医療機関向け
展示システムのご案内

現在医療を取り巻く環境は「個々の施設内の電子化」から
「地域における医療福祉連携の情報化」へと拡大していま
す。サンネット医療事業部では、医療情報システムの構築
をはじめ、ネットワーク環境の整備やセキュリティ対策を
通して、医療介護分野の情報化に対応します。

※展示システムの内容は変更となる場合がございますのでご了承ください

電子カルテソリューション

電子カルテソリューション
■一般病院向け 電子カルテシステム
『MegaOak MI・RA・Is/AZ』

■大規模病院向け 電子カルテシステム
『MegaOak/iS』
多忙な医療従事者の業務負担を軽くし、
本来の診療や業務に集中できる環境を
提供できるように支えるITソリューション

「ゆりかごから看取りまで」 地域包括ケアシステムの
すべて(All Zone)の領域を網羅した生涯カルテの
実現を支援する電子カルテシステム

日本電気株式会社

電子カルテソリューション

電子カルテソリューション
「Live」は法人全体、「Wing」は中小規模の
病院様向けとして最適な機能を備え、最新の
Web技術により誰でも簡単に扱うことのできる
操作性をもった電子カルテシステム

■小規模病院向け 電子カルテサービス
『MegaOak SR』
NECの高水準なデータセンターに
診療データを保管することで、安全性を
確保しながらリーズナブルに
電子カルテを利用できるサービス

■精神科病院向け
電子カルテシステム
『Live』

日本電気株式会社

■一般/療養病院向け
電子カルテシステム
『Wing』

株式会社ライブワークス

診療情報管理支援サービス

病院情報活用サービス
■医療施設向け 情報可視化サービス

株式会社シーエスアイ

(参考出展)

蓄積された情報資産を、わかりやすく
スピーディーに可視化できるサービス
病院運用の意思決定を強力にサポート

■SaaS型診療情報管理支援サービス
『病歴指南forCloud』
診療情報管理士による、患者の病名/術式情報の
管理と統計資料をサポートします
クラウド環境の活用による低コストでの導入を実現
SaaS型診療情報管理支援サービス

株式会社サンネット

株式会社サンネット

医療機関向け
展示システムのご案内
※展示システムの内容は変更となる場合がございますのでご了承ください

医療事務ソリューション
■医療事務システム
『MegaOak IBARSⅢ/LT』

■医学管理支援システム
『MegaOak 医学管理サポート』

■DPC関連システム
『MegaOak DPC』

■サンネットPKG
未収金督促管理システム 『M-System』
POSレジシステム

日本電気株式会社／株式会社サンネット

医療用データウェアハウス

顔認証導入セット

■医療DWH『CLISTA！』

■顔認証による離院防止ソリューション

病院内に分散する様々なデータを
「統合」・「集約」し、あらゆるデータを病院経営や
日々の診療、業務効率化に活用

NECの世界No.1※の顔認証技術により、入院患者
の徘徊や無断外出を検知し、即座に職員へ知らせる
ことで離院を未然に防ぎ、安全･安心な病院を実現
するソリューション

株式会社医用工学研究所

日本電気株式会社

様々なシステムを取り揃えて
お待ちしておりますので、
ぜひお越しくださいませ
医療事業部一同

自治体向け
展示システムのご案内
※展示システムの内容は変更となる場合がございますのでご了承ください

住民情報ソリューション

サンネット公共事業部では、自治体を取り巻く環境の
変化をいち早くキャッチし、その時代に沿ったICT技術
を駆使して包括的に自治体業務をサポートします。
また近年では、クラウドサービスの提供を実現し、
提供後の地域に密着したアフターフォローも万全で、
安心して新たな「住民サービスの企画・提供」を実現
しています。

住民情報ソリューション
ファミリー製品

長きに渡るNECグループのノウハウを集結し、
住民サービスの向上につながる高い操作性を実現
しています。
国が推奨する自治体クラウドにも対応した
住民情報システムです。
BPO(アウトソーシング)サービスにより、行財政改革
の一端を担います。
日本電気株式会社

・就学援助管理システム
・給食費管理システム
・奨学金管理システム
・障害者管理システム
・福祉サービスシステム
・特別児童扶養手当システム

等

COKAS-R/ADⅡに準拠してラインナップされて
いるサブシステムです。
株式会社BCC／株式会社サンネット

住民情報ソリューション

住民情報ソリューション

市町村での申告受付を、より正確にかつ、
住民税課税事務の簡素化に役立つシステムです。
国税連携データ、及び複数申告会場の運用にも
対応可能であり、入力画面が申告書等の資料を
イメージしている為、初めて利用される方にも簡単
に操作でき、住民相談に有効な時間をさけます。

所得税等の確定申告書類の作成から電子
申告までを、カンタン・便利に行うことができる
システムです。ご利用の「確定申告支援システム」
で入力したデータを、「電子申告の達人」に
連動し、申告書作成や電子申告に活用する
ことができます。

NCS&A株式会社

住民情報ソリューション

e-Affect
生涯の健康情報を一元管理し、住民が健やかに
暮らせる地域づくりを支援する保健総合システム
です。
保健師様のご意見・ご要望を基に、利便性の高い
操作性とコストパフォーマンスの高い柔軟性を
コンセプトとしています。

株式会社BCC

株式会社NTTデータ

住民情報ソリューション

母子保健・保育
予約申請AI

予防接種/乳幼児健診/一時保育
【日程～予約～申請】までをワンストップ化！
各所にAIが配置され、利用者から
業務スタッフまで簡単に自動処理を
実現します。
「マイナポータル」(内閣官房) で
採用の帳票電子化AIを搭載して
います。
株式会社ミラボ

自治体向け
展示システムのご案内
※展示システムの内容は変更となる場合がございますのでご了承ください

行政経営ソリューション

BCP対策ソリューション

地方創生支援システム

被災者支援システム

“地域の情報”や“庁内のデータ”をビジュアル的に
ブラウザへ表示し分析するシステムです。
住民の声なき声をデータから聞き出し、解らなかった
「なぜ？」を読み解き、
新たな街づくりに活用
することができます。

自治体業務を考慮し、BCP対策としての事前準備
から災害発生時の業務、復興業務までトータルでカ
バーしております。
災害発生時点で「被災者支援」を「いつ・何を・どの
ように」対応すべきかを支援し、的確な被災者ケアを
可能とします。

株式会社BCC

ロボット見守りサービス

みまもり パペロ
かわいいコミュニケーション・ロボットPaPeRoi（パペロ
アイ）を使った高齢者見守りサービスです。2018年
夏に愛媛県西条市で実証実験を行い、ご高齢者
や家族に好評であったため今年1月から本サービス
が始まりました。ご高齢者と家族の安心で楽しい
生活を支援します。

日本電気株式会社

テクノ・マインド株式会社

働き方改革ソリューション

庶務管理システム
労働時間の適切な把握・集計により、時間に対する
意識を高めて生産性向上を実現！「労働の見える
化」を図り、働き方改革を強力に支援します。
出退勤管理、勤怠管理（時間外申請など）、
出張申請など段階的なご導入も可能です。

株式会社岡山情報処理センター

働き方改革ソリューション

働き方改革ソリューション

電子給与明細システム

文書管理システム

毎月の給与明細をペーパーレスへ、印刷・発送など
にかかるコストや作業を大幅にカット！お使いの給与
システムから出力したcsvファイルを取り込むだけで、
簡単に明細を作成することができます。わかりやすい
インターフェースで簡単に操作可能です。

株式会社岡山情報処理センター

行政文書の作成・検索・保存・廃棄などの文書管理
業務をサポートする行政自治体向けシステムです。
文書のライフサイクル管理の基盤を整え、継続できる
仕組みを作ります。文書管理運用が全庁的に統一
でき、職員様への負担を最小限に抑えることができます。

株式会社岡山情報処理センター

自治体向け
展示システムのご案内
※展示システムの内容は変更となる場合がございますのでご了承ください

遠隔授業ソリューション

Webexboard
「柴山・学びの革新プラン」により、遠隔授業を活用
した学びの活性化が予想されます。
実証事業を含む豊富な実績を基に、離れた学校同
士を繋ぎ、合同で授業を行う事により、小規模校の
教育の質の維持向上、学習の多様性の実現をサ
ポートします。

西日本電信電話株式会社

RPA
(Robotic Process Automation)

WinActor
少子高齢化に伴う労働人口減少、働き方改革が叫ば
れる中、労働時間の削減の対策として、RPA導入・活
用が進んでいます。
パソコンのマウスやキーボードで行う定常的な操作を
自動化し、作業の代行を実現するソフトウェア型ロボッ
トです。
RPA活用で定型業務を自動化し、人とロボットが
協働する新しい業務オペレーションを実現します。
株式会社サンネット

文字認識サービス

AI手書き文字認識
サービス
RPAを導入・活用するうえで「手書き帳票のテキスト化」
が多くの自治体様で課題になっています。
AI手書き文字認識サービスはLGWAN(総合行政ネッ
トワーク)基盤を活用したLGWAN-ASPであり、AI学習
による認識率向上でこれまでにない高い認識率とセキュ
リティを考慮した公共団体様向けAI-OCRサービスです。
株式会社サンネット

様々なシステムを取り揃えて
お待ちしておりますので、
ぜひお越しくださいませ
公共事業部一同

共通
展示システムのご案内
※展示システムの内容は変更となる場合がございますのでご了承ください

次世代セキュアリモートアクセスソリューション

■Soliton SecureBrowser
■Soliton SecureGateway

端末にデータを一切残さない専用ブラウザで、端末からの
情報漏洩・データ持出しを防止するソリューションです。
働き方改革（リモートワーク）やインターネット分離で利用
されています。

株式会社ソリトンシステムズ

次世代型仮想化インフラ
【ニュータニックス】

ファイル受け渡し専用アプライアンス

■FileZen

USBメモリの代わりとして、社内での重要なファイルの受け
渡し、社外との大容量ファイルのやりとりを安全・簡単に実
現するソリューションです。ネットワーク分離環境でも多数
利用されています。

株式会社ソリトンシステムズ

ネットワーク
・インフラソリューション

仮想化、ストレージ、ネットワーキングを統合したインフラストラ
クチャースタックを提供し、業界で最も有名なハイパーコン
バージドインフラストラクチャー
●ハイパーバイザーに依存しない、
マルチハイパーバイザーのサポート
●ワンクリックでのセキュリティアップデート
●好きなときにオンラインでのシステムの拡張／縮小が可
●ローカルストレージによる圧倒的なIOPS性能
●サーバとストレージの管理UIが１つになっており、
運用管理者の負担を軽減
ニュータニックス・ジャパン合同会社

聴覚障害者向け放送用字幕制作
『障害者差別解消法に対応』

安心・安全なネットワーク環境を、お客様にご利
用頂くと共に、効率的な運用と負担軽減につな
がる、サンネットの考える最新ソリューションをご
紹介いたします。
株式会社サンネット

N-SYSTEM-Care
『介護現場の働き方改革』

視聴覚障がい者向け字幕制作の専門教育を修了した製作者
による、字幕制作の事業を行っています。
重度障害者多数雇用モデル企業
としての情報バリアフリー環境整備
への取り組みをご紹介いたします。

「圧倒的な操作性とシンプル機能で情報共有、
人材育成、医療連携をサポートします」
株式会社 広島情報シンフォニー

株式会社NORTH HAND GROUP

共通
展示システムのご案内
※展示システムの内容は変更となる場合がございますのでご了承ください

自動応答ソリューション

スマートシティ標準サービス

「NEC 自動応答」～AIチャットボット～
AI技術を活用し、多様な表現を認識して、
問合せに高精度・高速に回答したり、問合せ
対応者による回答を支援

「FIWARE」（Future Internet WARE）
を活用したスマートシティ向け「データ利活用
基盤サービス」を自治体やエリア開発事業者
向けに提供

日本電気株式会社

WeRUN健康増進サービス
スマートバンドとスマートフォンのデータ連携に
より、歩数、心拍数、睡眠時間等をグラフで
表示。また、データエクスポート機能により、
企業・団体独自のデータへ加工することが可能

日本電気株式会社

オフィスソリューション
■統合情報共有基盤『NiceOffice』
汎用パッケージと違い、業務に即したカスタマイズが
可能な情報共有基盤パッケージ/クラウドでSFA・
ワークフロー、汎用アプリ開発基盤など多種
オプションを具備
株式会社サンネット

■勤怠管理クラウド『勤革時』
「勤革時」はお手持ちのPCとインターネット
（VPN不要）だけで利用可能なクラウド型の
勤怠管理システム
株式会社サンネット

日本電気株式会社

様々なシステムを取り揃えて
お待ちしておりますので、
ぜひお越しくださいませ

