
これからの常識、最先端ヘルスケアソリューション

FPTグローバルヘルスケア
サービス＆ソリューション
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開発
サービス

自社開発
ソリューション

医療機器用
ソフトウェア

遠隔医療
システム

スピード

スケール

ワールドクラスの品質

コンプライアンス

グローバルな
プレゼンス

医薬情報
システム 

医療情報
システム

医療・薬局用
電子健康データ
プラットフォーム

FPTは、ヘルスケア分野での幅広い知識と経験に基づき、
数多くの企業に最先端のテクノロジーを活用したサービス&ソリューションを提供しています。
FPTのヘルスケアサービス&ソリューションはお客様の未来志向のヘルスケア実現をサポートします。

FPTは、未来志向の
ヘルスケア実現のためのパートナーです

最先端のAIを従来の医療ア
プリケーションに取り入れ、
ヘルスケア分野におけるスマー
トソリューションの可能性を
見出す次世代ワンストップソ
リューション

アイデア検証のアジャ
イルファクトリー、デジ
タルイニシアチブをすば
やく定義する既製のソ
リューション

エンジニアチームによる
強力な支援により、お客
様のニーズに合わせて
プロジェクトを拡張

グローバル 基 準の品
質管理システムにより、
700社以上のお客様か
らの信頼を獲得

情報セキュリティ管理シ
ステム認証により、お客
様が持つ資産のセキュ
リティを担保

グローバル展開により、
地理的条件にとらわれず、
きめ細やかなソリューショ
ンをお客様に提供

患者、 クリニック、 薬局の連
携をサポートする医療データ
プラットフォーム。医療機関
および患者のデータをクラウ
ドに保存し、 許可された相手
に必要な情報を迅速に共有

超音波（エコー）検査データを
Wi-Fi/Bluetooth経由で、モバイ
ル端末にリアルタイムで送信す
るシステム。携帯性に優れ、在宅
医療や災害時にも使用できる

OCR、IoT技術を活用した個
人健康管理アプリケーション。
個人の健康状態を家族間で
簡単に共有し、医師が的確に
診断を行うためのデータとし
ても活用できる

医療機関の間で、電子カル
テを安全に共有するブロック
チェーンベースの電子カルテ
システム。医療機関は一元化
された患者の病歴データを
閲覧できる

akaAIM

akaMED

Portable
UltraSound

Family Care
Connection

EMR on ChainなぜFPT
なのか



開発サービス

FPTヘルスケアサービス＆ソリューション

代表事例

コンピュータ断層撮影装置（CT）

● かん流 ● 冠動脈 
● 歯科 ● 腹部
● 肺イメージング解析

内視鏡（ED）

● スコープ開発プラットフォーム再構築
● 内視鏡のメモリアクセス
● 内視鏡のイメージング処理
● 周辺機器制御

分析システム

● 検体管理
● 検体分析（比色分析、電解質分析など）

● 試薬管理
● 精度管理　
● 検量線作成
● メンテナンス

磁気共鳴（MR）

● 画像再構成　● 電子分光分析
● CSI解析    　● 画質調整

陽子線治療（PBT）

● 画像処理
　（ノイズ低減、３D再構成、３D映像など）

● がん組織の位置のリアルタイム追跡
● 蛍光透視法
● 放射線イメージング　● 患者整位

ラボオートメーションシステム

● 所有者管理　● 検体管理
● 消費管理（試験、キャップなど）

● 試験注文管理
● 至急検体プロセス
● 作業レポート

X線透視装置（DR/XR）

● S/L ● GA/GS
● LUT

超音波検査装置（US）

● 弾性　
● OB3D　
● 組織ドップラー法
● フレームアクセラレータ
● 複合イメージング
● 内視鏡イメージング統合
● RVS
● 計測
● 負荷心エコー
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高精度の医療機器のためのファームウェア、デバイス制御、モダリティコンソール、産業用・医療機器用CADなど、
幅広いソフトウェア開発サービスを提供し、数多くの医療機器メーカーから信頼されています。

医療機器用ソフトウェア開発

事例1 │ 超音波画像診断装置

事例2 │ Ｘ線透視撮影装置用システム

 お客様
● 自社製品（XR、CT、MRI、US）向けにソフトウェアを開発する、

医療分野におけるグローバル企業
● 超音波診断装置開発において、日本を代表するメーカー

 ビジネスニーズ
グローバル市場に展開する際の競争力を向上させるために、大
手医療機器メーカーが開発した超音波診断装置に対してのソ
フトを再構築・改良し、GUIを再設計する必要がある

 ソリューション
● プロトタイプ作成から製品化 ● アジャイル開発
● 仕様検討およびコミュニケーションと受け入れサポート

 技術
● C/C++/MFC、C#/.Net/MVVM
● DICOMファイル処理 ● 画像処理（GPU用）

 プロジェクト規模
● チームサイズ：〜100人/月 ● 開発期間：3年間

 お客様
● 自社製品（XR、CT、MRI、US）向けにソフトウェアを開発する、

医療分野におけるグローバル企業
● 病院に対し、医療系システム、特にX線機器のシステム開発に

おいて、日本を代表するメーカー

 ビジネスニーズ
● 新規装置の開発に対してのソフトウェア再構築と改良
● 印象的なGUIの再設計

 技術
● 画像処理（GPU用） ● DICOMファイル処理

 ソリューション
● プロトタイプ作成から製品化 ● アジャイル開発
● オンサイトは仕様検討およびコミュニケーションと受け入れサポート

 プロジェクト規模
● チームサイズ：〜45人/月 ● 開発期間：2年間

効果 ● ローコストでソフトウエアレイヤーを再構築 
● 旧システムの不具合を修正・パフォーマンスアップ
● 新UIによるユーザー体験を向上

効果 ● 初期バージョンは、2年半にわたり高い品質を保
ち続け、新型コロナウイルスによる影響もなし

● コスト削減
　 日本ベンダーと比較し50% 、インドベンダーと比

較し30%  
● 予想出荷台数の増加　● お客様からの高い評価
● バージョンアップおよび、海外向けの開発

Hardware Control

Mouse Input Patient Info Analysis Functions

Key Input Probe Info Measurement Functions

Touch Panel Input User's Presets 3D/4D Functions

Graphic Control

SOFTWARE

OS

HARDWARE/EMBEDDED

Driver Library Firmware Kernel

Touch Panel

 Front End

Operational Panel

Back End

Probes

FPT対応エリア

FPT対応エリア

患者登録
撮影設定
患者・画像リスト
画像表示
画像処理
画像ビューア
DICOM機能
設定

RIS
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USB

DICOM
Printer

BE SoftwareExternal FE Software
制御

通信

制
御



FPTヘルスケアサービス＆ソリューション

代表事例

病院管理システム

● 患者の登録・予約とスケジューリング
● 外来患者管理(支払管理)
● 請求・退院サマリー
● 実験室情報管理システム(LIS)
● 放射線科情報システム(RIS)
● 薬局管理

● 在庫管理
● MRD管理
● 分析＆ダッシュボード（BI）：
　 財務分析、管理分析、
　 運用分析、 臨床分析、
　 人口健康分析

● 財務・会計
● 血液バンク管理
● 救急車管理
● 食事管理
● 看護ステーション
● 資産管理

画像診断システム

PACSソリューション
● モダリティ＆ワークリスト
● 画像アーカイブ
● フュージョンイメージング
● ３D/４Dマンモグラフィ
● トモシンセシスビューア

最新PACS
● AIによるクラウドPACS
● モバイルDICOMビューア
● AIベースのスマートな医療診断

病院内モニタリングシステム

ECG、体温、SpO2モニタリング
心臓リハビリステーション
転倒検知

開発サービス
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病院業務に関する深い知識と幅広い経験により、
医療組織の運用方法革新と最適化を支援する開発サービスです。

医療情報システム開発 

事例1 │ PACS（医療用画像管理システム）

事例2 │ FPT病院情報システム（eHospital）

 お客様
遠隔読影サービスにおいて20年以上の実績を持つ国内シェア
No.1の企業

 ビジネスニーズ
● 収益拡大を目的とした、自社PACSを開発したい
●  医療用画像管理システムを構築し、RIS/PACSの一括パッケー

ジを開発したい

 ソリューション
標準PACSシステムの全てのモジュール（モダリティワークリスト、
DICOMビューア、レポート作成アプリ、画像印刷又はCD作成）をフル
ライフサイクルで開発

 技術
●  画像処理：OpenCV and Victor  

C/C++、C#、GDCM、DCMTK

 プロジェクト規模
● チームサイズ：〜15人/月 ● 開発期間：３年間

 開発の特長
● 開発関係部署間におけるコミュニケーションを密に実施
● 進渉を厳密にモニタリングすることにより、作業プロセスと効

率を最適化

 システムの特長
● 複数のモジュールにより設計され、病院内全てのプロセスを

管理することが可能
● 操作性に優れ、さらに病院の要望に応じ、柔軟にカスタマイ

ズが可能

 適用技術
● .NET、3.5Oracle 11g、devExpress

効果 ● ベトナム国内200以上の大型・中型の病院で展開

効果 ● 当システムは2017年より病院に展開済
● お客様から高評価
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物流管理

部門
システム

オーダ
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オーダ情報

納品情報
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FPTヘルスケアサービス＆ソリューション

開発サービス

代表事例
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遠隔治療

ビデオ会議診断
● 安全・高解像度ストリーム
● AI支援の診断転写

Webベースコンサルティング
モバイルECG/バイタルサインモニター
モバイル健康アプリ

遠隔医療センター

遠隔診断プラットフォーム
● 遠隔心臓診断　　　　　　● 遠隔病理診断
● 遠隔皮膚診断　　　　　　● ロボット遠隔手術
● 遠隔画像診断システム
CTGステーション

在宅医療サービス

AIベースの慢性疾患管理
● インスリン投与管理
● 吸入器の監視・補給

地域薬局デジタルプラットフォーム

地域患者プラットフォーム
● 薬剤選択モバイルアプリ
● 薬剤モバイル決済
● モバイル請求・発注詳細
● 薬局注文処理コンソール
● 薬局オプション選択コンソール
医療機関薬局システム
● 患者のクエリ・詳細
● 患者詳細情報管理
● 臨床予約・スクリーニングスケジューラ

調剤薬局管理システム

Webベース薬局管理
● 入札、見積、顧客管理
● レポートおよびダッシュボードのステータス
● 医薬品管理
● 介護取引管理

クラウドコンピューティング、モバイルコンピューティングを利用し、高可用性、優れた精度、
コスト効率を実現する遠隔医療システム開発サービスを提供します。

クラウドベースのシステム。Webやモバイルの最先端アプリを利用して、
手作業や紙ベースのプロセスを置き換えることにより、従来型の薬局業務を変革します。

遠隔医療システム開発 医薬情報システム開発

 お客様
遠隔画像診断事業と医療支援システム開発事業を展開

 ビジネスニーズ
遠隔画像診断サービスが必要

 ソリューション 
● DICOM画像と病理画像のバックアップ
● 遠隔画像診断のレポートシステムと画像表示ビューア
● 院内ツール（MWM、Receiver、Converter、Q/R）
● 電子カルテ

 技術
● OS：MacOS、Windows 10
● BE：Google Cloud Platform（GCP）、Kubernetes
● 言語：Golang、Angular 8、Typescripts、C++、C#

 プロジェクト規模
● チームサイズ：〜25人/月
● 開発期間：２年間

 お客様
デジタル医薬品管理ソリューションを専門とする、オーストラ
リアのイノベーションカンパニー

 ビジネスニーズ
● 服薬遵守の課題を解決したい
● モバイルデバイス活用により、服薬支援ツールを低価格で

提供したい

 ソリューション
業務分析、UIUXの設計、開発、テスト、CI/CDなど、システ
ム全体を開発

 技術
ASP.NET、jQuery、AWS、Postgre、SQL Server、RestAPI

 プロジェクト規模
● チームサイズ：〜50人/月 ● 開発期間：1.5年間

効果 ● GCP上に構築することで、高いセキュリティと可用性、
事業継続性を確保

効果 ● 国内売上が24％増加
● オーストラリアの薬局の55％が参加
● 120万人の患者にサービスを提供
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代表事例

代表事例

FPTヘルスケアサービス＆ソリューション

事例1 │ 胸部X線画像から肺炎を検出

事例2 │ ブロックチェーン電子カルテ開発
 課題
● 事後的な改ざんリスクがある
● 同じ患者にもかかわらず医療機関

ごとにカルテが散在し、他の医療
機関とのデータ連携も難しい

開発サービス
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EMR、EHR、PHRの革命

● ヘルスケアデータレイク・データウェアハウス
● AIデータ分析
● ブロックチェーンで保護されたEMR
● 安全な患者のポータル

健康保険のデジタル化

● 電子処方箋
● 健康保険プラットフォーム
● デジタル健康保険契約
● 健康保険データポータル

医療機器エコシステム

接続機器
● インスリンペン ● 吸入器
● 点眼器 ● 体温計
● アラーム
データ管理
● 処方箋管理、投与量計算機
分析＆洞察
● 臨床、手術、患者エンゲージメントのリアルタイムの洞察

医用画像処理

● フィルタリング
● セグメンテーション
● Bone Suppression処理
　(胸部骨減弱処理)

深層学習/機械学習

● イメージセグメンテーション
● イメージング診断
● 医用画像の質改善

ブロックチェーンの応用

● 臨床試験によって生成された安全
な共用データ

● ストレージに保存された患者データ
● 3D/4D処理
● 保険適用範囲、事前承認および

請求裁判

患者の健康情報をデジタル化して蓄積し、安全なアクセスを実現します。
機器をそのまま使用することができるのに加え、スマート、かつ利用しやすくなります。

FPTのヘルスケア分野専門メンバーの知見と、これまで培ってきた経験と研究結果を活用し、
お客様の研究事項に共同で参加します。これにより、PoC(概念実証)によるアウトプットをいち早く得ることが可能となり、
お客様のビジネスの俊敏性とフォーカスするポイントの見極めを高め、さらにコストの効率化も実現できます。

医療・薬局用電子健康データプラットフォーム開発 共同Ｒ＆Ｄサービス

 お客様
アメリカの多国籍電子機器のOEM企業。40か国以上で製
造を行っており、従業員は約20万人

 ビジネスニーズ
● 医療アプリケーションや医療機器をサポートするプラット

フォームを開発したい
● 臨床データを取得し、ビッグデータ技術を用いて、患者治

療や健康維持をサポートしたい
● 医療機器および製薬会社に必要なコア機能を提供したい

 ソリューション 
HIPAA、HITRUST、ISO 27001、GDPR、HL7、DICOMの
基準や規制を満たすデータプラットフォームを開発

 技術
● Googleクラウドサービス（Kubernetes Engine、Cloud 

Spanner、Data Flow、Cloud Big Queryなど）
● チャットボット：FPT.AIコアを使用した新しいチャットボットフレー

ムワーク

 プロジェクト規模
● チームサイズ：〜80人/月 ● 開発期間: 3年間
● 開発サイト：アメリカ、コロンビア、インド、ベトナム

 ビジネスニーズ
世界人口の7%が毎年肺炎にかかり、毎年約70万人の子供が命を落としています。胸部の
X線画像は主に肺炎の診断に使用されますが、経験豊富なベテランの放射線科医であっても、
正確な診断は困難です。そのために、診断精度を向上させる必要があります。このAIエンジ
ンの最大の目的は、特定の胸部X線によって、肺炎の有無を検知・分類することです。

効果 ● データの事後的な改ざん
を防止できます

● 電子署名を付与し、改ざ
んが困難なデータを他の
医療機関と安全に共有
することで、データの安
全性の強化や医療機関
の事務コストの削減、患
者の利便性向上などが
期待できます

DHP（デジタルヘルスプラットフォーム）

DHP
臨床医/介護者製薬会社

患者家族
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FPTは、未来志向のヘルスケア
実現のためのパートナーです
FPTは、ヘルスケア分野での幅広い知識と経験に基づき、
数多くの企業に最先端のテクノロジーを活用したサービス&ソリューションを提供しています。
FPTのヘルスケアサービス&ソリューションはお客様の未来志向のヘルスケア実現をサポートします。

質の高い人材

15年以上

1,000名以上 1,000名

470名以上
デジタルヘルス業界
での経験年数

ヘルスケア分野の
スペシャリスト

英語対応可能
エンジニア

日本語対応可能
エンジニア

世界的な存在感

25か国に52の拠点

10拠点
日本における拠点数

会社概要

1988年 12億ドル

設立 収益（2019年度）

28,000名以上
従業員数

ベトナム
最大の

ICT企業

ワンストップのITサービス

開発
サイクル 開発

設計運用保守

運用

テスト

要求分析

FPTジャパンホールディングスは、グループ全体で約37,000名を擁し、2018年
に創立30周年を迎えたベトナム最大手のICT企業FPTコーポレーションにおいて、
海外に特化し、広範囲のITサービスを全世界のお客様に提供しているグループ
企業FPTソフトウェアの日本法人です。東京を中心に国内10拠点を構え、2005
年の設立以来、日本企業に対する多数のITサービス提供実績を有しています。

〒105-0011
東京都港区芝公園1-7-6　KDX浜松町プレイス6階
Tel：03-6634-6868（代表）
Fax：03-6634-6869
Email:fjp.contact@fsoft.com.vn
Web：https://fpt-software.jp

FPTジャパンホールディングス

グローバルIT企業による認定

各種規制/認証/医療標準への準拠・対応


