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ドクター＆医療機関のための情報誌
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●医療機器
　内視鏡システム、人工呼吸器、心電計、etc.

●セキュリティ
　監視カメラ、入退室管理、情報セキュリティ、etc.

●照明
　LED照明各種

●空調設備
　ビル用空調機器、空気清浄機、除湿・加湿器、etc.

●通信設備
　LAN、無線 LAN、各種ネットワーク

●太陽光発電
　事業所用太陽光発電システム

●家電
　テレビ、レコーダー、パソコン、etc.

●電子カルテシステム
　Dr.Pen Lite スタートパック

●医療データ
　データベースの構築等
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ONE STOP SOLUTIONS

　このたび弊社では医療機関の皆様へ

向けた「医療のワンストップ・ソリューション」

のご提供をスタートすることとなりました。

　これまでも医療機関の皆様へは、家

電専門量販店として家電製品や空調

設備、IT機器や通信設備、セキュリ

ティーシステムや照明設備などをご提供

し、ご愛顧をいただいてまいりました。

　これらに加えて2011年からは「医療

機器」や「電子カルテシステム」など、よ

り専門的なシステムやソリューションのご

提供を開始させていただきます。

　これにより医療機関様は、必要な機

器やシステムなどのご相談・ご商談をす

べて、弊社法人営業所を窓口として行

なっていただくことが可能になりました。

従来のようなメーカーとの個別商談の煩

わしさは、まったく不要です。

独自の電子カルテシステム

　弊社医療ソリューション事業の第1弾

としまして、弊社が独自に開発した電子

カルテシステム「Dr.Pen Liteスタートパッ

ク」の販売を開始しております（詳細は6

ページ）。

　こちらは主に無床診療所様に向けた

「電子カルテシステム」で、すでに80以上の

医療機関様にご活用いただいております。

　日医標準レセプトソフト「ORCA」との

完全連動による「優れた機能」や、業務

の流れを変えない簡単でスムーズな「操

作性」、そして業界の常識を打ち破る

「低価格」が大きな特長であり、新聞・雑

誌などにも多数取り上げられ、高いご評

価をいただいております。

　「電子カルテシステム」は医療のIT化

の第一歩といわれております。ぜひとも

弊社オリジナル電子カルテシステム

「DR. Pen Liteスタートパック」の導入

を、ご検討いただければと存じます。

　その他の医療機器やシステム、ソリュー

ションに関しましても、多数の医療機器専

門メーカーやベンダーなどと、強固なパート

ナーシップ契約を結んでおります。この関

係を主軸に、全国200カ所の弊社法人

営業所による機動力を発揮することで、

医療機関様の多様なニーズに迅速対

応できる態勢となっています。

「医院開業応援プラン」とは !?

　また、これから診療所・クリニックの開

業をお考えのドクター様に、ぜひ注目い

ただきたいのが「医院開業応援プラン」

でございます（詳細は16ページ）。

　こちらは開業にあたり、診療科目ごと

に必要とされる医療機器やシステム、家

電やIT機器などを一括納入させていた

だく弊社ならではの新サービスです。

　しかも構想段階から開業まで、専門家

が親身になってアドバイスをさせていただ

く「経営コンサルティング」を組み込んで

おりますので、ぜひともご検討ください。

　また、ご決済方法につきましても、弊

社では「請求払い」「リース」といった従

来型の方法に加えて、独自の「レンタ

ル」契約もご用意しております（詳細は

26ページ）。

　新規開業をご計画のドクター様をはじ

め、設備の拡充をご検討中の医療機関

様などにとって、最小限の初期投資で

最新機器を導入いただける大変お得な

サービスだと考えております。係の者にご

遠慮なくお問い合わせください。

施設向け提案も積極化

　医療機関様へ向けた施設等の提案

活動も、積極的に行なう所存です。特に

時代の要請である「省エネルギー」や

「創エネルギー」につきまして、弊社はさ

まざまなノウハウを蓄積しております。

　例えば省エネ関連では「LED照明」

「エコキュート」などで、業務用のモデル

を多数取り揃えております。創エネにつ

きましては「太陽光発電システム」をお

勧めしております。さらには医療施設向

けの専用空調システムなどもご用意して

おり、設備に関するお問い合わせにも

万全の態勢でお応えしてまいります。

　このように弊社では、医療機関様に

必要なすべてのシステム、ソリューション

を用意し、迅速に対応させていただく所

存です。これにより日本の医療の発展

を、微力ながらもお手伝いさせていただ

ければと考えております。

　ご不明な点等ございましたら、いつで

もお気軽に全国のヤマダ電機法人営

業所にご一報ください。皆様のおこし・お

問い合わせをスタッフ一同、心よりお待

ち申し上げております。

ヤマダ電機は「医療のワンストップ・ソリューション」をご提供します!
量販店ならではの機動力を生かし
医療機関の多様なニーズに迅速対応
ヤマダ電機

専務取締役法人事業部長

栗原正明
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ヤマダ電機のオリジナル電子カルテシステム

Dr.Pen Lite スタートパックとは… インターネット

●Dr.Pen Lite スタートパック専用の
　インターネット接続環境を
　ご用意ください。

無停電電源装置

プリンタ

＊デジタルペンはオプションです。

PC PCFD

サーバーORCA

受付・会計

ハブルーター

診察室/Dr.Pen Lite スタートパック クライアント（診察室）

受付・会計/Dr.Pen Lite スタートパック クライアント（受付・会計）

受付・会計/ORCAサーバー

共有

診察室

手書き入力 デジタルペンと紙による手書き入力ができます。

メモ 患者固有の情報をメモ欄として使用することができます。

検査結果取り込み 磁気媒体（FD等）で外注検査結果データを取り込みます。
検査結果時系列表示 検査結果を時系列で表示します。
検査結果グラフ表示 検査結果をグラフ化して表示することが可能です。
複数カルテ閲覧 選択した患者の過去カルテ参照が可能です。

サマリー 患者サマリー画面が所見欄と別にあり印刷も可能です。
診療情報提供書（紹介状） 診療情報提供書の作成・発行が可能です。

受信歴 受信日ごと、受信した診療科ごとに表示されています。
また、受信日をクリックするとその日のカルテにジャンプする機能も
付加されています。

患者情報 患者属性情報の他に保険・公費の情報などを参照することができます。

バイタル入力 日付、時間ごとにバイタル情報を登録することができます。
バイタルグラフ 登録してあるバイタルをグラフ化し参照することができます。

Do入力 デジタルペンと紙による手書き入力ができます。

併用禁忌チェック お薬の併用禁忌をチェックすることができます。

病名検索 病名検索、登録、転帰などが可能です。
自院病名登録・検索 自院にて汎用する病名を登録し、簡単に検索・登録することが可能です。

通常オーダー 検索機能を使用し、すべての診療行為を検索することができます。
記録表示 ログインID、タイムスタンプ、筆跡を記録し描画再生が可能です。

キーボード・マウス入力 キーボードによるテキスト入力、単語リストやテンプレート機能を
使用して簡単に文字入力ができます。

シェーマー シェーマー機能及びシェーマーシートを使用してスムーズな
所見スケッチができます。

プログラム Dr.Pen Lite スタートパック クライアント（診療室）
基本OS Windows®XP Professional

パソコン デスクトップ型、ワイドTFT液晶モニタ、Core2Duo®、
メモリ2GB、ハードディスク160GB、CD-ROM、キーボード、マウス

プログラム Dr.Pen Lite スタートパック クライアント（会計）
基本OS Windows®XP Professional

パソコン デスクトップ型、TFT液晶モニタ、Celeron®、
メモリ2GB、ハードディスク160GB、CD-ROM、キーボード、マウス

プログラム 日医標準レセプトソフト（愛称：ORCA）
基本OS Linux debian
無停電電源装置 1台

サーバー タワー型、TFT液晶モニタ、Pentium®、メモリ2GB、
ハードディスクドライブ160GB、CD-ROM、MO、キーボード、マウス

ルーター RAM 32MB、ROM 4MB、LAN 1ポート
※LANポートは4ポートスイッチングハブ、
WAM 1ポート、ISDN U/LINE 1ポート、ISDM S/T 1ポート、
TEL 2ポート、シリアル 1ポート

ケーブル 一式
プリンタ 専用プリンタ（A4サイズ）

ハブ ファーストイーサネット・スイッチ、10BASE-T/100BASE-TXポート
（自動認識）4ポート

オーダーシート 専用のオーダーシートからデジタルペンを使用して簡単に
オーダリングを行うことができます。

画像表示 JPG、BMP形式の画像ファイルの表示が可能です。
操作性として拡大・縮小、回転などもできます。

文書管理機能 スキャナーなどで取り込んだ文書や、自院にてエクセル・ワードなど
を使用して作成したファイルを患者と紐づけをして一括管理する
ことができます。

薬剤情報提供書発行 写真付き薬剤情報提供書の発行やお薬手帳に貼付する用紙などを
自動で発行することができます。

窓口集計表 ORCA側から日計表・月計表などの出力が可能です。
また、出力形式も保険別・医師別・地区別など様々な形式での
出力を選択していただけます。

病名シート 自院にて汎用する病名を専用シートにして、デジタルペンからも
登録することができます。

カルテ記載

画像

病名

バイタル

外注検査表示

他患者カルテ参照
日計・月計表出力

その他機能

オーダーリング機能

機能 概要

◆ 無償保証期間終了後は、有償で保守サポート契約をご契約いただけます。
◆ 保守・サポートサービスの内容は、電話、又はE-mailによるお問い合わせ受付、
  システム不具合対応、ネットワーク経由でのリモートメンテナンスとなります。

◆ 各種ハードウェアの追加や追加機能などのオプションをご用意しております。
  詳細は販売店にお問い合わせください。

※ハードウェアの仕様の詳細は販売店にお問い合せください。★はオプションです。

★

★

★

◆ Dr.Pen Lite スタートパックの設置、操作教育のスケジュール及び費用につきましては、
  販売店にお問い合わせください。

例）  他社機種との連携（画像ファイリングシステム、予約システム等）
      レセプトチェッカー
　   往診用ノートパソコン

　ネットワーク構成例

　機能一覧

　保守サポートプログラム 　Dr.Pen Lite スタートパック オプション品

　設置・操作教育

　Dr.Pen Lite スタートパック システム標準構成

デジタルペン＊デジタルペン＊

今お使いのハードウェアをそのまま使えるので「安心」。
ORCAのサポート事業所を変えなくてもよいので「安心」。

医療機関のタイプに応じた2つの「Dr.Pen Liteスタートパック」

　「Dr.PenLiteスタートパック」は、ヤマダ電機が独自に開発した無床診療所向け電子カルテシス
テムです。日医標準レセプトソフト「ORCA」と完全に連動しており、ORCAで修正したオーダー内
容も電子カルテ版に反映されるなど、データ入力の効率性が大幅に向上しています。
　「Dr.Pen Liteスタートパックアドオン」は、すでに「ORCA」を導入済みの医療機関向け電子カルテ
システムです。既存の設備を残したまま、端末を追加するだけで電子カルテシステムを実現するシス
テムです。

新規導入医療機関向け

安心
安全
快適

ORCA導入済み医療機関向け

+ （既存）日医標準レセプトソフト ORCA

Dr.Pen Liteソフトウェア

Dr.Pen Liteソフトウェア

日医標準レセプトソフト ORCA

Dr.Pen Lite
スタートパック

ヤマダ電機の3つのお約束

Dr.Pen Lite
スタートパックアドオン

業務の流を変えないので、電子カルテ導入の混乱がなく「安全」。

ORCAのマスター設定がそのまま利用できるので、
電子カルテシステムへの移行が「快適」。

1

2

Dr.Pen Lite スタートパック

99万8000円～

68万円～

※価格はすべて税別価格です。
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日医標準レセプトソフト（愛称：ORCA）は、診療報酬改定や薬価
改定があってもインターネットからの簡単ダウンロードで対応
できるので安心です。

診療報酬改定や薬価改定

診察室

レセプトソフトで再来受付をするとDr.Pen Lite スタートパック（受付・会計）末端の「受付一
覧」に反映されます。「受付一覧」では患者さんの状態が一目でわかります。また、状態による
色分けはご利用者の好みに応じて自由に設定できます。受付一覧画面は受付・会計端末から
でも診察室末端からでも参照できます。
「連絡／コメント」欄には院内で連絡事項などある場合に、入力して表示させることが可能です。

デジタルペンオプションをつけるとキーボード入力に加えて、手書き入力も行えます。 よく使う診療行為の組合わせなどをテンプレートとして登録しておくことができます。

受付／新患登録・再来受付

診察室 ［所見入力］

新患登録

受付一覧

所見入力その1 ［2号用紙入力］ 所見入力その2 ［テンプレート機能］

再来受付

Dr.Pen Lite スタートパック

病名登録  ［病名検索画面より］

オーダー入力その1 ［検索画面より］ オーダー入力その2 ［Do機能］

選択し、確定してください。

転帰日を選択できます。

診察室 ［オーダー入力］
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検査結果表示画面 検査結果グラフ表示 履歴表示

メニュー形式なので指示・操作が簡単

チェック用レセプト印刷が可能

レセプトオンライン化の目的

弊社のサービス

ローカルルールにも柔軟に対応

紹介状入力・出力機能 セキュリティ関連機能

入力情報の履歴確認画面
カルテ2号用紙への記述内容のログが記録、再生されます。

21 メデカジャパン 関東 ○
20 那覇市医師会 沖縄 ○
19 武蔵臨床 東京・埼玉 ○
18 兵庫臨床 兵庫 ○
17 福山臨床 広島 ○
16 昭和メディカル 関東 ○
15 岡山医学検査センター 岡山 ○
14 日本臨床 大阪 ○
13 アルプ 中部 ○
12 クリニカルパソロジーラボラトリ 鹿児島 ○
11 立川臨床 東京 ○
10 群馬臨床 群馬 ○
9 ジャパンクリニカルサービス 西日本 ×
8 京浜予防医学研究所 神奈川・東京 ○
7 サンリツ 千葉 ○
6 江藤微生物研究所 関東・東北 ○
5 保険科学研究所 関東・中部・新潟 ○
4 ファルコバイオシステムズ 関西・関東 ○
3 三菱科学メディエンス 全国 ○
2 ビーエムエル 全国 ○
1 エスアールエル 全国 ○
No 検査会社 拠点 新仕様

対応

＊

＊：旧仕様は実績あり。※検査会社の順序は、主に連携実績順

ライフサイエンス コンピューティング（株） GENESYS 画像ファイリングシステム ● ●

コニカミノルタヘルスケア（株） Regius110、Unitea 画像ファイリングシステム ● ●

富士フイルム（株） SYNAPSEWS（WS） 画像ファイリングシステム ● ●

富士フイルム（株） CAPSULA VIEW2 画像ファイリングシステム ● ●

富士フイルム（株） FCR PICO 画像ファイリングシステム ● ●

RS_Base RSベース 画像ファイリングシステム ー ●

（株）フクダ電子 FEV-40/FEV-CAL80 画像ファイリングシステム ● ●

アイアコス 受付 tell me 予約システム ● ー

東邦薬品 LX-MATE HeLios 予約システム ● ー

（株）エスプラント I-Call 予約システム ● ー

（株）リオン オージメータ 聴力結果ビューア ● ー

（株）ムーブ AR200 診察券発行・読取（リライトカードリーダ） ● ー

（株）メディング C30 診察券発行機 ● ー

（株）メディング TATTO 診察券発行機 ● ー

メックネットケアラボ
（株）アークレイ

臨床検査システム
糖尿病結果ビューア ● ●

属性連動 表示連動
連携メーカ 製品（ソフトウェア） 概　要

要件の内容

Dr.Pen Lite スタートパック 外部機器連携実績 Dr.Pen Lite スタートパック 検査会社対応

Dr.Pen Lite スタートパック オプション一覧

レセプト形式で印刷することも
可能で、点検用仮レセプトとして
も利用できます。

メニューから選択していく方式なの
で直感的な操作が可能です。

チューンアップ機能により、地方によって
異なるローカルルールも独自に追加・変更
することが可能です。

紙とペンで楽に、簡単にカルテ記入やオーダーが行えるようになります。
既存のフォームと同じレイアウトのフォームを使うことができます。

レセプトチェッカーは、レセプト電子請求におけるレセプト点検ソフト
です。データベースを参照して診療行為の適応性を自動的にチェッ
ク。正確なチェックによりレセプト業務を大幅に効率化します。

●オンライン請求の届出の代行業務 ●オンライン請求末端の設定 ●導通試験および確認試験の立会い
●本請求時の立会い ●電話サポート（随時）

医療保険事務局のコスト大幅削減
レセプトをデータベース化し、疫学的活用をすることで予防医療の推進を促進
医療ITのネットワーク化

国民医療費の適正化
1
2
3

査定が軽減

事務の負担が軽減
医療収入アップ

システム連携

各種表示／出力機能

デジタルペン

レセプトチェッカー

レセプトオンライン請求

導入によるメリット

Dr.Pen Lite スタートパック

ViewSend（株） ViewSend 画像ファイリングシステム ● ●

（株）ビゴメントソフトウェア PowerDICOM 画像ファイリングシステム ● ●

（株）モリタ製作所 I-VIEW 画像ファイリングシステム ● ●
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「Dr.Penメディカル・レポート・システム」導入事例

　「電子カルテの使用率アップのため

に、『Dr.Pen メディカル・レポート・システ

ム』が役だったことは確かです」

　こう語るのは総合病院国保旭中央

病院（千葉県旭市）で、医療情報室に

務める﨑山正章氏だ。

　旭中央病院は1953年に開院した市

立総合病院である（開院当時は旭町

等8カ町村によって設立）。診療科目36

科、病床数956床、全職員1905名・内

医師249名という体制で、1日の平均患

者数は外来約3300名、年間の救急受

診者数は約6万5000名。市町村立病

院としては、国内でも1～2位を争う規

模だ。

　しかも、黒字経営を継続していること

でも知られるが、これは「すべては患者

様のために」という開院以来の基本コ

ンセプトがしっかりと実践され、地域住

民に信頼され続けているからに他なら

ない。

　この姿勢を具現化している特長の1

つが「不採算医療への積極的な取り

組み」だ。小児科や救命・救急医療な

どでの高度な態勢は、地域住民から高

く評価されている。

　そんな旭中央病院が、電子原本化

を進めるために、電子カルテを導入した

のは2007年のこと。だが、当初は電子

原本化がなかなか進まなかった。そこで

2009年に電子カルテを補完するシステ

ム「Dr,Pen メディカル・レポート・システム」

を導入したのである。

　これは電子ペンと専用カルテ用紙を

使い、診療記録を電子カルテへ手書き

入力するもの。ヤマダ電機が独自開発

した。旭中央病院はこの導入で、患者

の各種データ管理の主力が、紙から電

子へと急速に移行し始めている。

全会一致で採用決定

　民間調査会社シード・プランニングに

よれば、電子カルテの普及率は2009

年で病院が21.7％、診療所が16.5％。

国の期待とは裏腹に、普及ペースは依

然として上がっていない。

　その要因として、﨑山氏は①「医療

現場に合わせたシステムが少ないこ

と」、そして②「価格が高いこと」の2つ

をあげている。特に①については「現状

はレセコン・メーカーが作ったシステムが

大半。その多くが電子カルテ機能より

も、レセコンと連動したオーダリング・シス

テムが主になっている」と分析する。

　診療記録などドクターが本当に書き

残したいことを記すには、手間のかかる

ものが多いのだ。

　旭中央病院も最初から電子カルテ

の使用がスムーズだったわけではない。

Dr.Penの導入前は入力にキーボード

やマウスを使っており、使用率が上がら

なかったのだ。キーボードでは入力作業

が端末のある場所に限定されることや、

図を描く際にマウスを用いらなければな

らないこと、ログインに時間がかかること

などで、敬遠するドクターが多かったの

である。このため診療記録は紙と電子

の二重管理を余儀なくされていた。

　そんな折り、あるドクターが﨑山氏のも

とを訪れ、1枚のチラシを手にこう語った

という。「これなら電子カルテを使ってみ

てもいい」。

　「これ」とはもちろんDr.Penのこと。こ

のドクターは当時、「紙カルテこそ医者

の命」と公言してはばからない電子カ

ルテ反対派だった。そんなドクターから

の申し入れに、﨑山氏は「これはイケ

ル」と直観した。

　「Dr.Penは学会などで見ており、注

目していました。しかも、ドクターから直接

申し入れがあったことで“イケル”と判

断。すぐにショールームへ出かけました」

　当時のDr.Penはまだ診療所用しか

なかったが、病院用への対応が可能な

ことを確認した。そして院内の会議で

Dr.Penの是非を検討。ペンで絵が描

けることや、端末がない場所でも電子カ

ルテ記入が可能なことなどを評価し、全

会一致で採用が決定したのである。

電子カルテの問題点を解消

　全会一致での採用決定ではあった

が、2009年の導入当初は慎重なトライ

アルが試みられた。紙カルテ運用は継

続し、最初は訪問看護だけに導入分

野を絞ったのだ。そこで「徹底的な膿み

出し」を行なったのである。その結果、

問題のないことを確認した上で、2010

年に入って適用範囲を拡大した。

　その1つが「手術記録」だ。それまで

の電子カルテでは「画像を用いた記録

が不便」「手術記録を残して

も後統計が取れにくい」「記

録を冊子化している現状を変

えたくない」などの問題点が

あった。

　しかしDr.Penの採用により

「通常のボールペンと同じ書き

味」であることや「記述内容を自動認

識した結果を、データベースから取得で

きること」、そして「紙に書いた記録を綴

じ込むことで冊子保存を継続できるこ

と」など、電子カルテの不満点を解消で

きたのである。

　「訪問記録」でも、従来は「端末を持

ち出せない」「紙カルテを患者宅に持

ち出す必要がある」「診療記録はすで

に電子化済み」「訪問終了後に電子カ

ルテへ再度入力する作業が発生す

る」などの問題があった。

　これらもDr.Penの採用で、「専用カ

ルテ用紙とペンを持ち出すだけで端末

は不要」「ペン記録は電子原本として

そのまま利用可能」「訪問終了後はペ

ンを電子カルテ端末に差し込むだけで

入力作業が完了する」などと、不満が

解消したのである。

Dr.Penの5大メリット

　﨑山氏はDr.Penのメリットとして「作

業場所を選ばない」「操作法の説明等

が容易」「ログイン／ログアウトが不要」

「手書き文書の電子原本化が容易」

「ボールペンと同じことができる」という5

点をあげる。

　加えて情報システム管理者へのメ

リットとして、「ペンドライバーを配信する

だけで、その他のソフトのインストールが

不要なことや、電子カルテのメーカーを

選ばず、どんな電子カルテにも対応でき

ることなどが評価できる」という。

　旭中央病院では重症度の高い患者

を多く扱う部署に限って、電子カルテに

記録する範囲を任意に判断してもらっ

ていた。その結果、出遅れていた部署

がいくつかあったが、救急外来がカルテ

記載のすべてをDr.Penで行なうように

なったことをきっかかけに、手書き対応

だった部署も順次電子カルテへ移行。

　これを受けて、現在は全科全記録

電子カルテのみの運用へ移行する命

令がくだり、この春オープン予定の新棟

では、紙カルテ置き場を作らず、

Dr.Penの記述データやキーボード入力

データによる電子媒体での原本管理を

念頭に建設が進んでいる。

　このように旭中央病院はDr.Penの

導入で、電子カルテの使用率が一気に

高まった。だが、同時にドクターからは、

ペンへの改善要望も出始めている。

　例えば「3色ボールペンのように1本

のペンで色分け入力できないか」や

「脱着式キャップはなくしやすいため、

他の方式にできないか」など。ヤマダ電

機もこうした現場情報を多く集め、今後

の参考とする考えだ。

　いずれにしても電子カルテを本格稼

働し、電子媒体での原本保存に切り替

えるためには、Dr.Penはキーボードやマ

ウスと同様の必需品といえそうだ。旭中

央病院の取り組みは、そのことを端的

に示した好事例ではないだろうか。

総合病院国保旭中央病院 （千葉県旭市）

旭中央病院医療情報室の﨑山正章氏 全面電子化を念頭に建設が急ピッチで進む新棟

ボールペンの書き味を再現した
「Dr.Penメディカル・レポート・システム」

手書きペン入力システムの採用で
電子カルテ使用率が急速にアップ！
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グループホーム（定員18名） 開設応援パック例（800万円～）

デイサービスセンター（定員40名） 開設応援パック例（1080万円～）

介護付有料老人ホーム（定員54名） 開設応援パック例（2700万円～）

ヤマダ電機が提供する「ほのぼの総合福祉システム５年パック」

介護報酬請求システム 什器備品 ベッド 家電

ハードウェア ソフトウェア ハード保守 システムサポート

※建物、設備は含まれていません。※写真はすべてイメージです。

訪問介護報酬請求システム
　　　　　132万円～

通所介護報酬請求システム
　　　　　140万円～

特養介護報酬請求システム
　　　　　418万円～

老健介護報酬請求システム
　　　　　448万円～

5年パック 5年パック

5年パック 5年パック

ヤマダ電機の「介護事業所応援パック」

小規模民間事業者様から大型法人までワンストップでご提案・サポートします。
※価格はすべて税別価格です。
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　ヤマダ電機の医療ソリューションにお

ける大きな特長は、医院の新規開業を

丸ごとバックアップする「医院開業応援

プラン」を用意したこと。医療機器メー

カーの老舗「日本光電」とのコラボレート

により、開業準備に追われるドクターを、

しっかりとサポートさせていただきます。

　特にこれからの医院運営では、以下

の4つの視点が重用と考えています。

　この4つを支援の骨子とした上で、科

目ごとに最適な経営コンサルティングや

機器の選定などを行ないます。

ロケーション・診療圏調査／開業希望地の土地情報・テナン
ト物件情報などをご紹介。さらに案件ごとの診療圏調査（ど
の程度の患者数が見込めるかの調査）もご提供します。

事業計画書作成支援／融資申込み時に金融機関等へ提
出するためだけの資料ではなく、開業後も事業を軌道に
乗せるための“道しるべ”として活用できる事業計画書の
作成をお手伝いします。

動線計画提案・レイアウト提案／提供する医療のスタイ
ルやスペースに合わせ、動線計画やレイアウト提案を行な
います。

広告宣伝企画支援／提携・協力企業のノウハウを活用し
て、効果的な広告宣伝プランをご提案。また各種の届け
出も代行して行ないます。

集患・増患対策／集患・増患対策のご提案や医業経営
に関する情報のご提供など、開業後も末永くお手伝いし
ます。

医療機器・備品選定支援／ドクターのビジョン・開業予
定地のマーケティング結果や、医療機器それぞれの受療
率などから、最適な医療機器・備品の組み合わせをご提
案します。
医療機器の組み合わせは医業収入の増減に直結します。
医療機器・備品への投資額は平均で1500万～2500万
円。限られた予算の中で、医療機器をどう組み合わせて
導入するかが重用です。

この2つを中心に、予算枠の中で最適な医療機器の導入
計画を策定します。

STEP1
基本構想

STEP2
資金調達

STEP3
設計・施工

STEP4
医療機器・備品

STEP5

STEP6
ご開業

各種届け出、
職員採用、広告宣伝

❶集患の武器
　 自院の診療方針や
　 得意分野から必要
　 不可欠な医療機器

❷収入の武器
　 地域でニーズが
　 あり、診療報酬の
　 高い医療機器

商品名
電子カルテ
一般Ｘ線撮影装置
超音波診断装置
（腹部・表在プローブ）DICOM付
ＣＲシステム
心電計
心電図表示ソフトウェア
ECG Viewer-Lite
全自動血球計数器
ＣＲＰ測定器
ＡＥＤ
長時間心電図記録装置
長時間心電図記録再生装置
尿分析装置
HbA1c測定装置
パルスオキシメーター
全自動血圧計
連携用パソコン
（ホルタ解析用・心電図ファイリング用）
家電一式
経営コンサルティング

Dr.Pen Lite
RADREX

Xario

FCR-CARNA
ECG-1250
QP-170D/QP-171D/
QP-172D
MEK-6400
CRP-3100
AED-2100
RAC-3103
QP-432D/QP-970D

SAT-2200
MPV-5400

ヤマダ電機
東芝メディカル

東芝メディカル

富士フイルムメディカル
日本光電　

日本光電　

日本光電　
日本光電　
日本光電　
日本光電　
日本光電

日本光電　
日本光電　

ヤマダ電機
日本光電＆ヤマダ電機　

企画・型式 メーカー

商品名
電子カルテ
一般Ｘ線撮影装置
超音波診断装置
（心臓・腹部・表在プローブ）DICOM付
ＣＲシステム
心電計（解析機能：無）
心電図表示ソフトウェア
ECG Viewer-Lite
全自動血球計数器
ＣＲＰ測定器
ＡＥＤ
生体情報モニタ
運動負荷ソフト・血圧計
エルゴメーター等付属品
長時間心電図記録装置
長時間心電図記録再生装置
血圧脈派検査装置
尿分析装置
HbA1c測定装置
PT-INR測定装置
パルスオキシメーター
全自動血圧計
連携用パソコン
（ホルタ解析用・心電図ファイリング用）
家電一式
経営コンサルティング

Dr.Pen Lite
RADREX

Xario

FCR-CARNA
ECG-1560
QP-170D/QP-171D/
QP-172D
MEK-6400
CRP-3100
AED-2100
PVM-2701

STB-3200（その他）

RAC-3103
QP-432D/QP-970D
BP-203RPE  Lite

SAT-2200
MPV-5400

ヤマダ電機
東芝メディカル

東芝メディカル

富士フィルムメディカル
日本光電　

日本光電　

日本光電　
日本光電　
日本光電　
日本光電　

日本光電　

日本光電　
日本光電　
オムロンコーリン

日本光電　
日本光電　

ヤマダ電機
日本光電＆ヤマダ電機

企画・型式 メーカー

商品名
電子カルテ
一般Ｘ線撮影装置
超音波診断装置
ＣＲシステム
心電計
心電図表示ソフトウェア
ECG Viewer-Lite
全自動血球計数器
ＣＲＰ測定器
ＡＥＤ
内視鏡診断装置（上部消化管用）
内視鏡洗浄消毒システム
生体情報モニタ
長時間心電図記録装置
長時間心電図記録再生装置
尿分析装置
HbA1c測定装置
パルスオキシメーター
全自動血圧計
連携用パソコン
（ホルタ解析用・心電図ファイリング用）
家電一式
経営コンサルティング

Dr.Pen Lite
RADREX
Xario
FCR-CARNA
ECG-1250
QP-170D/QP-171D/
QP-172D
MEK-6400
CRP-3100
AED-2100
Advancia
ENDOSTREAM
PVM-2701
RAC-3103
QP-432D/QP-970D

SAT-2200
MPV-5400

ヤマダ電機
東芝メディカル
東芝メディカル
富士フィルムメディカル
日本光電　

日本光電　

日本光電　
日本光電　
日本光電　
富士フィルムメディカル
富士フィルムメディカル
日本光電　
日本光電　
日本光電

日本光電　
日本光電

ヤマダ電機
日本光電＆ヤマダ電機

企画・型式 メーカー

商品名
電子カルテ
一般Ｘ線撮影装置
超音波診断装置
ＣＲシステム
心電計
心電図表示ソフトウェア
ECG Viewer-Lite
全自動血球計数器
ＣＲＰ測定器
尿分析装置
ＡＥＤ
パルスオキシメーター
連携用パソコン（心電図ファイリング用）
家電一式
経営コンサルティング

Dr.Pen Lite
RADREX
Viamo
FCR-CARNA
ECG-1250
QP-170D/QP-171D/
QP-172D
MEK-6400
CRP-3100

AED-2100
SAT-2200

ヤマダ電機
東芝メディカル
東芝メディカル
富士フィルムメディカル
日本光電　

日本光電　

日本光電　
日本光電

日本光電　
日本光電

ヤマダ電機
日本光電＆ヤマダ電機

企画・型式 メーカー

応相談
応相談
応相談

応相談
応相談

応相談

応相談
応相談

一般内科の一例（約1650万円）

循環器内科の一例（約2100万円）

消化器内科の一例（約2450万円）

小児科の一例（約1500万円）

●医院開業応援プランの例●医院開業コンサルティング

医院
開業応援
プラン

日本光電とのコラボレーションで強力バックアップヤマダの「医院開業応援プラン」

①医療の質（高度医療、専門性の追求、
　医療安全、プライマリ・ケア）

②社会貢献（地域への貢献、往診医療
　の展開、休日・時間外対応、在宅医療

　の実践）

③患者満足（インフォームドコンセント、
　アメニティの充実、スタッフ教育）

④医業経営（適正経営、設備投資の
　ための利益確保、レセプト適正算定、

　効率化の視点、継続的な集患・

　増患）
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※専門科目（整形外科、皮膚科、眼科等）の医院開業も応援いたします。
　詳細は法人営業担当者まで、お気軽におたずねください。



医院運営に不可欠な家電＆IT機器も「医院開業応援プラン」で一括導入

●日医標準レセプトソフト「ORCA」と完全に連動。ORCAで修正したオーダー内容も電子カルテに反映。
●「新規導入医療機関向け」と「ORCA導入済みの医療機関向け」の2タイプを用意。
●「デジタルペン」「レセプトチェッカー」「レセプトオンライン請求」など便利なオプションが豊富。

●ディスプレイの位置や角度を自在に調整できる「フレキシブルアーム」を搭載し、画面の見やすさやタッチ
パネルの使いやすさが大幅に向上。検査者の視線や機器の位置状況に合わせた最適な検査環境を提供。
●過去5分間の全波形を本体内部に記憶し、任意の場所を抽出して記録する「ロングメモリー」が可能。波形の安定
しない症例や、不整脈が散発する症例など検査が困難な症例でも、重要な箇所を取り逃すことなく記録可能。
●トレッドミル、またはエルゴメーターによる運動負荷試験が可能（ECG-1560対応、プログラムはオプション）。

●防水性能の世界基準IPX8をクリアした信頼の設計。レコーダー、電極を装着したまま「最高水温45℃ま
で」「30分間」お風呂につかることが可能。
●記録開始の操作を忘れても一定時間を過ぎると自動的に記録を開始。しかも24時間後には自動的に記
録停止処理を行ない、確実な記録が可能。
●液晶画面に表示される心電図波形のほか、心拍数・心拍同期マークや心拍同期音で電極装着状態の確認
が可能。表示感度を倍にすれば波形表示の拡大も可能。さらにペースメーカースパイクの検出精度を上げ
るためにパルス検出チャネルを選択可能。

●真空採血管のキャップをしたまま測定できるクローズドモードと、容器形状にこだわらずに測定できる
オープンモードを標準装備。
●必要サンプル量は静脈血なら30μL。採血量が少ない場合でもキャピラリモードなら、わずか10μLで測
定可能。測定時間は60秒／検体。いち早く結果を表示。
●キャピラリアダプターセット（別売）の使用で、微量血測定が簡単に実施可能。

●全血・全自動でCRPを測定。面倒な遠心分離の前処理は不要。
●電源を入れると回路や試薬を自動点検、約15秒で測定を開始。
●血液サンプル量はわずか5μL。静脈採血が困難な高齢者・小児でもキャピラリモードで簡単に測定可能。

●内臓メモリ、SDカードにデータを保存。保存した検査データを呼び出して再度記録することも可能。
　また有線LAN、無線LANによるデータ通信が可能。
●バッテリー駆動に対応。最大約60分以上の連続使用が可能。

●日本光電の技術を結集した国内開発＆製造のAED。
●日本版救急蘇生ガイドライン策定小委員会が推奨する文言の音声で操作をガイド。
●成人・小児モード切り替えスイッチで、小児から成人まで幅広い年齢層に対応。

薄型大画面テレビ
（写真は東芝「55X2」）

オーブンレンジ
（写真は日立「MRO-GV300」）

冷蔵庫
（写真はパナソニック「NR-B143W」）

業務用イオン発生機
（写真はシャープ「IG-840」）

ルームエアコン
（写真は日立「白クマくんSシリーズ」）

クリーナー
（写真はシャープ「EC-AX120-A」）

FAX付き電話機
（写真はパナソニック「KX-PW821DL」）

複合機
（写真はOKIデータ「MC561dn」）

医院
開業応援
プラン

Dr.Pen Liteスタートパックの詳細は6ページまで！

無床診療所向け電子カルテシステム
Dr.Pen Liteスタートパック

自動体外式除細動器
AED-2100 カルジオライフ

心電計
ECG-1510（記録器なし）＆ECG-1560（記録器付き）

長時間心電図記録器
RAC-3203

全自動血球計数器
MEK-6400 セルタックα

免疫反応測定装置
CRP-3100 セルタックケミ

心電図
ECG-1250 カルジオファックスS（解析機能付）

医院開業応援プランで導入でき る最新型「医療機器」＆「家電・IT 機器」
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※写真はすべてイメージです。



ヤマダの
オススメ!

病室は患者の生活空間の中心。空調には室温を
下げ過ぎずに室内の快適性を高める除湿システ
ムや、足下からしっかりと温められる暖房機能な
どが求められる。

LED照明の魅力は低消費電力＆
長寿命。特に寿命の長さは交換頻
度の減少につながるため、ランプ
を大量に使用したり、高所に設置
している施設では大きなコスト削
減となる。

映画やゲームなどで話題が先行し
ている3D映像。業務分野に応用
するための開発も進んでおり、昨
年秋のCEATECでパナソニックは
「医療現場での活用」を参考展示
した。

室外から空気が流れ込むよう室内の気圧を下げ、
室外へウイルスなどの拡散を低減。診療室・病室
での院内感染抑制に貢献する。

快適な療養のためには安定した給湯が不可欠。日
立の業務用エコキュートは、給湯器から離れた場
所でもすぐにお湯が使える「即湯循環配管方式」
に対応。

油煙に強いステンレスボディでメインテナンスも簡
単。濡れた手で操作可能なリモコンスイッチ用の防
滴カバーなどもオプションで用意。

CO2排出量削減とエネルギーコスト削減という2
つのメリットを持つ太陽光発電。さらに、その設
置は環境に配慮する姿勢を、社会へ明示すること
にもつながる。

暖房エアコン
「寒さ知らず 白くまくん」
（日立アプライアンス）

排気HEPAフィルター
ユニット
（日立アプライアンス）

業務用エコキュート
（日立アプライアンス）

厨房用てんつり（日立アプライアンス）

太陽光発電システム（シャープ） ※写真はイメージです。

3D対応ハイビジョン・ムービー
（パナソニック）3D対応ブルーレイ・レコーダー（パナソニック）

直管型
LED照明
（オプティレッド）

LED電球（パナソニック）

パナソニックの3D活用提案
（CEATEC2010）

●病室用エアコン

●LED照明

●3D映像システム

●排気HEPAフィルターユニット

●エコキュート

●厨房用エアコン

●太陽光発電システム

医療機関のための「省エネ機器」 「創エネ機器」「映像システム」

水銀灯型LED照明
（ファウテクノロジー）

65V型3D対応
プラズマ・テレビ
（パナソニック）

業務用エアコン「爽快除湿」
（日立アプライアンス）
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ヤマダ電機ならではの多様な決済方法!!
ニーズ・ご予算に応じてお選びください！

こんな時に、レンタルをお役立てください！

レンタル
（※1）

リース
（※1）

請求払い
（※1）

●新品未使用の医療機器を月々のレンタル料のみで即納入できます。
●リースと異なりレンタル料は賃貸借処理可能で経費扱いにできます。（※2）

●院内流動費からレンタル料を捻出すれば最新機器がお手元に届きます。

１．契約期間は1年から任意で設定可能
　・リースは法定耐用年数70％以上の期間（法定耐用年数10年未満の場合）
　・レンタル契約は期間を任意に設定可能

２．長期契約により年間費用の軽減が可能
　・契約期間の長期設定で月額レンタル料の軽減も可能
　・一時的な多額の導入資金は不要

レンタル 5つの特長

※1）ご利用には審査がございます。　※2）一般的なファイナンスリースは原則売買処理へ変更されました。

レンタルの詳細はお近くのヤマダ電機法人カウンターまで！

優先順位により導入が見送られる。予算枠外の
期中導入が難しい。
●解約可能なレンタルは経費として処理（部門経費として支払い）
●年度予算に縛られず、必要な機器の導入・追加がタイムリーに可能

陳腐化により入れ替えたいがリースでは費用の
上積みとなりコストがふくらむ。
●レンタル期間は自由に設定（最短1年から6年程度）
●解約可能な契約のため、コストの積み増しが防げる
　（解約レンタル料による精算で最新機器への入れ替えが可能）

３．解約レンタル料の精算のみで、いつでも解約可能
　・リースは原則解約不可（解約時は残リース料金を一括精算）
　・レンタルはリースに比べて低額な解約レンタル料にて精算

４．解約可能なレンタルは予算に縛られずに使用可能
　・購入、リースで導入できない機器は「借りて使用」
　・レンタル費用は経費として処理できます

５．保守契約を含んだ「フルメンテナンス付きプラン」
　  も選択可能

ヤマダの「医療機器レンタル・サービス」とは......？

２．早期入れ替え希望１．すぐ導入したいが予算未確保
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