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AsReader  （バーコードリーダー）
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch  /
推奨施設：⼤大規模病院  /  中⼩小規模病院  /  診療療所  /  介護福祉施設  /  その他

株式会社アスタリスク 　
URL  :  http://www.asx.co.jp/
 　 　 　http://asreader.jp/

価格：お問い合わせください



InterSafe  CATS
対応製品：Windows  /  iPad  /  iPhone  /  Android/
推奨施設：⼤大規模病院  /  中⼩小規模病院  /  診療療所  /  介護福祉施設  /  その他

院内でも訪問診療療でも！マルチデバイスのWeb閲覧を安全に

価格：5ユーザ15,000円〜～/年年額（税別）

アルプス  システム  インテグレーション株式会社
 　URL  :  http://www.alsi.co.jp/
 　Mail  :  ssg@alsi.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒5499-‐‑‒8045

●サービス概要
 　InterSafe  CATSは、Windows  /  iOS  /  
Androidに対応したクラウド型Webフィ
ルタリングサービスです。セキュリティ
リスクのあるサイトや業務に不不適切切なサ
イトへのアクセスを規制し、職員の⽣生産
性向上や情報漏漏洩防⽌止を実現します。

●導⼊入メリット
 　初期投資不不要のクラウドサービスでコ
ストを削減します。また、マルチデバイ
スのWebアクセスを⼀一元管理理できるため、
管理理者の運⽤用負担を軽減します。

●主な機能
  -‐‑‒  Webフィルタリング
  -‐‑‒  アプリケーション起動制御
  -‐‑‒  書き込み規制
  -‐‑‒  閲覧履履歴やCookieの管理理及び
 　⾃自動初期化設定の遠隔制御
  -‐‑‒  ブックマーク⼀一⻫斉配信
  -‐‑‒  アクセスログレポート機能
  -‐‑‒  アクセスログ検索索機能
  -‐‑‒  アクセスログのダウンロード 　他



ビジネススマートセキュリティ
対応製品：iPad  /  iPhone  /  Android/
推奨施設：⼤大規模病院  /  中⼩小規模病院  /  診療療所  /  介護福祉施設  /  その他

医療療業務におけるiPad利利⽤用時のセキュリティをまるごと提供！

価格：初期費⽤用10万円、基本サービス
1デバイス500円/⽉月額（税抜） 　

アルプス  システム  インテグレーション株式会社
 　URL  :  http://www.alsi.co.jp/
 　Mail  :  ssg@alsi.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒5499-‐‑‒8045

●サービス概要
 　ビジネススマートセキュリティは、 　 　
WebフィルタリングからMDM、ア
プリ制御、院内アクセスまで⼀一括管
理理できるクラウド型統合セキュリ
ティです。

●導⼊入ベネフィット
 　専⽤用ブラウザが必要な⼀一般的な製
品とは異異なり、SafariのままWeb
フィルタリングができるので、追加
検証のコストがかからず、Webア
プリ/サービスもそのまま利利⽤用でき
ます。

●主要機能
 　-‐‑‒  Webフィルタリング
 　-‐‑‒  アプリケーション利利⽤用制御
 　-‐‑‒  Firewall
 　-‐‑‒  MDM（制約設定、リモートワイプなど）
 　-‐‑‒  ポリシー違反検知
 　-‐‑‒  Webアクセスログダウンロード
 　-‐‑‒  拠点間VPN
 　-‐‑‒  アプリケーション配布
 　-‐‑‒  グループ管理理 　他

 　50以上のカテゴリでWebフィルタリング

 　リスト管理理でアプリの利利⽤用を柔軟に制御

共⽤用

広報室



Epson  iPrint
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch  /  Android
推奨施設：その他：訪問看護ステーション

タブレットで訪問看護記録書の作成＆オンデマンド印刷

価格：無料料
 　 　 　Epson  iPrintのみ。プリンターを除く。

エプソン販売株式会社
 　URL  :  http://www.epson.jp/
 　プリンター購⼊入ガイドインフォメーション
 　TEL  :  050-‐‑‒3155-‐‑‒8100

訪問看護の現場で看護師の⽅方々の⼤大きな負担となっている「訪問看護記録書」。
この作成業務を、タブレット端末と、エプソンの印刷アプリケーション「Epson  
iPrint」＆モバイルプリンターで⼤大幅に改善します。

【導⼊入効果】
タブレット端末と、「Epson  
iPrint」＆モバイルプリンターを活
⽤用することで、
・現地で看護記録を⼊入⼒力力
・現地で訪問看護記録書の発⾏行行
が可能になります。

訪問看護記録書
看護師様控え⽤用

訪問看護記録書
患者様⽤用

印

タブレット

訪問看護
ステーション

※Epson  iPrintとプリンターのみのご提案となります。
 　システムは別途ご⽤用意いただく必要がございます。

Epson  iPrint

患者様宅宅

モバイルプリンター

【現状課題】
訪問看護記録書の作成にあたって、
看護師は⼆二つの作業を別々に⾏行行う必
要があります。
・現地で複写⽤用紙を使⽤用し⼿手書作成
・さらに看護記録もステーションへ
      戻りパソコンで⼊入⼒力力

記録書の⼊入⼒力力と印刷を現地で同時に⾏行行うことが出来るため、ステーションへ戻って
の作業する必要が無くなり、看護師の⽅方々の⼯工数削減・負担軽減につながります。

作成

印刷



マーカー機能で画⾯面書き込みが可能

スマホ・タブレットから
プロジェクターに投写

Epson  iProjection
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch  /  Android
推奨施設：⼤大規模病院  /  中⼩小規模病院  /  診療療所  /  介護福祉施設  /  その他

スマートフォン・タブレットから写真や資料料を投写

価格：無料料

エプソン販売株式会社
 　URL  :  http://www.epson.jp/
 　プロジェクターインフォメーションセンター
 　TEL  :  050-‐‑‒3155-‐‑‒7010

【製品概要】
Epson  iProjectionは、エプソンの
プロジェクター※にスマートフォン、
タブレットの写真やファイル、
Webサイトを投写する無料料アプリ
ケーションです。
エプソンプロジェクターとLANで接
続して、簡単にプレゼンテーション
や写真・書類を共有することができ
ます。
※オプションの無線LANユニットが必要となる場合が
ございます

【主な機能】
・スマホ・タブレットからプロジェ
 　クターに投写
 　-‐‑‒  写真・画像
 　-‐‑‒  会議・プレゼン資料料
 　-‐‑‒  クラウドアプリのファイル
 　-‐‑‒  Webサイト
・マーカー機能で画⾯面への書き込み
 　が可能
・無線LANで簡単接続

 　インフラストラクチャのほか、
 　直接接続にも対応【製品情報URL】

http://www.epson.jp/products/offirio/emp/ipj/



たよれーる  デバイスマネジメントサービス
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch（第5世代）

盗難・紛失対策とあわせて端末の運⽤用・管理理に

価格：基本サービス 　 　 　 　 　 　                    300円/⽉月  
 　 　 　ロック・ワイプ操作代⾏行行サービス  200円/⽉月

    株式会社⼤大塚商会
 　URL  :  http://www.otsuka-‐‑‒shokai.co.jp/
H  Mail  :  mbsl-‐‑‒info@otsuka-‐‑‒shokai.co.jpbsl-‐‑‒info
 　TEL  :  03-‐‑‒3514-‐‑‒7555

【製品やサービスの概要】
たよれーるデバイスマネジメントサー
ビスはiOSをはじめAndroid・
Windows  OSも⼀一元管理理可能な⼤大塚商
会が提供するMDMサービスです。
リモートでのロック・ワイプ操作はも
ちろん、管理理コンソールで構成プロ
ファイル作成機能やJailbreak検知・イ
ンハウスアプリの配布環境・任意のタ
イミングで位置情報取得など管理理運⽤用
⾯面でも⼒力力を発揮します。年年に数回の
ペースでバージョンアップをしており
iOSの特性を活かした管理理運⽤用サービ
スを⽬目指しています。

【主な特徴】
・初期費⽤用無⽤用
・1端末から契約可能で、端末の増減  
      はWebページから申込み可能
・管理理者向けテレフォンサポート
・iOS⽤用セキュアブラウザを無償提供
・ダッシュボードで状況把握
・位置情報の更更新と履履歴保持
・インハウスアプリの配布
・構成プロファイルは、iPhone構成
 　ユーティリティを使わず簡易易設定
 　（⼀一般、パスコード、制限）
・Volume  Purchase  Program対応



 　 　 　 　 　医療療機関向けデータ2次活⽤用 　
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch/Android/Windows  Tablet/Mac/Windows  PC/その他
推奨施設：⼤大規模病院  /  中⼩小規模病院  /  診療療所  /  介護福祉施設  /  その他

ビジネスインテリジェンスをもっと簡単に  !

価格：お問い合わせください

 　URL  :  http://www.kmsi.co.jp/
 　Mail  :  info@kmsi.co.jp（問合せ窓⼝口）
 　TEL  :    03-‐‑‒6414-‐‑‒2874

電子カルテ、医事会計、 
部門システムなどな
ど・・・ 

抽出・統合 

統合分析 
サーバー 

経営分析・情報分析　レポート 
分析ツール 

!   患者数推移 
!   収益推移 
!   ＱＩ（指標）監視 
!   合併症分析 
!   手術分析 
!   患者別収支管理 
!   診療圏別患者動向 
!   医師別業績 

【製品概要】
電⼦子カルテや医事会計、その他部⾨門
システムなどのデータを抽出・統合し、
BIツール「Yellowfin」を⽤用いて、表
やグラフなどを組み合わせた「レポー
ト」を作成。
従来のシステム毎の集計では明確に
ならなかった各システム間(部⾨門間・
情報間)の関連を洗い出し、全体での
分析を可能にし、病院様の  “⾒見見える化”  
を実現します。

【Yellowfinの主な特⻑⾧長】
・OracleやSQLServer、Cacheなどの
データベースの種類を問わずアクセス
できる

・作成した表やグラフ（レポート）を
あらゆる場所・あらゆる⼈人に共有・
展開できる
（ユーザ毎に閲覧できるレポートを
制限可能）

・様々な切切り⼝口からデータを参照・分
析することが可能（右下の例例を参照）



サイバートラスト  デバイスID
対応製品：iPad  /  iPhone  /  Android/Windows  Tablet/Mac/Windows  PC/その他
推奨施設：⼤大規模病院  /  中⼩小規模病院  /  診療療所  /  介護福祉施設  /  その他

端末を厳格に認証し院内ネットワークのアクセスを制御

価格：オープン価格

サイバートラスト株式会社
 　URL  :  https://www.cybertrust.ne.jp
 　Mail  :  servicedesk@cybertrust.ne.jp
 　TEL  :  0120-‐‑‒957-‐‑‒975

【製品やサービスの概要】
デバイス証明書管理理サービス「サイ
バートラスト  デバイスID」は、デバ
イス証明書を使い、あらかじめ管理理者
が許可した端末だけを院内ネットワー
クにアクセスできるようにするための
サービスです。管理理画⾯面からアクセス
を許可する端末に証明書を発⾏行行するだ
けです。端末⼀一つ⼀一つを設定する必要
がありません。マルチデバイスに対応
し、ネットワーク環境も無線LAN  から
３G、LTE  まで幅広く対応しています。
さらに盗難、紛失時には、証明書を失
効することで端末を即座に院内ネット

ワークから切切り離離すことも可能です。
管理理者の悩みを⼀一挙に解決し、医療療環
境においてもセキュリティレベルを⼀一
段階上げることができます。

【主な特徴】
・証明書による厳格な端末認証を実現
・マルチプラットフォーム/マルチデ
バイスに対応
・３G、LTE、Wi-‐‑‒Fiなどのマルチネッ
トワークに対応
・様々なネットワーク機器、Webサー
バに対応



セキュリティブラウザKAITO
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch

端末にデータを残さない⾼高セキュリティブラウザ

価格：1デバイス￥2,800
 　 　 　(App  Store  にて配布中)

【製品やサービスの概要】
Safariブラウザを利利⽤用して、電⼦子カル
テをはじめとするWEBシステムにアク
セスする際には、端末に通信履履歴や
キャッシュをはじめとするデータが
残ってしまい、紛失・盗難時に情報漏漏
洩のリスクがあります。

端末にデータを残さないセキュリティ
ブラウザKAITOを利利⽤用すれば、訪問医
療療・介護の現場でのスマートデバイス
を活⽤用した情報共有がセキュアに実現
出来ます。

【主な特徴】
・通信履履歴、キャッシュ、クッキー
等の閲覧・認証情報の削除により個
⼈人端末にデータを残しません。

・利利⽤用ユーザはApp  Storeからダウン
ロード、ライセンスキーを⼊入⼒力力する
だけで簡単に利利⽤用が可能です。

・クライアント証明書と組み合わせ
れば、WEBシステムへのアクセスを
KAITOに限定する事が可能です。

株式会社ジェーエムエーシステムズ
 　URL  :  http://www.jmas.co.jp
 　Mail  :  mkt-‐‑‒contact@jmas.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒3431-‐‑‒2638

クラウドサービス

医療療機関

安全に電⼦子カルテへ接続
電⼦子カルテの⼊入⼒力力に場所を選ばない

安全な情報共有を実現
SNSやグループウエアを安全に利利⽤用

訪問先
BYDO（私物デバイスの業務利利⽤用）
私物デバイスでも安全に情報共有

＋

クライアント
証明書



KAITOセキュアTransfer
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch

端末にデータを残さない録⾳音・撮影ソリューション

価格：1サービス 　250万円

株式会社ジェーエムエーシステムズ
 　URL  :  http://www.jmas.co.jp
 　Mail  :  mkt-‐‑‒contact@jmas.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒3431-‐‑‒2638

【製品やサービスの概要】
訪問医療療・介護では患者様の状況報告
の効率率率化に際し、状況の撮影、⾳音声で
記録する事が想定されますが、記録し
た端末内にデータが残ってしまい、紛
失・盗難時に情報漏漏洩のリスクがあり
ます。

端末にデータを残さないセキュア
Transferシリーズのカメラ・レコーダ
を利利⽤用すれば、個⼈人情報を端末に残さ
ないセキュアな医療療・介護情報共有が
実現出来ます。

【主な特徴】
・転送後にデータを削除、端末にデータを
残しません。 
・データ保存時に暗号化、万が⼀一データ転
送が完了了しない状態で紛失・盗難されても
⾳音声データの再⽣生、画像データの確認はで
きません。
・電波状態等により送信中に通信が途切切れ
ても⾃自動でオンラインを検出し、断続的な
オフライン状態であってもデータを順次⾃自
動送信します。
・データ転送中も録⾳音・撮影が可能です。
・業務システムとの連携が可能です。

転送後、端末内のデータは⾃自動削除

本部  PCへ⾃自動転送

安全な通信

セキュアレコーダで録⾳音
患者様の状況を⾳音声で記録

セキュアカメラで撮影
患者様の状況をカメラで撮影



ConMas  i-‐‑‒Reporter
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch  /Windows8  Tablet  /  Windows  PC  /
推奨施設：介護福祉施設/リハビリステーション/病院/診療療所/専⾨門クリニック/その他

紙の診療療・介護記録をその場で作成、報告のスタイルに！

価格：クラウド版37,500円〜～(⽉月額)
 　 　 　※初期費⽤用は50,000円
 　 　 　 　オンプレミス版もございます。

【製品概要】
ConMas  i-‐‑‒Reporterは、今まで⼿手書きやExcelで
作成していた紙の医療療記録、診療療情報書類を、
⾒見見た⽬目はそのままでiPad  /  iPhone  /  windows
を利利⽤用して作成ができる、全く新しい『医療療現
場での』記録・報告・閲覧のスタイルを提供し
ます。
ネイティブアプリでパワフル、軽快な操作、電
波届かないオフライン環境でも使⽤用可能。
管理理はクラウドだから、いつでも閲覧、編集、
検索索が可能。(オンプレミス版での利利⽤用も可能)
今まで無くせなかった、紙の報告書作成業務を
電⼦子化し、効率率率化、スピードアップとコスト削
減を実現します。

【主な機能】
•  簡単にミスのない⼊入⼒力力を⽀支援する32のインプット
•  既存の紙帳票PDF、Excelから簡単に報告書のレイ 　
 　アウト作成
•  画像上にも⼿手書きできるフリードロー
•  承認フロー機能
•  ユーザー権限、端末認証などのセキュリティ機能
•  担当者のスケジュール管理理機能
•  ドキュメント管理理機能で資料料もiPadひとつで閲覧
•  帳票はデーターベースで⼀一元管理理、いつでも閲覧、
 　編集、検索索が可能
•  CSV、Excel、PDF、XMLでの帳票データー出⼒力力
•  外部システムとの連携のための外部連携API

株式会社シムトップス
 　URL  :  http://conmas.jp/
 　Mail  :  conmas-‐‑‒sales@cimtops.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒5721-‐‑‒4610



Smile  Flower
対応製品：iPad  /  iPhone  
推奨施設：⾃自治体  /  保険者  /  病院  /  診療療所  /  薬局  /  介護福祉施設  /  その他

ゲーム感覚で楽しく続ける健康管理理ツール

価格：  お問い合わせください

新⽇日鉄住⾦金金ソリューションズ株式会社
 　URL  :    http://www.nssol.nssmc.com/ss/service_̲industry/healthcare.html
 　Mail  :  rs-‐‑‒smile_̲flower@jp.nssol.nssmc.com
 　TEL  :  03-‐‑‒5117-‐‑‒6629

【製品概要】
 　Smile  Flowerは、糖尿尿病患者や
予備軍の⽅方が、⽇日々の⾏行行動や⾷食事、
バイタル情報を記録し、ゲーム感覚
で楽しく健康管理理を続けるためのア
プリケーションです。

 　記録を続けるとポイントが貯まり、
お店でクーポンと交換できます。記
録したデータは、主治医や保健指導
者と共有できます。

 　糖尿尿病の重症化予防対策ツールと
して活⽤用できます。

【主な機能】
■患者機能
・⽇日々の⾏行行動⽬目標設定／記録
・⽬目標達成カレンダー
・体重、⾎血圧、⾎血糖値グラフ表⽰示
・⾷食事写真記録／カレンダー表⽰示
・ポイント交換ショップ
・地域のイベント情報

■主治医・保健指導者機能（web）
 　・患者情報の共有
 　・バイタルグラフ参照
 　・⾷食事評価

画像①

「ポイントゲット！」「今⽇日の⽬目標達成！」



Trend  Micro  Mobile  Security™
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch/Android/その他
推奨施設：⼤大規模病院  /  中⼩小規模病院  /  診療療所  /  介護福祉施設  /  その他

モバイル端末のセキュリティ対策とデバイス管理理を包括的に実現

参考価格（税別）  ：  E(250-‐‑‒499)ランク
1ライセンスあたり新規価格：6,220円
 　※アカデミック/ガバメントライセンス有

【製品概要】
医療療機関でも採⽤用が進んでいる
AndroidやiOSベースのスマート
フォンやタブレット端末。
これらモバイルOS端末の不不正プロ
グラムや不不正サイトに対する「セ
キュリティ対策」と、紛失時のデー
タ保護やセキュリティポリシーを適
⽤用する「デバイス管理理」を包括的に
実現した企業向けソリューションで
す。管理理者が⼀一元的に管理理すること
でセキュリティーポリシーをより確
実にします。

【機能概要】

トレンドマイクロ株式会社
 　URL  :  www.go-‐‑‒tm.jp/tmms
 　TEL  :  03-‐‑‒5334-‐‑‒3601  (法⼈人お問い合わせ窓⼝口)

集中管理理
  

•  ポリシーの集中管理理
•  ダッシュボード、レポート

モバイル  デバイス
セキュリティ

•  不不正プログラム対策
•  プライバシースキャン
•  Web脅威対策
•  通話/SMSフィルタ

モバイル  アプリケーショ
ン  管理理

•  アプリケーションコント
ロール

•  アプリケーション配布

アクセス  コントロール

•  Exchange  Server  への
アクセスコントロール

•  インベントリ管理理
•  リモートロック/リモート消去
•  位置情報確認

•  パスワードポリシーの設定
•  機能制限
•  デバイスプロビジョニング

モバイルデバイス管理理  (MDM)  

•  管理理ログ管理理



対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch/Android/Windows  Tablet/Mac/Windows  PC/その他
推奨施設：⼤大規模病院  /  中⼩小規模病院  /  診療療所  /  介護福祉施設  /  研究機関  その他

医療療機関における効率率率的かつ安全なファイル共有を実現

参考価格（税別）  ：  E(250-‐‑‒499)ランク
1ライセンスあたり新規価格：5,240円
 　※アカデミック/ガバメントライセンス有

【製品概要】
その利利便便性から注⽬目されるデータ
保管・ファイル共有サービスですが、
医療療機関や医療療関係者のクラウド
サービス利利⽤用には制限が伴います。  
SafeSync  for  Enterpriseは、
データ保管・ファイル共有サービス
をオンプレミス環境で構築し、デー
タの保管⽅方法や受け渡し⽅方法など利利
⽤用者の利利便便性を改善しながら、管理理
性、セキュリティを向上させるソ
リューションです。

トレンドマイクロ株式会社
 　URL  :  www.go-‐‑‒tm.jp/tmssfe  
 　TEL  :  03-‐‑‒5334-‐‑‒3601  (法⼈人お問い合わせ窓⼝口)

外部の関係者と
⼤大容量量ファイル共有

モバイル端末から院内の
ファイル閲覧

データ集約/管理理者に
よる可視化

データの保存場所を
オンプレミス環境に

フォルダ
同期

ファイル
暗号化

ファイル
共有

マルチ
デバイス
対応

バックアップ
リカバリ

アクセス
フリー

院内の関係者間で
暗号化してセキュアに共有

【機能概要】
先進的なデータ保護
●PCやMacのローカルフォルダと同期
●リンクによるファイルの共有●共有
フォルダによる特定メンバー間での共
有●アクセスコントロールに連動した
ファイル暗号化●ウイルス対策
柔軟な管理理機能
●柔軟なユーザ管理理●ユーザベースの
ポリシー管理理●効果的な運⽤用管理理
多彩な端末と簡単な操作性
●Windows,  Mac,  iOS,  Android  のマ
ルチデバイス対応●ブラウザからのア
クセス●Outlookプラグイン

Trend  Micro  SafeSync  for  Enterprise™



Panasonic  Wireless  Projector  for  iOS
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch
推奨施設：⼤大規模病院  /  中⼩小規模病院  /  診療療所  /  介護福祉施設  /  医療療教育施設/その他

iPadに保存した資料料や写真をワイヤレスで簡単共有

価格：無料料  
 　 　 　(App  Store  にて配布中)

【製品概要】
iPad/iPhone/iPod  touchに保存し
たPowerPoint(R)ファイル/PDF
ファイルや画像などを、パナソニッ
クのワイヤレス対応ディスプレイや
プロジェクターへ、無線LAN
（Wi-‐‑‒Fi）で送信して表⽰示する
アプリケーションソフトです。

保存した資料料・画像に加えて、
内蔵カメラで撮影した写真やWEB
ページ、スクリーンショットもその
まま投写ができ、ワイヤレスで簡単
に共有することができます。

【主な機能】
・スクリーンショット送信
・写真などの画像送信
・⽂文書ファイルの送信
・Webページの送信
・マーカー機能
・スライドショー機能
・マルチ画⾯面表⽰示（最⼤大１６台）
・ブラウザリモートコントロール

パナソニック株式会社ＡＶＣネットワークス社
 　URL  :  http://panasonic.biz/prodisplays
 　 　 　 　http://panasonic.biz/projector
 　TEL  ：0120-‐‑‒878410（システムお客様センター）
 　 　 　        0120-‐‑‒872601（プロジェクターサポートセンター）  

パナソニック製
ワイヤレス対応ディスプレイ
⼜又は、プロジェクター

iOSデバイス

「マルチ画⾯面表⽰示」

複数のデバイスから、
同時に投写できます。

※同等機能をもつAndroid版、Windows版、
 　Mac版アプリケーションソフトもあります。



iPadヘの医療療画像配信    Hi-Scene 　
対応製品：iPad
推奨施設：⼤大規模病院  /  中⼩小規模病院  /  診療療所  /  リハビリ施設  /  医療療教育/その他

いつでもどこでもiPadからＰＡＣＳ医療療画像が閲覧できます

価格：お問い合わせください

 　URL  :    http://www.hitachi-‐‑‒ics.co.jp/
 　Mail  :    www@ml.hitachi-‐‑‒ics.co.jp
 　TEL  :    03-‐‑‒3251-‐‑‒7541  

【製品概要】
・PACS画像をiPadに配信、またiPadから
PACSに画像転送を要求して、DICOM医療療
画像をお⼿手元のiPadで閲覧できます。
・iPad本体内に画像をダウンロードします
ので(暗号化保存)、画像操作が⾮非常に軽快
で、無線圏外でも画像閲覧することができ
ます。
・⽤用途に応じてJPEG圧縮/RAWオリジナル
⾼高精細（WL調整可能）選択可能です。
・業務運⽤用に必須である端末認証、ユーザ
認証、配信ログ機能を備え、さらに画像の
配信単位で閲覧場所を管理理指定することが
できます。

【配信サーバ機能】
・PACSからの画像取得と暗号化配信
・物理理端末認証、ユーザ認証、画像管理理
・画像配信管理理（WEB操作画⾯面）
【端末機能】
・患者別画像ヒストリカル⼀一覧表⽰示
・画像表⽰示（拡⼤大、縮⼩小、パン、WL調整、
 　シネ再⽣生、マルチフレーム画像再⽣生）
・画像要求（ユーザ権限により可）
 　検索索指定条件：被検者ＩＤ、名前、検査⽇日、
 　受付番号、検査部位、モダリティ）
・  端末位置（ＧＰＳ等）による閲覧制限
・患者情報の匿匿名化、ダウンロード画像の有
効期限による⾃自動削除



Medical  mazec  /  Medical  7notes  Pad+WC
対応製品：iPad  /  iPhone  /  Android  /  Windows
推奨施設：⼤大規模病院  /  中⼩小規模病院  /  診療療所  /  介護福祉施設  /  その他

iPad  /  iPhoneで、医療療⽤用語が⼿手書き⼊入⼒力力できる  !    ⽇日本語⼿手書き⼊入⼒力力システム

価格：¥3,000  (年年間)

【製品概要】
mazecは、⼿手書き⽂文字認識識技術により、
キーボードに不不慣れな⽅方々に対してス
トレスのない⽇日本語⼿手書き⼊入⼒力力⼿手段を
を提供します。

標準キーボードでは変換できない⻑⾧長く
て難しい医療療・介護⽤用語も簡単に⼿手書
⼊入⼒力力することができます。

訪問介護の業務報告や訪問調剤業務な
どいままでIT機器の導⼊入が難しかった
現場のシステム化を⼿手書き⼊入⼒力力とiPad
を使って実現することができます。

【主な機能】
・20万語以上の医療療⽤用語を収録。

・漢字・かな交じりの⼿手書き⽂文字でも
全て漢字に変換できる「交ぜ書き」変
換機能や推測変換機能を搭載。

難しい医療療⽤用語が書けなくても簡単に
⼊入⼒力力ができます。
例例)「糖にょう」→「糖尿尿病⻩黄斑症」

医⽤用辞書変換例例
褥瘡、葛根湯エキス顆粒粒、陶⻭歯前⻭歯⽤用

株式会社MetaMoJi
 　URL  :  http://product.metamoji.com/enterprise/
 　Mail  :  info_̲ep@metamoji.com
 　TEL  :  03-‐‑‒5114-‐‑‒2912



無線LANアクセスポイント  WLX302
対応製品：iPad  /  iPhone  /  iPod  touch  /  他、無線LANに対応する製品
推奨施設：⼤大規模病院  /  中⼩小規模病院  /  診療療所  /  介護福祉施設  /  その他 価格：オープン価格

ヤマハ株式会社
 　URL  :  http://jp.yamaha.com/products/network/
 　TEL  :  03-‐‑‒5651-‐‑‒1330  (ヤマハルーターお客様ご相談センター)

デュアルバンド対応による⾼高速かつ
安定的な無線LAN接続

『WLX302』は、2.4GHzと5GHz
の周波数帯域に対応しており、それ
ぞれの周波数帯域毎に50台ずつ、
合計100台までの無線LAN端末と同
時に通信することが可能です。
適切切なネットワーク設計をすること
で、業務⽤用と患者様提供⽤用の無線環
境を1台でまかなうことも可能です。

トラブル時の問題切切り分けも簡単

『WLX302』は、無線LANの電波状
況を可視化できる「⾒見見える化」機
能を搭載しています。
これにより、常に変化する無線LAN
の状態を視覚的に把握することがで
きます。
設置後の他無線LANの⼲干渉によるス
ループットの低下などが起こっても、
簡単に問題の切切り分けが可能です。

⾼高信頼性の業務⽤用無線LANアクセスポイント



Tablet  ×  Cloud  ×  Rental
対応製品：iPad  /Android/Windows  Tablet/Mac/Windows  PC/その他
推奨施設：⼤大規模病院  /  中⼩小規模病院  /  診療療所  /  介護福祉施設  /  その他

“所有から利利⽤用へ”の実現をトータルでサポート

価格：お問い合わせください

 　URL  :https://www.yrl.com/
 　Mail  :  kensuke_̲matsuura@yrl.co.jp 　TEL  :03-‐‑‒5908-‐‑‒1674
 　担当者：企画推進部 　松浦

【デバイスレンタルサービス概要】
 　iPadなどのデバイスを必要な時に
必要な期間だけ利利⽤用いただくことが
できるレンタルサービスです。豊富
な在庫の中から機種を選択し最短1
週間からご希望期間を選択すると、
最短で翌⽇日にお届けが可能です。
 　レンタル料料は⽉月額でご利利⽤用いただ
くことができ、経費で処理理すること
が可能です。
 　利利⽤用中の保守サービスも含まれて
おり、廃棄費⽤用も不不要になるため、
突発的な費⽤用の発⽣生を軽減可能です。

【クラウドサービス概要】
■moreNOTE
 　医⽤用画像やデータなどをいつでも
どこでも⼿手元のiPadで閲覧できるク
ラウドサービスです。データは端末
内で暗号化されセキュリティも安⼼心
です。ペーパーレスを⽀支援します。

■Mirai-‐‑‒Touch
 　iPadを⽤用いたアンケートをスピー
ディに実⾏行行できるクラウドサービス
です。患者様に簡単に問診表を記載
してもらいリアルタイムでのデータ
集計も可能となります。 　

Rental	  Use	  Case	  
	  	  	  	  	  	  for	  iPad �

医療編



WACOMのペンIDソリューション
対応製品：iPad 　(第3・第4世代)  /  iPad  mini  (第1・第2世代) 　/  iPad  Air 　
推奨施設：⼤大規模病院  /  中⼩小規模病院  /  診療療所  /  介護福祉施設  /  その他

ID機能付iPad専⽤用ペンで医療療現場を改⾰革します

価格：オープン価格

株式会社 　ワコム
 　URL  :  http://tablet.wacom.co.jp/business/
 　Mail  :  vm-‐‑‒info@wacom.co.jp
 　TEL  :  03-‐‑‒5337-‐‑‒6705

Bamboo  Stylus  fineline  (CS600C)
僅か1.9mmのペン先で快適な書き⼼心地を実現した
⾼高性能iPad⽤用スタイラスペンは、
パームリジェクションやID機能に対応する筆圧ペン
で医療療現場におけるiPadの利利⽤用を促進します。
外形⼨寸法  　⻑⾧長さ150.8mm、直径10mm-‐‑‒11.9mm

質量量  　23g

素材  　アルミニウムボディ、ABS樹脂グリップ

筆圧レベル  　最⾼高1024レベル

スイッチ  　1サイドスイッチ

ペン先  　ポリアセタール 　（直径1.9mm）

接続（通信規格）  　Bluetooth 　4.0LE

電池  　充電式リチウムポリマー電池

稼働時間  　約26時間 　（2時間充電時）





本ソリューションカタログでは、iOSコンソーシアムの医療療ワーキンググループに所属する各
社の製品・サービスを紹介しています。掲載されている製品・サービスについてのお問い合わ
せは、提供元各社にお願いいたします。

■最新版は、iOSコンソーシアムのホームページからダウンロードできます。
 　http://ios.or.jp/

Apple，iPad,  iPad  Air,  iPhone,  iPod,  iPod  touchおよびMacは，⽶米国および他の国々で登録されたApple  
Inc.の商標です。
App  Store，iPad  miniは，Apple  Inc.の商標です。
Windowsは，⽶米国Ｍicrosoft  Corporationの⽶米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Androidは，Google  Inc.の登録商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使⽤用されています。
iOSは、Cisco  の⽶米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使⽤用されて
います。
その他会社名，製品名は，それぞれの会社の商標⼜又は登録商標（商標出願中）です。
本紙は独⽴立立した出版物であり，Apple  Inc.が認定，後援，その他承認したものではありません。
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