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【報道関係者からのお問い合わせ】

ライフサイエンス コンピューティング株式会社

担当 中台/宮長

Email: info@lscc.co.jp　電話番号：03-5911-1455

エス・アンド・アイ株式会社

マーケティング部　担当 増田

Email: info@sandi.co.jp　電話番号：03-5623-7353

【お客様からのお問い合わせ】

ライフサイエンス コンピューティング株式会社

担当 中台/宮長

Email: sales@lscc.co.jp　電話番号：03-5911-1455

エス・アンド・アイ株式会社

第一事業部　担当 真壁/白井

Email: info@sandi.co.jp　電話番号：03-5623-7874

※本件に掲載する社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
※Apple, the Apple logo and iPhone and iPad are trademarks of Apple.　

佐藤　直浩

（コード番号：3734　東証マザーズ）
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エス・アンド・アイ株式会社について

ライフサイエンス コンピューティング 株式会社について

製品名称    出荷開始予定日   使用料（税込み）　　　　

DolphinPro     2010年9月   年額200,000円より

DophinPro for SaaS    2010年10月   サービス提供者にて設定

Genesys for DolphinPro   2010年9月   年額280,000円より

Genesys  SaaS　Link版   2010年12月   サービス提供者にて設定

DolphinPro起動画面（PC）

DolphinProカルテ画面（PC）

Genesys診断画面（PC）

DolphinPro起動画面（iPad）

DolphinProカルテ画面（iPad）

Genesys診断画面（iPad）

当社子会社、ライフサイエンス コンピューティング 株式会社は、本日、添付のプレスリリースを行いますの
でお知らせいたします。なお、当社業績への影響は、分かり次第お知らせいたします。

ライフサイエンス コンピューティング 株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小林亮一、以下LSC）

ならびにエス・アンド・アイ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本司郎、以下S&I）は、医療

クラウドビジネスで提携を行い、LSCが開発した診療所やクリニック向け電子カルテシステム「DolphinPro」

および「DolphinPro for SaaS」、ならびに、医用画像管理システム（PACS）「Genesys for DolphinPro」およ

び「Genesys SaaS Link」を9月より順次販売を開始いたします。

両社の協業にて提供する医療クラウドソリューションは、LSCが開発した電子カルテ、PACSおよびLSCが扱う

医療診断装置を核とし、S&Iがクラウド環境でサービスを提供するためのネットワークインフラの整備、構築

を行い実現します。医療施設の運用コスト削減、および、患者様の満足度向上に大きく寄与します。

DolphinProの特長は以下のとおりです。

１．オープンで低価格な電子カルテシステム

DolphinProは、経済産業省の公募プロジェクトである地域医療連携事業で開発されたオープンソースの電子

カルテOpenDolphinをベースに開発されました。

無償ソフトウェアであり、国内10,217施設で稼働（※1）している日本医師会標準のレセプトソフト「ORCA」と

連動し、また、世界標準の医用画像通信プロトコルであるDICOMに準拠したGenesys for DolphinProと連携

することで、診療所やクリニックにおける総合医療システムの構築が低価格で実現可能となります。

今後は、診療情報の相互運用で世界標準になりつつあるopenEHR（ISO13606）やMML等へのサポートをよ

り充実し、医療情報のインフラになることを目指します。

２．iPad/iPhoneに標準対応

情報端末であるiPadやiPhone上で、患者様に分かりやすくインフォームドコンセントを行うことができるため

、患者様との信頼関係構築に役立ちます。また、SaaSモデルでは、院外からの接続も可能となるため、緊急の

対応や在宅診療の際にも、データセンター側にある診療データを利用することが可能になります。

３．安全で効率の良いSaaSモデル、システム構築が短期間で可能

データセンターに設置したサーバーに診療データを安全に保管管理します。システム運用はセンター側で行う

ため、医療機関でのバックアップやハード交換に掛る運用コストが無くなります。また、医療機関で使用する端

末はセンター側のサーバーに接続し、クライアントソフトウェアをダウンロードすることにより使用可能となる

ため、短期間での導入が可能となります。

DolphinProおよび、Genesys for DolphinProの提供方法は、データセンターに診療データを保管管理す

るSaaSモデル（DolphinPro for SaaS ならびに Genesys SaaS Link）と医療施設内で完結するクローズド

モデル（DolphinProならびにGenesys for DolphinPro）の2種類となります。どちらのモデルにおいても、

iPad/iPhoneの接続、ORCAとの連携が可能です。

S&Iは本サービス提供にあたり、日本アイ・ビー・エム株式会社（以下日本IBM）が推進する、パートナービジ

ネスにおける新たなサービス・ビジネス・モデル「SOP（サービス・オリエンテッド・パートナリング）」を活用し

IBMパートナーを通じ、全国の医療施設への利用促進ならびに販売活動も行います。

LSCおよびS&Iは、DolphinProを平成25年度までに、600施設への導入を目指しています。

※1：2010年7月15日現在（日本医師会発表）

LSCは、平成21年11月に設立され、医療システムの開発から医療機器の販売まで医科歯科問わず、総合的に医療ITソリューションの提供を

行っております。LSCは前身の会社から数えて20年近く医療画像処理、特にDICOMを中心とした製品開発に携わり、高度な開発技術を蓄積し

て、現在に至っております。

少子高齢化社会や医師不足のために過重労働化する医療現場、その一方で削減を求められる医療費、このような社会情勢に対して、LSCはより

高度で信頼性が高く、かつ安価な医療システムを提供することで、社会貢献を目指す企業です。

エス・アンド・アイは、1987年の設立から現在に至るまで、企業やデータセンターにおけるサーバー・ネットワークの統合／仮想化、IPテレ

フォニー、コンタクトセンターのシステム構築、センサーネットワーク、さらに各種ミドルウェア・アプリケーションの開発まで、お客様が求

めるICT基盤の構築、運用技術を磨いてまいりました。さまざまな技術を複合させたITインフラの導入・運用、そしてネットワークやファシリ

ティの設計、施工、保守に至るまで、統合的なソリューションの提供を行っています。

また、エス・アンド・アイは、ヴイエムウェア社から豊富な仮想化実績の証として「VMwareエンタープライズ・パートナー」に、日本アイ・ビー・

エム社からはPCサーバーに対する技術力の高さの証として「System x バリューパートナー（VPP）」に認定されています。

出荷開始予定時期および価格
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DolphinPro     2010年9月   年額200,000円より

DophinPro for SaaS    2010年10月   サービス提供者にて設定

Genesys for DolphinPro   2010年9月   年額280,000円より
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当社子会社、ライフサイエンス コンピューティング 株式会社は、本日、添付のプレスリリースを行いますの
でお知らせいたします。なお、当社業績への影響は、分かり次第お知らせいたします。

ライフサイエンス コンピューティング 株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小林亮一、以下LSC）

ならびにエス・アンド・アイ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本司郎、以下S&I）は、医療

クラウドビジネスで提携を行い、LSCが開発した診療所やクリニック向け電子カルテシステム「DolphinPro」

および「DolphinPro for SaaS」、ならびに、医用画像管理システム（PACS）「Genesys for DolphinPro」およ

び「Genesys SaaS Link」を9月より順次販売を開始いたします。

両社の協業にて提供する医療クラウドソリューションは、LSCが開発した電子カルテ、PACSおよびLSCが扱う

医療診断装置を核とし、S&Iがクラウド環境でサービスを提供するためのネットワークインフラの整備、構築

を行い実現します。医療施設の運用コスト削減、および、患者様の満足度向上に大きく寄与します。

DolphinProの特長は以下のとおりです。

１．オープンで低価格な電子カルテシステム

DolphinProは、経済産業省の公募プロジェクトである地域医療連携事業で開発されたオープンソースの電子

カルテOpenDolphinをベースに開発されました。

無償ソフトウェアであり、国内10,217施設で稼働（※1）している日本医師会標準のレセプトソフト「ORCA」と

連動し、また、世界標準の医用画像通信プロトコルであるDICOMに準拠したGenesys for DolphinProと連携

することで、診療所やクリニックにおける総合医療システムの構築が低価格で実現可能となります。

今後は、診療情報の相互運用で世界標準になりつつあるopenEHR（ISO13606）やMML等へのサポートをよ

り充実し、医療情報のインフラになることを目指します。

２．iPad/iPhoneに標準対応

情報端末であるiPadやiPhone上で、患者様に分かりやすくインフォームドコンセントを行うことができるため

、患者様との信頼関係構築に役立ちます。また、SaaSモデルでは、院外からの接続も可能となるため、緊急の

対応や在宅診療の際にも、データセンター側にある診療データを利用することが可能になります。

３．安全で効率の良いSaaSモデル、システム構築が短期間で可能

データセンターに設置したサーバーに診療データを安全に保管管理します。システム運用はセンター側で行う

ため、医療機関でのバックアップやハード交換に掛る運用コストが無くなります。また、医療機関で使用する端

末はセンター側のサーバーに接続し、クライアントソフトウェアをダウンロードすることにより使用可能となる

ため、短期間での導入が可能となります。

DolphinProおよび、Genesys for DolphinProの提供方法は、データセンターに診療データを保管管理す

るSaaSモデル（DolphinPro for SaaS ならびに Genesys SaaS Link）と医療施設内で完結するクローズド

モデル（DolphinProならびにGenesys for DolphinPro）の2種類となります。どちらのモデルにおいても、

iPad/iPhoneの接続、ORCAとの連携が可能です。

S&Iは本サービス提供にあたり、日本アイ・ビー・エム株式会社（以下日本IBM）が推進する、パートナービジ
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※1：2010年7月15日現在（日本医師会発表）
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でお知らせいたします。なお、当社業績への影響は、分かり次第お知らせいたします。

ライフサイエンス コンピューティング 株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小林亮一、以下LSC）

ならびにエス・アンド・アイ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本司郎、以下S&I）は、医療

クラウドビジネスで提携を行い、LSCが開発した診療所やクリニック向け電子カルテシステム「DolphinPro」

および「DolphinPro for SaaS」、ならびに、医用画像管理システム（PACS）「Genesys for DolphinPro」およ

び「Genesys SaaS Link」を9月より順次販売を開始いたします。

両社の協業にて提供する医療クラウドソリューションは、LSCが開発した電子カルテ、PACSおよびLSCが扱う

医療診断装置を核とし、S&Iがクラウド環境でサービスを提供するためのネットワークインフラの整備、構築

を行い実現します。医療施設の運用コスト削減、および、患者様の満足度向上に大きく寄与します。

DolphinProの特長は以下のとおりです。

１．オープンで低価格な電子カルテシステム

DolphinProは、経済産業省の公募プロジェクトである地域医療連携事業で開発されたオープンソースの電子

カルテOpenDolphinをベースに開発されました。

無償ソフトウェアであり、国内10,217施設で稼働（※1）している日本医師会標準のレセプトソフト「ORCA」と

連動し、また、世界標準の医用画像通信プロトコルであるDICOMに準拠したGenesys for DolphinProと連携

することで、診療所やクリニックにおける総合医療システムの構築が低価格で実現可能となります。

今後は、診療情報の相互運用で世界標準になりつつあるopenEHR（ISO13606）やMML等へのサポートをよ

り充実し、医療情報のインフラになることを目指します。

２．iPad/iPhoneに標準対応

情報端末であるiPadやiPhone上で、患者様に分かりやすくインフォームドコンセントを行うことができるため

、患者様との信頼関係構築に役立ちます。また、SaaSモデルでは、院外からの接続も可能となるため、緊急の

対応や在宅診療の際にも、データセンター側にある診療データを利用することが可能になります。

３．安全で効率の良いSaaSモデル、システム構築が短期間で可能

データセンターに設置したサーバーに診療データを安全に保管管理します。システム運用はセンター側で行う

ため、医療機関でのバックアップやハード交換に掛る運用コストが無くなります。また、医療機関で使用する端

末はセンター側のサーバーに接続し、クライアントソフトウェアをダウンロードすることにより使用可能となる

ため、短期間での導入が可能となります。

DolphinProおよび、Genesys for DolphinProの提供方法は、データセンターに診療データを保管管理す

るSaaSモデル（DolphinPro for SaaS ならびに Genesys SaaS Link）と医療施設内で完結するクローズド

モデル（DolphinProならびにGenesys for DolphinPro）の2種類となります。どちらのモデルにおいても、

iPad/iPhoneの接続、ORCAとの連携が可能です。

S&Iは本サービス提供にあたり、日本アイ・ビー・エム株式会社（以下日本IBM）が推進する、パートナービジ

ネスにおける新たなサービス・ビジネス・モデル「SOP（サービス・オリエンテッド・パートナリング）」を活用し

IBMパートナーを通じ、全国の医療施設への利用促進ならびに販売活動も行います。

LSCおよびS&Iは、DolphinProを平成25年度までに、600施設への導入を目指しています。

※1：2010年7月15日現在（日本医師会発表）

LSCは、平成21年11月に設立され、医療システムの開発から医療機器の販売まで医科歯科問わず、総合的に医療ITソリューションの提供を

行っております。LSCは前身の会社から数えて20年近く医療画像処理、特にDICOMを中心とした製品開発に携わり、高度な開発技術を蓄積し

て、現在に至っております。

少子高齢化社会や医師不足のために過重労働化する医療現場、その一方で削減を求められる医療費、このような社会情勢に対して、LSCはより

高度で信頼性が高く、かつ安価な医療システムを提供することで、社会貢献を目指す企業です。

エス・アンド・アイは、1987年の設立から現在に至るまで、企業やデータセンターにおけるサーバー・ネットワークの統合／仮想化、IPテレ

フォニー、コンタクトセンターのシステム構築、センサーネットワーク、さらに各種ミドルウェア・アプリケーションの開発まで、お客様が求

めるICT基盤の構築、運用技術を磨いてまいりました。さまざまな技術を複合させたITインフラの導入・運用、そしてネットワークやファシリ

ティの設計、施工、保守に至るまで、統合的なソリューションの提供を行っています。

また、エス・アンド・アイは、ヴイエムウェア社から豊富な仮想化実績の証として「VMwareエンタープライズ・パートナー」に、日本アイ・ビー・

エム社からはPCサーバーに対する技術力の高さの証として「System x バリューパートナー（VPP）」に認定されています。

出荷開始予定時期および価格
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【報道関係者からのお問い合わせ】

ライフサイエンス コンピューティング株式会社

担当 中台/宮長

Email: info@lscc.co.jp　電話番号：03-5911-1455

エス・アンド・アイ株式会社

マーケティング部　担当 増田

Email: info@sandi.co.jp　電話番号：03-5623-7353

【お客様からのお問い合わせ】

ライフサイエンス コンピューティング株式会社

担当 中台/宮長

Email: sales@lscc.co.jp　電話番号：03-5911-1455

エス・アンド・アイ株式会社

第一事業部　担当 真壁/白井

Email: info@sandi.co.jp　電話番号：03-5623-7874

※本件に掲載する社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
※Apple, the Apple logo and iPhone and iPad are trademarks of Apple.　

佐藤　直浩

（コード番号：3734　東証マザーズ）

小野　泰輔
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製品名称    出荷開始予定日   使用料（税込み）　　　　

DolphinPro     2010年9月   年額200,000円より

DophinPro for SaaS    2010年10月   サービス提供者にて設定

Genesys for DolphinPro   2010年9月   年額280,000円より

Genesys  SaaS　Link版   2010年12月   サービス提供者にて設定
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当社子会社、ライフサイエンス コンピューティング 株式会社は、本日、添付のプレスリリースを行いますの
でお知らせいたします。なお、当社業績への影響は、分かり次第お知らせいたします。
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および「DolphinPro for SaaS」、ならびに、医用画像管理システム（PACS）「Genesys for DolphinPro」およ
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両社の協業にて提供する医療クラウドソリューションは、LSCが開発した電子カルテ、PACSおよびLSCが扱う

医療診断装置を核とし、S&Iがクラウド環境でサービスを提供するためのネットワークインフラの整備、構築

を行い実現します。医療施設の運用コスト削減、および、患者様の満足度向上に大きく寄与します。

DolphinProの特長は以下のとおりです。

１．オープンで低価格な電子カルテシステム

DolphinProは、経済産業省の公募プロジェクトである地域医療連携事業で開発されたオープンソースの電子

カルテOpenDolphinをベースに開発されました。

無償ソフトウェアであり、国内10,217施設で稼働（※1）している日本医師会標準のレセプトソフト「ORCA」と

連動し、また、世界標準の医用画像通信プロトコルであるDICOMに準拠したGenesys for DolphinProと連携

することで、診療所やクリニックにおける総合医療システムの構築が低価格で実現可能となります。

今後は、診療情報の相互運用で世界標準になりつつあるopenEHR（ISO13606）やMML等へのサポートをよ

り充実し、医療情報のインフラになることを目指します。

２．iPad/iPhoneに標準対応

情報端末であるiPadやiPhone上で、患者様に分かりやすくインフォームドコンセントを行うことができるため

、患者様との信頼関係構築に役立ちます。また、SaaSモデルでは、院外からの接続も可能となるため、緊急の

対応や在宅診療の際にも、データセンター側にある診療データを利用することが可能になります。

３．安全で効率の良いSaaSモデル、システム構築が短期間で可能

データセンターに設置したサーバーに診療データを安全に保管管理します。システム運用はセンター側で行う

ため、医療機関でのバックアップやハード交換に掛る運用コストが無くなります。また、医療機関で使用する端

末はセンター側のサーバーに接続し、クライアントソフトウェアをダウンロードすることにより使用可能となる

ため、短期間での導入が可能となります。

DolphinProおよび、Genesys for DolphinProの提供方法は、データセンターに診療データを保管管理す

るSaaSモデル（DolphinPro for SaaS ならびに Genesys SaaS Link）と医療施設内で完結するクローズド

モデル（DolphinProならびにGenesys for DolphinPro）の2種類となります。どちらのモデルにおいても、

iPad/iPhoneの接続、ORCAとの連携が可能です。

S&Iは本サービス提供にあたり、日本アイ・ビー・エム株式会社（以下日本IBM）が推進する、パートナービジ

ネスにおける新たなサービス・ビジネス・モデル「SOP（サービス・オリエンテッド・パートナリング）」を活用し

IBMパートナーを通じ、全国の医療施設への利用促進ならびに販売活動も行います。

LSCおよびS&Iは、DolphinProを平成25年度までに、600施設への導入を目指しています。

※1：2010年7月15日現在（日本医師会発表）
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行っております。LSCは前身の会社から数えて20年近く医療画像処理、特にDICOMを中心とした製品開発に携わり、高度な開発技術を蓄積し

て、現在に至っております。
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当社子会社、ライフサイエンス コンピューティング 株式会社は、本日、添付のプレスリリースを行いますの
でお知らせいたします。なお、当社業績への影響は、分かり次第お知らせいたします。

ライフサイエンス コンピューティング 株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小林亮一、以下LSC）

ならびにエス・アンド・アイ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本司郎、以下S&I）は、医療

クラウドビジネスで提携を行い、LSCが開発した診療所やクリニック向け電子カルテシステム「DolphinPro」

および「DolphinPro for SaaS」、ならびに、医用画像管理システム（PACS）「Genesys for DolphinPro」およ

び「Genesys SaaS Link」を9月より順次販売を開始いたします。

両社の協業にて提供する医療クラウドソリューションは、LSCが開発した電子カルテ、PACSおよびLSCが扱う

医療診断装置を核とし、S&Iがクラウド環境でサービスを提供するためのネットワークインフラの整備、構築

を行い実現します。医療施設の運用コスト削減、および、患者様の満足度向上に大きく寄与します。

DolphinProの特長は以下のとおりです。

１．オープンで低価格な電子カルテシステム

DolphinProは、経済産業省の公募プロジェクトである地域医療連携事業で開発されたオープンソースの電子

カルテOpenDolphinをベースに開発されました。

無償ソフトウェアであり、国内10,217施設で稼働（※1）している日本医師会標準のレセプトソフト「ORCA」と

連動し、また、世界標準の医用画像通信プロトコルであるDICOMに準拠したGenesys for DolphinProと連携

することで、診療所やクリニックにおける総合医療システムの構築が低価格で実現可能となります。

今後は、診療情報の相互運用で世界標準になりつつあるopenEHR（ISO13606）やMML等へのサポートをよ

り充実し、医療情報のインフラになることを目指します。

２．iPad/iPhoneに標準対応

情報端末であるiPadやiPhone上で、患者様に分かりやすくインフォームドコンセントを行うことができるため

、患者様との信頼関係構築に役立ちます。また、SaaSモデルでは、院外からの接続も可能となるため、緊急の

対応や在宅診療の際にも、データセンター側にある診療データを利用することが可能になります。

３．安全で効率の良いSaaSモデル、システム構築が短期間で可能

データセンターに設置したサーバーに診療データを安全に保管管理します。システム運用はセンター側で行う

ため、医療機関でのバックアップやハード交換に掛る運用コストが無くなります。また、医療機関で使用する端

末はセンター側のサーバーに接続し、クライアントソフトウェアをダウンロードすることにより使用可能となる

ため、短期間での導入が可能となります。

DolphinProおよび、Genesys for DolphinProの提供方法は、データセンターに診療データを保管管理す

るSaaSモデル（DolphinPro for SaaS ならびに Genesys SaaS Link）と医療施設内で完結するクローズド

モデル（DolphinProならびにGenesys for DolphinPro）の2種類となります。どちらのモデルにおいても、

iPad/iPhoneの接続、ORCAとの連携が可能です。

S&Iは本サービス提供にあたり、日本アイ・ビー・エム株式会社（以下日本IBM）が推進する、パートナービジ

ネスにおける新たなサービス・ビジネス・モデル「SOP（サービス・オリエンテッド・パートナリング）」を活用し

IBMパートナーを通じ、全国の医療施設への利用促進ならびに販売活動も行います。

LSCおよびS&Iは、DolphinProを平成25年度までに、600施設への導入を目指しています。

※1：2010年7月15日現在（日本医師会発表）

LSCは、平成21年11月に設立され、医療システムの開発から医療機器の販売まで医科歯科問わず、総合的に医療ITソリューションの提供を

行っております。LSCは前身の会社から数えて20年近く医療画像処理、特にDICOMを中心とした製品開発に携わり、高度な開発技術を蓄積し

て、現在に至っております。

少子高齢化社会や医師不足のために過重労働化する医療現場、その一方で削減を求められる医療費、このような社会情勢に対して、LSCはより

高度で信頼性が高く、かつ安価な医療システムを提供することで、社会貢献を目指す企業です。

エス・アンド・アイは、1987年の設立から現在に至るまで、企業やデータセンターにおけるサーバー・ネットワークの統合／仮想化、IPテレ

フォニー、コンタクトセンターのシステム構築、センサーネットワーク、さらに各種ミドルウェア・アプリケーションの開発まで、お客様が求

めるICT基盤の構築、運用技術を磨いてまいりました。さまざまな技術を複合させたITインフラの導入・運用、そしてネットワークやファシリ

ティの設計、施工、保守に至るまで、統合的なソリューションの提供を行っています。

また、エス・アンド・アイは、ヴイエムウェア社から豊富な仮想化実績の証として「VMwareエンタープライズ・パートナー」に、日本アイ・ビー・

エム社からはPCサーバーに対する技術力の高さの証として「System x バリューパートナー（VPP）」に認定されています。

出荷開始予定時期および価格


