Select item
電子カルテ

電子カルテ

【Mac／Win対応】
アーチャンカルテ

MAPs for CLINIC

株式会社アップルドクター

株式会社EMシステムズ

Mac/Win対応
電子カルテ
パソコン・プリンタは
自由にお選び頂けます。
現在使用しているMac/Windowsを
電子カルテ端末として使用したい。

TEL.0956-37-8139

〒857-1162 長崎県佐世保市卸本町3-1 モアビル2F
http://www.apple-doctor.co.jp/
E-mail:sales@apple-doctor.co.jp 担当者名：営業部 南里

【全診療科】
オンプレミス版と変わらない操
作性のクラウドシステムです。

TEL.06-6397-1888

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル4F
https://emsystems.co.jp/maps_series/for_clinic/
E-mail:marketing-info@emsystems.co.jp 担当部署：マーケティング部

Dopanet Doctors

株式会社医療情報システム

株式会社エムアイユー

コンパクトでライセンス自由！ 運用後の追
加費用を抑えたい！
簡潔な機能で、見やすく・使いやすいシステ
ムが欲しい！

TEL.06-6223-9900

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1-4-8 IJSビル
http://www.iryojoho.co.jp/
E-mail:webkarte@iryojoho.net 担当者名：山本
（システム部）

商品コンセプト・特長
●macOS専用設計。自然な操作感で簡単に使うこと
が出来ます。
●最新のmacOSにもいち早く対応。
●予約、検査、精算機など様々なシステムとの連携実
績も豊富にあります。
●導入実績：内科、小児科、整形外科、婦人科、精神科、
眼科、皮膚科、不妊、美容、透析など
連絡先

連絡先

株式会社医療情報システム

こんな方におすすめしています！

株式会社エムアイユー

メディカタログ商品紹介

簡単、
シンプル、低価
格。誰でも使える電子
カルテ。

商品コンセプト・特長
●ライセンスフリー、簡単操作、更新時買替え不要をコ
ンセプトに、簡素化した機能を安価にご提供します。
●バックアップサーバ標準対応、
継続した最新バージョン
の提供、
お客様でPC増設など楽々運用を実現します。
●介護システム連携をはじめ、様々な部門システムと
接続できます。

セレクト商品紹介

WEB型電子カルテシステム ウェブカルテ
療養型、
回復期向けの
コストパフォーマンスに
優れた電子カルテ
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【全診療科】臨床業務&多機能でお客様業
務を支援いたします。

電子カルテ

電子カルテ
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株式会社EMシステムズ

こんな方におすすめしています！

訪問インタビュー

電子カルテ導入・運用にかかるコストを
なるべく安く抑えたい！

●操作性にすぐれた電子カルテ・レセコン一体型、
また
クラウド型の診察支援システムです。クラウドシステ
ムですが、事前にデータセンターより入力済み更新
データを端末へダウンロードしておくことで、障害時
にも診療を止めずに、処方箋発行まで入力操作が可
能です。
連絡先

連絡先

株式会社アップルドクター

商品コンセプト・特長

こんな方におすすめしています！

診療科別ポイント

電子カルテ・レセコン
一体 クラウド型
診察支援システム

商品コンセプト・特長
●アーチャンカルテは、内科医でもある弊社代表が、
1989年の開院を機に自院用に開発した、日本初の
Macintoshで動くレセプトソフト
「アーチャンレセプト」
を元にした、
レセコン一体型電子カルテです。パソコン
はお好きなものをご用意頂き、
ソフトウェアと電話・リ
モートによるサポートをご提供いたしております。

T
O
P
I
C
S

こんな方におすすめしています！
ファイルメーカーとの連携で機能拡張やカ
スタマイズが可能です。
何台でも増設可能。何人で使っても定額で
利用できます。

TEL.092-534-8801

〒810-0028 福岡県福岡市中央区浄水通3-3-202
http://www.miu-net.com/
E-mail:info@miu-net.com 担当者名：酒井

ORCAMO Link Selection 2021-2022
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Select item
電子カルテ

電子カルテ

m-KARTE

カルテビューア

株式会社LSIメディエンス

株式会社京葉電子工業

医師・スタッフ・患者、
あらゆる人に寄りそう
診療所向け
電子カルテシステム
富士通ＤＣを活用した
「２４時間どこでも
カルテ」
で診療業務をサポート！

TEL.03-5577-0603

〒101-8517 東京都千代田区内神田一丁目１３番４号
https://www.medience.co.jp/
E-mail:saitou.tomokazu@mh.medience.co.jp 担当者名：医療情報部 齋藤

TEL.03-5659-8515

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-9-12 西葛西トーセイビル6F
https://karteviewer.com/karteviewer/
E-mail:maeda@keiyo.biz 担当者名：前田

e-医キット ｍＲｅｃ３

イーポート・ビューア

株式会社 久保田情報技研

株式会社京葉電子販売

●手書き入力やテンプレート入力、学習機能等、簡便で
さまざまな入力方法に対応しています。
●診察中や診察終了後でも診療行為・薬剤等のカルテ
内容が簡単に追加／修正ができます。
●患者受付や保険情報修正を全てカルテ側から行え、
カルテ作成時に患者概算負担額を確認することがで
きます。

パソコンが苦手な方でも、直感的に操作ができ
ORCAへも簡単・スピーディーに登録が可能です。
パソコン・タブレット等さまざまなデバイスに対応して
おり、端末台数が増えても追加費用はかかりません。

TEL.03-5456-8380

●ご利用中の電子カルテからカルテデータをPDFで出
力し、
イーポート・ビューアに取り込むことで管理、閲
覧が可能になります。保存されたカルテデータは患
者番号で一元管理され、新しい電子カルテ導入後は、
連携機能により新しいカルテと過去のカルテが同時
に参照することができます。
連絡先

連絡先

株式会社 久保田情報技研

〒153-0044 東京都目黒区大橋2-22-6 唐木ビル7F
http://www.kit.co.jp/
E-mail:mRec-help@kit.co.jp 担当者名：元木

商品コンセプト・特長

こんな方におすすめしています！

株式会社京葉電子工業

メディカタログ商品紹介

電子カルテから
電子カルテへの
移行は、
イーポート
・
ビューアで！

商品コンセプト・特長

ORCAMO Link Selection 2021-2022

紙カルテの診療スタイルを継続しながら、
デジタル化を目指したいユーザー様

電子カルテ

稼働実績17年！
医院の個性に合わせ
られる電子カルテ
「e-医キット ｍＲｅｃ３」
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紙カルテの保管庫がいっぱいで、保管場所
にお困りのユーザー様

セレクト商品紹介

電子カルテ

株式会社京葉電子工業

こんな方におすすめしています！

訪問インタビュー

検体ラベルの発行や授受のオンライン化
など採血業務の効率化をサポート！

●紙カルテでの診療スタイル・スピードはそのままに、
臨床の現場での活躍を最優先に開発したシステム
です。日々発生するカルテをはじめ、問診票、検査結
果、診療情報提供書などのさまざまな診療情報を、
ス
キャン・専用アプリでの撮影・画像取込連携により、即
座にデジタル化が可能です。
連絡先

連絡先

株式会社LSIメディエンス

商品コンセプト・特長

こんな方におすすめしています！

診療科別ポイント

紙カルテをはじめと
した医療文書を
「スキャン」で
スマートに管理

商品コンセプト・特長
●医療情報システムで豊富な実績を持つ
「富士通」
総
合臨床検査センターとしての医療情報サービスを担
う
「LSIメディエンス」
二社の技術とノウハウを融合し、
誕生したのが
「m-KARTE」
です。これからの医療をか
たち創っていく診療所向け電子カルテソリューション
です。

T
O
P
I
C
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こんな方におすすめしています！
電子カルテを新しくしたいが、データ移行を
どうするか困っている。
旧電子カルテデータをガイドライン
「５年保存」
に対応させたい。

TEL.03-5659-8515

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-9-12 西葛西トーセイビル5F
https://e-portv.com/
E-mail:koyama@keiyo.biz 担当者名：小山、前田
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Select item
電子カルテ

電子カルテ

セコムOWEL
（セコムオーウェル）

診療所向け電子カルテ＠homeDr.

セコム医療システム株式会社

株式会社ファルコバイオシステムズ

商品コンセプト・特長

【使いやすさ抜群】過剰な機能を省き、限りなくシンプルな
画面デザインと操作性。PCに不慣れな方でも安心です。
【導入をかんたんに】WEBを使って導入や操作説
明も可能。コロナ禍でも安心して導入できます。

●アットホームドクターであれば、利便性や機能性に優
れており、あらゆる操作が簡単。診療効率の大幅アッ
プによって、医療の現場に
「ゆとり」
が生まれ、医療の
ＩＴ化を通じてドクターと患者さんの「コミュニケー
ション」
を大切に育みます。

連絡先

連絡先

TEL.03-5215-7330

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5 麹町シルクビル7階
https://medical.secom.co.jp/it/karte/secomowel/
E-mail:solution-info@healthcarenet.jp 担当：電子カルテ営業担当

キーボード入力が苦手な先生でも安心。
手書き機能を用いて簡単入力。

TEL.06-6910-1272

〒540-0021 大阪府大阪市中央区大手通2-2-2
http://www.falco.co.jp/homedr/
E-mail:takaya.ohtani@falco.co.jp 担当者名：大谷

クラウド型電子カルテHAYATE NEO

セコム医療システム株式会社

株式会社 ファルコバイオシステムズ

●診療情報を自社の堅牢なデータセンターで管理
●在宅や無床診療所から中小病院まで幅広く対応
●ライセンスフリーで柔軟な構成設計が可能
●クラウド型ながら多様な部門システムと連携
●透析支援システムとの充実した連携を実現
●複数医療機関で診療情報を共有可能
●訪問先や出張先からでも安全にカルテを利用可能

商品コンセプト・特長

こんな方におすすめしています！
外来だけでなく訪問診療や入院診療も行っ
ている医療機関様。
クラウドでサーバやシステムの管理負担を
軽減したい医療機関様。

こんな方におすすめしています！

●中小病院向け、スマートオールインワンパッケージ
の電子カルテです。
商品特徴【病院向けクラウド型電子カルテ】
①絶えず更新、進化する電子カルテ ②かんたん検
索・整理できる電子カルテ ③専任管理者・サーバ室
設備は不要 ④安心・安全のセキュリティ
連絡先

連絡先

TEL.03-5215-7330

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5 麹町シルクビル7階
https://medical.secom.co.jp/it/karte/ubiquitous/
E-mail:solution-info@healthcarenet.jp 担当：電子カルテ営業担当

株式会社 ファルコバイオシステムズ

メディカタログ商品紹介

時代のニーズと共に
成長する電子カルテ
「ＨＡＹＡＴＥ／ＮＥＯ」

商品コンセプト・特長

セコム医療システム株式会社

セレクト商品紹介

セコム・ユビキタス電子カルテ
在宅も
！ 外来も
！ 入院
も！ 幅広い医療機関
に対応する セコムの
クラウド型電子カルテ

ORCAMO Link Selection 2021-2022

株式会社ファルコバイオシステムズ

今のORCAのデータをそのまま使いたい！

電子カルテ

電子カルテ
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こんな方におすすめしています！

訪問インタビュー

●小規模診療所や在宅クリニックに最適
●直感的に操作できるシンプルな画面デザイン
●インターネットに接続できればどこからでも利用可能
●Ｍａｃやスマートフォンでも利用可能
●オンプレ・クラウドどちらのORCAとも接続可能

商品コンセプト・特長

こんな方におすすめしています！

診療科別ポイント

医療の現場に
ゆとりを生む
電子カルテ

つながればそこが
診察室！「かんたん
シンプル」誰もが使い
やすい電子

セコム医療システム株式会社

T
O
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C
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電子カルテを導入したいが、
コストを
とにかく抑えたい。
サーバ室の確保が難しい。専任管理者も
パソコンに詳しい人もいない。

TEL.06-6910-1272

〒540-0021 大阪府大阪市中央区大手通2-2-2
https://www.hayate-neo.jp/
E-mail:makoto.ukita@falco.co.jp 担当者名：浮田
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Select item
電子カルテ

電子カルテ

ＲＡＣＣＯ電子カルテ
システムロード株式会社

NTTエレクトロニクステクノ株式会社

商品コンセプト・特長

こんな方におすすめしています！
産婦人科や不妊治療施設向け専門の電子
カルテをお探しの施設様。
有床診・中小規模病院にも対応しており、
グループ施設連携も可能。

TEL.03-3553-9812

全国の在宅医療機関の「あったらいいな！」の声をもとに
作った、在宅医療対応のクラウド型電子カルテです。

〒104-0033 東京都中央区新川1-3-3 グリーンオーク茅場町
http://www.road.co.jp/
E-mail:racco@road.co.jp 担当：電子カルテ営業

●医師、事務スタッフ、看護師の皆様の在宅医療業
務を効率化できるクラウド型電子カルテです。負
担の多い業務を効率化する機能が数多く搭載さ
れており、患者様の診療に集中できます。

株式会社ダイナミクス

●全国の在宅医療機関で採用が増えています。
※2021年4月時点

クリニックと共同開発、在宅医療に
際して欠かせない、様々な機能が充
実しています。
外来＋在宅医療クリニック：外来の
受付機能も備えています。外来と、
在宅医療の両方を行っている医療
機関にも便利です。
病院＋在宅医療部門：病院在宅医療
部門などで単独のご利用も可能で
す。グループ内 の 情報共有が行え

会計・レセプトをご自身でも把握したい方。医師自らレセコンと
して利用可能で、患者さんの負担金を診察中に確認できます。

TEL.050-6860-5206

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町12-2 ハナワビル3F
https://superdyn.jp
E-mail:dyna-info@superdyn.jp
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コストを抑えたい方。Dynamicsは低コストで導入・運用が可能。月額1万
円＋税で、PC台数増加による割増、数年毎の更新料は一切ありません。

ます。

連絡先

連絡先
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株式会社ダイナミクス

こんな方におすすめしています！

●主な特徴
①カルテや医事文書の作成・送信がラクラク！
②院内、院外との情報連携がラクラク！
③請求業務もラクラク自動処理！
④最適ルート検索など多くの便利機能満載！
⑤ネットバンキング同等のセキュリティ確保！

在宅医療クリニック：在宅医療専門

メディカタログ商品紹介

●毎 月ユーザからの声を基にバージョンアップを
実施、日々進化している電子カルテです。

商品コンセプト・特長
●開業医である吉原正彦医師が診療の傍ら、実地医療の現
場で開発した、電子カルテ・レセコン一体型システムです。
●「低コストで導入可能、現場のニーズに即して大変使い勝
手が良い」
とご好評頂き、全国4500を超える医療機関で
ご利用頂いております。
●自社にて開発・販売・サポートを一体で行っており、診療報
酬改定へ迅速に対応しております。

こんな方におすすめしています！

商品コンセプト・特長

Dynamics

セレクト商品紹介

電子カルテ

Dynamicsは、開業医が開発
した診療所発のソフト。全国の
医師のニーズを集めて進化を
続けています。

訪問インタビュー

連絡先

システムロード株式会社

診療科別ポイント

産婦人科・不妊治療版／
全科対応版／診療所・
有床診・中小規模病院
に対応
●
「産婦人科・不妊治療施設向け」
と
「全科対応版」
の電
子カルテをご提供。診療所から中小規模病院の統合
医療情報システムまで対応しています。その他、Ｗｅ
ｂ問診・オンライン診察予約・グループ施設連携・リハ
ビリ記録・内視鏡記録などさまざまなシステムをご提
供しております。

T
O
P
I
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在宅医療対応電子カルテ モバカルネット

NTTエレクトロニクステクノ株式会社

TEL.050-9000-6251

〒221-0031 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-32 ニューステージ横浜
https://movacal.net/
E-mail:medical8@ntt-et.co.jp 担当者：営業担当
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電子カルテ
T
O
P
I
C
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クラウド電子カルテ
「エムスリーデジカル」
株式会社シィ・エム・エス

診療科別ポイント
訪問インタビュー

優れた自動学習機能で、
開業医の手間とコストを
大きく削減するクラウド電子カルテです。
●【安心料金】
ソフトの買換え不要！
！初期0円、月額9,800円
（税込10,780円）の低価格プランから、訪問サ
ポート付きのプレミアムプランまで、
ご要望に応
じたサポートプランを選べます。

【導入後の費用が気になる先生】
クラウド型の電子カルテなので、永
年買換え不要、ライセンスの追加も
無料！

【キーボード入力が苦手な先生】

●【iPad手書きアプリで所見も簡単入力】
iPadを使って、紙カルテと同じように手書きでカ
ルテを作成できます。シェーマや写真も簡単にカ
ルテに反映出来ます。

iPadアプリで紙カルテと同じ手書き

ORCAMOが 提供するドクターのためのWEBサイト

のままカルテの電子化を実現します。

●【日医標準レセプトORCAとの連動も可能】
ORCAから処方データをエムスリーデジカルに
反映出来ます。

Medical ICT Selection Catalog

【プレミアムプラン】

メディカタログ は、先 生 方の目線でカテゴリごとに整 理し、
商 品 比 較を行っていただけるWE Bカタログです。

初期120万円
（税込132万円）
～
月額12,800円（税込14,080円）
～

動 画コンテンツも充 実し「 安 心・安 全 」な医 療のI C T 化を推 進し

ORCAを除く

連絡先
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株式会社シィ・エム・エス

TEL.03-5733-8200

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル６F
https://digikar-premium.net
E-mail:e-kikaku@cmsnet.ne.jp 担当部署：営業推進グループ

ORCAMO Link Selection 2021-2022

先 生 方に有 益な情 報を配 信していきます。

随時無料会員
募集中

豊富な情報量
３０９商品掲載

ホームページはこちらから

メディカタログ

〒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 電話
：03-5981-9683
（営業企画部）
ORCAMO
Link Selection
2021-2022 57

メディカタログ商品紹介

●【AI機能搭載で医師の手間を大きく削減】
AI時代の電子カルテとして、独自の自動学習機能
でカルテの入力時間を80％削減します。

セレクト商品紹介

こんな方におすすめしています！

商品コンセプト・特長

Select item
電子カルテ
T
O
P
I
C
S

クラウド型電子カルテ Hi-SEED Cloud

で安心安全な電子カルテを導入した

クリニック向けクラウド型電子カルテ

いがコストは抑えたい、
とお考えの先
生へ！

富士フイルムヘルスケアシステムズが医療現場で培った技術とノウハウを結集しました。

（ORCA）
をご使用。そろそろ紙カル

洗練されたデザインと直観的なインターフェース、各種アシスト機能がスムーズな

テから電子カルテへの切り替えをご

カルテ入力をサポートし、診察中に患者さまと向き合うゆとりと時間を生み出します。

検討中の先生へ！

電子カルテを中心としたICT化で、患
者さまとのコミュニケーションを高め

バーチャルショールーム公開中

たいとお考えの先生へ！

連絡先

電子カルテを
映像で体験

TEL.03-6910-4630

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-31-1 日本生命五反田ビル
https://hi-seed-cloud.fujifilm.com/hi-seed_cloud/
E-mail:dgi-hcs-demand@fujifilm.com 担当部署：デマンドセンタ―

ORCAMO Link Selection 2021-2022

の
より詳しい情報がわかる
専用サイト公開中
Hi-SEED Cloud

検索

https://hi-seed-cloud.fujiﬁlm.com/hi-seed̲cloud/

メディカタログ商品紹介

すでに開業されており、現在は日レセ

https://vsr-hcs.fujiﬁlm.com/▶
58

セレクト商品紹介

新規開業をご計画中で、操作が簡単

●電 子カルテを中心にWeb予約システムや自動
受付精算機など様々な機器やサービスと連携、
クリニックの課題解決・環境向上をご提案する
「Digital Clinic」
ソリューションで、皆様の理想
のクリニックづくりをサポートいたします。

富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社

訪問インタビュー

こんな方におすすめしています！

●富 士フイルムヘルスケアシステムズが医療現場
で培った技術とノウハウを結集しました。洗練さ
れたデザインと直観的なインターフェース、各種
アシスト機能がスムーズなカルテ入力をサポート
し、診察中に患者さまと向き合うゆとりと時間を
生み出します。
●
「診療を止めない」
安心・安全なクラウド型電子カ
ルテです。Hi-SEED Cloud は、三省ガイドライン
に準拠し、安心・安全であると日本医師会ORCA
管理機構によって評価された製品だけが使用
できる
「MehISaa」
認定マークを取得しています
（2021年3月）
。

診療科別ポイント

商品コンセプト・特長

﹁ 技 術 と 信 頼 ﹂で 診 療 を 支 え る ︑

技術と信頼で診療を支える、
富士フイルムの
安心安全なクリニック向けクラウド型電子カルテ

富士フイルムの安心安全なクラウド型電子カルテ

富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社

電子カルテ
T
O
P
I
C
S

一般/療養型病院向け電子カルテＷing
株式会社ライブワークス

診療科別ポイント
訪問インタビュー

患者さまの気持ちと医療チームの思いをつなぐ
こんな方におすすめしています！

Wingは一般病院及び療養型病院のすべての医療
現場に優しく、便利な医療環境をご提供します。

電子カルテは導入したいけどパソコ
ンに慣れていないスタッフが多いな
ど、電子カルテを使いこなせるか不
安な方。

メディカタログ商品紹介

【主な特徴】
●診療行為に対応
●患者様の情報を長期的なスパンで俯瞰が可能
●職 員1人当たりの受け持ち患者の多さをカバー
する各種機能
●ADL、医療区分、看護必要度に対応
●書類作成の手間を無くす文書作成支援機能
●日常の電子カルテ入力を利用した統計機能
●部門システムを内包したパッケージ構成

セレクト商品紹介

商品コンセプト・特長

時間が取られがちな書類整理やカル
テ記載を効率化し、診療にかける時
間を増やしたい方。

部門同士の連携を電子カルテ上で全
て管理し、情報共有をスムーズに行
いたい方。

連絡先
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株式会社ライブワークス

TEL.092-477-7840

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-5-12 サンネットビル３F
http://www.liveworks.co.jp/
E-mail:kouya@liveworks.co.jp 担当者名：神谷 圭伺

ORCAMO Link Selection 2021-2022
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Select item
自動精算機

自動精算機

小型自動精算機 SmaSelシリーズ

自動精算機 Flexcom Pay

株式会社インテクア

日本金銭機械株式会社

商品コンセプト・特長

商品コンセプト・特長

こんな方におすすめしています！
自動精算機で会計の時短、職員対応
（会話/接触）
を減らし感染予防対策に！
自動精算機とセットで導入が増えている
自動受付機で受付もスムーズに！

●レセコン連動セルフ精算機
●現金・クレジット・QR・電子マネー対応
●幅360mm、
奥行250mm、
高さ1,525mmの
コンパクト設計
●クリニック様で導入しやすい低コスト設計！
ぜひお問い合わせください。
連絡先

連絡先

TEL.03-5436-1550

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル
https://www.intequa.jp/smasel.html
E-mail:info@intequa.com 担当部署：営業部

こんな方におすすめしています！

日本金銭機械株式会社

キャッシュレス決済導入、会計業務効率化に
関心のあるクリニック様
精算機導入コスト、設置場所にお悩みの
クリニック様

訪問インタビュー

●用途、スペースによって選べる自動精算機シリーズ
です。一日の来院数や扱う金種、金銭管理方法など
多様なニーズに対応します。感染予防といった衛生
面からもスタンダードになりつつある精算機。医事
会計との連携も可能。セキュリティ強化、
シームレス
な会計処理で医療機関を支えます。

診療科別ポイント

現金/キャッシュレス対応！
低コスト
・コンパクトな
自動精算機です。

省スペース設計の
自動精算機シリーズ／
自動受付機
感染予防対策に！

株式会社インテクア

T
O
P
I
C
S

TEL.03-5962-3732

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-23-2
https://www.flexcompay.com/
E-mail:kumazawa-tsubasa@jcm-hq.co.jp

担当者名：熊澤 翔

セレクト商品紹介

自動精算機

Clinic KIOSK
株式会社 電算システム

商品コンセプト・特長
●
「人でしかできない接遇」
と
「定型的ですばやく正確
さを求められる接遇」
に分けることで患者様への接
遇とスタッフ様の負荷軽減の両方が実現出来ます。
医療機関様の
「業務負荷分散」
「金銭授受、管理の煩
わしさ軽減」
、患者様の
「会計待ち時間の減少」
「接遇
向上による満足度向上」
に！
連絡先

62

株式会社 電算システム

メディカタログ商品紹介

非対面による感染症
対策や金銭授受に
おける業務の省力化に
お役立て頂けます
こんな方におすすめしています！
非対面による感染症防止をご検討の
医療機関様
金銭に関する管理業務の省力化やスタッフ
不足にお悩みの医療機関様

TEL.03-3206-1788

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-20-8 八丁堀綜通ビル
https://www.dsk-medisol.com/clinickiosk/
E-mail:healthcare@densan-s.co.jp 担当者名：中北、矢口、伊藤
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Select item
自動精算機

自動精算機

クリニック向け自動精算機 FiT-A

自動精算機＜NOMOCa-Stand＞

株式会社アルメックス

株式会社GENOVA

T
O
P
I
C
S

診療科別ポイント

る支払いを自動化するだけでなく、
ORCAとの連動で入金の突合せ処
理をなくしたい。
精算機を導入したいが、スペースが
なくて諦めていました。
奥行350ｍｍなら設置場所も確保で
きそう。
患者様から現金ではなくキャッシュ
レス支払いの要望が多くなり、低コ
ストで導入できる精算機を探してい
ました。

TEL.03-6820-1439

ORCAMO Link Selection 2021-2022

～コロナウイルス感染症拡散防止にも～

【感染症対策をご検討の方】
患者さんとの接触機会を減らすこと

「人にしか出来ない仕事」
＝温かいコミュニケー
ションを取ることで、地域でもっとも信頼される医
院へ。
●自動精算機：NOMOCa-Stand
・1台で再来受付/自動精算が可能
・95％以上の電子カルテ/レセコン連携可能
・本体サイズは業界最小
●精算レジ：NOMOCa-Reji
・正確な現金授受が可能
・自動化で現金授受によるトラブルなし
＜導入効果＞
□会計待ち時間の短縮！
□金銭授受の人為的ミス防止！
□労働時間削減からストレス軽減に！
□金銭授受は人の手を介さないため感染症対策に！

連絡先

連絡先
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株式会社アルメックス

〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 目黒セントラルスクエア
https://www.almex.jp/
E-mail:all_mc_jkth@almex.jp 担当部署：メディコム事業部 テクノホスピタリティ推進室

“お会計・受付業務80％削減”ができます！

こんな方におすすめしています！

株式会社GENOVA

で、感染症の予防やスタッフの配慮
を行います。

メディカタログ商品紹介

●必要な機能を全部パッケージ化
磁気カードリーダ・QRコードリーダ・クレジットカー
ドリーダ・3インチサーマルプリンタが標準搭載。
バーコード、磁気診察券の読み取りから領収書・明
細書の発行、更にはキャッシュレス対応までがオー
ルインワンの精算機です。

バーコードに印字された請求額によ

商品コンセプト・特長

セレクト商品紹介

●マルチ決済対応
クレジットやQRコード決済など、様々なキャッシュ
レス決済に対応することで、スタッフの業務負担
軽減とスピーディーな精算を実現させます。
●紙幣・硬貨ユニットデバイスの機能向上
紙幣全金種還流、硬貨も1円、5円を含む全金種の
入金に対応。また、お支払い時に紙幣、硬貨をそれ
ぞれ一括で入金できるので患者さまの操作もより
簡単になりました。

人は人にしかできない業務
次世代のスマートクリニックのカタチ

こんな方におすすめしています！

商品コンセプト・特長

訪問インタビュー

アルメックスの薄型コンパクトボディ精算機
キャッシュレス決済にフル対応

【受付業務改善したい方】
金銭授受などの業務削減によって、
患者様の接遇向上につながります。

【業務効率化のために何をすればい
いのか分からない方】
900件以上の医療機関への導入実
績を生かし、サポートを行います。

TEL.0120-811-009

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町10-3 Daiwa SHIBUYA EDGE ビル5F
https://nomoca.net/
E-mail:nomoca-support@genova.co.jp 担当：NOMOCaスタンド担当者
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Select item
受付・予約・会計関連

受付・予約・会計関連

クラウド型診療予約システム
【テルミーｉ】

省スペース自動受付機、各種呼び出し表示機

株式会社アイアコス

３DIT株式会社

商品コンセプト・特長

受付事務を効率化したい。待ち時間を減ら
して待合の患者接触を軽減したい。

TEL.053-431-6666

〒431-3114 静岡県浜松市東区積志町846
https://www.aiakos.co.jp/
E-mail:marketing@aiakos.co.jp 担当部署：マーケティング推進室

３DIT株式会社

こんな方におすすめしています！
たくさんの外来患者様を診療される
クリニックの先生方にお勧め！
コロナ禍で、非接触にて業務対応を実施
されたい医療機関へおすすめ！

訪問インタビュー

ネット・電話・LINE・窓口予約の一元化。予防
接種予約を効率化したい。

●およそＢ４サイズの用紙が置ける場所があれば設置で
きます。サイズ：幅２８ｃｍ奥行３６ｃｍ高さ３１ｃｍ。他に
縦置きの中型、病院向け大型タイプもラインナップ。
会計待ち表示や、
診察室呼び出し表示に！
●シフト管理システムＲＦ
ＩＤを用いた、
資産管理システム
等提供いたします。
連絡先

連絡先

株式会社アイアコス

商品コンセプト・特長

こんな方におすすめしています！

診療科別ポイント

受付カウンターにも置
ける小型自動受付機、
対コロナ！非対面業務
として！

新型コロナ感染症対
策に。～受 付 管 理を
合理化し快適な診療
体制へ～
●インターネットおよび音声案内による受付システム。
多彩な機能と運用ノウハウを培い、受付に必要な多
くの機能を標準機能として備えています。
●業歴26年。革新を続け、先進の技術・製品・サービス
を組み合せたシステムで高い信頼と評価を頂き、全
国の医療機関に採用されています。

T
O
P
I
C
S

TEL.03-3433-0667

〒105-0021 東京都港区東新橋2-10-10 東新橋ビル2階
http://3dit.jp/
E-mail:info_3d@3dit.jp 担当者名：河原 宏二

セレクト商品紹介

受付・予約・会計関連

保険チェッカー カルテくんⅢ
株式会社 オーテックス

商品コンセプト・特長
●保険証画像を自動解析しオンライン資格確認や患者
情報を自動登録し登録結果を画面に表示するシステ
ムです。保険証、公費受給者証などの取得画像を保
存し履歴管理をすることができ、電子カルテとの連
携も可能です。詳細情報は、上図ＱＲコードでホーム
ページで確認できます。
連絡先
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株式会社 オーテックス

メディカタログ商品紹介

保険証をスキャンする
だけでオンライン資格
確認や患者登録が行
えます
こんな方におすすめしています！
【保険証でも資格確認したい！】
スキャンすれば資格確認が行えます。
【新患が多く登録と受付が大変！】
スキャンで登録と受付ができます。

TEL.052-968-7345

〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉一丁目１８番３号 泉ステイトリービル5Ｆ
http://www.autex.co.jp/
E-mail:info@autex.co.jp 担当者名：宮田
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Select item
受付・予約・会計関連

診療予約・受付管理システム ドクターキューブ
ドクターキューブ株式会社

T
O
P
I
C
S

診療科別ポイント

※

訪問インタビュー

導入実績 No.1
診療予約・受付管理の全てお任せください。

※出典：新規開業クリニックにおける機器・サービス等利用実態調査2020年版
（矢野経済研究所 調べ）

●院内サーバー型ですので、個人情報もしっかり保
護出来ます。
●電子カルテ他、周辺機器との連携は項目も多くス
ムーズです。
●医 院様の雰囲気に合わせて、院内表示や診察券
もオリジナルデザイン可能です。

カスタマイズ可能な予約システム
で、診察の効率化を図りたい！患者の
満足度向上と現場の負担軽減を実現
したい！
診察の予約だけでなく、予防接種の
年齢制限や摂取間隔の制御を簡単に
したい！病児保育の予約も併せて一
括管理したい！

診療予約・受付管理の全てをお任せください。
医院様のニーズにマッチングした運用を叶えます。

連絡先
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ドクターキューブ株式会社

TEL.06-6226-5288

院内表示ディスプレイにテレビ番組
やコンテンツも流したい！サイネージ
で動画を表示させたい！

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー18F
https://jtc.doctorqube.com/
E-mail:info@ns1.doctorqube.com 担当者名：黒住・松井
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メディカタログ商品紹介

診療予約システムの開発・販売・サポートだけを一貫
して取り扱っています。
長年多くの医院様にお使い頂き、現場の厳しい声に
鍛え上げられたドクターキューブは、20年以上の実
績があり、診療予約に必要な機能はほぼ網羅されて
います。万が一機能に不足があっても、自社で開発
しているので、汎用的なものは柔軟にカスタマイズ
致します。

こんな方におすすめしています！

セレクト商品紹介

商品コンセプト・特長

Select item
診療支援システム

診療支援システム

メディスマイル
株式会社アルファシステム

株式会社メディアコンテンツファクトリー

商品コンセプト・特長

診療科別ポイント

医科・歯科レセ対応
文書作成・在宅支援
アプリ! 電子カルテとの
連携も可能!
こんな方におすすめしています！

●レセコンの患者・診療データを取込み、約30種類の
文書作成。電子カルテとの連携で帳票・スケジュー
ル作成を効率化！
（クラウド型電子カルテHi-SEED
Cloudと連携できる！）
【機能概要】
①訪問スケジュール作成 ②褥瘡評価管理
③検査データ管理
④ラベル発行機能

紹介状などの文書を簡単に作りたい！
文書履歴や検査データを管理したい！
電子カルテから、
ワンクリックで
訪問スケジュールを共有したい！

業務効率化、院内感染対策はもちろん、
ワクチン・予防
接種予診票、検査同意書などにも幅広く活用可能！

TEL.018-853-1120

〒010-0802 秋田県秋田市外旭川字四百刈2-6
http://www.alpha-sy.jp
E-mail:alpha_akita@alpha-sy.co.jp 担当者名：藤田・花田・籾山・工藤

スマート医療秘書kanata！
kanata株式会社

●音声解析により
「テキスト化」
「 SOAP化」
「 転記」の
3stepで実現！
●メーカを問わず様々な電子カルテと接続可能！
●運用方法を変更する必要なし！
●音声の変換ミスはAIで自動補正！
●ユーザー独自のSOAPルールをAIが自動反映！

TEL.03-6823-5030

ORCAMO Link Selection 2021-2022

●医 学知識が豊富な医師や看護師にしかできな
かった高度な予備問診を簡易に実現する、
クラウ
ド型WEB問診システム。

院内感染対策のため、患者さんの滞
在時間を短縮したい、待合室での密
を避けたい！

●患 者自身のスマホで来院前に問診入力すること
で、事前トリアージによる感染対策、および、電子
カルテとの連携による業務効率化を実現します。

スタッフの予備問診や手入力の時間

●2020年度グッドデザイン賞を受賞。

こんな方におすすめしています！
電子カルテや紙カルテの入力にお悩みの
ドクターに！
現在の運用方法を変えずに作業効率の
向上をお考えのドクターに！

を削減したい、診察中や診察後のカ
ルテ入力を楽にしたい！

●診 療科目ごとの標準問診の他、各種専門外来問
診、
ワクチン・予防接種予診票、スコアテストもご
用意。
●チャットサポートでの問診カスタマイズ作業は
もちろん、弊社営業によるスタッフ様向け訪問
レクチャーも実施しており、手厚いサポートが好
評です。

連絡先

連絡先
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kanata株式会社

〒104-0045 東京都中央区築地3-7-1 TSUKIJI GRANDE 2F
https://www.kanatato.co.jp
E-mail:info@kanatato.co.jp 担当者名：永井 規靖

こんな方におすすめしています！

商品コンセプト・特長

株式会社メディアコンテンツファクトリー

メディカタログ商品紹介

会話を、
カルテに。
音声解析により3step
で実現します！
！
！

セレクト商品紹介

診療支援システム

商品コンセプト・特長

訪問インタビュー

連絡先

株式会社アルファシステム

T
O
P
I
C
S

WEB問診SymView

問診票、予防接種予診票、同意書、紹
介状など院内での紙の管理を減らし
たい！

TEL.03-5402-6905

〒105-0011 東京都港区芝公園2-2-22 芝公園ビル7F
https://www.media-cf.co.jp/
E-mail:mcf@media-cf.co.jp 担当部署：マーケティング本部

ORCAMO Link Selection 2021-2022
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Select item
診療支援システム

その他（画像ファイリングシステム）

遠隔画像診断支援サービス
「ホスピネット」

AI問診ユビー

セコム医療システム株式会社 ホスピネットセンター

Ubie株式会社

1時間以内の緊急読影
（オプション）
も可能

●テクノロジーで、
より患者様と近い医療を。

TEL.03-4405-2169

ORCAMO Link Selection 2021-2022

ORCA専用
セキュリテイーソフト

紙問診の電子カルテ転記が手間と感
じているあなたへ。電子カルテへす
ぐにコピーできるため、転記による
作業コストを削減できます。
患者様の待ち時間を減らし、
より多く
の患者様を診たいあなたへ。業務効
率化で、より多くの患者様を受け付

商品コンセプト・特長
●ORCAを導入されている医療機関において、サー
バー/クライアントでの利用を想定してORCA専用
に開発されたセキュリテイー製品です。ProScan for
ORCAは患者様の多くの重要機密情報を含むレセコ
ン情報をウイルスから守ります。

連絡先

連絡先
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Ubie株式会社

株式会社プロマーク

めたいあなたへ。患者様との向き合

けることができます。

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-5-3 福島ビル601号
https://www.hospital-management.jp/lp1
E-mail:info@dr-ubie.com 担当：お問い合わせ窓口

TEL.0120-464-756

メディカタログ商品紹介

●A I問診ユビーを利用すると、そのような事務作
業が自動化されます。問診質問が患者様の回答
結果にそって、自動生成されているので、適切で
正確な回答が得られます。患者様の回答は、電
子カルテにそのまま使えるように医師の専門表
現に自動で変換。これにより電子カルテ入力に
時間を取られることがなくなり、パソコンの画面
ではなく、患者様にしっかり向き合うことが容易
になるため、患者様により満足いただけます。

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5 麹町シルクビル7階
https://medical.secom.co.jp/it/hospinet/
E-mail:sms-info@healthcarenet.jp 担当：ホスピネット営業担当

ProScan for ORCA

患者様の満足度をあげ、定着率を高

ができます。

【装置の稼働率でお悩みの施設】稼働率UPに遠隔画像
診断支援サービスをご利用してはいかがでしょうか。

その他（セキュリティー）

こんな方におすすめしています！

う時間が増え、満足度を高めること

【専門外の診断に困っている施設】放射線診断専門医
の読影レポートを診断に活かしてはいかがでしょうか。

セレクト商品紹介

●医 療従事者にとって、時間は1秒も無駄にできま
せん。カルテ入力等の事務作業に時間を取られ
て、患者様と向き合う時間がうまく取れないと感
じたことはありませんか？

連絡先

診察事務を1/3に短縮。多忙な診療にゆとりを
もたらし、
より患者様と近い医療を。

セコム医療システム株式会社 ホスピネットセンター

こんな方におすすめしています！

訪問インタビュー

●医 療機関様で撮影された検査画像を放射線診断専
門医が読影し、主治医をサポートするサービスです。
CT、MRI、核医学、CR、胃透視、
マンモグラフィをはじ
め多彩な読影メニューを取り揃えております。

診療科別ポイント

商品コンセプト・特長

商品コンセプト・特長

T
O
P
I
C
S

株式会社プロマーク

こんな方におすすめしています！
日医標準レセプトソフト
（ORCA）
を新規
導入される医療機関
既存の日医標準レセプト環境にて強固な
セキュリティを求める医療機関

TEL.03-3417-4698

〒157-0076 東京都世田谷区岡本3-20-18-302
http://www.promark-inc.com
E-mail:sales@promark-inc.com 担当者名：勝田
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Select item
その他（プリンター）

その他（プリンター）

インクジェットプリンター・複合機

レーザー・ラベルプリンター、複合機

エプソン販売株式会社

ブラザー販売株式会社

T
O
P
I
C
S

診療科別ポイント

●【導入コスト0円の定額モデル】
エプソンのスマートチャージなら導入コスト0円！
(※1)保守料金込みの定額料金で月々の経費管
理もスムーズに。

●【高速ファーストプリント＆安定稼働】
印字プロセスで熱を使わないシンプル機構なの
で1枚目のプリントが高速！患者さまをお待たせし
ません。紙詰まりの対応も簡単で業務をストップ
させません。
＊エプソンのスマートチャージ
オール・イン・ワンプランの場合。
＊詳しくはエプソンのカタログ、
ホームページを
ご確認ください。

毎月の消耗品費や修理費など、プリ
ンターに関するコストが意外にかか
ると感じている。コストダウンの方法
を知りたい！
消耗品がすぐなくなってしまうので、
そのたび印刷業務が止まってしまう。
消耗品を買いに行く手間、発注する
手間を削減したい！
印刷が始まるまでに時間がかかり、
受付や診察時に患者さまをお待たせ
している。印刷待ちの時間を短縮し

●ORCA連携実績多数
Ubuntu18.04検証/動作確認済みの
レーザープリンター/複合機、
ラベルプリンターを
ラインアップ。お薬手帳・薬袋・処方控え出力の為
のラベルプリンター専用ドライバーもご用意。
※薬袋/処方控え出力はTD-4550DNWBのみ。
●コスト削減
超大容量トナー（12,000枚）対応のレーザー
プリンター/複合機で、印刷コストを削減。
ラベルプリンターも低コストで導入可能。
TD-4550DNWBは、
カッター等が現場で交換可
能で、保守代いらず。

【コンパクトなプリンター/複合機を
探している】
狭い受付にも設置できるサイズで、
受付の省スペース化に貢献。

【お薬手帳を印刷したい】
コンパクト・低コストで導入可能。
専用ドライバーで出力も安心。

●高速印刷・高耐久
40枚/分の高速印刷で業務の効率化に貢献。
耐久枚数30万枚の高耐久モデルで大量の帳票
発行をサポート。

たい！

〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー29F
http://www.epson.jp/iryo/
E-mail:eSIPS@exc.ehb.epson.co.jp 担当部署：ビジネス業種企画部
（ヘルスケア）

ORCAMO Link Selection 2021-2022

こんな方におすすめしています！

商品コンセプト・特長

【業務を止めたくない】
TD-4550DNWBはカッター等を
現場で交換可能。
トラブル時の
ダウンタイムを大きく削減。

連絡先

連絡先
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エプソン販売株式会社

こんな方におすすめしています！

メディカタログ商品紹介

●【大容量インク搭載】
大容量インク搭載で消耗品交換回数の削減が可
能に。また消耗品が自動発送されるので、管理と
発注の手間も同時に削減できます。

「機器が多く、
受付が狭い」
「なるべく費用は抑えたい」
そのお悩み、
ブラザーにご相談ください。

セレクト商品紹介

商品コンセプト・特長

訪問インタビュー

クリニックのプリンターは、やっぱりエプソン！
＜エプソンのスマートチャージで経営改善＞

ブラザー販売株式会社

TEL.03-3274-7607

〒104-0031 東京都中央区京橋3-3-8
http://www.brother.co.jp/
E-mail:medical-group@brother.co.jp

担当者名：堀田
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