
業務の
負担軽減！もっと

患者様に患
喜ばれる薬局に

もっと



電子薬歴・レセコン一体クラウド型薬局向け

患者様に寄り添うため

受付業務の
省力化

１：データは堅牢なデータセンターで保管。
セキュリティ対策、耐震設備、電力システム、空調、消火設備を施し、安心。

２：AUTO UPDATE。
常に最新データを自動的に更新。メンテナンス不要。

３：BCP対策。
自然災害などの緊急時においても有効。

調剤機器との
連動・連携

医薬品に関する
情報確認を
支援

事前
ヒアリング

ヘルスケア情報を提供して、
患者様の健康を

もっとサポートできる薬局に！

クラウドシステムの

３つのメリット



業務支援システムMAPs for PHARMACY は、

の時間を創り出します。

セルフ
メディケーション
を高める
コンテンツ

最新AI技術を
活かした

サジェスト（提案）
機能

本部ガバナンス
強化を実現する
新本部システム

処方箋情報から
の病名推論

服薬指導文章の
サジェスト機能
薬歴記載の
省力化

業務の負担が
減ったら、接客に
力を入れられそう！



最新AI技術を活かしたサジェスト（提案）機能
■服薬指導文章のサジェスト機能

患者情報、処方箋情報、推論病名に基づく服薬指導文章サジェストによる情報の均一化と薬歴記載の省力化が見込めます。

・サジェスト機能による情報の均一化
患者様の病態にあった最適な服薬指導を支援します。機械学習機能で患者情報、処方箋情報、推論病名を基に服薬指導の参
考文例を提案することで、服薬指導文の標準化とレベルアップに繋げていきます。

・薬歴記載の省力化
薬歴記載時間を短縮し、患者ケアを行う時間を生み出します。システムが提案した「服薬指導文A/P」を基に、薬歴作成を省
力化。患者情報、処方内容、推論病名を基にシステムが提案する服薬指導文を選択して、薬歴画面に保存が可能です。保存し
た文章は編集もでき、充実した薬歴を効率的に作成することができます。

各データをもとに
服薬の指導文を提案します。

処方入力
データ

患者情報

推論病名

安心して
薬が飲める！

業務の負担が軽減
されるので便利！

患者

薬剤師

患者の病態と
処方にあわせた
最適な服薬指導文

最適な
服薬指導

薬歴画面へ
記載

AIによる
機械学習

Rp1の入力欄に「ロキソ」と入力する
と、入力情報をサジェスト。患者様が
服用したことのある薬品が上から表
示されます。

一般名入力で、【般】ロキソプロフェンNa錠
60mgを選択するとサジェスト画面緑字の
位置が自動的に「調剤薬行」に変わり、実際
に調剤する医薬品をサジェストします。

先発品の「ロキソニン錠」を選択するとサ
ジェスト画面緑字の位置が自動的に「コメン
ト行」に移動し、一般名処方から先発品を調
剤する理由コメントをサジェストします。



受付業務の省力化
■処方入力サジェスト

■処方箋情報からの病名推論

患者様の疾患に基づく円滑なコミュ
ニケーションを支援します。医師が
どの病名にどのような処方を決定し
たかという数十万件に及ぶビッグ
データを基に、応需した処方箋をAI
が解析して、病名を推論し、該当す
る割合も含めて病名候補を提案す
ることによって、薬剤師による患者
病名の推測をサポートします。

処方箋の入力後、次の入力項目や内容をサジェストし、入力の効率化を図ります。
ユニークな呼び出しコードではなく、処方箋に記載された文字そのものを入力する
と候補マスタが挙がってきます。

73歳　男性
飲酒習慣あり AIによる

機械学習

病名を推論して提示します。

経験の浅い
薬剤師でも患者様の
疾患がわかるから

心強い！

Ⅱ型糖尿病

高血圧症

気管支喘息

処方箋データ
●メトホルミン塩酸塩錠 500mg
●ジャヌビア錠 50mg
●アダラードCR 40mg
●ホクナリンテープ 2mg

1位

2位

3位

95％

75％

65％

処方箋データからAIが病名を推論

Rp1の入力欄に「ロキソ」と入力するRp1の入力欄に「ロキソ」と入力する
と、入力情報と、入力情報をサジェスト。患者様がをサジェスト。患者様が
服用したことのある薬品が上から表服用したことのある薬品が上から表
示されます。示されます。

一般名入力で、【般】ロキソプロフェンNa錠一般名入力で、【般】ロキソプロフェンNa錠
60mgを選択するとサジェスト画面緑字の60mgを選択するとサジェスト画面緑字の
位置位置が自動的に「調剤薬行」に変わり、実際が自動的に「調剤薬行」に変わり、実際
に調剤するに調剤する医薬品をサジェストします。医薬品をサジェストします。

先発品の「ロキソニン錠」を選択するとサ先発品の「ロキソニン錠」を選択するとサ
ジェストジェスト画面緑字の位置が自動的に「コメン画面緑字の位置が自動的に「コメン
ト行」に移動し、ト行」に移動し、一般名処方から先発品を調一般名処方から先発品を調
剤する理由コメントをサジェストします。剤する理由コメントをサジェストします。

Rp1の入力欄に「ロキソ」と入力する
と、入力情報をサジェスト。患者様が
服用したことのある薬品が上から表
示されます。

一般名入力で、【般】ロキソプロフェンNa錠
60mgを選択するとサジェスト画面緑字の
位置が自動的に「調剤薬行」に変わり、実際
に調剤する医薬品をサジェストします。

先発品の「ロキソニン錠」を選択するとサ
ジェスト画面緑字の位置が自動的に「コメン
ト行」に移動し、一般名処方から先発品を調
剤する理由コメントをサジェストします。



■本部主導型管理機能による店舗ガバナンス強化を支援

処方内容や患者様の特定分野の疾患群に対して食事指導レシピを提案します。

チェーン店舗内での患者様情報を連携し、ドミ
ナント効果の最大化をサポートします。また、分
析用データを活用した様々な店舗情報の分析に
よる経営戦略支援や経営判断用レポートの出力
を行えます。他レセコンにも接続できるため、保
有経営資源を有効活用することができます。

健康サポート薬局に向けた充実した患者様への
セルフメディケーション情報の提供

チェーン全体の最適化を実現する新本部システム
（近日リリース予定）

食事レシピをご提案

①更年期障害　②糖尿病　③高血圧

④骨粗鬆症　⑤美肌　⑥脂質異常症

⑦高尿酸血症　⑧貧血予防　

⑨ダイエット　など

本 部

●マスタ、設定情報を店舗ごとに発信
●ホールディングス、エリアごとに集計
●本部からのお知らせ通知
●視覚的に店舗状況把握

A店舗 B店舗 C店舗

レシピ

高血圧患者さんの

ための減塩レシピ



各調剤機器との
データ連動
調剤支援システム『YUNiCOM』とのネットワー
クで、「窓口業務」から「調剤業務」まで、すべてを
一元管理します。NSIPSにも準拠しており、各種
連動も可能です。

EHR（医療情報連携
ネットワーク）による
相互連携
（2021年リリース予定）

診療所と薬局が患者様の情報を相互連携するこ
とで、診療所は実際に調剤された薬を把握し、次
の診療に活かすことができます。薬局は事前に処
方箋情報を受け取れるので、処方箋を入力する手
間が省け、患者様の待ち時間短縮に繋がります。

新世代医薬品総合データベース
MDbank 搭載
MDbankは医薬品に関する情報をカバーした
データベースです。調剤機器メーカーだからこ
そなせた多岐に渡る医薬品関連情報を搭載して
います。

診療所

患者様

薬局

安全な治療

大きな安心

迅速な処理

診 療 調 剤

医療
情報

調剤
実施情報 スピーディーな

処理を可能にします。
安心・安全な診療に
近づけます。

大きな安心感が
得られます。

※処方箋情報や診療情
報の一部（問診、検査
結果、病名）

搭載データベース種類

・投与量DB

・指導文DB

・副作用DB

・医療品画像DB

・相互作用DB

・FOOD相互作用DB

・OTC薬相互作用DB

・OTC薬商品情報DB

※

散薬分包機

全自動PTPシート払出装置

鑑査システム

最終鑑査支援装置
水剤分注機

錠剤分包機

薬袋プリンター

YUNiCOM-DSX ピッキング鑑査システム

散薬調剤ロボット

自動薬剤ピッキング装置
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（株）湯山製作所

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

カタログの掲載内容は2020年10月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

発 売 元

NSIPS®とは、日本薬剤師会が提案する薬局向け
コンピュータシステム間の連携システムです。
（商標登録　第5214610号）

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の
　前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

〒561- 0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.（06）6868-5155（代） FAX.（06）6868-5154（代）大 阪 本 社

〒130- 0012 東京都墨田区太平 2丁目10 番 10 号
TEL.（03）3829-9511（代） FAX.（03）5611-2011（代）東 京 本 社

安全に対する
ご注意

※その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

「開局でお手伝いできること」
「 無 菌 製 剤 室 を 作 ろう！」

無償プレゼント実施中！

！

レセコン専任のコールセンタースタッフがお客様のお困
り事を解決します。また、北海道から九州まで全国に専
任のインストラクターを配備し、導入設置、使用方法、障
害発生時の現地対応までお客様に寄り添った支援をお
こないます。レセコン専任コールセンターの営業時間外
に障害が発生した場合も、弊社のコールセンター(24時
間営業)にて受付いたします。

全国に配備された安心の
サポートサービス

メドピア社による医師口コミサイト（薬剤評価掲示板
サービス）へワンクリック連携。医療用医薬品（薬剤）の
効果実感や副作用の頻度・重篤度など、医師が臨床現
場で得た経験を共有することにより、調剤の質的向上を
支援します。

医師口コミサイト（薬剤評価掲示板サービス）*による
医薬品に関する情報確認を支援

* ご利用には会員登録が必要となります。

開発元

● コールセンター
● インストラクター

所在地

ユヤマのホームページはこちら！！

世界各国のユーザー様の
活用事例はこちら！！
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