外国人患者対応でお困り
ではありませんか？
ICTサービスを利用した多言語通訳支援システムのご案内

外国人患者向け
の対策が求めら
れている医療機
関に強い味方!

近年の外国人の増加に伴い，医療機関を受診する外国人患者の
数は増加の一途にあります。実際の医療現場では、ことばの問
題に加えて、文化/宗教や医療制度の違いにより種々な問題が発
生しています。また、地震津波等の災害時や救急医療にかかわ
る現場では、言葉のニュアンスの違いや聞き間違いが命にかか
わる深刻な問題に発展することも考えられます。これらの問題
を解決するのが「メディカルランゲージ・シリーズ」です。

メディカルランゲージⅠ
大学病院の医師・看護師に聞いた実用的な会話集を収録

https://medical-language.net/

ココがスゴイ・その１

お試しができます。

多言語対応（７言語）
クロスランゲージシステムを採用し
ており,日本語,英語,簡体字,繁体字,
韓国語,スペイン語,ポルトガル語で
提供。今後,他言語も拡充予定
ココがスゴイ・その２

機種を問わないWeb方式

サービス全部を保守
全部お任せ一元対応

クラウドサービス
インフラとセットで
スムーズに導入

HISネットワーク
セキュアにアクセス

世界最高水準のクラウドサービス
とセットでご利用可能です。

Webブラウザで使用するため機種
をいとわない設計。
Mac,iPad,Windows,Android にも
対応。スマートフォン等、様々なプ
ラットフォームで使用することがで
きます。
ココがスゴイ・その３

モバイル環境からクラウドサービス
まで全てまとめて提供・保守します。

インターネットを経由しない、病
院需要法ネットワークでご提供し
ます。

オフライン対応
ICUなど、電波を使用できない場
所でも、安全にオフラインで使用
できます。

株式会社TMR 群馬県前橋市新前橋町25-19 上原ビル２F
お問い合わせ先

TEL027-251-5515

FAX027-251-5515

e-mail：info@tmr.gunma.jp

メディカルランゲージⅠ

サービス概要

タブレット端末やスマートフォンでブラウザでアクセスし、多言語（マル
チランゲージ対応）で、医療通訳を提供するサービスです。
提供サーバーは、①「医療用会話集」を用意
サービス提供は、①Web版 ②通信キャリア版 ③オフライ ④オンプレミス
版を用意
対応言語：基本パック（日本語・英語・簡体字）
拡張言語：追加パック（繁体字・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）
グローバルクラウド基盤

①Web版
公衆Internet網

日本語

繁体字

英語

韓国語

簡体字

スペイン語

①医療用会話集

スマホ・タブレット・PC

②通信キャリア版
Docomo,Softbaank,au
携帯電話網

携帯電話

③オフライン版
ノートパソコン

ポルトガル語

④オンプレミス版
（HISネットワーク
にサーバー設置）
サーバー

参考価格
メディカルランゲージⅠ

初期費用

月額費用

貸出端末

①Web版

155.0万円

0.9万円

なし

①Wifi版

154.0万円

1.5万円

タブレット端末

②キャリア版

154.3万円

2.1万円

キャリア端末

③オフライン版

158.0万円

2.1万円

Windows端末

④オンプレミス版

232.0万円

2.4万円

サーバー貸出

【平成30年度 ぐんま新商品購入推進事業 トライアル発注制度 2018.08.03 認定事業者 ㈱C&T】
【関東経済産業局認定 異分野連携新事業分野開拓計画
2017.02.06 法認定連携企業】
販売 (株)メディコ
群馬県高崎市箕郷町上芝18-1
027-371-7517
研究 (株)Ｃ＆Ｔ
群馬県前橋市新前橋町25-19
027-251-5515
開発 (株)ろけっと開発
群馬県前橋市南町四丁目30番地3
027-289-8900

国際医療対応でお困りで
はありませんか？
メディカルランゲージ+ＪＭＩＰ対応システムのご案内

外国人患者向け対
策が求められてい
る医療機関に強い
味方!

近年の外国人の増加に伴い，国際医療対応認証制度に「外国人
患者受入医療機関認証制度」（JMIP)があります。この制度を
受診するためには、院内の外国人患者受入れの組織つくりや案
内表示の多言語表示、院内文書の多言語化など多岐にわたり準
備が必要です。メディカルランゲージⅡはめでぃメディカルラ
ンゲージⅠの会話集にプラスしてJMIP受審用の資料を一緒に提
供します。

メディカルランゲージⅡ
メディカルランゲージⅠがＪＭＩＰ受審対応になりました。

https://medical-language.net/

ココがスゴイ・その１

多言語対応（７言語）
クロスランゲージシステムを採用し
ており、日本語、英語、簡体字、繁
体字、韓国語、スペイン語、ポルト
ガル語以外の言語も今後拡充予定
ココがスゴイ・その２

機種を問わないWeb方式

ウェブブラウザで使用するため機種
をとわない設計。Mac、iPad、
Windows、Androidにも対応。ス
マートフォン等、様々なプラット
フォームで提供することができます。
ココがスゴイ・その３

オフライン対応
ICUなどの場所でもオフラインで使
用できます。（オフライン版）

株式会社TMR http://www.tmr.gunma.jp/
群馬県前橋市新前橋町25-19 上原ビル２F
お問い合わせ先

TEL027-251-5515

FAX027-251-5515 e-mail：info@tmr.gunma.jp

メディカルランゲージⅡ

サービス概要

タブレット端末やスマートフォンでブラウザでアクセスし、多言語（マル
チランゲージ対応）で、医療通訳を提供するサービスです。
提供サーバーは、①「医療用会話集」を用意
サービス提供は、①Web版 ②通信キャリア版 ③オフライ ④オンプレミス
版を用意
対応言語：基本パック（日本語・英語・簡体字）
拡張言語：追加パック（繁体字・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）
グローバルクラウド基盤

①Web版
公衆Internet網

日本語

繁体字

英語

韓国語

簡体字

スペイン語

①医療用会話集

スマホ・タブレット・PC

②通信キャリア版
Docomo,Softbaank,au
携帯電話網
携帯電話

②JMIP用資料
③オフライン版

ノートパソコン

ポルトガル語

④オンプレミス版
（HISネットワーク
にサーバー設置）
サーバー

参考価格
メディカルランゲージⅠ

初期費用

月額費用

貸出端末

①Web版

270.0万円

0.9万円

なし

①Wifi版

274.0万円

1.5万円

タブレット端末

②キャリア版

274.3万円

2.1万円

キャリア端末

③オフライン版

278.0万円

2.1万円

Windows端末

④オンプレミス版

352.0万円

2.4万円

サーバー貸出

【平成30年度 ぐんま新商品購入推進事業 トライアル発注制度 2018.08.03 認定事業者 ㈱C&T】
【関東経済産業局認定 異分野連携新事業分野開拓計画
2017.02.06 法認定連携企業】
販売 (株)メディコ
群馬県高崎市箕郷町上芝18-1
027-371-7517
研究 (株)Ｃ＆Ｔ
群馬県前橋市新前橋町25-19
027-251-5515
開発 (株)ろけっと開発
群馬県前橋市南町四丁目30番地3
027-289-8900

医療通訳対応でお困りで
はありませんか？
ICTサービスを利用した遠隔医療通訳のご案内

外国人患者向け
対策が求められ
ている医療機関
に強い味方!

近年の外国人の増加に伴い，医療機関を受診する外国人患者の
数は増加の一途にあります。実際の医療現場では、ことばの問
題に加えて、文化/宗教や医療制度の違いにより種々な問題が発
生しています。また、地震津波等の災害時や救急医療にかかわ
る現場では、言葉のニュアンスの違いや聞き間違いが命にかか
わる深刻な問題に発展することも考えられます。これらの問題
を解決するのが「メディカルランゲージシリーズ」です。

メディカルランゲージⅢ
メディカルランゲージが遠隔医療通訳対応になりました。

https://medical-language.net/

ココがスゴイ・その１

多言語対応（７言語）
クロスランゲージシステムを採用し
ており、日本語、英語、簡体字、繁
体字、韓国語、スペイン語、ポルト
ガル語以外の言語も今後拡充予定
ココがスゴイ・その２

機種を問わないWeb方式

ウェブブラウザで使用するため機種
をとわない設計。Mac、iPad、
Windows、Androidにも対応。ス
マートフォン等、様々なプラット
フォームで提供することができます。
ココがスゴイ・その３

オフライン対応
ICUなどの場所でもオフラインで使
用できます。（オフライン版）

株式会社TMR http://www.tmr.gunma.jp/
群馬県前橋市新前橋町25-19 上原ビル２F

お問い合わせ先 TEL027-251-5515 FAX027-251-5515

e-mail：info@tmr.gunma.jp

メディカルランゲージⅢ

サービス概要

タブレット端末やスマートフォンでブラウザでアクセスし、多言語（マル
チランゲージ対応）で、医療通訳を提供するサービスです。
提供サーバーは、①「医療用会話集」②「JMIP用資料」③「遠隔医療通
訳」を用意
サービス提供は、①Web版 ②通信キャリア版を用意
対応言語：基本パック（日本語・英語・簡体字）
拡張言語：追加パック（繁体字・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）
グローバルクラウド基盤

①Web版
公衆Internet網

日本語

繁体字

英語

韓国語

簡体字

スペイン語

①医療用会話集

スマホ・タブレット・PC

携帯電話

②通信キャリア版
Docomo,Softbaank,au
携帯電話網

②JMIP用資料

ポルトガル語

③遠隔医療通訳

サービス全部を保守
全部お任せ一元対応

モバイル環境からクラウド
サービスまで全てまとめて提
供・保守します。

参考価格
メディカルランゲージⅢ

クラウドサービス
インフラとセットで
スムーズに導入

世界最高水準のクラウド
サービスとセットでご利用
可能です。

HISネットワーク
セキュアにアクセス

インターネットを経由しな
い、病院需要法ネットワー
クでご提供します。

初期費用

月額費用

貸出端末

①Wifi版

304.0万円

1.5万円

タブレット端末

②キャリア版

304.3万円

2.1万円

キャリア端末

【平成30年度 ぐんま新商品購入推進事業 トライアル発注制度 2018.08.03 認定事業者 ㈱C&T】
【関東経済産業局認定 異分野連携新事業分野開拓計画
2017.02.06 法認定連携企業】
販売 (株)メディコ
群馬県高崎市箕郷町上芝18-1
027-371-7517
研究 (株)Ｃ＆Ｔ
群馬県前橋市新前橋町25-19
027-251-5515
開発 (株)ろけっと開発
群馬県前橋市南町四丁目30番地3
027-289-8900

JMIP 外国人患者受入れ医療機関認証制度
対応でお困りではありませんか？

JMIP（外国人患者受入れ医療機関認証制度)のお手伝いをします

外国人患者向け
対策が求められ
ている医療機関
に強い味方!

近年の外国人増加に伴い，医療機関を受診する外国人患者の数
は増加の一途にあります。実際の医療現場では、ことばの問題
に加えて、文化/宗教や医療制度の違いにより種々な問題が発生
しています。また、地震津波等の災害時や救急医療にかかわる
現場では、言葉のニュアンスの違いや聞き間違いが命にかかわ
る深刻な問題に発展することも考えられます。これらの問題を
解決するのが「メディカルランゲージシリーズ」です。

JMIP受審アドバイザリー
メディカルランゲージⅡ（JMIP対応）+JMIP受審アドバイザリー

JMIP受審アドバイザリー実績

ココがスゴイ・その１

受審テンプレート
受審をするための各種資料のテンプ
レートを提供します。
・外国人患者対応マニュアル
・各種問診票、領収書 など

北海道大学病院

ココがスゴイ・その２

院内研修
5.1.1.2の審査項目に対応した、外
国人患者受入れに関する院内の教
育・研修を提供します。（模擬外国
人患者と遠隔通訳ツールを用いた医
療従事者へのトレーニング含む）
ココがスゴイ・その３
大久保病院
豊島病院
荏原病院
東部地域病院
多摩南部地域病院
多摩北部地域病院

株式会社C&T http://www.c-and-t.co.jp/
群馬県前橋市石倉町4-4-10 205
TEL 027-251-5515

模擬JMIP受審
受審時の病院幹部と現場職員が戸惑
う原因となる不慣れさの不安を払拭
します。貴院のアピールポイントの
抽出を行い、外国人患者受入れに係
る職員意識の変化につながります。

FAX 027-251-5515 お問い合わせ先 e-mail：info@c-and-t.co.jp 瀧澤

JMIP受審アドバイザリー

サービス概要

貴院の外国人受入れ整備の現状調査から始めます。
調査レポートを作成して、準備しなければならない点を明確にします。
全体のスケジュールを提示してJMIP受審準備を伴走します。
病院の規模によりますが、JMIP受審準備には通常半年から1年かかります。

JMIP受審
アドバイザリー

外国人患者受入れ院内体制構築から多言語資
料作成までアドバイスします

院内ラウンド調査

貴院の多言語対応状況を調査し、受審準備スケ
ジュールを立案します

6～12ヵ月前
院内体制構築アドバイザリー
多言語資料作成アドバイザリー
業務フローアドバイザリー
職員意識改革アドバイザリー

院内研修
模擬外国人患者と遠隔通訳ツー
ルを用いた研修
『外国人患者受入研修』
NPO地域診療情報連携協議会

院内表示
多言語化

各種同意書
多言語化

1000番台
受入対応

2000番台
患者
サービス

3000番台
医療提供
の運営

模擬JMIP受審

4000番台
組織体制
と管理

5000番台
改善に向け
た取り組み

JMIP受審調査の経験者が、本番と同じよ
うに模擬JMIP受審を行います

3ヵ月前

模擬JMIP受審でご指摘した個所を重点的に
助言指導します

JMIP受審
参考価格
JMIP受審アドバイザリー

工 数

①アドバイザリー

6～12か月

要相談

規模により変動します。

1日

25万円

交通宿泊費別途

7日間

110万円

②院内研修
③模擬JMIP受審*

費用（税別）

備

考

模擬受審実施は1日

*③のみのサービスをご依頼の場合は、別途、2～3日間程度の基礎調査を実施させていただきます

認知症ケア加算対応でお
困りではありませんか？
ICTサービスを利用した認知症ケア加算システムのご案内

認知症ケア加算
対策が求められ
ている医療機関
に強い味方!

2016年の診療報酬改定で、認知症ケアに加算が新設されました。
「身体拘束をしない看護」に向けて、国を挙げての取り組みが始ま
っています。「認知症ケアアウトカム評価システム」は、群馬大学
大学院医学系研究科 群馬大学大学院保健学研究科の内田陽子教授
と共同研究で開発したシステムです。

認知症ケアアウトカム評価システム
群馬大学と共同研究で作成した認知症アウトカム評価システム
ココがスゴイ・その１

多言語対応
クロスランゲージシステムを採用し
ており,日本語,英語,簡体字,繁体字,
で提供。今後,他言語も拡充予定
ココがスゴイ・その２

機種を問わないWeb方式

サービス全部を保守
全部お任せ一元対応

クラウドサービス
インフラとセットで
スムーズに導入

HISネットワーク
セキュアにアクセス

世界最高水準のクラウドサービス
とセットでご利用可能です。

Webブラウザで使用するため機種
をいとわない設計。
Mac,iPad,Windows,Android にも
対応。スマートフォン等、様々なプ
ラットフォームで使用することがで
きます。
ココがスゴイ・その３

モバイル環境からクラウドサービス
まで全てまとめて提供・保守します。

インターネットを経由しない、病
院需要法ネットワークでご提供し
ます。

オフライン対応
ICUなど、電波を使用できない場
所でも、安全にオフラインで使用
できます。

株式会社TMR 群馬県前橋市新前橋町25-19 上原ビル２F
お問い合わせ先

TEL027-251-5515

FAX027-251-5515

e-mail：info@tmr.gunma.jp

認知症ケアアウトカム評価システム
有効性の検証

病院患者への包括的BPSDケアシステム🄬🄬の有効性
Effects of the Holistic BPSD Care System🄬🄬
認知症ケア研究誌4：12-18,2020

【目的】病院患者への包括的BPSDケアシステム🄬🄬（システム）の有効性を明らかにする。
【方法】】対象者はA病院入院患者であり、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上、NPI-Q3点以上、
主疾患・既往歴に精神疾患がなく、研究の同意を得たものとした。非導入期群18名、導入期群19名
とし、前者は通常のケア、後者はシステムのケアを実施した。評価は発症前、入院1・3週間の時点
で、せん妄はCAM日本語版、BPSDはNPI-Q、QOLはshort QOL-Dを使用し行った。
【結果】導入期群のほうが非導入期群と比べ、1週間のNPI-Qの得点が有意に高く重度で、せん妄
発症割合も高かった。しかし、3週目になると導入期群は非導入期群とのNPI-Qの有意な差はなく、
short QOL-Dでは高い得点を得た。また、群内の比較では導入期群のみで、入院1週間から3週間
のNPI-Qおよびshort QOL-D得点に有意な改善を認めた。
【結論】本システムはせん妄を発症し、重度のBPSDをもつ患者に対して有効であることが示唆され
た。
責任著者：内田陽子
群馬大学大学院保健学研究科

新型コロナの影響よって面接相談
でお困りではありませんか？
ビデオ電話を利用した楽々リモートコネクトのご案内

緊急事態宣言で
リモートを求め
られている皆さ
んに強い味方!

リモートシステムの多くはあらかじめアプリをインストールして
いなければならなかったり、簡単には利用できません。
QRコードやホームページのアイコンをクリックするだけで簡単に
ビデオ相談や診療が行えます。
リーズナブルでスマホがあればだれでも簡単に使えることが今の
新型コロナの緊急時には必要です。

楽々リモートコネクト『面接相談』
日本遠隔医療学会で研究してきたオンライン診療技術を転用
ココがスゴイ・その１

多言語対応
クロスランゲージシステムを採用し
ており,日本語,英語,簡体字,繁体字,
で提供。今後,他言語も拡充予定
ココがスゴイ・その２

機種を問わないWeb方式

サービス全部を保守
全部お任せ一元対応

クラウドサービス
インフラとセットで
スムーズに導入

公衆ネットワーク
セキュアにアクセス

世界最高水準のクラウドサービス
とセットでご利用可能です。

Webブラウザで使用するため機種
をいとわない設計。
Mac,iPad,Windows,Android にも
対応。スマートフォン等、様々なプ
ラットフォームで使用することがで
きます。
ココがスゴイ・その３

モバイル環境からクラウドサービス
まで全てまとめて提供・保守します。

インターネットを経由しない、病
院需要法ネットワークでご提供し
ます。

自動翻訳に対応予定
外国人や聴覚障碍者にもご利用で
きる多言語翻訳機能を2020年秋に
リリース予定です。

株式会社TMR 群馬県前橋市新前橋町25-19 上原ビル２F
お問い合わせ先

TEL027-251-5515

FAX027-251-5515

e-mail：info@tmr.gunma.jp

新型コロナの影響よって診療でお
困りではありませんか？
ビデオ電話を利用した楽々リモートコネクトのご案内

緊急事態宣言で
リモートを求め
られている皆さ
んに強い味方!

日本遠隔医療学会設立時から研究に携わってきました瀧澤清美が
お勧めします。
診療費のクレジット決済やオンライン予約など高機能な機能はあ
りませんが、QRコードやホームページのアイコンをクリックする
だけで医療機関と簡単にビデオ相談や診療が行えます。
リーズナブルで患者さまも簡単に使えることが今の新型コロナの
緊急時には必要です。

楽々リモートコネクト『診療・相談』
日本遠隔医療学会で研究してきたオンライン診療技術を転用
ココがスゴイ・その１

多言語対応
クロスランゲージシステムを採用し
ており,日本語,英語,簡体字,繁体字,
で提供。今後,他言語も拡充予定
ココがスゴイ・その２

機種を問わないWeb方式

サービス全部を保守
全部お任せ一元対応

クラウドサービス
インフラとセットで
スムーズに導入

公衆ネットワーク
セキュアにアクセス

世界最高水準のクラウドサービス
とセットでご利用可能です。

Webブラウザで使用するため機種
をいとわない設計。
Mac,iPad,Windows,Android にも
対応。スマートフォン等、様々なプ
ラットフォームで使用することがで
きます。
ココがスゴイ・その３

モバイル環境からクラウドサービス
まで全てまとめて提供・保守します。

インターネットを経由しない、病
院需要法ネットワークでご提供し
ます。

自動翻訳に対応予定
外国人や聴覚障碍者にもご利用で
きる多言語翻訳機能を2020年秋に
リリース予定です。

株式会社TMR 群馬県前橋市新前橋町25-19 上原ビル２F
お問い合わせ先

TEL027-251-5515

FAX027-251-5515

e-mail：info@tmr.gunma.jp

オンライン診療・健康相談

サービス概要

貴院の外国人受入れ整備の現状調査から始めます。
調査レポートを作成して、準備しなければならない点を明確にします。
全体のスケジュールを提示してJMIP受審準備を伴走します。
病院の規模によりますが、JMIP受審準備には通常半年から1年かかります。

JMIP受審
アドバイザリー

外国人患者受入れ院内体制構築から多言語資
料作成までアドバイスします

院内ラウンド調査

貴院の多言語対応状況を調査し、受審準備スケ
ジュールを立案します

6～12ヵ月前
院内体制構築アドバイザリー
多言語資料作成アドバイザリー
業務フローアドバイザリー
職員意識改革アドバイザリー

院内研修
模擬外国人患者と遠隔通訳ツー
ルを用いた研修
『外国人患者受入研修』
NPO地域診療情報連携協議会

院内表示
多言語化

各種同意書
多言語化

1000番台
受入対応

2000番台
患者
サービス

3000番台
医療提供
の運営

模擬JMIP受審

4000番台
組織体制
と管理

5000番台
改善に向け
た取り組み

JMIP受審調査の経験者が、本番と同じよ
うに模擬JMIP受審を行います

3ヵ月前

模擬JMIP受審でご指摘した個所を重点的に
助言指導します

JMIP受審
参考価格
JMIP受審アドバイザリー

工 数

①アドバイザリー

6～12か月

要相談

規模により変動します。

1日

25万円

交通宿泊費別途

7日間

110万円

②院内研修
③模擬JMIP受審*

費用（税別）

備

考

模擬受審実施は1日

*③のみのサービスをご依頼の場合は、別途、2～3日間程度の基礎調査を実施させていただきます

新型コロナクラスター発生時の
対応を迅速にできますか？
発熱パスポート組織版で迅速なクラスター対応のご紹介

新型コロナの感
染拡大で組織を
守らなければな
りません！

現在、新型コロナ感染症は会食などの感染から職場や家庭内での
感染が広がっています。中には無症状の感染者がウイルスを広げ
てしまうこともあり、組織を守るにはガイドラインにある従業員
の健康状態のチェックは常に必要です。発熱パスポート組織版は
従業員の健康状態を常に監視して早期クラスター対応を可能にし
ます。クラスター対応の良し悪しは組織の評判や継続にも左右さ
れることもあります。

Fever Passport『Group』
群馬大学医学部附属病院で研究してきた多言語システムを活用
ココがスゴイ・その１

多言語対応
クロスランゲージシステムを採用しており、
日本語、英語、韓国語、タイ語、中国語、
フランス語、アラビア語、イタリア語、ベ
トナム語、インドネシア語、タガログ語、
ドイツ語、トルコ語、ネパール語、マレー
語、モンゴル語、ロシア語、シンハラ語、
ラオス語、ハンガリー語、オランダ語、デ
ンマーク語、ウルドゥー語、クメール語、
ヒンディー語、台湾語、スペイン語、ポル
トガル語（グローバル展開の約80％対応）
ココがスゴイ・その２

女性活躍推進法に対応
健康状態の監視には、体温ではな
く健康状態指数（青,黄,赤）で監
視するので女性も安心して利用で
きます。
ココがスゴイ・その３

機種を問わないWeb方式

サービス全部を保守
全部お任せ一元対応

世界最高水準のクラウドサービス
とセットでご利用可能です。

Webブラウザで使用するため
Mac,iPad,Windows,Android にも
対応。スマートフォン等、様々なプ
ラットフォームで使用可能です。

株式会社TMR 群馬県前橋市新前橋町25-19 上原ビル２F
お問い合わせ先

TEL/FAX 027-251-5515

e-mail：info@tmr.gunma.jp

