書が事務局に届いた企業様につきましては、

「診療科別ICT化のすすめ（2021年度版）」へ掲載する費用

補助として、5万円分チケットをプレゼントいたします。

https://medi-catalog.com/attract/


掲載料金について

掲載料金(税別)

※新規のお申込につきましては、初期登録にかかる手数料（初期費用）がかかります。

出展単位（年間） 出展費用(年間)

1社10製品 120,000円

1社20製品 240,000円

… …

掲載料金のお支払いについて

・お支払いにつきましては、年度単位における請求書払いが基本となりますが、各企業様

のご都合（会計年度や支払方法）がございましにつきましても相談ください。

※年度とは1月から12月までの12か月となります。ただし、年度途中にお申し込みの場合、

利用開始翌月から年度末（12月）までの月数分のお支払いとなります。

※初期費用（30,000円※税別）は初回のお支払いに合算となります。

※年度途中の退会につきましては返金はございませんので、予めご了承ください。



ICTを活用して、先生の診療をもっと便利に！
もっと使いやすく！

【 診療科別ICT化のすすめ（2021年度版） 】
で

製品・サービスのPRをしませんか？



媒体概要

● ICTを活用して、先生の診療をもっと便利に！ もっと使いやすく！

～ 診療科別ICT化のすすめ（2021年度版） ～

●診療科別ICT化のすすめとは・・・

安心で安全な医療情報システムの普及のために、日本医師会ORCA管理機構株式会社が
年に1回発行している書籍です。
導入事例をベースに、ICT導入の背景やメリット・デメリット、注意点などのポイントを
おさえて、ICT製品を選択する先生方のお役に立つ内容となるよう心がけています。
書籍内には、メディカタログ（※）に掲載されている製品が紹介され、
より具体的な検討につながる構成としています。

●媒体情報

発刊日

配布件数

ページ数

2021年7月下旬（納品は7月21日を予定）

5,000～6,000冊（予定）

100P

※メディカタログとは、安心で安全な医療情報システムの普及のために
日本医師会ORCA管理機構株式会社が運営をはじめたウェブカタログサイトです。

デザインはイメージです。

※サンプルデータは2018年度診療科別ICT化のすすめより抜粋

コンテンツ 【巻頭インタビュー】

日本医師会 今村副会長インタビュー（仮）

【トピックス】

オンライン資格確認、感染症対策、AI関連

【その他】

ICT化スケジュール／診療科別ICT化のすすめ

訪問インタビュー／商品紹介など



媒体概要（配布スケジュール）

※配布部数は予定です。2021年5月ごろに決定の予定です。

2021年 2022年

合計 合計 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（冊） 6,310 2,950 1,180 240 280 480 180 180 280 180 180 180

出展企業様へ送付 230

ホスピタルショウ出展企業様へ
進呈

出展企業（20）×15部
300

メディカタログ会員様へ進呈 1,100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

新規ORCA加入ドクターへ進呈 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

既存ORCA加入ドクターへ進呈 1,000

医療情報学連合大会 300

全国都道府県医師会送付 1,000

全国都道府県医師会
連絡会 100

医療情報システム協議会 100

会計事務所から配布 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

ORCAカンファレンスにて
配布 150

API協議会 60

ITフェア 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20



広告1 商品情報掲載ページ

掲載権限：メディカタログ出展企業様

募集枠数：指定なし

掲載費用：【B広告】：10万円（税抜）

1製品1/２ページにてPRができるプランです。

：【C広告】：20万円（税抜）

1製品1ページにてPRができるプランです。

：【D広告】：40万円（税抜）

1製品見開きページにてPRができるプランです。

掲載枠の種類：3種類

商品情報を規定フォーマットにて掲載する広告です。

各社様は申込枠数に制限はございません。

※ 2019年度までございましたA広告（1/4広告）は廃止となりました。
※ メディカタログに出展中の商品で、有料掲載しない商品につきましては、
2021年3月末の情報をベースに、本書籍内における「メディカタログ
出展商品一覧」に掲載いたします。

（内容の修正などは、3月20日までにお済ませ下さい。）

※メディカタログ出展企業様には5万円の割引券の利用が可能です！

B広告 C広告

D広告

メディカタログ

出展商品一覧



広告２ 中面広告掲載ページ

掲載権限：なし

募集枠数：限定10商品

掲載費用：30万円（税抜）

掲載枠の種類：なし

１ページ分のPRデータを作成いただき

納品していただくプランです。

医療介護のICT製品に限らずとも、

医療機関様向けの製品であれば掲載可能です。

60万円にて見開きページをご希望の方は

ご相談ください。

※サンプルデータは2017年度診療科別ICT化のすすめより抜粋



広告３ 導入事例掲載ページ

掲載権限：なし

募集枠数：限定10社

掲載費用／Aプラン：80万円（税抜）

／Bプラン：60万円（税抜）

掲載枠の種類：なし

Aプラン：先生を現地取材し導入事例を作成します。

本書籍をはじめ、その他の媒体においてPRが可能です。

Bプラン：現地取材を行わず、オンライン取材にて導入事例を

作成します。若しくはこれまでの導入事例をリライト。

導入事例の制作を検討されている企業様は、

この機会に是非ご検討ください。

＜サービス内容＞

 診療科別ICT化のすすめ（2021年度版）掲載

 メディカタログ（ウェブサイト）の導入事例ページ掲載

・日医雑誌に同梱するチラシへの一部情報の掲載

 出展企業様向け宣材データ（PDF）提供

 医療機関向け宣材データ（PDF）提供

 メディカタログのメルマガへの記事としてPR

※掲載費用には取材代、インタビューア代、撮影代が含まれます。

ただし、医療機関様までの交通費につきましては

後日実費額（2名分）を請求させていただきます。
※サンプルデータは2017年度診療科別ICT化のすすめより抜粋



広告4 メディカタログ出展企業様限定 背表紙ロゴPR広告

掲載権限：メディカタログ（ウェブサイト）出展企業様で

「診療科別ICT化のすすめ（2021年度版）」に

10万円以上のプランをお申込の企業様

募集枠数：なし

掲載費用：なし

掲載枠の種類：なし

掲載権限を満たす出展企業様の会社ロゴを

書籍背表紙に掲載させていただきます。

※10万円以上のお申込金額につきまして

5万円の割引券をお持ちの企業様につきましては、

割引前の金額で10万円のお申込があれば掲載対象とさせていただきます。

※サンプルデータは2020年度診療科別ICT化のすすめより抜粋



広告掲載料金一覧

広告の種類 募集期限 詳細 金額（税抜）

商品情報掲載 2021年5月26日（水）

書籍指定のフォーマットに

商品情報を自由に掲載いただけます。

B広告：10万円／C広告：20万円／D広告：40万円

100,000円～

中面広告掲載 2021年5月26日（水）
A4ページを自由にお使いいただけるプランです。

イラストレーターまたはフォトショップでのデータ入稿
300,000円

導入事例掲載

2021年4月1日（木）

※お申込後の取材となります。

お早めにお申込ください。

 診療科別ICT化のすすめ（2021年度版）掲載

 メディカタログ（ウェブサイト）の導入事例ページ掲載

・日医雑誌に同梱するチラシへの一部情報の掲載

 出展企業様向け宣材データ（PDF）提供

 医療機関向け宣材データ（PDF）提供

 メディカタログのメルマガへの記事としてPR

※上記がパックになっているプランです。

800,000円

または

600,000円

表2・表3掲載 2021年5月26日（水）
それぞれ限定1社様のみのご案内です。

お申込状況は事務局までお問合せください。

表2

800,000円

表3

500,000円



お申し込みと広告掲載のフローについて

お問い合わせ

申込内容確認

お申し込み・ご入金

広告スケジュール確認

空き枠確認

広告入稿・原稿確認

１）掲載の申し込み

本資料に添付のお申込み用紙に必要事項を記載のうえ、

FAX（03-5981-9682）または

E-mail（catalog@pm.orcamo.co.jp）にてお申込みください。

２）申し込み内容の確認

お申込みいただいた内容に関して、事務局（メディキャスト

株式会社）にて確認させていただきます。

４）掲載原稿のご確認

入稿いただいた広告原稿の最終確認を行います。

商品情報広告以外の原稿は、仕上がり次第随時確認となり、

校了まで2回の確認を予定しています。

３）広告入稿のご案内

広告掲載に必要な情報を事務局（メディキャスト株式会社）

よりご連絡いたします。

尚、導入事例掲載（取材あり）をお申し込みの企業様は、

早めに取材候補日を調整いただくようお願いします。

広告掲載開始

mailto:catalog@pm.orcamo.co.jp


2021年

2月

2021年

3月

2021年

4月

2021年

5月

2021年

6月

2021年

7月

診療科別

ICT化の

すすめ

4月1日

※メディカタログ

出展一覧データ

登録〆切

商品情報掲載

中面広告掲載

導入事例掲載

表2・表3掲載

納品日

7月21日

募集期限

〆切

2021年5月26日

（水）

最終確認終了日

2021年6月25日

（金）

製作

スケジュール
導入事例取材 導入事例取材

導入事例取材

商品情報登録

導入事例取材

商品情報登録
登録データ確認

2019度版「ICT化のすすめ」発刊までのスケジュール

募集＆製作期間

印刷

※ 募集期限間際にお申し込みの場合は、各種広告情報の登録や確認を行う期間が短くなりますので、予めご了承ください。

※ 導入事例（取材あり）掲載においては、取材先や取材の日程調整など各社様でご判断の上、お申込はお早めにお願いいたします。

※ メディカタログに出展中の商品で、有料掲載しない商品につきましては、2021年3月末の情報をベースに、本書籍内における

「メディカタログ出展商品一覧」に掲載いたします。（内容の修正などは、3月20日までにお済ませ下さい）



お問い合わせ先

日本医師会ORCA管理機構株式会社

〒113-0021

東京都文京区本駒込六丁目1番21号

コロナ社第3ビル6階

TEL：03-5981-9683（営業企画部）

FAX：03-5981-9682

メール：catalog@pm.orcamo.co.jp

担当：福田・架谷(ハサタニ）


