
このカタログの記載内容は、2019年6月現在のものです。

https://www.ricoh.co.jp/regional-health-net/

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

■ 導入・運用までの流れ

※記載の内容は予告なく変更させていただく場合があります。 ※詳しい内容・制約条件などについては、販売担当者にご確認ください。 ※DICOM は、医用情報のデジタル通信に関する標準のためのNational Electrical 
Manufacturers Association の登録商標です。※その他記載の会社名および製品名は、各社の商号、商標または登録商標です。

「地域包括ケアシステム」の運用設計から構築・保守までをトータルでご支援します。

資金調達／収支計画／協議会設立／業務設計・遂行 支援
患者・施設参加プロモーション

コンサルティングご提供コンサルティングご提供

お問い合わせお問い合わせ 各種補助金申請
運営事務局

設立/業務設計・遂行
地域医療○○○
ネットワーク協議会

RICOH Regional
Health Net
システム導入

RICOH Regional
Health Net
システム導入

稼働・運用稼働・運用

1年目1年目

お客様お客様

2年目以降2年目以降

RICOHRICOH システム構築システム構築 運用支援・保守運用支援・保守

統合医療介護連携システム

医療・介護情報を自動名寄せし
各職種でシームレスに共有。
キュアとケアの質を向上できます。

地域連携の
体制づくりから
リコーが

お手伝いします。

〈運用管理系機能〉
機能カテゴリ

標準マスタ管理
処理履歴
統計

ポータルテンプレート管理、モダリティ管理、標準診療科管理、標準機器管理、機器連携管理  
データ収集処理履歴、マスタ取込処理履歴  
登録推移統計、施設別統計

内 容

〈システム管理系機能〉

システム管理 システム情報、ライセンス管理、ユーザー管理、役職管理、コード管理、システム設定、コミュニティ管理、公開文書、休日管理、メール通知設定管理、
リアルタイム通知設定管理、通知用メールアカウント管理、ライセンス施設割振、ライセンスユーザー付与、入力フォーム管理、初期マスタ管理

内 容機能カテゴリ

■RICOH Regional Health Netの主な機能

〈通常機能〉
機能カテゴリ 内 容

住民
患者/利用者
紹介状
情報共有
施設
地域連携パス
予約
看護/介護
標準マスタ管理
診療報酬加算
認知症診断マスタ定義管理
空床

医療統合（ポータル）

退院時サマリ
訪問看護計画
紹介状
予約
認知症診断
統合スケジュール
コミュニケーションボード
温度板

介護統合（ポータル）

ケアプラン
介護サービス
介護報告
生活指導
フェイスシート
服薬計画

住民管理、住民詳細、要介護認定状況、住民情報アクセスログ、自動名寄せ結果一覧        
患者/利用者一覧、主治医事前アンケート、未紐付患者/利用者一覧、患者参照宣言ログ        
紹介状テンプレート、紹介状作成（未登録患者）、受取紹介状登録（未登録患者）、作成紹介状一覧、受取紹介状一覧        
ポータル、お知らせ、通知一覧、メッセージ、コミュニケーションボード、ユーザースケジュール、イベントカレンダー、重要周知情報管理        
施設管理、自施設グループ、施設能力検索、施設能力項目管理、医療介護ネットワーク管理、閲覧施設特定情報管理        
地域連携パス新規登録、地域連携パス一覧、地域連携パステンプレート管理        
予約登録、登録済予約、自施設予約状況、予約枠定義管理、予約枠雛形管理        
自施設利用者一覧、利用者グループ、チェック項目、チェックリスト        
検査項目セット管理        
検査・画像情報提供（退院）、検査・画像情報提供（入院外）、電子的診療情報評価料        
認知症アセスメント定義管理、認知機能検査バッテリー定義管理、認知症アンケート定義管理        
空床一覧、空床予約リクエスト一覧        
施設能力検索、地域連携パス一覧、退院時サマリ一覧、訪問看護計画一覧、紹介状作成、受取紹介状登録、患者紹介状履歴、予約枠選択、空床一覧、
認知症診断一覧、住民詳細、SS-MIX2データ出力、統合スケジュール、コミュニケーションボード一覧、患者プロファイル、温度板     
退院時サマリ新規登録、退院時サマリ一覧        
訪問看護計画新規登録、訪問看護一覧、訪問看護報告新規登録        
紹介状作成（対象患者）、受取紹介状登録（対象患者）、患者紹介状履歴        
予約枠一覧、予約枠選択        
インテーク登録、認知症診断一覧、認知症診断詳細        
住民イベント追加、スケジュール追加        
コミュニケーションボード登録、コミュニケーションボード一覧、コミュニケーション実施        
日常チェック設定、日常チェック週次出力、日常チェック月次出力        
施設能力検索、地域連携パス一覧、ケアプラン一覧、介護サービス利用記録一覧、介護報告一覧、生活指導一覧、フェイスシート一覧、服薬計画一覧、住民詳細、
介護統合個人表示項目設定、統合スケジュール、コミュニケーションボード一覧、患者プロファイル、温度板 
ケアプランファイル登録、ケアプラン一覧        
介護サービス利用記録一覧、介護サービス実績登録、サービス提供票出力        
介護報告一覧、介護報告登録、介護報告詳細        
生活指導一覧、生活指導登録、生活指導詳細、生活指導実施/終了管理        
フェイスシート一覧、フェイスシート入力、フェイスシート出力        
服薬計画一覧、服薬計画登録、服薬計画詳細、服薬報告詳細、本日の服薬報告        

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。



●患者様の医療介護情報を統合管理

●データフォーマットの違いを吸収して情報を集約

●多職種連携を支援

3つのアプリケーションにより多職種の連携を強化します。

医療情報システム (電子カルテ・医事コンピューター・レセプトコンピューター・PACS・放射線・検査など) と連携して、自動的にRICOH Regional 

Health Netへ情報を取り込みます。SS-MIX2やHL-7およびPIX/PDQなどの、標準化された情報の取り込みや出力も可能となります。

RICOH Regional Health Net EA

医療・介護収集連携アプリケーション

RICOH Regional Health Net MC

医療・介護情報管理アプリケーション
患者様の医療および介護に関する情報（病名・処方・検査・処置・バイタル・ADLなど）や、様々な施設で発生した内容を時系列に表示し参照できます。

連携先とのコラボレーション（医療セキュリティ対応メールやポータルおよび予約・紹介など）環境もご提供します。

患者様の在宅での状態管理をするためのバイタル機器と連携し、

ADLを含めた医療と介護の情報を参照および入力する、タブレット

端末用ソフトウェアです。

レセプトコンピューターをはじめ
多様なシステムとの連携が可能
レセプトコンピューターをはじめ
多様なシステムとの連携が可能
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内視鏡画像

DICOM

放射線画像
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検査システム
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レセプト
コンピューター
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UKE
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レセプトコンピューター
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介護データ介護データ

検査データ検査データ
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RICOH
Regional Health Net

EA
データ収集
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RICOH Regional Health Net HC

在宅介護支援アプリケーション

医療
病院/医科診療所
歯科診療所

介護施設
訪問介護ステーション

〈医師〉
救急時に、かかりつけ医
の情報が分かる
〈看護師〉
情報収集が楽になり、
働き方改革実現

〈かかりつけ医〉
過去の診療情報が分かる
〈地域連携室〉
紹介・逆紹介がスムーズ
になる

介護 〈ケアマネージャー〉
正確な服薬情報・受診履歴が分かる
〈ヘルパー〉
医師に問い合わせなくても、情報が分かる
〈看護師〉
医師とのコミュニケーションが楽になる

薬局 〈薬剤師〉
●病名が分かり、正確な服薬  
指導ができる

●施設をまたいで、処方履歴を
把握できる

住民
●突然の受診でも、説明の手
間がかからない

●検査・薬の重複を避けられる
●医療と介護で、一体の診療を
受けられる

自治体
省庁

〈自治体〉
地域の医療・介護の、サービ
ス品質・安全性向上
〈省庁〉
医療費削減、高齢者を支え
る社会の実現

地域の医療・介護スタッフ連携をご支援し
「地域包括ケアシステム」を促進できます。

地域の医療・介護の現場で

双方向かつシームレスに
情報を共有

データ収集・データ参照

電子カルテ

介護福祉
施設

検診
センター

医科
診療所

病院
歯科診療所 薬局

在宅

レセプト
コンピューター

検査システム

放射線画像
内視鏡画像 携帯端末

外注
検査会社

地域医療・介護に様々なメリット

処方の確認機能 他

バイタルサイン自動取得による、
システムへの二重登録防止

詳細な権限管理で、
多職種に適切な情報を提供

（施設/ 職種/ 職位・職階ごとに
参照・編集の権限設定）

その他、豊富な標準機能・
地域包括ケアシステムや

病院運営に役立つ機能も搭載

統合データベースで
     一元管理

メーカー間の
データフォーマットの
違いを吸収して格納

地域医療介護患者
統合DB 

地域医療介護患者
統合DB 

医療情報安全管理
ガイドラインに

準拠しセキュリティを担保

患者の情報参照
ケアカンファレンス・・・など

ケアマネージャー

患者の情報参照
施設機能予約照会・・・など

かかりつけ医

患者の情報参照
逆紹介・・・など

病院医師

患者の情報参照
服薬指導・・・など

薬剤師

情報のやり取りの手間・既存システムの相異・地域連携の体制づくりの課題を解決！

既存システムからデータを自動収集し

患者ごとに
自動*名寄せして統合
＊手動による設定が必要になる場合もあります。

RICOH Regional Health Net は地域医療・介護の現場をつなぎ、患者情報を名寄せして共有できるシステムです。

業務フローやご利用のシステムを変えずに、患者様の多様な情報をクラウドファイルサーバー上に統合。

地域の医療・介護従事者の連携を強化できます。

さらにリコーが補助金申請・運営事務局設立からご支援し、

「地域包括ケアシステム」の促進と品質向上に貢献します。
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※記載の内容は予告なく変更させていただく場合があります。 ※詳しい内容・制約条件などについては、販売担当者にご確認ください。 ※DICOM は、医用情報のデジタル通信に関する標準のためのNational Electrical 
Manufacturers Association の登録商標です。※その他記載の会社名および製品名は、各社の商号、商標または登録商標です。

「地域包括ケアシステム」の運用設計から構築・保守までをトータルでご支援します。

資金調達／収支計画／協議会設立／業務設計・遂行 支援
患者・施設参加プロモーション

コンサルティングご提供コンサルティングご提供

お問い合わせお問い合わせ 各種補助金申請
運営事務局

設立/業務設計・遂行
地域医療○○○
ネットワーク協議会

RICOH Regional
Health Net
システム導入

RICOH Regional
Health Net
システム導入

稼働・運用稼働・運用

1年目1年目

お客様お客様

2年目以降2年目以降

RICOHRICOH システム構築システム構築 運用支援・保守運用支援・保守

統合医療介護連携システム

医療・介護情報を自動名寄せし
各職種でシームレスに共有。
キュアとケアの質を向上できます。

地域連携の
体制づくりから
リコーが

お手伝いします。

〈運用管理系機能〉
機能カテゴリ

標準マスタ管理
処理履歴
統計

ポータルテンプレート管理、モダリティ管理、標準診療科管理、標準機器管理、機器連携管理  
データ収集処理履歴、マスタ取込処理履歴  
登録推移統計、施設別統計

内 容

〈システム管理系機能〉

システム管理 システム情報、ライセンス管理、ユーザー管理、役職管理、コード管理、システム設定、コミュニティ管理、公開文書、休日管理、メール通知設定管理、
リアルタイム通知設定管理、通知用メールアカウント管理、ライセンス施設割振、ライセンスユーザー付与、入力フォーム管理、初期マスタ管理

内 容機能カテゴリ

■RICOH Regional Health Netの主な機能

〈通常機能〉
機能カテゴリ 内 容

住民
患者/利用者
紹介状
情報共有
施設
地域連携パス
予約
看護/介護
標準マスタ管理
診療報酬加算
認知症診断マスタ定義管理
空床

医療統合（ポータル）

退院時サマリ
訪問看護計画
紹介状
予約
認知症診断
統合スケジュール
コミュニケーションボード
温度板

介護統合（ポータル）

ケアプラン
介護サービス
介護報告
生活指導
フェイスシート
服薬計画

住民管理、住民詳細、要介護認定状況、住民情報アクセスログ、自動名寄せ結果一覧        
患者/利用者一覧、主治医事前アンケート、未紐付患者/利用者一覧、患者参照宣言ログ        
紹介状テンプレート、紹介状作成（未登録患者）、受取紹介状登録（未登録患者）、作成紹介状一覧、受取紹介状一覧        
ポータル、お知らせ、通知一覧、メッセージ、コミュニケーションボード、ユーザースケジュール、イベントカレンダー、重要周知情報管理        
施設管理、自施設グループ、施設能力検索、施設能力項目管理、医療介護ネットワーク管理、閲覧施設特定情報管理        
地域連携パス新規登録、地域連携パス一覧、地域連携パステンプレート管理        
予約登録、登録済予約、自施設予約状況、予約枠定義管理、予約枠雛形管理        
自施設利用者一覧、利用者グループ、チェック項目、チェックリスト        
検査項目セット管理        
検査・画像情報提供（退院）、検査・画像情報提供（入院外）、電子的診療情報評価料        
認知症アセスメント定義管理、認知機能検査バッテリー定義管理、認知症アンケート定義管理        
空床一覧、空床予約リクエスト一覧        
施設能力検索、地域連携パス一覧、退院時サマリ一覧、訪問看護計画一覧、紹介状作成、受取紹介状登録、患者紹介状履歴、予約枠選択、空床一覧、
認知症診断一覧、住民詳細、SS-MIX2データ出力、統合スケジュール、コミュニケーションボード一覧、患者プロファイル、温度板     
退院時サマリ新規登録、退院時サマリ一覧        
訪問看護計画新規登録、訪問看護一覧、訪問看護報告新規登録        
紹介状作成（対象患者）、受取紹介状登録（対象患者）、患者紹介状履歴        
予約枠一覧、予約枠選択        
インテーク登録、認知症診断一覧、認知症診断詳細        
住民イベント追加、スケジュール追加        
コミュニケーションボード登録、コミュニケーションボード一覧、コミュニケーション実施        
日常チェック設定、日常チェック週次出力、日常チェック月次出力        
施設能力検索、地域連携パス一覧、ケアプラン一覧、介護サービス利用記録一覧、介護報告一覧、生活指導一覧、フェイスシート一覧、服薬計画一覧、住民詳細、
介護統合個人表示項目設定、統合スケジュール、コミュニケーションボード一覧、患者プロファイル、温度板 
ケアプランファイル登録、ケアプラン一覧        
介護サービス利用記録一覧、介護サービス実績登録、サービス提供票出力        
介護報告一覧、介護報告登録、介護報告詳細        
生活指導一覧、生活指導登録、生活指導詳細、生活指導実施/終了管理        
フェイスシート一覧、フェイスシート入力、フェイスシート出力        
服薬計画一覧、服薬計画登録、服薬計画詳細、服薬報告詳細、本日の服薬報告        

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。


