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IRIS 調剤をより安全にするために

最高クラスの高速薬包鑑査

患者の安全を第一に



段階的に進む、わかりやすい日本語のインターフェイス

IRISでできること

カメラシステムによる
自動目視鑑査で薬包の

ミスをみつけます 。

クオリティチェック

自動薬剤払出の薬剤に
クレームがあった場合、処方
した薬包の証拠をいつでも

写真で確認できます。

従業員の全ての行動は
記録され、ミスの原因を

追跡できます。

作業の追跡

画面をクリックしたり、薬包
を通したり、疑わしいものを

チェックする等、短い
練習期間で簡単に学ぶこと

ができます。

簡単で早い操作

写真の証拠



病院薬局や調剤薬局のニーズに合わせたデザイン

IRISは自動薬剤払出プロセスを保証

薬包点検市場で最も精度の高いアルゴリズム
• 13のパラメーターによる分析で薬の色や大きさ、形、番号をチェック 

します。IRISはRGBと近赤外線のマルチスペクトル分析を使っています。
• １ミリ※ のサイズまで検出でき、クラムを見逃しません。
• 厳格に示され大規模に確認されたアルゴリズムの質が、高い予測能力を 

生み出します。

視認技術のベストな活用
• 日本製のデュアルCCDセンサーカメラ（同時に 2 画像を記録：近赤外線画像

と RGB 画像) 。
• ハイエンド LED ドームで照明の条件を整え、写真を撮影します。
• 証明された技術：IRIS は Photon(自動薬剤払出工場用)のカメラ、照明及び 

アルゴリズムシステムを使用しています。 

製造証明
• IRISを使用すると、薬包の画像を10年以上保存できます。
• IRISはユーザーの操作を全て確実に記録します。 
• 顧客からクレームが出た場合、処方薬と担当者を追跡して、問題の 

根本原因を突きとめることができます。
• IRISは集計されたデータを使用し、プロセスやクオリティを改善させる 

ための統計分析を可能にします。

作業効率の向上を促進
1時間に5000包を鑑査できる本システムは、薬包目視鑑査を高品質に
維持しながら、薬局でのマニュアル作業を減らします。鑑査システムが
疲れたり、正確さを失ったりすることはありません。

患者の安全性を向上 ー 疲れを知らない自動鑑査 

IRISは薬局に下記の主なメリットをもたらします

製造証明 ー 顧客の求めに応じて、いつでも作業の追跡や画像・データの確認が可能

作業効率のアップ ー 1時間5000包の高速自動認識

※ 黒でない場合>2mm²黒の場合 。



製造済み１００包

自動鑑査による
合格 94% = 94 99% 

1% 

5%

自動識別率

94%

1%

最終結果

自動識別 94% = 94

誤った警報 5% = 5

実際に薬包エラーあり 1% = 1

自動識別率

自動鑑査による
不合格

手動鑑査による
不合格

6% = 6 

手動鑑査による
合格

検査確認の必要がある薬包はわずか６％

自動識別率

自動鑑査のエラー率；ZiuZアルゴリズムはすべての薬物を検出
ZiuZは、アルゴリズムの品質を証明するために、広範なフィールドトライアルを
実施しました。
• ユヤマFDS が製造した 45 万薬包分の画像を用いた実地試験。
• 各画像を 3 人が手動で鑑査。
• 各画像を ZiuZ アルゴリズムで自動鑑査。

試験結果
• 100包に1包の薬剤ミスはあっても、ZiuZアルゴリズムは見逃す薬剤は 1 つも

なかったと言えます。アルゴリズムは全て投薬エラーも見逃しません。つまり、
アルゴリズムのエラー率は 0 でした。  

• 誤って合格判定を受ける薬剤数は 100 万包につき 1.33包※ 。

※ これは算出された数字です。理論上、2 つのよく似た異なる薬剤が 2 つの薬包間で入れ替わっていたという可能性は常にあります。ZiuZ アルゴリズムは、これ
を検出しません。ZiuZ アルゴリズムの専門家によるリスク分析によると、このようなことが起こるのは、上述の実地試験に基づき、100 万包につき 1.33 包です。

ZiuZアルゴリズムの自動識別率は、顧客のプロセス、各薬包の薬品数及び薬剤の種類によって、各90～99% となります。 
 識別率は以下の通り算出されています：



調剤をより安全にするための卓越した品質

薬包の修正を容易に

IRISは共同作業に対応
IRIS Studioはどこでもインストールでき、最大5名のユーザーがが同時に作業
できます。マルチユーザーライセンスを使用すれば、IRISで新規の作業をしな
がら、薬包の閲覧や修正を同時に行うことができます。 また、薬局内のパソ
コンから作業レポートが作成でき、機器の横にいる必要はありません。 作業
処理はIRISで行い、修正や閲覧は薬局内のどこでも可能なため、IRISを自由に
配置できます。

IRISにコレクターを接続することによって、薬包検査プロセスが完了します
修正された薬包のデータ収集はコレクターですばやく簡単に行い、トップクラ
スのカメラでしっかり撮影します。 シングルクリックの確認機能で、マウスを
使わずに修正プロセスの作業ができます。 

また、IRIS Studioマルチユーザーライセンスを使用により、薬局内のどこから
でも修正が可能、修正作業のワークフローをシンプルかつ簡単にします。
 総合的修正タブから、どの薬をどの薬包に入れて修正するかを確認すること
ができます。 シンプルな修正ウィザードが、正しい画像撮影を補助します。



 

場所： オランダ・ヘーレンフェーン市 
導入日： 2016 年 10 月

データ：
• 入院  270 床
• 外来  160 床
• 平均  一日あたり平均2,500包作成
• 平均誤報率 0.4%（2020 年 10月13 日現在）

IRISは世界中で販売しています

• ZiuZは世界の目視鑑査システムのマーケットリーダーです 
（市場シェア率）。

• 世界で一日に1000万包以上の、ZiuZのシステムによる 
目視鑑査を行っています。 

• 世界に350台を超える自動目視鑑査機が設置されています。

ZiuZ本社は欧州にあり、欧州諸国、米国、中国、
オーストラリアに支店や代理店があります。!

ZiuZの主な市場は欧州と米国です

• 高い製造力の薬局の品質基準に合わせています。
• 1日あたりの製造量が少ない薬局にも合わせています。
• 小さなスペースに合わせてコンパクト、静かな操作が 

可能です。
• 新しいユーザーでも非常に短い学習時間で、簡単に 

使えます。

IRISは、病院薬局や調剤薬局のニーズに合わせて特別に
開発されました



ZiuZ Medicalは、市場で最も精度の高いアルゴリズムと組み合わせた最善の 
視覚技術を用い、患者の安全を最大限に確保することを目指しています。 
視覚ソリューションを用いて社会に関連した問題を解決することが ZiuZ 社の 
DNA に組み込まれています。 

ZiuZ Medicalは、InspectorとPhotonで長年にわたる信頼と実績を収めてきた
大容量の薬包鑑査デバイスです。ZiuZ Medicalは自動薬剤払出機メーカーとは
独立して運営されています。すべての主要ブランドと連動できます。 何百万も
の薬包の生産は、ZiuZ Medical自動目視鑑査システムによって毎日チェック 
されています。 

ZiuZ Medicalは、医薬品および医療用の最先端の視覚情報技術の開発に特化 
した知識集約型企業です。 それは、医学的課題に違いをもたらすという 
決意に基づいています。 同社には、実用的で有意義なアプローチがあります。
パートナーや顧客との成功したコラボレーションを促進するアプローチです。

ZiuZは、近い将来、日本を主要な市場にすることをめざしています。

ZiuZ Medical概要

ミッション：視覚的知能に基づいた収益性の高い革新的なソリューションで、 
世界の医療業界にインパクトをもたらし、社会の重要な問題解決に 
貢献します。

ZiuZ Medicalは、代理店ネットワークを 
通じて、世界中で積極的に事業を展開
弊社の代理店を最適にサポートする為、日本市場専用チーム（オランダ本社経由）及び、中国市場専用チーム（上海事務所経由）が作られました。

本社 ー オランダ

営業支店 ー 上海（中国）

代理店
代理店候補開発中

代理店候補開発中



外形寸法
高さ: 43 cm
幅: 65 cm
奥行: 38 cm
本体質量: 28 kg 

ZiuZ IRISの概要

• 薬剤のフルカラー分析
• 明確で理解しやすい色分けとアイコンによるエラーの特定
• 最大99%の自動鑑査承認率
• 直感的なユーザーインターフェース（非常に短い学習曲線）
• 自動統計分析は、薬剤師がシステムを最適化するのに役立ちます
• アーカイブから全てのデータと写真を簡単に取得
• ソフトウエアにクオリティログを内臓
• 主なメーカーの自動薬剤払出機に対応したインターフェース
• 1台で十分な製造能力(1時間あたり最大5,000包)

ZiuZ本社
Stationsweg 3
8401 DK Gorredijk 
オランダ
メール: info@ziuz.com
電話: +31-513-460-080

日本市場の問い合わせ窓口（日本語対応可能）
ロナルド・ヒルホースト（Ronald Hilhorst）
電話: 050-5534-4938 
メール: r.hilhorst@ziuz.com

ZiuZに関して追加情報は、下記の 
ウェブページを参照下さい：
www.ziuz.com/ja
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